
         

教育学の基本図書の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

教育学の基本図書 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機
能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選28タイトル 

同時アクセス1(一部2) 

 237,835円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0043 

2019年2月 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

わかる・役立つ　教育学入門 KP00015374 大月書店 201809 PDF ¥4,598 - ¥6,897

植上一希/寺崎里水【編】 9784272412419

教育思想のポストモダン KP00009733 勁草書房 201612 PDF ¥10,010 - ¥14,960

下司晶 9784326299133

教養の揺らぎとフランス近代 KP00009634 勁草書房 201706 PDF ¥10,010 - ¥14,960

綾井桜子 9784326299140

教育の大衆化は何をもたらしたか KP00009684 勁草書房 201605 PDF ¥12,430 - ¥18,590

園山大祐【編著】 9784326602926

戦後日本の教育学 KP00009731 勁草書房 201611 PDF ¥19,360 - ¥29,040

井深雄二 9784326251186

戦後日本の教育委員会 KP00009737 勁草書房 201512 PDF ¥19,800 - ¥29,700

大畠菜穂子 9784326251148

テキスト教育と教育行政 KP00009741 勁草書房 201510 PDF ¥7,260 - ¥10,890

井深雄二/大橋基博　ほか【編著】 9784326251070

多国籍化する日本の学校 KP00007135 勁草書房 201511 PDF ¥8,800 - ¥13,200

佐久間孝正 9784326299096

子どもの生活と児童文化 KP00015296 創元社 201510 EPUBリフロー ¥4,400 - ¥6,600

川北典子/村川京子/松崎行代【編著】 9784422120638

子どもを育む学校臨床力 KP00015297 創元社 201602 EPUBリフロー ¥5,500 - ¥7,700

角田豊/片山紀子/小松貴弘【編著】 9784422120645

情動と発達・教育 KP00017703 朝倉書店 201509 PDF ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

伊藤良子津田正明【編】 9784254106930

不登校の子どもに何が必要か KP00015990 慶應義塾大学出版会 201603 PDF ¥6,160 - ¥9,240

増田健太郎 9784766422382

教師の心が折れるとき KP00001011 大月書店 201505 PDF ¥3,630 - ¥5,445

井上麻紀 9784272412266

半径５メートルからの教育社会学 KP00005471 大月書店 201709 PDF ¥5,324 - ¥7,986

片山悠樹/内田 良/古田和久/

牧野智和【編】
9784272412389

13

毎年、7校に1人の教員が精神疾患で休業する時代です。この本の著者は、学校教職員専門の病院に勤務する

臨床心理士。10年以上にわたる、教員に特化したメンタルヘルスケアの経験から、ダウンしてしまう教員の実態と要

因、教員に対するメンタルヘルスケアの実際、ダウンしないために／してしまった後に、本人と周囲ができること、などを

まとめました。教員が疲れ果てる原因のひとつ、「保護者対応」のポイントも必見です。

14
誰もが学校に通い、進学し、就職する――私たちが「半径５メートル」の経験から当たり前と思い込んでいる教育の

あり方を相対化する、教育社会学のさまざまな理論や概念を易しく解説し、教育の新たな見方へと誘う入門テキス

ト。

12

不登校をどのように理解し、どのようにかかわっていくべきか。�予防と支援の視点から、不登校支援に長年携わってい

る教育学・臨床心理学・精神医学の専門家が、不登校の現状を読み解き、不登校をどのように理解し、具体的に

どう対応すればよいのかを、今、不登校のことで悩んでいる保護者、学校の先生やSCの方々のために、わかりやすく

まとめた。

9

10

社会の変化に伴い、子どもたちの間にも多様性が広がる中、教師には個々の子どもや問題に丁寧にかかわり合い、

対応していく力が求められている。これからの教師に必要な力、それが「学校臨床力」。従来の生徒指導や教育相

談、特別支援教育をベースにしつつも、それらを超えていくための新たな視点や実践に役立つ知識を包括的かつコン

パクトに提供する。

11
子どもが抱える深刻なテーマについて，研究と現場の両方から問題の理解と解決への糸口を提示。

6
教育問題の最終責任は誰にあるか。日本の代表的な合議制執行機関やアメリカの教育委員会との比較を通じ

て、戦後日本の教育委員会の権限と責任を解き明かす。今後の教育委員会研究に新たな展望を拓く意欲作。

7
最新の教育行政学の研究成果にもとづき、基本的事項を解説。国際条約も参照しつつ、進行する教育改革とそ

れに伴う教育と教育行政の諸現象を分析し、諸課題を検討する。教育行政学を学び始める学生や、教育関係者

の実務のために最適な概説書。

8
外国につながる子どもが日本の保育・教育機関で急増している。多国籍化の現実を前に、学校や教育委員会は対

応しきれているのか。「移民」受け入れも叫ばれるなか、伴う子どもの教育施策のあり方を問う。

NO 書影

内容紹介

1
教育学を学ぶ意味ってどこにあるんだろう？社会構造が変容し、ライフコース・キャリア形成も変わるなか、教育・学校

のありようも大きく変化している。今、教育現場が直面するさまざまな問題に向き合い、これからの教育のあり方を考

える、視界が広がる教育学入門。

2
ポストモダン思想は教育学に何をもたらしたのか。戦後から現在に至る教育学の変遷と、ポストモダン以後の教育思

想・教育哲学の新動向を描き出し、教育と教育学の未来を展望する。

3
教育の文脈のなかで、教養はどのように捉えられてきたのか。「知の教育」という視角から教養問題にアプローチし、フ

ランスにおける教養と教育をめぐる思想史を探究する。

4
庶民階層の子どもの学業不振や学校への不適応は、何が要因となっているのか。フィールドワークやインタビュー調査

を行い、フランスと日本の現状を実証的に検証。フランス社会学理論の枠組みを援用しつつ、階層による教育の不

平等を捉え、日仏の教育の将来を展望する。

5
戦後、いかなる教育学説・教育論争が展開されてきたのか。史的唯物論と教育学の関係を紐解きつつ、画期とな

る理論や論争を検討する。
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コミュニティ・スクールのポリティクス KP00007124 勁草書房 201505 PDF ¥14,300 - ¥21,450

仲田康一 9784326251049

格差社会の中の高校生 KP00007251 勁草書房 201509 PDF ¥9,900 - ¥14,850

中澤渉/藤原翔【編著】 9784326602810

五訂版

視覚障害教育に携わる方のために
KP00016044

慶應義塾大学出版会 201609 PDF ¥9,240 - ¥13,860

香川邦生【編著】

猪平眞理/大内進/

牟田口辰己【共同執筆】

9784766423679

AI時代の情報教育 KP00007508 大学教育出版 201711 PDF - ¥2,200 ¥4,400

加納寛子 9784864294805

キャリア教育論 KP00001826 慶應義塾大学出版会 201506 PDF ¥6,160 - ¥9,240

荒木淳子/伊達洋駆/松下慶太 9784766422313

学生力を高めるｅポートフォリオ KP00015857 東京電機大学出版局 201802 PDF ¥5,370 - ¥8,055

松葉龍一/小村道昭【編著】 9784501631307

ディープ・アクティブラーニング KP00009750 勁草書房 201501 PDF ¥10,560 - ¥15,730

松下佳代/

京都大学高等教育研究開発推進セン

ター【編著】

9784326251018

オープンエデュケーション KP00007046 東京電機大学出版局 201412 PDF ¥6,393 - ¥9,589

重田勝介 9784501629106

学習者中心の教育 KP00009604 勁草書房 201703 PDF ¥14,080 - ¥21,120

メルリン・ワイマー【著】

関田一彦/山崎めぐみ 【監訳】
9784326251193

大学への教育投資と世代間所得移転 KP00009620 勁草書房 201703 PDF ¥12,430 - ¥18,590

樋口美雄/萩原里紗【編著】 9784326504350

大学のIR KP00015992 慶應義塾大学出版会 201604 PDF ¥7,700 - ¥11,550

小林雅之/山田礼子 9784766422795

大学の戦略的経営手法 KP00001526 大学教育出版 201604 PDF - ¥1,980 ¥2,970

岩崎保道 9784864293587

私立大学はなぜ危ういのか KP00018510 青土社 201705 PDF - ¥6,600 -

渡辺孝 9784791769926

世界の生涯学習 KP00001499 大学教育出版 201610 PDF - ¥3,080 ¥4,620

新海英行/松田武雄 9784864294034

27
2030年、一体、何割の私立大学が生き残れるのか？元私大理事長が今、大胆に解き明かす私立大学の過去、

現在、未来、そして国の無策。

28

24
4年制大学に進学する人が５割を超えるようになった今日、はたして日本における「教育の機会均等」はどこまで進

められているのか。世帯間の所得格差が拡大するなか、貧困の親から子への連鎖を断つため、十分な制度は用意さ

れているのか。親の教育費負担と子どもの学力への影響、教育を通じた子どもへの所得移転の変化等、大学への教

育投資の課題を検証する。

25
▼エビデンスに基づく意思決定と全学的合意形成のために��学生募集、教育の質保証、外部評価対応、情報公

開、財務・経営戦略。大学につきつけられた喫緊の課題に対応するためには、学内の様々な情報を収集・分析する

必要がある。大学改革の本丸ともいうべきIRとは何か。その理論と実践を分かりやすく解説する。

26

21
ディープ・アクティブラーニングを生起するためのカリキュラム、授業、評価、学習環境のヒントを、理論と実践に即して

示す。

22
ネット上で誰でも無料で自由に学べる「オープンエデュケーション」。この世界規模の活動に、大学はどう取り組むべき

なのか。メディアや技術の発達とともに変遷してきた教育の歴史をふまえ、オープンエデュケーションの現状を整理したう

えで、高等教育の未来像を提言する。

23

18
近い将来、司令塔の役割をするトップの人間、その下に中間管理職の役割を果たすAI、AIと共存して働く人間、

AIの指示の下で働く人間という四層構造になるだろう。本書は、AIと共存して働くために必要な情報教育とは何か

を考える羅針盤の書である。

19
大学で学ぶことは、将来のキャリアにどのようにつながっていくのか。授業、インターンシップや就職活動、そして就職後

の働き方・学び方について、学習研究や教育学、心理学、経営学の諸理論からわかりやすく解説。「学ぶこと」そし

て「働くこと」で、生涯を通じて自分を成長させたいあなたに贈るテキスト。

20

15
コミュニティ・スクールの内部では何が起こっているのか？インタビューとアンケートの詳細な調査により、学校運営協議

会内部の関係性や、周縁化される保護者の存在を浮き彫りにしつつ、今後の学校改革の在り方を検討する。

16
高校生そして母親は何を考え、どのような将来像を描いているのか。全国調査データから格差社会の中での家庭と

学校を問い直す。

17 視覚に障害をもつ子どもの特性や心理を踏まえ、乳幼児期から学校教育を経て社会的自立に至るまで、発達段

階に合わせた養育・指導上の配慮を解説。教員はもとより、保護者やボランティアにとっても必読の書。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

ICT営業本部 電子書籍営業部  
TEL：03-5719-2501 Fax：03-5436-6921 
〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10   

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


