
※当カタログに記載の電子書籍はすべてEPUBリフロー型です 

スマホでも読みやすい 

リフロー型の電子書籍で読む 

大学生向けの教養書 

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なら 学外からスマホで読めるから 読書がはかどる 

精選33タイトル 

同時アクセス１ 

175,912円(税込価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0071    2019年11月 

ホモ・デジタリスの時代 
ＡＩと戦うための（革命の）哲学 
ダニエル・コーエン 著・林 昌宏 訳 

刊行されるや、黄色いベスト運動に揺れる
フランスにおいてAmazonの経済エッセイ 
部門で第１位獲得！ 
フランスを代表する経済学者が、1968年 
5月革命以後の「世界史の構造」を総括！ 
新たな人文知のため、デジタル社会におけ
る「経済成長」の真実に迫る。（白水社） 
同時アクセス１税込価：5,324円 

EPUBリフロー型って？ 

電子書籍のデータ形式の一つで、この形式の電子書籍は 
デバイスの大きさにあわせてレイアウトが調整できます。 

文字の大きさや行間スペース、縦書き・横書きなどを 
自由に設定できるので、スマホのように小さな 
デバイスでも長文を快適に読むことができます。 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 

KinoDenなら スマホから簡単にリモート閲覧 

KinoDenは、リモート閲覧のできる無料アプリbREADER 
Cloudで、ユーザーが24時間どこからでも自分のスマホで 
電子書籍を読める環境を実現しています。 

学生の読書環境の充実と学生サービスの向上に、図書館
貸出業務の軽減に、KinoDenのアプリをご利用下さい。 

②無料アプリbREADER Cloudを 

   スマホにダウンロードしてログイン 
①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

1968年の理想からGAFAの 

君臨へ至る経済史を解説 

ふるさとって呼んでもいいですか 
６歳で「移民」になった私の物語 
ナディ 
６歳で来日し、逆境の下でも周囲と 
家族に支えられ生きてきたイラン人 
女性が、異文化にルーツを持つ子ども
の日本社会におけるリアルを等身大で
語った半生記。（大月書店） 
同時アクセス１税込価：4,260円 

ことばを紡ぐための哲学 
東大駒場・現代思想講義 
中島隆博・石井剛【編著】 
「炎上」からヘイトスピーチまで、敵が敵
を生む〈ことばの過剰〉に抗して、ともに
生きる場を恢復する、「知の技法」の 
これから。東京大学教養学部で行な
われた講義をもとにした珠玉の講義録。
（白水社） 
同時アクセス１税込価：4,840円 

 
 
 
 

リモート閲覧できるアプリと 
リフロー型電子書籍 
だから自分のスマホで 
どんどん読める 

新刊 



書名

著者 ISBN Product　ID 出版社名
底本刊行

年月

同時アクセス1

税込価

同時アクセス3

税込価

ホモ・デジタリスの時代

～ＡＩと戦うための（革命の）哲学～

ダニエル・コーエン【著】 9784560097212 KP00024931 白水社 201909 ¥5,324 ¥7,986

ことばを紡ぐための哲学

～東大駒場・現代思想講義～

中島隆博 9784560096734 KP00020964 白水社 201904 ¥4,840 ¥7,260

ふるさとって呼んでもいいですか

～６歳で「移民」になった私の物語～

ナディ 9784272330966 KP00020946 大月書店 201906 ¥4,260 ¥6,389

刑務所しか居場所がない人たち
～学校では教えてくれない、障害と犯罪の話～

山本譲司［著］ 9784272330935 KP00012207 大月書店 201805 ¥3,993 ¥5,990

海洋堂創世記

樫原辰郎 9784560083475 KP00015228 白水社 201402 ¥4,356 ¥6,534

戦場放浪記

吉岡逸夫 9784582858808 KP00014745 平凡社 201805 ¥2,033 ¥3,050

性の多様性ってなんだろう？

渡辺大輔 9784582837803 KP00014421 平凡社 201806 ¥3,388 ¥5,082

自己愛的（ナル）な人たち

岡野憲一郎 9784422116402 KP00015292 創元社 201711 ¥4,235 ¥6,050

利己的な遺伝子　40周年記念版

リチャ－ド・ド－キンス【著】 9784314011532 KP00018136 紀伊國屋書店 201802 ¥10,769 ¥16,093
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NO 書影
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せまい路地の奥に足を踏み入れた〈僕〉は、館長や専務、ボーメさんら原型師たちとともに、め

くるめく日々を過ごしてゆく──。大阪芸術大学出身の映画監督がディープに描く、「おたく」

な青春グラフィティ。

青年海外協力隊員から新聞社カメラマン、そして43歳で記者に。湾岸戦争、イラク、アフガ

ン、カンボジア、ルワンダなど、戦場と辺境を取材してきた"放浪記者"が綴る戦場サバイバル

術。

「あなたの“性”はなんですか？」という質問に、どう答えますか？

LGBTだけじゃない、「普通」の性のあり方も通して、多様な性について知り、学ぶ、考えるた

めの一冊。

身近にもいる病的な自己愛人間（ナルシシスト）。

彼らに振り回されないために、そして自分がそうならないためにどうすればいいか。サイコパス、ア

スペルガー、モンスター、いじめとの関連にも触れる。

私たちはなぜ、生き延びようと必死になり、恋をし、争うのか？本書で著者は、動物や人間の

社会で見られる、親子間の対立や保護行為、夫婦間の争い、攻撃やなわばり行動などがな

ぜ進化したかを、遺伝子の視点から解き明かす。自らのコピーを増やすことを最優先にする遺

伝子は、いかに生物を操るのか？生物観を根底から揺るがし、科学の世界に地殻変動をも

たらした古典的名著。

内容紹介

68年の学生運動は何だったのか、70年代に左派が過激化したのはなぜか。工業化社会か

らサービス社会に移行した80年代の保守革命を経て、90年代のIT革命により実現された

21世紀のソーシャル・ネットワーク─SNSが「68年」の理想を体現しつつ社会を分断するのは

なぜか。

アーレントが分析したナチス台頭時の群衆と現在の大衆を弁別した上で、著者は、リベラル

左派エリート層にも「労働のない労働者の社会」にも警鐘を鳴らす。ポピュリストはなぜ台頭

するのか、GAFAとはどう付き合うべきか。AI革命で人間の仕事はどうなる？マルクスをはじめ

フーラスティエやクルーグマンやセンら経済学者、ラカンやドゥルーズ＝ガタリら思想家のみなら

ず、『ホモ・デウス』、ネットフリックスや２ちゃんねるまで目配りよく援用し、iPhone世代の将来

を左右する問題を考察。

いま世界を覆っているのは、真実の声をかき消すほどの過剰なことばの氾濫である。インター

ネットでSNSを開くと、そこには匿名性をいいことに罵詈雑言が溢れ、次々に「炎上」が起こ

り、敵が敵を生んでいく。ことばへの応接はかつてないほど困難を極めている。本書は、東京

大学教養学部で行なわれた講義「グローバル化時代の現代思想」をもとにしている。きっかけ

は、2011年の東日本大震災と原発事故だった。この災害を近代の必然ととらえたとき、「人

文学」はいかなるあり方が可能なのか？

日常の感覚から思考を再出発し、学問の世界にもう一度、人間を取りもどすこと――その試

みが本書ということになる。

星野智幸さん（作家）絶賛！

”30年間、この本の登場を待っていました！

「デカセギ」で海外から日本にやってきた人たちの子どもが、自分の言葉でその人生を語る日

を、ずっと待ち望んできました。その言葉の、なんと新鮮で血が通っていて胸に響くこと！語って

よいのだ、自分の言葉で自分を語ることは自分がここにいることの証明そのものなのだ、という

思いにあふれていて、誇りを感じます。

私たちの社会は今、こんな豊かさを手にしているのです！”

刑務所は、世間から排除され続けた障害者が最後に行きつく「福祉施設」だった!?

自身の服役経験から現実を知り、触法障害者や出所者の支援に奔走する著者が、福祉と

司法のすきまに落ちる人々の実態を鋭く、優しく説き起こす。



書名

著者 ISBN Product　ID 出版社名
底本刊行

年月

同時アクセス1

税込価

同時アクセス3

税込価

NO 書影
内容紹介

銃弾とアヘン

～「六四天安門」生と死の記憶～

廖亦武【著】 9784560096987 KP00024832 白水社 201906 ¥8,712 ¥13,068

新全体主義の思想史

～コロンビア大学現代中国講義～

張博樹【著】 9784560096994 KP00024258 白水社 201905 ¥10,164 ¥15,246

新インド入門

～生活と統計からのアプローチ～

田中洋二郎 9784560097076 KP00022806 白水社 201907 ¥4,598 ¥6,897

われらの子ども

～米国における機会格差の拡大～

ロバート・Ｄ．パットナム 9784422360010 KP00015304 創元社 201703 ¥9,680 ¥13,915

家族をテロリストにしないために
～イスラム系セクト感化防止センターの証言～

ドゥニア・ブザール 9784560095775 KP00015242 白水社 201709 ¥3,630 ¥5,445

肉食行為の研究

野林厚志【編】 9784582837704 KP00014461 平凡社 201803 ¥11,132 ¥16,698

英語原典で読む経済学史

根井雅弘 9784560096567 KP00018566 白水社 201810 ¥4,840 ¥7,260

ゲッベルスと私

～ナチ宣伝相秘書の独白～

ブルンヒルデ・ポムゼル 9784314011600 KP00018142 紀伊國屋書店 201806 ¥7,502 ¥11,374

イザベラ・バードのハワイ紀行

イザベラ・バード【著】 9784582768688 KP00014339 平凡社 201806 ¥4,356 ¥6,534

ヨゼフ・チャペック エッセイ集

ヨゼフ・チャペック 9784582768664 KP00014337 平凡社 201804 ¥2,904 ¥4,356

インド独立の志士「朝子」

笠井亮平 9784560084953 KP00015234 白水社 201603 ¥5,566 ¥8,349

風土記から見る日本列島の古代史

瀧音能之 9784582858839 KP00014748 平凡社 201806 ¥1,985 ¥2,977
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GDPや人口構成、識字率や大学進学率などの統計データと、社会的事件や流行を突き合

わせることで浮かび上がる大国インドの姿。

子どもたちにはもう、平等な成功のチャンスはない！世代・人種・社会階層の異なる市民へ

のインタビューと緻密な統計分析を通して、成功の機会格差の固定化、すなわち“夢なき社

会”を生んだ米国の貧困を実証し、未来の世代への警鐘を鳴らす全米ベストセラー。

30年前、天安門広場で何が起きたのか？民衆の視点から天安門事件の真相に迫り、今も

続く当事者たちの苦難の道のりを追った門外不出の証言録。中国低層の声を記録しつづけ

てきた亡命作家による、驚愕のオーラルヒストリー。

習近平体制を「新全体主義」ととらえ、六四以後の現代中国を壮大なスケールで描く知識

社会学の記念碑的著作。天安門事件30年を悼む。

『日本奥地紀行』で知られるバードの出世作。鬱蒼とした密林を進んで火山や渓谷を探検

したり、人との出会いに心を和ませたり──150年前のハワイを生き生きと描く。

ゴーレムからロボットに至る人造人間創造の歴史を描いた「人造人間」のほか、チェコの人々

や文化、政治や戦争に関するエッセイ26篇とナチス収容所で書かれた詩９篇を収録。

1945年5月、インド国民軍婦人部隊に入隊した「朝子」ことアシャ。日本で生まれ育ち、若

くしてインド独立運動に身を投じた彼女とその家族の数奇な運命を通して、気鋭の研究者が

日印関係史に新たな視角をもたらした傑作ノンフィクション。

奈良時代に編纂の命が出た「風土記」。各地の特産物や伝承などが記録されており、今で

いうガイドブックに近い書物だ。「風土記」を通して古代日本へタイムトリップ！

多くの若者が、ネット動画を通じて過激思想に洗脳され、取り込まれていく。フランスで起きて

いることは他人ごとではない。子どもを過激派組織に取り込まれて苦悩する約400の家族に

接した著者による、恐るべき洗脳の実態の分析。

人間にとって肉を食べるとはいかなることか。文化人類学を中心として、人文・自然科学の最

新の学術的成果をもとに、人間の肉食をめぐる問題群を考え抜く唯一無二の研究書。

根井ゼミへようこそ！　アダム・スミスからケインズまで、英語原典に直に触れながら経済学の

歴史を学ぶ、はじめての経済学史講義！

ヒトラーの右腕としてナチ体制を牽引したヨーゼフ・ゲッベルスの１０３歳の元秘書が、６９

年の沈黙を破り当時を回想する。
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内容紹介

美女と野獣［オリジナル版］

ガブリエル＝シュザンヌ・ド・ヴィルヌーヴ 9784560095256 KP00015239 白水社 201612 ¥4,114 ¥6,171

江戸の科学者

～西洋に挑んだ異才列伝～

新戸雅章 9784582858754 KP00014740 平凡社 201804 ¥1,985 ¥2,977

地図で読む戦争の時代

～描かれた日本、描かれなかった日本～

今尾恵介 9784560081181 KP00015215 白水社 201103 ¥4,356 ¥6,534

地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み

～関東（1）東急・小田急～

今尾恵介 9784560083864 KP00015230 白水社 201409 ¥3,872 ¥5,808

地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み

～関東（2）京王・西武・東武～

今尾恵介 9784560084083 KP00015231 白水社 201501 ¥4,114 ¥6,171

地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み

～関東（3）京成・京急・相鉄～

今尾恵介 9784560084564 KP00015233 白水社 201508 ¥4,356 ¥6,534

指揮者は何を考えているか

～解釈、テクニック、舞台裏の闘い～

ジョン・マウチェリ【著】 9784560097090 KP00022214 白水社 201906 ¥7,260 ¥10,890

現実界の探偵

～文学と犯罪～

作田啓一 9784560081853 KP00015220 白水社 201202 ¥6,292 ¥9,438

猟奇博物館へようこそ

～西洋近代知の暗部をめぐる旅～

加賀野井秀一 9784560081860 KP00015221 白水社 201112 ¥5,808 ¥8,712

執事とメイドの裏表
～イギリス文化における使用人のイメージ～

新井潤美 9784560081792 KP00015219 白水社 201111 ¥4,840 ¥7,260

処世の智恵

～賢く生きるための300の箴言～

バルタサール・グラシアン 9784560081709 KP00015217 白水社 201110 ¥4,840 ¥7,260

水族館の歴史

～海が室内にやってきた～

ベアント・ブルンナー【著】 9784560097243 KP00024434 白水社 201908 ¥5,808 ¥8,712
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（承前）成田山新勝寺の参拝電車として計画された京成電鉄、関東初の電車としてス

タートした京浜急行電鉄、神中鉄道のちの相模鉄道。関東の大手私鉄の歩みを通じ、近

代日本の姿が垣間見える第３巻。（関東私鉄８社完結）

解剖学ヴィーナス、デカルトの頭蓋骨、腐敗屍体像にカタコンベ、奇形標本……あやしくも美

しい、いかがわしくも魅惑的な、あっと驚く異形のコレクション案内。

文学や映画でおなじみ、イギリスの執事やメイドなどの使用人。これらの職種に対する社会的

イメージと実情を、19世紀～現代を中心に、東京大学文学部教授である著者が文学や諷

刺、各種記録から考察する。

堕落した17世紀スペイン社会を生きた著述家による、世間をぬかりなく生き抜くための実践

哲学書。人々の愚かさ、悪意、欺瞞に向きあい、人生の勝利者となる方法を説く。待望の

完訳！

「生きた博物館」にして人工の生態系でもある水族館。その誕生と発展をたどり、水族館の

現在を見つめるユニークな文化史。図版多数。

蛇行を繰り返す線路、忽然と現われる円形の区画、広大な空き地。地図に描かれた戦争

の痕跡を古今内外の地図をもとにさぐっていく本書は、植民地や領土問題を考える上でも示

唆に富む。

「鉄道王国」日本はいかにできあがったのか。地形図や公文書、鉄道会社の職員やその許

認可を担当する事務官、そして沿線住民の日常から明治以降の東京周辺の歩みを浮かび

上がらせていくシリーズ第1巻。東急と小田急沿線をとりあげる。

レナード・バーンスタインと親交の深かった指揮者が、音楽解釈から現場の試練まで「指揮者

という仕事」をあらゆる角度から論じ、わずかな人間しか知らない世界や心理を垣間見せてく

れるユニークな作品。著名な音楽家のエピソードも満載。

人間を犯罪へと駆り立てる衝動とは何か？　池田小事件、秋葉原事件や探偵小説を題材

に行為の瞬間に立ち現れる「真空状態」を析出。動機を規定する深層を抉り出す。

ディズニー映画で有名なおとぎ話は、本当はこんな物語だった！フェアリーテイルの名作をはじ

めて日本語に訳した完全版。さし絵付き。

世界に匹敵する異能の科学者たちが江戸時代の日本にもいた！　元祖マルチタレント平賀

源内、和算の大家関孝和、そして隠れた天才まで11人の波瀾万丈の生涯でつづる科学

史。

（承前）山手線の外側で環状線を目指していた京王電鉄、急速なモータリゼーションで方

針転換を迫られた西武鉄道、新潟への延伸を想定していたのちの東武鉄道。関東私鉄三

社の歩みと近現代の日本の足跡を眺める第2巻。
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