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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
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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 

不登校の子どもに  何が必要か  
増田健太郎 
 

不登校をどのように理解し、どのようにかかわっていくべ
きか。我が子が不登校になったときの親の悩みはとて
も深いものです。予防教育をはじめ、不登校になった
ときの早期対応・専門機関との連携など、子どもや保
護者への具体的支援が必要です。 

予防と支援の視点から、不登校支援に長年携わって
いる教育学・臨床心理学・精神医学の専門家が、
不登校の現状を読み解き、不登校をどのように理解
し、具体的にどう対応すればよいのかを、今、不登校
のことで悩んでいる保護者、学校の先生やSCの方々
のために、わかりやすくまとめた。 
 

同時アクセス３ 本体価：6,160円 
（2016/3刊行） 

障害の重い子どもの  
        目標設定ガイド        
徳永豊 

「学習達成度チェックリスト」活用に必携！    
「学習到達度チェックリスト」は，障害が重度であっ
ても，教科の枠組みでつけたい力を把握し、教員、
保護者、関係者間で子どもの状況を共通理解して
いこうとするために開発されたものである。そして、教
科等の学習に遅れのある子どもの学習評価を可能
にするためのものである。 

本チェックリストは、特別支援学校ばかりでなく、幼
稚園や保育園など乳幼児段階の子どもにも活用で
きる。  

同時アクセス３ 本体価：3,080円 

（2014/10刊行） 

子どものうつ病 
井下千以子 （慶應義塾大学出版会） 

本書では思春期特有の心理状態とうつの関係につ
いての解説、さらに発達障害をもつ子どもとうつのリス
クについて説明が丁寧にされています。うつの背景に
は、気づかれていない発達障害があることがまれでは
ないからです。 

友だちとの関係のとり方や気持ちの持ち方など、親に
は言えない悩みについても、臨床体験が豊富な医師
が、子どもの立場を配慮してアドバイスをしています。
「うつ」や「うつ気分」と気づかずに悩んでいる子どもに
もわかるように、症状、医師へのかかり方、治療、学
校生活の送り方などを説明し、家庭でどう協力してい
くことが望ましいかを、やさしく語ります。 

同時アクセス３ 本体価：6,336円 

（2012/10刊行） 

クリエイティブ・ラーニング 
井庭崇               
鈴木寛 岩瀬直樹 今井むつみ 市川力 

つくることで学ぶ、創造的な社会へ！         
クリエイティブ・ラーニング（創造的な学び）は、「つく
ることで学ぶ」という新しい学びのスタイルである。「自
ら知識を構成する」学習観は、「アクティブ・ラーニン
グ」や「プロジェクト型学習」「探究学習」のように、学
び手自身による活動がベースとなるが、クリエイティブ・
ラーニングは、何かを「つくる」ことをより一層重視する。
そして、これからの学校は、創造的に学ぶための「つく
る」経験を積む場となり、教師は、生徒が「つくる」こと
を支援するだけでなく、一緒に問題に挑戦し、一緒に
つくることに取り組む仲間、「ジェネレーター」となる。 

同時アクセス３ 本体価：11,110円 

（2019/2刊行） 

セット特価
10%OFF 

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◇ 

・『ライティング・学習支援』16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 

出版年月 

同時 

アクセス３ 

販売価格 

（本体価） 

フォーマット 

KP00001741 9784766419801 子どものうつ病 猪子香代 201210 6,336  PDF 

KP00001742 9784766419818 「学ぶ力」を取り戻す 寺脇研 201305 6,600  PDF 

KP00001749 9784766420432 こころをつなぐ小児医療 満留昭久 201305 7,392  PDF 

KP00001766 9784766421804 障害の重い子どもの目標設定ガイド 徳永豊【編著】 201410 3,080  PDF 

KP00001774 9784766420944 
学校の先生にも知ってほしい 

          慢性疾患の子どもの学校生活 
満留昭久【編】 201408 6,160  PDF 

KP00001832 9784766422368 発達障害の疑問に答える 黒木俊秀【編著】 201506 5,280  PDF 

KP00001850 9784766422375 アレルギーの子どもの学校生活 西間三馨【編著】 201510 5,610  PDF 

KP00015990 9784766422382 不登校の子どもに何が必要か 増田健太郎 201603 6,160  PDF 

KP00016017 9784766423235 東日本大震災と特別支援教育 田中真理川住隆一菅井裕行 201603 9,240  PDF 

KP00016044 9784766423679 五訂版 視覚障害教育に携わる方のために 
香川邦生【編著】猪平眞理 大内
進 牟田口辰己【共同執筆】 

201609 9,240  PDF 

KP00016051 9784766423754 支援から共生への道Ⅱ 田中康雄 201611 5,610  PDF 

KP00016066 9784766423983 盲児に対する点字読み指導法の研究 牟田口辰己 201702 15,400  PDF 

KP00016106 9784766424669 人間関係の理解と心理臨床 吉川晴美松井知子【編著】 201709 6,820  PDF 

KP00016132 9784766424973 視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える 猪平眞理 201802 6,160  PDF 

KP00029384 9784766425727 クリエイティブ・ラーニング 
井庭崇【編著】鈴木寛 岩瀬直樹 
今井むつみ 市川力【著】 

201902 11,110  PDF 

KP00029955 9784766426083 障害の重い子どもの発達理解ガイド 
徳永豊 田中信利【編著】 
立岡里香【著】 

201907 3,080  PDF 

KP00030727 9784766426311 子どものこころに寄り添う営み 村瀬嘉代子 201910 8,360  PDF 

KP00031194 9784766426397 小児失語症の言語回復 星浩司宮里恭子 201911 18,480  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/ 
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