
         

コミュニケーション研究の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

コミュニケーション研究 

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20タイトル 

同時アクセス１(一部２) 

 137,236円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0054 

2019年5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

ソーシャル・マジョリティ研究 KP00019384
金子書房 201811 EPUBリフロー ¥6,600 - ¥13,200

綾屋紗月【編】 9784760826681

人間関係の理解と心理臨床 KP00016106
慶應義塾大学出版会 201709 PDF ¥6,820 - ¥10,230

吉川晴美/松井知子【編著】 9784766424669

コミュニケーションデザイン KP00009534
くろしお出版 201403 PDF ¥3,960 - ¥5,940

西條美紀 9784874246139

多次元のコミュニケーション KP00001516
大学教育出版 201211 PDF - ¥2,200 ¥3,300

長谷川宏司 9784864291583

情動の社会学 KP00018507
青土社 201710 PDF - ¥7,920 -

伊藤守 9784791770175

社会的ネットワークと幸福感 KP00009602
勁草書房 201701 PDF ¥12,430 - ¥18,590

原田謙 9784326602957

問題解決のコミュニケーション KP00004614
白桃書房 201210 PDF ¥6,270 ¥7,480 ¥8,580

鈴木健人/鈴木健/塚原康博 9784561951278

メイヨー＝レスリスバーガー KP00004786
文眞堂 201305 PDF ¥4,400 - ¥6,600

経営学史学会【監修】 9784830947339

組織を動かすコミュニケーション力 KP00009074
実教出版 201010 PDF ¥4,950 - -

高橋眞知子 9784407319910

変わりゆく日本人のネットワーク KP00019662
勁草書房 201802 PDF ¥8,800 - ¥13,200

石黒格【編著】 9784326603015

10
情報通信技術（ICT）は、対人関係や社会集団との関わりの変化の要因の一つと目され、個人のコミュニケーショ

ンの道具として発展、普及した側面が大きい。ICTの普及した日本社会において、社会関係はいかに変化したの

か。1993年と2014年における山形市と朝霞市の2都市の調査により、この約20年の社会関係の変化を実証的

に分析する。

8
経営学史上、人間性の問題に最初に迫るも、忘れられた人間関係論。その新たな姿を描き出し、混迷の時代を

切り拓くべく、“今”光を放つ。

9
ものは言いよう、予算は使いよう。成功する組織の空気を作り出すコツ、やる気を引き出す言葉とごほうびの選び方。

6
「つながり」を増やすべきか、「しがらみ」を減らすべきか？都市とエイジングの社会学の視角から、現代日本の人間関

係を読み解く。

7

5
私たちはなぜ、感情に支配されてしまうのか。多様なコミュニケーションツールがあまねく浸透したポストメディア社会。そ

こでは、時として真偽では測れない「情報」によって、社会全体はあらぬ方向へ駆動されていく。SNSなどのメディア・コ

ミュニケーションの状況から、領土問題やオリンピックなどの政治問題まで、私たちの判断や思考を揺さぶる情動の問

題系に、最新のメディア理論で挑む。

2
カウンセリング（心理臨床・教育）の基本を学ぶ人間関係の理解にもとづき、各発達段階に象徴的な問題を取り

上げ、心理劇（ロールプレイ）を用いた豊富な事例から、問題解決の方法を習得する。大人の発達障害の復職

支援も紹介。

3
漠然とした、あるいは複雑に絡み合った、場合によっては顕在化しない問題を整理し、人々が問題の解決に向けて

協働することが可能になるコミュニケーションを、どのように設計したらよいのかについて考える。原子力発電や太陽光

発電、裁判員制度の運用などの公共的な問題や、ハラスメント、ジレンマなど日常生活で起こりうる問題のケース分

析を通じて、どのように現代の問題をコミュニケーションデザインという観点から整理できるかについての考察を展開す

る。

NO 書影

内容紹介

1
発達障害者の側から多数派社会のルールやコミュニケーションを研究する「ソーシャル・マジョリティ研究」をまとめた初

のテキスト。

4
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底本刊行
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アクセス1

本体価

同時
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NO 書影

内容紹介

現代の事例から学ぶサイエンスコミュニ

ケーション
KP00001839

慶應義塾大学出版会 201504 PDF ¥14,850 - ¥22,275

ジョン・Ｋ．ギルバート/

スーザン・ストックルマイヤー【編長】

小川義和/加納圭/常見俊直【監訳】

9784766422030

ヘルスコミュニケーション KP00013712
早稲田大学出版部 201612 PDF ¥3,696 - ¥4,620

島崎崇史 9784657168016

介護福祉の「専門性」を問い直す KP00018376
中央法規出版 201803 PDF ¥5,280 - ¥7,920

黒澤貞夫 9784805856406

ことばでつまずく子どもたち KP00009499
中央法規出版 201109 PDF ¥3,520 - ¥5,280

竹下研三 9784805835333

話し言葉の教育 KP00017613
朝倉書店 200411 PDF ¥7,040 ¥10,560 ¥14,080

倉澤栄吉/野地潤家【監修】 9784254515435

語はなぜ多義になるのか KP00017901
朝倉書店 201703 PDF ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

中野弘三【編】 9784254516210

ことばの発達と認知の心理学 KP00007356
東京大学出版会 200301 PDF ¥3,520 - ¥5,280

鹿取広人 9784130120395

コミュニティ通訳 KP00000961
みすず書房 201503 PDF ¥11,550 - ¥17,325

水野真木子/内藤稔 9784622078913

対話のことばの科学 KP00009395
早稲田大学出版部 201106 PDF ¥7,370 - ¥11,055

市川熹 9784657117113

自己表現の技法 KP00008987
実教出版 200401 PDF ¥5,500 - -

畑山浩昭/為田英一郎/荒木晶子/

穐田照子/尾関桂子
9784407303797

20
この本は自己表現のためのマニュアルである。話したり書いたりする活動についての効果的な方法や具体例が、あとに

続く各章で紹介されている。表現技術をマスターし、よりよいスピーチやプレゼンテーション、論文などを作成できるよう

になることが目標である。

18
医療通訳・司法通訳・行政通訳を柱に、手話通訳、難民認定に関わる通訳、服薬指導やDV相談、災害時など

有事のさいの通訳も。現代日本のコミュニティ通訳初の概論。多文化共生社会の未来像。

19

16
語用論の中心課題である、言語表現とコミュニケーションの場の解明、特に意味伝達のプロセスを解明するシリー

ズ。第1巻では、意味理論、語用論理論をもとに語の多義性を分析し、歴史的意味変化や、借用の過程で生じる

意味変化を扱う。

17
心理学を学びはじめた学生たちに、心理学の基礎研究と、心理学がかかわりうる実践との相互の関係について、具

体的な例を示す一冊。

14
コミュニケーションの自立に向けて―“ことばの発達”のメカニズムと支援のポイントをわかりやすく解説。

15
相手とのコミュニケーションを取る上で必須の話し言葉の学習を実践例を示し解説。話し言葉学習の特質／話し言

葉の教育の歴史的展望／話し言葉学習の機会と場／話し言葉学習の内容・方法・評価／話し言葉教育を支え

る教師の話し言葉

12
健康づくりに関する人々への情報提供の方法については、単に情報を提供するだけではなく、本人が自ら行動を変

えようと決心し、健康行動を開始・継続・習慣化できるようなアプローチが必要であり、そうした人びとが自発的に健

康行動を変容するための心理面からのアプローチをヘルスコミュニケーションという。ヘルスコミュニケーションに関する多

様な学問分野における研究および実践の成果を明らかにする。

13
人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション、ターミナルケア、介護過程といった介護福祉の基盤である生活支

援について、法や理念、事例をふまえて介護の専門性を見出し、問いかける。介護福祉の基盤である日々の生活

支援から理解を深め、介護の魅力も伝える一冊。

11
科学技術と社会とのあいだのさまざまなコミュニケーションを現代の実例を通して学ぶ、サイエンスコミュニケーションの

教科書。テーマとして、学術研究、公共政策、科学教育、倫理、リスク、気候変動、公衆衛生、宗教などを取り上

げ、全17章の中でメディア、公聴会、講演会、授業、博物館、ウェブなどの多様な場面におけるコミュニけーションの

成功または失敗の事例を紹介する。各章においては、豊富な文献に加えて練習問題や研究課題を設けている。



◆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。 


