
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。 

アプリで読めるのはKinoDenだけ！スマホから簡単にリモート閲覧 

リモート閲覧のできる無料アプリbREADER Cloudで、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。 

 人種差別と闘う 

KD0127 

30タイトル 
同時アクセス１～3 

255,942円 
(本体価)  

 ※1点から 
 ご購入可能 

世界と僕のあいだに 
タナハシ・コ－ツ【著】 
アメリカにあって黒人であると
いうこと、この国の歴史を、こ
の肉体とこの運命を生き抜く
ことを説く、父から息子への長
い長い手紙。全米図書賞受
賞の大ベストセラー。 
(慶應義塾大学出版会) 
同時アクセス 1 
本体価格：7,480円 

レイシズム 
小森陽一【著】 
現代における人種差別主義
とは、何によって定義され、作
りあげられているのか。現在の
差別と対峙する思考の創出。 
(岩波書店) 
同時アクセス 1 
本体価格：4,400円  

   2020年10月 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 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本棚に追加 

ヘイト・スピーチという危害 
ジェレミー・ウォルドロン【著】 
ヘイト・スピーチは社会の何を
壊すのか。日本と同じくヘイト・
スピーチ規制のないアメリカの
議論や判例を紹介。ヘイト・ス
ピーチの「危害」を明らかにする。 
(みすず書房) 
同時アクセス 1 
本体価格：13,200円 

株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501  Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

まんがクラスメイトは外国人 
課題編 
「外国につながる子どもたち
の物語」編集委員会【編】 
「ハーフ」、ヘイトスピーチ、移
民政策、貧困、戦争責任な
ど様々な社会問題・課題を
事例にもとづくストーリーにの
せて描き出す。 
(明石書店) 
同時アクセス 2 
本体価格：2,860円 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


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

フェイクと憎悪 KP00015371
大月書店 201806 PDF ¥4,356 ¥6,534

永田浩三［編著］ 9784272330942

ヒトラーのモデルはアメリカだった KP00027610
みすず書房 201809 PDF ¥12,540 ¥18,810

James Q. Whitman【著】

西川美樹【訳】
9784622087250

実験国家アメリカの履歴書　第2版 KP00016061
慶應義塾大学

出版会

201612 PDF ¥7,700 ¥11,550

鈴木透 9784766423907

メアリー・シーコール自伝 KP00026356
彩流社 201706 PDF ¥7,700 9570 ¥11,000

メアリー・シーコール【著】

飯田武郎【訳】
9784779123290

ポスト・オバマのアメリカ KP00001435
大学教育出版 201607 PDF ¥3,960

山岸敬和/西川賢【編著】 9784864293983

憎しみに抗って KP00022888
みすず書房 201803 PDF ¥11,880 ¥17,820

カロリン・エムケ【著】

浅井晶子【訳】
9784622086703

ヘイト・スピーチという危害 KP00000278
みすず書房 201504 PDF ¥13,200 ¥19,800

ジェレミー・ウォルドロン【著】

谷澤正嗣/川岸令和【訳】
9784622078739

レイシズム　思考のフロンティア KP00026023
岩波書店 200609 EPUBリフロー ¥4,400

小森陽一 9784000270137

レイシズムを解剖する KP00007134
勁草書房 201509 PDF ¥7,480 ¥11,220

高史明 9784326299089

ヘイトスピーチとは何か KP00030885
日本評論社 201909 PDF ¥4,950 ¥7,425

法学セミナー編集部【編】

明戸隆浩　ほか【著】
9784535403529

3
植民地時代から21世紀まで、アメリカの歴史を多面的な視点から解き明かす。 ブッシュ～オバマ政権

時代を検証する章を加筆した、新しい視点のロングセラー・テキストの改訂版。 建国の理想と不平等

な現実の落差、人為的な集団統合の必要性、国としての歴史の短さ。いくつもの弱点を抱えている

かに思えるアメリカが、それでもなぜ超大国へと上りつめることができたのか？

4
ジャマイカ出身の 「黒人医師・兼看護師」メアリー・シーコール。  人種差別にもめげず、 ナイティンゲール

に勝るとも劣らない偉業を達成 した彼女の半生が綴られた類書なき伝記、本邦初訳！

「反日日本人をあぶり出せ」と煽る新聞、デマに満ちた沖縄報道、「日本礼賛」の裏での外交的孤立

――権力にすり寄り右傾化するマスメディアが社会の分断に拍車をかける現状に、第一線のジャーナ

リストと研究者が警鐘を鳴らす。【執筆者】斉加尚代、西岡研介、川端幹人、臺宏士、北野隆一、

立岩陽一郎、望月衣塑子、古田大輔、香山リカ、福嶋聡、梁英聖、辻大介

2

5

6
なぜ世界中で、他者への集団的な憎しみが高まっているのだろう。そこから自由になるためには。難民

政策に揺れるドイツでベストセラーになった、世界を読むための必読書。

7
ヘイト・スピーチは社会の何を壊すのか。自由と規制の相克に向き合い、日本と同じくヘイト・スピーチ

規制のないアメリカの議論や判例を紹介。ヘイト・スピーチの定義、その問題点、法的規制の根拠、

そしてヘイト・スピーチの「危害」を明らかにする。

8
現代における人種差別主義とは、何によって定義され、作りあげられているのか。A．メンミ、サイード

などの定義を辿りながら、自他の「差異」「優劣」を捏造するメカニズムを解き明かす。さらに差別意識

の発生に「言語システム」が果たす役割を指摘、永井荷風のテクスト分析により実証する。現在の差

別と対峙する思考の創出。

NO 書影

内容紹介

1

9

日本における民族差別に基づくヘイトスピーチ被害の過酷な実態を知り、その本質的な意味を捉

え、被害救済と予防の方向性を考える。
10
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本体価

同時
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NO 書影
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ヘイトスピーチに立ち向かう KP00030938
日本評論社 201910 PDF ¥5,940 ¥8,910

法学セミナー編集部【編】

明戸隆浩　ほか【著】
9784535403536

文化とレイシズム KP00013122
岩波書店 199605 PDF ¥6,490 ¥19,470

三島憲一 9784000028622

世界と僕のあいだに KP00016064
慶應義塾大学

出版会

201702 PDF ¥7,480 ¥11,220

タナハシ・コ－ツ【著】

池田年穂【訳】
9784766423914

美しき闘争 KP00016086
慶應義塾大学

出版会

201706 PDF ¥8,360 ¥12,540

タナハシ・コーツ【著】

奥田暁代【訳】
9784766424379

アメリカ黒人と北部産業 KP00025171
彩流社 199706 EPUBリフロー ¥12,320 ¥18,480

樋口映美 9784882024484

アメリカ・センサスと「人種」をめぐる

境界
KP00032037

勁草書房 202001 PDF ¥20,790 ¥31,240

菅（七戸）美弥 9784326200597

ブラジル黒人運動とアフリカ KP00029764
慶應義塾大学

出版会

201906 PDF ¥15,400 ¥23,100

矢澤達宏 9784766425963

グローバルな正義 KP00022596
勁草書房 201410 PDF ¥8,800 ¥13,200

宇佐美誠【編著】 9784326102389

ストレンジャーの人類学 KP00031624
明石書店 202006 PDF ¥8,360

リーペレスファビオ 9784750350295

まんが　クラスメイトは外国人

課題編
KP00031013

明石書店 202002 PDF ¥2,860

「外国につながる子どもたちの物語」

編集委員会【編】

みなみななみ【まんが】

9784750349411

11
ヘイトスピーチに法や司法はどのように対応すべきなのか。憲法学、刑事法学、国際人権法、現場で

の警察対応などの最先端の議論を紹介。

12
過去の歴史をどう解釈するかは、固有の民族や文化をどう認識するかという問いと深くかかわってい

る。この最大の思想的課題は、統一ドイツにおいてどのように議論されているのだろうか。謝罪のあり方

やユーゴ問題、イスラム原理主義への対応などをとりあげながら、保守・リベラルの双方を覆っているエ

スノセントリズムの罠を鋭く批判する。

13
これがお前の国なんだよ。 「これがお前の世界なんだよ。 これがお前の肉体なんだよ。 だからお前は、そ

の状況のなかで生きていく方法を見つけなければならない」 アメリカにあって黒人であるということ、 この

国の歴史を、この肉体とこの運命を生き抜くことを説く、 父から息子への長い長い手紙。 2015年度

全米図書賞受賞の大ベストセラー。

14
ブラック・ナショナリストの父ポール・コーツと、自らの身を守って生きる、息子タナハシ。クラックと銃に溢

れ、一瞬にして奈落に落ちるアメリカ社会の容赦ない現実を力強く生き抜く、父と息子の物語。 　『世

界と僕のあいだに』で全米図書賞を受賞し、現代の黒人社会を代表する知識人と目される、タナハ

シ・コーツの衝撃のデビュー作。

15
南部から北部産業都市への人口移動、黒人ゲトーの拡大、北部産業都市の黒人指導者と企業

経営者の交錯などを通して後の公民権運動に引き継がれる人種意識形成のプロセスを実証する。

“差別される黒人”という従来の史観を越えて、黒人のアイデンティティ問題に迫る社会史。

16
センサスは「マイノリティ」をどのように調査、管理、監視し、それは如何なる排斥につながったのか。「名

もなき人々」へのセンサスの記録と日本側査証等史料の相互参照により、幕末～明治初期の環太

平洋の移動と移民史のリンケージにおいて新たに見えてくるものとは。膨大な調査票から「ホワイトネ

ス」への包摂と排除の歴史を繙く。

17
アフリカをめぐる「黒人大国」のジレンマ 米州最大の黒人人口を擁するブラジル。 黒人たちは逆境との

闘いのなかで父祖の地アフリカをどう位置づけてきたのか？アフリカに活路や着想を求める肯定的姿勢

と、敬遠し封印しようとする否定的態度との交錯は、時代の移り変わりのみならず、ブラジル固有の状

況の反映でもあった。19世紀～1970年代のブラジルで黒人がみせてきた行動・言論・思想の断面

から、「黒人大国」の抱えるジレンマを読み解く意欲作。

18
グローバルな正義への関心が急速に高まってきた。法哲学・政治哲学・経済学の第一線の論者が、

欧米の最先端の研究をふまえて、地球規模の正義を多角的に考察。グローバルな生存権・ネット

ワーク・社会契約・義務の理論的考察から、移民・国際貿易・食料・多国籍企業の分析と提言まで

をカバーする。

19
複数の国家／社会を移動し、複数の言語、文化を跨いで生きる5人の「ストレンジャー」が語るライフ

ストーリーを記述することで、彼ら／彼女らがどのように差異と向き合い、自己・他者認識をし、他者と

関わっているのかを「折り合い」をキーワードに考察する。

20
「ハーフ」、ヘイトスピーチ、移民政策、貧困、戦争責任など様々な社会問題・課題を事例にもとづく

ストーリーにのせて描き出す。マンガでは、読者が問題を知り、異なる意見に向き合い、考えるための

きっかけを提供し、QA形式の解説では資料とあわせ疑問に答える構成。「移民社会日本」を生きる

「私たち」必読の書。
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分断と対話の社会学 KP00016073
慶應義塾大学

出版会

201704 PDF ¥7,700 ¥11,550

塩原良和 9784766424232

われらの子ども KP00015304
創元社 201703 EPUBリフロー ¥8,800 ¥12,650

ロバート・Ｄ．パットナム【著】

柴内康文【訳】
9784422360010

「ヘイト」の時代のアメリカ史 KP00032197
彩流社 201702 EPUBリフロー ¥6,820 ¥8,580 ¥12,870

兼子歩/貴堂嘉之【編】 9784779122927

ファシズムの教室 KP00029709
大月書店 202004 PDF ¥3,872 ¥5,808

田野大輔 9784272211234

向こう半分の人々の暮らし KP00024788
創元社 201804 EPUBリフロー ¥8,910 ¥13,365

ジェイコブ・リース【著】

千葉喜久枝【訳】
9784422360034

ニューカマーの

子どもと移民コミュニティ
KP00007122

勁草書房 201502 PDF ¥12,320 ¥18,480

三浦綾希子 9784326251025

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

子どもたちの階級闘争 KP00022840
みすず書房 201704 PDF ¥7,199 ¥10,799

ブレイディみかこ 9784622086031

憎悪表現とは何か KP00009842
勁草書房 200101 PDF ¥12,100 ¥18,150

菊池久一 9784326153510

愛国的無関心 KP00004684
新曜社 201510 PDF ¥4,455 ¥5,500

内藤　千珠子 9784788514539

21
効率化し分断され、常に自己革新を迫られる高度資本主義社会。一人一人の人間が生きていくた

めに必要な「批判的想像力」を養うための入門書。 ヘイトスピーチや障がい者への犯罪はなぜなくなら

ないのか？マイノリティや社会的弱者の排除に対して、差異を持った人々が共に生きることを可能に

する社会への想像力をつくりだす試み。 グローバル社会をリアルに考えるために、これまで見えなかった

複雑に入り組んだ背景を可視化し「再フレーム化」(再想像)することの実践へと導く。

22
“夢なき社会”を生んだ米国の貧困を、子どもの物語と社会調査で活写した、全米ベストセラー‼

23
日本国内のヘイト＝「産経新聞」に掲載された曽野綾子氏のコラム（2015年2月11日）への違

和感、憤りから本書は出来上がった！ そして、人種差別主義者にして性差別主義者、移民排斥論

者の「トランプ大統領」が選出された「ヘイトの時代」にこそ、本書は刊行される意義がある！ アメリカを

「人種・民族・国籍」といった観点で論じた刺激的なテキストからは、「日本を問い直すためのアメリカ

史」が浮かび上がる。  

24
ウェブ上で話題沸騰の「ナチスを体験する授業」の紹介を通じて、ファシズムの仕組みを解説。ナチス

の大衆動員の実態、ヘイトスピーチなど身近な問題も論じる、民主主義のための新たな入門書。

25
アメリカン・ドリームの危機に際し、再評価の機運高まるルポルタージュの古典を完訳。移民大国が直

面した都市問題に挑んだドキュメント。

26
親の呼び寄せによりフィリピンから来日した子どもや、日比国際児である「第二世代」の子どもたちは、

いかにエスニックアイデンティティを形成していくのか。移民コミュニティのネットワークに着目し、長期

フィールドワークによって丹念に描き出す！

27
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。

28
地べたのポリティクスとは生きることであり、暮らすことだ―在英20年余の保育士ライターが放つ、渾身

の一冊。

29
たんなる差別的な“表現”が、なぜ人を傷つけるのだろうか？差別と排除の空間における言語の政治

性を明らかにする。

30
「韓国」「北朝鮮」「在日」などの記号に罵声を浴びせるヘイトスピーチ、ネット上での匿名による中傷

など、最近の愛国的空気のなかには、明らかに相手は誰でもいいという「他者への無関心」が存在す

る。この「愛国的無関心」ともよべる現代の風潮を、ファシズム期に行なわれた「伏字」という、日本独

特の検閲制度に起因する感性として、さまざまな物語からあぶり出す。現代の出口のない閉塞感に

風穴を穿つ力作。

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。


