
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。 
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同時アクセス   キャンペーン 

期間中に対象タイトルを購入すると、同時アクセス数１
の価格で 

同時アクセス数３のライセンスを恒久的に提供します。 

＊さらに、セットでご購入いただくと、セット特価で10%引
きいたします！ 

慶應義塾大学出版会 

対象タイトルはＸＸ点！タイトルリストをお送りします。ご請求ください。 
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お得なセット値引も！対象タイトルを一部紹
介 

アカデミックスキルズ 
佐藤望 

累計12万部を超える大学生向け学習指南書の
ベスト＆ロングセラーを8年ぶりに改版。 

ノートの取り方や情報の整理法など、大学生の
学習の基本を押さえた構成はそのままに、第3版
では最新の情報環境との付き合い方や活用法に
関する内容を追加。文献表記の書式についても
一新するとともに、既刊「アカデミック・スキルズ」シ
リーズのどの部分を参照したらよいかについても追
記した。 

同時アクセス３ 本体価：3,080円 

（2020/4刊行） 

レポート・論文の書き方入門  
           第4版 
河野哲也 
 

累計発行部数20万部を超える当社最大のベス
ト＆ロングセラーを、2002年の第3版刊行以来、
約15年ぶりに改訂。 

 「テキスト批評という練習法」の解説を充実させ、
注の形式に関する説明を整理・更新、参考文献
とその解題も一新したほか、著者の講義経験に
基づき記述内容もアップデート。 

 好評を博した明快な語り口調やコンパクトにまと
まった構成はそのままに、より理解しやすく使いや
すくなった、初心者にベストの1冊。 
 

同時アクセス３ 本体価：3,080円 
（2018/7刊行） 

迷わず書ける 記者式 文章術 
プロが実践する４つのパターン 
松林薫 

元・日本経済新聞記者の松林薫氏（『新聞の
正しい読み方』（NTT出版）の著者）が、大手
新聞で標準的に使われているメソッドを分かりや
すく説明します。 本書では「速く」「正確に」「わか
りやすく」書く技術を伝授！「取材」から「推敲」ま
で記者のテクニックの全公開！社内報告書や企
画書、エントリーシートまで幅広く応用でき、多忙
なビジネスパーソンこそ是非活用してほしいスキル
が満載です。  

同時アクセス３ 本体価：4,400円 

（2018/2刊行） 

思考を鍛える 
レポート・論文作成法 第3版 
井下千以子  

好評のレポート・論文作成手引書の第３版。 
旧版と比べ、・索引を付すことで利便性を向上。 

「読む力を鍛える3ステップ」の項目を加え、論理
的・批判的に考えて読むことについて段階を踏ん
で学べるようにした。初学者が迷いがちな「引用」
について、より詳しく取り上げた。「なぜ引用する必
要があるのか」「コピペはなぜダメなのか」「どこをどう
引用すればいいのか」を、形式だけでなくその目的
や意味も具体的に解説。レポート・論文を書くに
あたって不可欠な「資料」の取り扱いについての記
述を増やした。課題内容やテーマに応じた資料の
選び方や、ネット・紙などメディア別の機能、特徴、
用法を一覧でまとめ、「調べる力」の充実を図った。  

同時アクセス３ 本体価：3,740円 

（2019/2刊行） 

学生図書・シラバス図書の電子化のためにこの機会をご活用ください！ 

期間中に指定タイトルを購入すると同時アクセス数１の価格で同時アクセス数３のライセンスを恒久的に提供します。 

キャンペーン期間：２０２１年３月３１日まで 
上記期間中に対象タイトルを購入すると、同時アクセス数１の価格で 

同時アクセス数３のライセンスを恒久的に提供します。 

学生図書・シラバス図書の電子化などに、この機会をご活用ください。 

＊同時アクセス数１の金額でアクセス数３のライセンスを提供します 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


赤色 

青色 

緑色 

◇上記以外の慶應義塾大学出版会 同時アクセス３キャンペーン、セット特価10%OFF 対象銘柄◇ 
・『教育と医学（特別支援教育篇）』 18冊セット ／・『KUP経済解説』 5冊セット ・『政治・社会を見直す』 26冊セット 

大月書店 

ジャパンタイムズ出版の辞書 
牧野成一編のロングセラー 

日本語教育の基本書 

 

日本語基本文法辞典 
7,700円（本体） 

ISBN:9784789004541/KP00024234 

  

日本語文法辞典【中級編】 
10,175円（本体） 

ISBN:9784789007757/KP00024235 

 

日本語文法辞典【上級編】 
10,450円（本体） 

ISBN:9784789012959/KP00024236 

自然科学書出版 

裳華房 
 

KinoDen搭載の全タイトルが 

キャンペーン対象です！ 

数学、物理学、化学、生命科学、生物学
など、201タイトルを同時アクセス数３で所
蔵するチャンスです。 

1冊2,310円～（タイトルにより異なる） 

 

白水社の語学学習書 
世界の言語を学ぶ人気の２シリーズが 

全点セット購入で 10％引き！ 
 

はじめての入門書 決定版 

『ニューエクスプレス プラス』シリーズ 

全26点セット特価143,748円（本体） 
分売は1冊4,180円～（タイトルにより異なる） 

新書のように読める画期的な入門書 

『〇〇語のしくみ』シリーズ 

全26点セット特価82,962円（本体） 
分売は1冊2,860円～（タイトルにより異なる） 

 

そのほか人気の語学書50点、合計102冊が 

キャンペーン対象です 

ProductID 書籍底本ISBN 書籍タイトル 著者名 
底本 

刊行年月 

同時 

アクセス３ 

販売価格 

（本体価） 

フォーマット 

KP00001769 9784766421774 学生による学生のためのダメレポート脱出法 
慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員
慶應義塾大学教養研究センター【監修】 

201410 3,696  PDF 

KP00001810 9784766422122 アカデミックライティング入門 第2版 吉田友子 201504 6,160  PDF 

KP00001844 9784766422672 論理的な考え方伝え方 狩野光伸 201510 5,610  PDF 

KP00001852 9784766422559 人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 眞嶋俊造 奥田太郎 河野哲也【編著】 201510 8,360  PDF 

KP00001854 9784766422740 クリティカル・リーディング入門 
大出敦【著】 
慶應義塾大学教養研究センター【監修】 

201510 5,610  PDF 

KP00001859 9784766422566 実地調査入門 
西山敏樹常盤拓司鈴木亮子【著】 
慶應義塾大学教養研究センター【監修】 

201509 4,950  PDF 

KP00015988 9784766420395 グループ学習入門 
新井和広坂倉杏介【著】 
慶應義塾大学教養研究センター【監修】 

201304 3,740  PDF 

KP00016042 9784766423648 大学１年生からの研究の始めかた 西山敏樹 201609 4,400  PDF 

KP00016082 9784766424287 大学生のための動画制作入門 黒岩亜純 宮徹 201704 5,610  PDF 

KP00016133 9784766424966 迷わず書ける記者式文章術 松林薫 201802 4,400  PDF 

KP00016136 9784766425031 工学部生のための研究の進めかた 西山敏樹 201803 6,160  PDF 

KP00019215 9784766424874 大学生のための交渉術入門 野沢聡子 201712 4,950  PDF 

KP00019227 9784766425277 レポート・論文の書き方入門 第４版 河野哲也 201807 3,080  PDF 

KP00025639 9784766425772 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第3版 井下千以子 201902 3,740  PDF 

KP00031696 9784766426366 大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤拓司 西山敏樹 201911 4,400  PDF 

KP00032764 9784766426564 アカデミック・スキルズ 第3版 
佐藤望【編著】 
湯川武 横山千晶 近藤明彦【著】 

202002 3,080  PDF 

【同時アクセス３キャンペーン概要】 
・期間：2020年11月17日～2021年3月31日 

・上記期間中、対象タイトルを購入すると同時アクセス数1の金額で自動的に同時アクセス数3のライセンスを提
供します。（キャンペーン終了後も同時アクセス数３のライセンスは有効です） 

・キャンペーン期間外に既に購入されたタイトルには適用されませんので予めご了承ください。（新たに追加購入す
る場合は累計のアクセス数となります。例えば、過去に同時アクセス数１で購入、今回キャンペーン追加購入する
場合は同時アクセス数４になります。 

・ご注文は発注ツールSmartPLATONをご利用ください。画面上では対象タイトルについてキャンペーン期間中は
同時アクセス数3のライセンス価格のみ表示します。（価格は同時アクセス数1の適用） 

・また、一部のタイトルはセットで購入した場合にさらにセット定価から10%引きします。（セットのご注文は
SmartPLATONからはできません。弊社営業担当まで別途お申し付けください） 

 

年度末限定の特別提案や紀伊國屋書店お勧めの電子和書を特設Webサイトで随時ご案内中     
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/kd_campaign/ 

 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/kd_campaign/
https://mirai.kinokuniya.co.jp/catalog/kd_campaign/

