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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
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レファレンスは、電子書籍のメリットである検索性が特に活きる分野です。 
すでに紙でご所蔵の本も、ぜひ便利な電子副本の導入をご検討ください。 

AI事典 第3版 
同時アクセス1： ¥29,700（本体） 

中島秀之/浅田稔/橋田浩一/ 
松原仁/山川宏 
 
AIはいまや、さまざまな研究の根幹をな

しており、関わる分野も多岐にわたる。
本書は、人工知能（AI）研究を牽引する

代表的な研究者が編・著を務め、各研
究カテゴリーの最前線で活躍する100余

名の気鋭の研究者が執筆を手掛けた
事典である。コンセプトは「執筆者の主
観を軸に、読者が興味を持って面白く読
める内容にすること」。従来の主要テー
マのほか、ディープラーニング、AIにお

ける論争、汎用人工知能など、いま外
せないトピックスを幅広く解説する。 
（近代科学社） 
 
プリント版刊行：2019年12月 
ISBN：9784764906044 
ProductID：KP00025606 

認知言語学大事典  
同時アクセス1： ¥72,600（本体） 

辻幸夫【編集主幹】  
楠見孝/菅井三実/野村益寛/堀江薫 
 

認知言語学理論と関連分野について、
言語学研究者から一般読者までを対象
に、認知言語学と関連分野の指導的研
究者らがその全貌を紹介。 
全52項目のコラムで用語の基礎を解説。 
〔内容〕1.総論(記号論、認知科学、哲学
等)、2.理論的枠組み(音韻論、形態論、
フレーム意味論等)、3.主要概念(カテゴ
リー化、イメージ・スキーマ、参照点等)、
4.理論的問題(A.言語の進化と多様性、
B.言語の創発・習得・教育、C.創造性と
表現)、5.学際領域(心理学、人類学、神
経科学、脳機能計測等) （朝倉書店） 
 
プリント版刊行：2019年10月 
ISBN：9784254510584  
ProductID：KP00030819 

日本史人名 
よみかた辞典 2  
同時アクセス1： ¥44,000（本体） 

日外アソシエーツ【編】 
 
前版（1999年刊）未収録の人物を対象
にした20年ぶりの追補版。 
古代から幕末までの日本人名6.5万人

の読み方辞典。名の先頭漢字の総画数
で引く便利な方式。人物特定に役立つ
生没年・時代・肩書・身分・職業等も掲
載。漢字の音や訓でも手軽に引ける親
字音訓ガイド付き。（日外アソシエーツ） 
 
プリント版刊行：2020年2月 
ISBN：9784816928147 
ProductID： KP00028315 
 
※前巻『日本史人名よみかた辞典』 
も発売中です。 
同時アクセス1： ¥44,000（本体） 
ISBN：9784816915277 
ProductID：KP00028314 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


著者 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

中島秀之ほか KP00025606 近代科学社 201912 PDF ¥29,700 ¥59,400

AI事典　第3版 9784764906044

辻幸夫【編集主幹】 KP00030819 朝倉書店 201910 PDF ¥72,600 ¥108,900 ¥145,200

認知言語学大事典 9784254510584

日外アソシエーツ【編】 KP00028315 日外アソシエーツ 202002 PDF ¥44,000 ¥66,000

日本史人名よみかた辞典 2 9784816928147

日外アソシエーツ【編】 KP00025894 日外アソシエーツ 201910 PDF ¥59,400 ¥89,100

日本人物レファレンス事典 9784816927973

日本現今人名辞典発行所【編】 KP00030212 日外アソシエーツ 202005 PDF ¥275,000 ¥412,500

日本現今人名辞典
 [明治36年刊 復刻]

中村明 KP00031606 東京堂出版 202001 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

文章を彩る

表現技法の辞典

9784490109146

西谷裕子【編】 KP00031607 東京堂出版 201910 PDF ¥5,940 ¥7,128 ¥8,910

「言いたいこと」から引ける

敬語辞典

9784490109122

米川明彦 KP00027318 東京堂出版 201907 PDF ¥12,760 ¥19,140

平成の新語・流行語辞典 9784490109108

小倉慈司 KP00029450 吉川弘文館 201907 PDF ¥8,580 ¥12,870

事典　日本の年号 9784642083539

岡田莊司【編】 KP00024927 吉川弘文館 201902 PDF ¥12,540 ¥18,810

事典　古代の祭祀と年中行事 9784642014786

石田茂作【編】 KP00030482 吉川弘文館 201910 PDF ¥70,400 ¥105,600

古瓦図鑑 [復刻] 9784642016612

小和田哲男【監修】　鈴木正人【編】 KP00032489 東京堂出版 201908 PDF ¥15,950 ¥19,140 ¥23,925

戦国古文書用語辞典 9784490109115

吉浜忍/林博史/吉川由紀【編】 KP00028158 吉川弘文館 201906 PDF ¥7,920 ¥11,880

沖縄戦を知る事典 9784642083522

NO

内容紹介

1

4

日本の宗教分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典。

仏教・神道・キリスト教など各宗教の布教者、学僧・神学者、近世のキリシタン、社会事業にとりくんだ

篤信家など23,033人、事典項目のべ78,112件を収録。460種652冊の人名事典・百科事典・

歴史事典・地域別事典等を調査。各事典での人名表記、読み、生没年を示した。

7

「食べる」「聞く」「来る」など、ふだん使いの言葉から引けて、尊敬・謙譲・丁重・丁寧・美化・改まりの

各種敬語表現とNG例を掲載。「ご担当される」「お試しできます」「お持ち帰りしていただけます」など、

つい言い間違えてしまうNG例と、誤用回避のために覚えておくべきポイントを示す。国語辞典には掲

載されていない、「お～」や「ご～」の実例と誤用例も豊富に採録。

5

戦前期を代表する人名録の復刻。あらゆるジャンルの人物を含む約1.7万人を収録。

人名の読みはもちろん、主な人物の写真の他、文人には書跡も掲載した、A5版、1,560ページにも

及ぶ大部な人名録。

底本は刊行元「日本現今人名辞典発行所」、明治36年（1903）刊行の第3版。

6

「反復」「省略」「置換」「擬人」などの文章表現の技法の実例を、近現代文学作品から取り上げ、表

現の方法とその効果を解説した、読む辞典。魅力的で記憶に残る文章にするために、どのような修辞

法やレトリックが選ばれ、使われたかを読み解くことによって、読者の文章表現の向上を助けます。

（表紙参照）

10

古来、国家鎮護・安泰のための神祇祭祀と仏教法会が、天皇自身や社寺によって執り行われてき

た。祈年祭や新嘗(にいなめ)祭などの恒例祭祀、出雲国造神賀詞奏上儀礼などの臨時祭祀、大極

殿御(ご)斎(さい)会(え)や薬師寺最勝会などの法会を厳選して計60件を収載。最新の研究にもと

づき、大嘗(だいじょう)祭などの変遷にも触れつつ平易に解説。豊富な図版、年表・索引などの付録

も充実。

11

明治・大正期の考古学者高橋健自が収蔵した、日本・中国・朝鮮半島の遺跡出土の膨大な古瓦

(こが)。その中から仏教考古学者の石田茂作が資料価値の高い959点を精選し、鐙(あぶみ)瓦・文

字瓦など、形式ごとに分類・編集して戦前に刊行した貴重な図鑑を新装復刊。古墳時代から近世ま

での瓦を収め、発見地や寸法も明記するなど、古代史・考古研究の重要資料。

8

平成の31年間をことばで振り返る辞典。時代の雰囲気が見えることば新語・流行語約1400語につ

いて、意味、用法、用例だけでなく、時代背景、世相なども盛り込みつつ、初出や造語者なども紹介

する。既に死語となったもの、背景が思い出せない語、定着・発展したことばなど詳しく解説。

9

〈年号〉事典の決定版。古来、さまざまな理由で改元を繰り返し、今日まで続く日本の年号。大化か

ら令和まで、二四八すべての年号を網羅し、確かな史料に基づき分かりやすく紹介する。年号ごとに

在位した天皇、改元日、改元理由、年号字決定までの過程を明記し、その典拠や訓みを丁寧に解

説。古記録を精査し、地震史・環境史などの成果も取り込む。

12

古文書が読めても、その用語の意味がわからなければ正確な理解はできない。『日本国語大辞典』や

『日葡辞書』にも出ていないような用語を含め、50音順に１万語以上を採録した。用語の「意味」は

もとより、「どの文書」にどのように使われているかの「用例」を掲載している。天皇・公家・僧侶・富豪・

武将などと多岐にわたる書き手の古文書を読む際には必ず役に立つ辞典である。

13

アジア太平洋戦争末期、住民を巻き込んだ戦闘が展開され、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。

戦闘経過、住民被害の様相、「集団自決」の実態など、67項目からその全体像を明らかにする。豊

富な写真が体験者の証言や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を高め、今も残る沖縄戦の姿をリアルに感

じる構成。〝なぜ今沖縄戦か〟を私たちに語りかけてくる読む事典。

（表紙参照）

2
（表紙参照）

3



著者 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
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NO

内容紹介

錯体化学会【編】 KP00022492 朝倉書店 201909 PDF ¥95,700 ¥143,550 ¥191,400

錯体化合物事典 9784254141054

日本鉱物科学会【編】 KP00024573 朝倉書店 201909 PDF ¥52,800 ¥79,200 ¥105,600

鉱物・宝石の科学事典 9784254162769

トニー・ジュニパー【著】 KP00032502 創元社 202008 EPUB(固定レイアウト） ¥9,240 ¥13,860

ひと目でわかる

地球環境のしくみとはたらき図鑑

9784422400471

大気環境学会【編】 KP00024574 朝倉書店 201909 PDF ¥42,900 ¥64,350 ¥85,800

大気環境の事典 9784254180541

ヘレン・コールドウェル　ほか【監修】 KP00032506 創元社 201907 EPUB(固定レイアウト） ¥6,600 ¥9,900

決定版

コンピュータサイエンス図鑑

9784422414201

髙村徳人 KP00032518 南山堂 202008 PDF ¥4,840 ¥7,260

薬のうごきを「みえる化」する

一目で伝わるADME図鑑

9784525783716

石原英樹/竹川幸恵【編著】 KP00024544 メディカ出版 201908 PDF ¥17,600 ¥26,400

医師・ナースのための

NPPVまるごと事典

9784840467612

西口幸雄【監修】　奥田典代【編】 KP00026043 メディカ出版 201910 PDF ¥13,640 ¥20,460

ケアが身につく！ストーマ用語

らくわかり事典

9784840467209

ニュートリションケア編集室【編】 KP00031820 メディカ出版 202009 PDF ¥9,548 ¥14,322

消化・吸収・代謝と栄養素の

すべてがわかるイラスト図鑑

9784840471466

北村真理 屋良佳緒利【監修】 KP00032512 創元社 201901 EPUB(固定レイアウト） ¥9,240 ¥13,860

ひと目でわかる

食べ物のしくみとはたらき図鑑

9784422740331

黒木俊秀【監修】　小野良平【訳】 KP00032501 創元社 201908 EPUB(固定レイアウト） ¥9,240 ¥13,860

ひと目でわかる

心のしくみとはたらき図鑑

9784422117065

14

ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、錯体化合物の活用は他領

域にわたり、錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広い分野を包含する基礎学問として重要

性がますます高まっている。初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重要な化合物

を約700取り上げ、物質ごとに1頁で簡潔に名称・合成法・構造・性質・機能・例・関連物質などをま

とめた。

15

鉱物は一定の化学組成を有する無機質結晶物質である。鉱物の分析により、地球深部や他の惑星

を構成する物質の理解、地質現象・環境問題の解明につながるほか、鉱物は工業材料、宝飾品な

ど人間生活にも深く結び付いている。本書では様々な知識と情報を186項目取り上げ、頁単位の読

み切りで解説。代表的な鉱物・宝石177の基礎知識を辞書的に掲載する。

18

ハードウェア、プログラミング、ネットワーク、ソーシャルメディア、デジタル時代の課題まで、コンピュータ科

学の基本を網羅。〔目次〕さあ始めよう/コンピュータサイエンスとは？/ハードウェア/コンピューテーショナ

ル思考/データ/プログラミングのテクニック/プログラミング言語/ネットワーク/ウェブサイトとアプリをつくる/デ

ジタル世界での振る舞い/ソーシャルメディア/デジタル世界の課題/コンピュータの未来

16

分野横断的に環境問題を学べる図鑑。

教育、SDGs対策にも最適。見開きでまとまった簡潔な構成とわかりやすいイラストで、地球環境の危

機と保護の実際を学べる、今までにないビジュアル図鑑。

17

PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大陸を超える。また、ヒトや農作

物への影響だけでなく、気候変動、生態系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態

を把握、現象を理解し、有効な対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基礎からわかりやすく

解説。手法、実態、過程、影響、対策、地球環境の6つの軸で整理した各論、主要物質の特性をま

とめた物質編に加え、コラムも充実。

21

用語解説だけでなく即役立つ実践知も満載！ ストーマケア初心者に、ストーマケアにおいて重要な用

語146種を厳選し、辞典形式でとりあげた。保存版として長く手元に置いていただけるよう、用語解説

だけでなく、ケアのポイントや患者指導のコツなど臨床ですぐに使える知識も盛り込んだ。新人指導にも

役立てつ内容。

22

管理栄養士・栄養士必携の1冊。

栄養のメカニズムをイラストで楽しく理解！ 体を成長させ、生命機能を保ち、エネルギーを得るために必

要不可欠な消化・吸収・代謝のプロセスと栄養素のはたらきをコンパクトな文章と見開きのイラストでわ

かりやすく紹介する。栄養素の体内での役割、代謝への影響、疾患とのかかわりがやさしく学べる。

19

「薬物動態学」の知識は、薬剤師として十分理解する必要がある。その知識を応用し、服薬指導など

の場面でアウトプットしているが、口頭での説明は患者に正しく伝わっているのだろうか。この疑問を解

決するために著者は「ADME患者人形」を開発．薬のうごきをみえる化し、ADMEのおさらい、患者対

応、病態把握等に利用できる図鑑として編集した。

20

非侵襲的呼吸管理の入門＆実践バイブル。 患者が快適なNPPVを行う上で最も重要なのは、機

器・デバイスの正しい知識と病態への適切なアプローチ。本書では豊富な機種別ページとともに呼吸管

理機器の使い分けにも重点を置いて解説。在宅呼吸ケアで必須のログデータ解析も詳しく取り上げて

いる。  

23

栄養学から生理学、流通まで。授業に、学び直しに最適。見開きでまとまった簡潔な構成と、適度に

デフォルメされたイラストで「食」を幅広いトピックから見渡せる、今までにないビジュアル図鑑。

24

疾患の分類・診断を概観したあと、個々の疾患について、症状や診断の仕方、治療法など、押さえて

おくべきポイントをわかりやすく簡潔に解説しています。現在、治療の現場で用いられているさまざまな考

え方や方法、技法が紹介されているので、治療の枠組みの違いがよくわかり、１人ひとりの疾患に合っ

た治療法を探せます。



著者 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
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内容紹介

長澤淳一/瀬戸口浩彰 KP00030240 創元社 202004 EPUB(固定レイアウト） ¥5,940 ¥8,910

知っておきたい

日本の絶滅危惧植物図鑑

9784422430300

生物音響学会【編】 KP00024575 朝倉書店 201911 PDF ¥49,500 ¥74,250 ¥99,000

生き物と音の事典 9784254171679

津田良夫 KP00031006 北隆館 201902 PDF ¥33,000 ¥49,500

日本産蚊全種検索図鑑 9784832610064

高田伸弘【編著】 KP00031009 北隆館 201909 PDF ¥33,000 ¥49,500

医ダニ学図鑑 9784832610538

浅井建爾 KP00032487 東京堂出版 201902 PDF ¥8,250 ¥9,900 ¥12,375

日本　全国境界未定地の事典 9784490109061

日外アソシエーツ【編】 KP00031173 日外アソシエーツ 202005 PDF ¥99,000 ¥148,500

写真レファレンス事典

街並み・風景篇 1

日外アソシエーツ【編】 KP00031174 日外アソシエーツ 202005 PDF ¥99,000 ¥148,500

写真レファレンス事典

街並み・風景篇 2

9784816928260

君嶋哲至【監修】 KP00030334 マイナビ出版 202003 PDF ¥4,125 ¥10,312

新版　ワインの図鑑 9784839972165

星田直彦【文・監修】 KP00032064 オーム社 202008 PDF ¥4,950 ¥5,940

Unit Girls

単位キャラクター事典

9784274507328

白坂蕃/稲垣勉/小沢健市ほか【編】 KP00028192 朝倉書店 201904 PDF ¥33,000 49500 ¥66,000

観光の事典 9784254163575

スティングレイ/日外アソシエーツ【共編】 KP00024451 日外アソシエーツ 201904 PDF ¥40,700 ¥61,050

映画原作事典　2007-2018 9784816927713

25

声なきSOSを聞く。代表的な種の写真や解説のほか、危険度ランクやレッドリスト、生物多様性など

私たちが知っておくべき基本的な知識や保全活動の現状などをまとめた恰好の案内書。主な絶滅危

惧種100種以上を紹介。

26

各項目1～4頁の読み切り形式で解説する中項目事典。コウモリやイルカのエコーロケーション（音の

反響で周囲の状況を把握）、動物の鳴き声によるコミュニケーションなど、生物は様々な場面で音を

活用している。個々の生物種の発声・聴覚のメカニズムから生態・進化的背景まで、生物と音のかか

わりを幅広く取り上げる。

29

日本には、二つ以上の自治体の接する境界が決定されていない「境界未定地」「所属未定地」が

100近くある。明治以来、双方の自治体で話し合いが行われたものの、現在も境界を定めることがで

きないままの「境界未定地」や、湖や埋立地に面する自治体がそれぞれ主張するためどの市町村に所

属するのか決めることのできない「所属未定地」などを、現地の地図とともに紹介する。

明治から昭和20年代（戦後復興期）に東京で撮影された景観写真が、どの写真集のどこに載って

いるかを調べることのできる写真索引。戦後刊行された226種238冊の写真集に掲載されているのべ

26,874点の写真のデータを、区市町村・場所・撮影された時代ごとに排列。

27

日本産の蚊「124種」の図解検索表を完備した、最も詳しく、最も美しい検索図鑑！第一線で蚊の

フィールドワークと研究に携わってきた著者が、「こんな図鑑がぜひ欲しい！」という思いを自ら書き起こし

て実現した画期的な検索図鑑である。著者自身の手になる精密かつ美しいカラー図版76枚の他、

便利な図解や解説、一覧表を豊富に掲載。

28

「病原性ダニ類」の最新研究を体系化した専門図鑑が誕生！ 紅斑熱・重症ウイルス症・ツツガムシ

病等をベクター（運び屋）として媒介する「病原性ダニ類」に関するの初の本格的な図鑑。 最新の

知識を集約するとともに、とくに、知識の土台である「分類学」に頁を割き、国内で記載されたダニ類の

種名と形態を整理するために、古典的な検索表に独自の工夫を加えた「分類学」を提示する。

35
2007年～2018年12月に公開された映画2,446本の基本情報を収録。映画の原作名と、原作が

収録された図書情報を記載。原作から引ける「原作名索引」、作家名から引ける「原作者名索引」

付き。

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

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

33
 SI単位をはじめとするさまざまな単位（物理単位）を美少女に擬人化したキャラクター「Unit Girls」

とともに、単位の定義や成り立ちを楽しく学べる読む事典です。 

34

人間社会を考えるうえで重要な視点になってきた観光に関する知見を総合した、研究・実務双方に

役立つ観光学の総合事典。観光の基本用語から経済・制度・実践・文化までを網羅する全197項

目を、9つの章に分けて収録する。〔内容〕観光の基本概念／観光政策と制度／観光と経済／観光

産業と施設／観光計画／観光と地域／観光とスポーツ／観光と文化／さまざまな観光実践

30

31

昭和30年代（高度経済成長期）から平成までに東京で撮影された景観写真が、どの写真集のどこ

に載っているかを調べることのできる写真索引。写真集名・掲載ページのほか、カラー／モノクロ／彩色

の別、撮影年代、撮影者などの基本情報も収録。「撮影者名索引」付き。

32

多くの国で造られ、地域やテロワール、造り手によってさまざまな顔を持つワイン。知れば知るほど奥深さ

がわかってくるワインの世界を一歩深めて楽しんでいただくために最適の1冊です。ワインの基礎知識は

もちろん、品種や産地ごとの格付けの知識、近年注目されている品種や産地などの特徴まで、豊富な

写真とともにご紹介します。


