
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。 

KD0151  2020年11月 

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 

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 

セット特価
10%OFF 

金融政策の「誤解」 
 “壮大な実験”の成果と限界  
早川英男 
 
黒田東彦日銀総裁が遂行する「異次元緩和」
政策は、目標に掲げたインフレ率2％の達成・維
持と経済停滞からの脱却に至らないまま、「マイナ
ス金利」という奥の手を導入した。この先の政策
運営に暗雲が漂い始めているなか、日銀きっての
論客と言われた筆者が、日銀を退職後、ついに
沈黙を破って持論を開陳する注目の書！ 

同時アクセス３ 本体価：7,700円 

（2016/7刊行） 

暴政 20世紀の歴史に学ぶ 
        20のレッスン       
ティモシー・スナイダー 
 
ファシストは日々の暮らしのささやかな“真実”を軽
蔑し、新しい宗教のように響き渡る“スローガン”を
愛し、歴史やジャーナリズムよりも、つくられた“神
話”を好んだ。事実を放棄するのは、“自由”を放
棄することと同じだ。ファシズム前夜―気鋭の歴
史家ティモシー・スナイダーが、現在、世界に台頭
する圧政の指導者に正しく抗うための二〇の方
法をガイドする。 

同時アクセス３ 本体価：3,740円 

（2017/7刊行） 

迷走するイギリス 
細谷雄一 

2016年6月、世界の政治経済を震撼させたイ
ギリス国民投票によるEU離脱。そして、そこに至
るイギリスのEU 加盟時から現在までの歴史も決
して平坦ではなかった。これから孤高の道を歩むイ
ギリスがめざす方向は？また連合王国としてのイ
ギリスは解体に向かうのか？イギリス外交史・国
際政治の第一人者が、歴史的背景からイギリス
政治社会とヨーロッパを展望する１冊！ 

同時アクセス３ 本体価：5,610円 

（2016/10刊行） 

ブラックアース(上)(下)  
ティモシー・スナイダー          
 

ヒトラーとは何者だったのか 。限られた資源、土地、
食糧をめぐる生存競争の妄想にかられたヒトラー
は、ポーランド、そしてウクライナの肥沃な土壌（ブ
ラックアース）を求めて侵攻し、国家機構を完璧
に破壊し始める。ドイツの絶え間ない生存競争を、
ユダヤ人の倫理観や法感覚が妨げると考えたヒト
ラーは、やがて、人種に基づく世界、ユダヤ人のい
ない世界を構想し、それを現実のものとすべく実行
に移した。極限状況における悪（イーブル）を問
い直し、未来の大虐殺に警鐘を鳴らす世界的ベ
ストセラー。 
 
同時アクセス３本体価：8,690円（上） 
同時アクセス３本体価：9,240円（下） 
（2016/7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 



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3

本体価

タイトル ISBN

山田久 KP00016025 慶應義塾大学出版会 201605 PDF ¥7,700

失業なき雇用流動化 9784766423457

早川英男 KP00016032 慶應義塾大学出版会 201607 PDF ¥7,700

金融政策の「誤解」 9784766423563

翁百合 KP00016102 慶應義塾大学出版会 201709 PDF ¥7,700

国民視点の医療改革 9784766424416

後藤康浩 KP00019225 慶應義塾大学出版会 201806 PDF ¥7,700

アジア都市の成長戦略 9784766425246

片野歩阪口功 KP00025641 慶應義塾大学出版会 201902 PDF ¥7,700

日本の水産資源管理 9784766425802

KS00000261 慶應義塾大学出版会 ‐ PDF ¥34,650

『KUP経済解説』5冊セット

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3

本体価

タイトル ISBN

長田彰文 KP00001796 慶應義塾大学出版会 201307 PDF ¥6,336

世界史の中の近代日韓関係 9784766420586

ピーター・ピオット KP00001813 慶應義塾大学出版会 201503 PDF ¥8,360

ノー・タイム・トゥ・ルーズ 9784766421972

若宮啓文 KP00001817 慶應義塾大学出版会 201505 PDF ¥7,700

日韓の未来をつくる 9784766422269

マーク・マゾワー KP00001829 慶應義塾大学出版会 201508 PDF ¥8,690

国連と帝国 9784766422436

ティモシ－・スナイダー KP00016028 慶應義塾大学出版会 201607 PDF ¥8,690

ブラックアース　上 9784766423501

ティモシー・スナイダー KP00016029 慶應義塾大学出版会 201607 PDF ¥9,240

ブラックアース　下 9784766423518

NO 書影

内容紹介

確かなエビデンスをもとに日本経済の実態を明らかにする！『KUP経済解説』

確かなエビデンスをもとに、日本の経済を明らかにする『KUP経済解説』5冊セット

2020年度末限定キャンペーンセットです。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、さらに通常価格から10%値引いたします。

いまや世界の大都市圏トップ10のうち8つまでをアジアの大都市が占めるようになった。本書は都市発展の基本である

「農村から都市への人口流入」「段階的工業化」「経済特区(SEZ)効果」に加え、後発国の不利を逆に後発者利得

に転化するフロッグリープ成長の現実や、ITスタートアップ企業がグローバル企業に飛躍する深圳の都市エコシステムな

どを考察する。

世界の三大漁場の一つを経済水域内に持ちながら年々漁獲量を減らし、後継者不足の問題や近隣諸国の海洋進

出も相まって、衰退著しい日本の水産業。この凋落の原因を水産資源管理政策に見出し、客観的なデータから国際

標準との差異を指摘、さらに水産資源取引の現場の知見をふまえて解決策を探っていく。

働く人々が職場や会社を安心して自由に移動できるようになれば、経済に活力が生まれる。本書は、高い賃金保障

に軸足を置いた新たな雇用のあり方や、労使政の連携による就労・再就職支援システムなど、「成長につながる」方策

を提言。柔軟で多様な働き方が、閉塞する日本を救う！

私たちが生きる激動の時代を見通すヒントになる！

『いま世界で何が起きているのか　政治・社会を見直す』

日韓関係をめぐり、大国はどのように動いたのか？19世紀以来、米国、ロシア、中国などが織りなす力関係に翻弄され

る韓国（朝鮮）と日本の関係をたどり、二国間関係に世界の動きから新しい光をあてた一冊。

エボラウイルスの発見者、ピーター・ピオット氏の回顧録。ＨＩＶ感染症対策の最前線に立ち続け、国際政治に翻弄

されながらも、闘い続けた日々。

韓流ブームからなぜ嫌韓ムードへ？元外相が語る日韓国交正常化、ナショナリズムの克服と知識人の役割。活性化

する日韓の自治体交流。ITでつなぐアジアの大学ほか、私たちは、次の世代に何を残すのか？

国連は無力なのか？覇権を争う帝国の為政者たちは、国連に何を託したのか。20世紀ヨーロッパ史の大家マゾワーが

描く、「「逆説」の理想的国際平和機構論」。

ヒトラーとは何者だったのか ――。 限られた資源、土地、食糧をめぐる生存競争の妄想にかられたヒトラーは、ポーラン

ド、そしてウクライナの肥沃な土壌（ブラックアース）を求めて侵攻し、国家機構を完璧に破壊し始める。 ドイツの絶え

間ない生存競争を、ユダヤ人の倫理観や法感覚が妨げると考えたヒトラーは、やがて、人種に基づく世界、ユダヤ人の

いない世界を構想し、それを現実のものとすべく実行に移した。

11
ホロコーストの多くは、戦前のドイツ国境線の外で起きたことであり、ユダヤ人は、現実には死の穴の縁で殺害され、収

容所ではなく、特別なガス殺の設備で殺害されたのだった。 そして、殺害に携わったドイツ人の多くはナチスではなかった

し、そもそも殺害した者のほぼ半分はドイツ人でさえなかった 。 極限状況における悪（イーブル）を問い直し、未来の

大虐殺に警鐘を鳴らす世界的ベストセラー。

9

10

NO 書影

内容紹介

1

2

3

黒田東彦日銀総裁が遂行する「異次元緩和」政策は、目標に掲げたインフレ率2％の達成・維持と経済停滞からの

脱却に至らないまま、「マイナス金利」という奥の手を導入した。この先の政策運営に暗雲が漂い始めているなか、日銀

きっての論客と言われた筆者が、日銀を退職後、ついに沈黙を破って持論を開陳する注目の書！

“利用者本位”の制度設計を考える  従来の医師・病院、薬局など医療提供者側からの視点だけでなく、利用者＝患

者側の便益にも、より配慮した制度設計――医療提供体制、保険外併用療養費制度、遠隔診療、医療情報の医

療機関間での共有、今後の薬局のあり方など――の推進によって健康寿命延伸、健康関連産業の発展、医療費

増加抑制へと結びつけることを提言する。

4

5

6

7

8



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3

本体価

タイトル ISBN

NO 書影

内容紹介

細谷雄一 KP00016049 慶應義塾大学出版会 201610 PDF ¥5,610

迷走するイギリス 9784766423730

鈴木透 KP00016061 慶應義塾大学出版会 201612 PDF ¥7,700

実験国家アメリカの履歴書　第2版 9784766423907

タナハシ・コ－ツ KP00016064 慶應義塾大学出版会 201702 PDF ¥7,480

世界と僕のあいだに 9784766423914

塩原良和 KP00016073 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥7,700

分断と対話の社会学 9784766424232

川村千鶴子 KP00016075 慶應義塾大学出版会 201702 PDF ¥6,160

いのちに国境はない 9784766423938

加茂具樹 KP00016083 慶應義塾大学出版会 201704 PDF ¥12,320

中国対外行動の源泉 9784766424089

ティモシー・スナイダー KP00016088 慶應義塾大学出版会 201707 PDF ¥3,740

暴政 9784766424386

ウィリアム・マリガン KP00016092 慶應義塾大学出版会 201708 PDF ¥9,900

第一次世界大戦への道 9784766424454

山腰修三【編著】 KP00016123 慶應義塾大学出版会 201711 PDF ¥7,700

入門メディア・コミュニケーション 9784766424447

柯隆 KP00019216 慶應義塾大学出版会 201804 PDF ¥6,160

中国「強国復権」の条件 9784766425093

モーリス・ヴァイス KP00019236 慶應義塾大学出版会 201808 PDF ¥10,780

戦後国際関係史 9784766425345

ニック・クドリー KP00025632 慶應義塾大学出版会 201811 PDF ¥14,190

メディア・社会・世界 9784766425444

ピーター・ピオット KP00025642 慶應義塾大学出版会 201902 PDF ¥8,360

エイズは終わっていない 9784766425413
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2016年6月、世界の政治経済を震撼させたイギリス国民投票によるEU離脱。 そして、そこに至るイギリスのEU 加盟

時から現在までの歴史も決して平坦ではなかった。 これから孤高の道を歩むイギリスがめざす方向は？また連合王国と

してのイギリスは解体に向かうのか？ イギリス外交史・国際政治の第一人者が歴史的背景からイギリス政治社会とヨー

ロッパを展望する一冊！

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？また、アメリカの時代はもう終わったのか？WASPという多数派が不在となり、世界でも類のない

格差/分断社会となったアメリカ。現代アメリカを読み解くための入門書。

19

 「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

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。

昨今、「日本人の多文化」が注目されている海外で育った日本人や国際結婚で生まれた子ども等、多言語・多文化

家族が増えているのだ。「義務教育機会確保法」制定をはじめ法制度改革も動き出し、国や自治体、企業、市民セ

クター、医療機関、教育機関の連携も進む。 　多様なルーツをもつ住民同士が互いに支え合い、安全で豊かな社会を

創る……そんな「多文化社会のセカンド・ステージ」が始まろうとしている。

現代中国の対外行動を国際的要因、および統治構造による国内政治的要因からその源泉を明らかにする。中国の

外交路線は「特色ある大国外交」。日本は、そうした中国の新しい変化に極めて間近な距離で向き合っている。 大きく

変化してきた中国の対外行動について、それを形作っている国際政治的要因と国内政治的要因という構造的レベル

に腑分けし、その源泉を見出すことを試みる。
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メディアが社会や人々の日常に与える影響とはどのようなものか？ 現代社会はメディアを通じてどのように秩序化されて

いるのか？  Google、Twitter、YouTubeなどメディアのデジタル化が進むなかで、メディアと日常生活、権力、社会秩

序、民主主義の関係を問い直す。

いまも毎日約5,000人がHIV に感染し、約3,000人が死亡しているエイズ。その終結に向けて、科学と政治はどう関

わり、どう向き合うべきなのか。流行初期からエイズ問題と対峙してきた、科学者・臨床医・元UNAIDS 事務局長でも

ある著者が、パリのコレージュ・ド・フランスで行った講義録の邦訳。

ファシストは日々の暮らしのささやかな〈真実〉を軽蔑し、新しい宗教のように響き渡る〈スローガン〉を愛し、歴史やジャー

ナリズムよりも、つくられた〈神話〉を好んだ。事実を放棄するのは、〈自由〉を放棄することと同じだ。 ファシズム前夜―― 

いまこそ、本を積み上げよう。〈真実〉があるのを信じよう。歴史の教訓に学ぼう。  気鋭の歴史家ティモシー・スナイダー

が、現在、世界に台頭する圧政の指導者に正しく抗うための二〇の方法をガイドする。

気鋭の歴史家ウィリアム・マリガンが、1914年の夏にヨーロッパの大国間の平和維持メカニズムが崩壊してしまった経緯

と、第一次世界大戦が「不可避の戦争」ではなかった理由を、各国の国内情勢、外交の諸相、指導者の言動、軍部

の計画や認識、世論の動向などの分析を通じて明快に解き明かす。 　大国の戦略や思惑が世界規模で複雑に交錯

し、過激な世論や各国間の経済関係の動向が大きな存在感を持つ現代にこそ、学ぶべき「歴史の教訓」がちりばめら

れた一冊。

法学・政治学・社会学・社会心理学の学問領域を横断したアプローチで、インターネットを含むメディアのしくみと問題

点をわかりやすく解説、大きく社会を揺るがせた主要ニュースの背景もとりあげ、メディアの問題点に迫る。 ニュースをキー

ワードにしたメディア・コミュニケーションの捉え方、デジタル化による変化、さらに社会とメディアを読み解く方法や、グロー

バル社会と国際関係を捉える視点などを提示する入門テキスト。

アヘン戦争以来“中華”の座を追われた中国は、150年余りを経ていま再び世界の中心へと返り咲こうとしている。新し

いシルクロード・ネットワークの構築や国際金融機関の中核を担うなど、覇権回復への旺盛な意欲を世界に向けて発

信している。しかし、その足元は十分に安定的なのか？国内に残る諸問題をいかに整理し、名実ともに王座奪還を果

たすには、何が必要か？気鋭の中国人エコノミストが自国の状況を余すところなく解き明かす！

第二次世界大戦後、世界は二極化を経て、なぜ現在のような混迷する時代になったのか？国際政治史の世界的権

威が、激動の戦後史を外交や軍事のみならず、経済・社会・文化の広い視点からダイナミックに描き出す。日本や中

国を含む東アジア地域についての記述を大幅に追加した最新版の翻訳。
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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3

本体価

タイトル ISBN

NO 書影

内容紹介

アンドレアス・ヴィルシングベルトルト/

コーラーウルリヒ・ヴィルヘルム
KP00029763

慶應義塾大学出版会 201906 PDF ¥5,610

ナチズムは再来するのか？ 9784766426069

翁邦雄 KP00029956 慶應義塾大学出版会 201907 PDF ¥6,160

移民とＡＩは日本を変えるか 9784766426113

増田弘 KP00029957 慶應義塾大学出版会 201907 PDF ¥8,360

南方からの帰還 9784766426090

酒井正 KP00033557 慶應義塾大学出版会 202002 PDF ¥8,360

日本のセーフティーネット格差 9784766426496

ティモシー・スナイダー KP00033561 慶應義塾大学出版会 202003 PDF ¥7,700

自由なき世界　上

フェイクデモクラシ－と新たなファシズム
9784766426656

ティモシー・スナイダー KP00033562 慶應義塾大学出版会 202003 PDF ¥7,700

自由なき世界　下

フェイクデモクラシ－と新たなファシズム
9784766426663

小泉康一【編著】 KP00033563 慶應義塾大学出版会 201910 PDF ¥13,860

「難民」をどう捉えるか 9784766426076

KS00000262 慶應義塾大学出版会 PDF ¥193,109

『いま世界で何が起きているのか

　　政治・社会を見直す』26冊セット

【同時アクセス３キャンペーン概要】

世界は今、国家、国境、移住、ネットワークについて、新しい思考法を獲得するよう迫られている。  合意と協力を支える

知的プラットフォームをめざして 本書は、難民・強制移動をめぐって現代社会で急速に高まる知的要請に応え、その研

究領域、主要論点、分析視角・方法を学際的・国際的な視野から整理、基本文献から最新の研究事例までを包括

的に紹介する。

26

29

27

28

25
民主主義は危機にあるのか？ 当時、世界で最も民主主義的な憲法をもちながらも、わずか14年でナチスに破壊され

てしまったヴァイマル共和国。当時の政治社会状況と現在の状況との、共通点とはなにか。現代社会を覆うポピュリズ

ムに、ドイツを代表する研究者たちが歴史の経験から警鐘を鳴らす。

30

2019年4月の改正入管・難民法を受け、本格的に人手不足の切り札として期待される外国人労働力。現代経済

分析の第一人者である翁氏が専門の金融政策の枠を越えて、移民問題、そして同じく新しい労働力として話題を集

めるAIについて科学的分析を踏まえて考察。日本社会にとってはたして得策となるのか、マイナスになるのか、を検証す

る。

終戦期に邦人がいかに復員を果たしたかは、これまで個人史のかたちで主観的ながら広く伝えられてきた。しかし近年

旧連合国の資料公開が進む中で、引揚の全体像を客観的にとらえることが可能となってきた。本書は、最新史料をも

とに謎の多かった東南アジアにおける抑留と復員の実態を明らかにする。

誰が「皆保険」から漏れ落ちているのか  働き方が多様化する中で、正規雇用を前提としていた社会保険に綻びが生じ

ている。 「雇用が不安定な者ほどセーフティーネットも脆弱」というパラドキシカルな現状にどう対応すべきか。救済策は社

会保険の適用拡大しかないのか。 今後の改革のための指針を、しっかりした「エビデンス」をもとに模索する力作！ 現代

日本社会で本当に“疲弊” しているのは誰か？働き方の多様化という社会の変化のスピードに社会保険制度が付い

ていけていない現状を検証。

ロシアはなぜクリミアに侵攻したのか。法の支配を無効化し、民主主義を混乱に陥れ、歴史を葬り去る「永遠の政治」。

プーチンによる「永遠」の体制は、純潔無垢なるロシアの復活を唱え、EUの破壊を画策し、遂にはウクライナの混乱に

乗じてクリミアを併合する。プーチンの思想に鋭くメスを入れ、右傾化する世界の実態を捉える世界的な話題作。

格差がファシズムを呼び寄せる。ヨーロッパにおける相次ぐ右派政権の誕生、イギリスのEU離脱、アメリカのトランプ大統

領誕生。西側を結束させてきた民主主義の価値観は、いまなぜ動揺し、世界は混乱しているのか。新たなファシズムの

台頭に警鐘を鳴らす。民主主義や法による支配を脅かす、新たなファシズムの台頭に警鐘を鳴らす『暴政』の姉妹篇。
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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。

私たちが生きる激動の時代を見通すヒントになる！

『いま世界で何が起きているのか　政治・社会を見直す』26冊セット

2020年度末限定キャンペーンセットです。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、さらに通常価格から10%値引いたします。

【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/

◇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　　・『教育と医学（特別支援教育篇）』18冊セット


