
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。 

No.KD0269 
2021年9月 

・価格チェック 済 
・ハイパーリンク設定済  
・代替テキスト削除済  
・配信点数記載 済 
・全点リスト作成 済 

KinoDen 新刊・近刊 
おすすめリスト 年度末ご予算に

ぴったり！ 

配信開始したばかりの新刊と、今年度中に配信予定の
近刊を、精選してお届けします。 
（※価格等は予告なく変更となる場合がございます。） 



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

ISBN

KP00050233 e-Future PDF ¥3,300 ¥5,500 ¥6,600

9791156801177

KP00050413 e-Future PDF ¥3,300 ¥5,500 ¥6,600

9788956356488

KP00050485 e-Future PDF ¥3,300 ¥5,500 ¥6,600

9788956357461

KP00050539 e-Future PDF ¥4,400 ¥7,150 ¥8,800

9788956354965

KP00049246 インターメディカ 202107 PDF ¥17,600 - ¥44,000

9784899964445

KP00050148 大阪大学出版会 202103 PDF ¥49,500 - ¥82,500

9784872596762

KP00050147 大阪大学出版会 201402 PDF ¥4,950 - ¥8,250

9784872594706

KP00051068 大阪大学出版会 201908 PDF ¥5,940 - ¥9,900

9784872596380

KP00050797 大月書店  202108 EPUB ¥3,872 - ¥5,808

9784272331031

KP00050798 大月書店  202108 EPUB ¥4,356 - ¥6,534

9784272612413

NO 書影

内容紹介
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2

3

4

5

6

7

8

9
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転換点たる「もののけ姫」以降、時代の困難と「大人」としての責任を作品の中で問い続けた宮崎駿。その「子ども」としての新海誠、

庵野秀明、細田守ら新世代の作家の作品群を横断的に批評し、現代日本における「成熟」を問う。【推薦】中島岳志（政治学

者、『「リベラル保守」宣言』ほか）

ジャパニメーションの成熟と喪

失

e-future Classic Readers は、およそ180タイトルものリトールド版の古典文学が12レベルで構成された新しいリーダーシリーズで

す。

e-future PYP Readers は文学を通して探求、熟考、応用するという3原則をベースに構成されています。 学習者の要求に応じた

探求学習をする授業を補完するようデザインされ、特に小学校の教育プログラムに照準を当てた6レベルのリーダーシリーズです。美し

い挿絵と、教科横断レッスンの完璧な出発点となる豊富な内容のストーリーが特徴です。各レベル12ストーリーで構成されており、ク

ラスに最適な本を見つけることが出来るでしょう。

Graded Comic Readers は英語学習スキル習得の手がかりとなる楽しく読めるコミックストーリーです。エキサイティングな物語を楽

しく読むことでリーディングスキルを習得し、物語の背景から重要な文法構造や新しい単語を学びます。 第二言語として英語を学習

する人向けに書かれていて、読むことを楽しめるようになることを目標としています。Magic Adventures ではJack、彼の妹のBella、

彼らのミステリアスな犬 Ace、いくつもの秘密を持っている Olivia という名の不思議な少女が登場します。彼らと一緒に学校で、夢の

国で、そして世界中でエキサイティングな冒険をしましょう！ Magic Adventures はリーディングの楽しさを証明するでしょう！

Art Classic Storiesはいつの時代も多くの子供たちに愛されているストー リーとクラシカルアートが融合した大変珍しいストーリーブッ

クシリーズで す。どの本も、有名なアーティストの独特な絵画調イラストで描かれているのが特徴です。 素晴らしい絵は子供たちの目

をくぎ付けにしアートの世界へ導くでしょう。 とても魅力的な構成で物語とアートの様々な側面を表現することにより、ストーリーブックは

より楽しく、教育的に仕上げられています。 これらの本は、一人で読むのにも、クラスでディスカッションするのにも、アート専門コースや

演劇コースで使用するのにも適しています。

書名

The Princess and the

Pea

I Count

A New Girl in School

The Great Big turnip

医療技術行為の大半は被験者にとって侵襲的であるため、十分な局所解剖学的背景を理解したうえで行うことが大切です。 本書

は、解剖学のオーソリティーである佐藤達夫先生が、医療現場で実施される頻度の高い注射・採血の解剖学的背景を、実際の剖

出写真や明解なイラストを用いて解説しています。日常的に注射を実施する医師・看護師の方々にぜひ手にとっていただきたい、画

期的な、今までにない一冊です。

根拠がわかる 注射のための

解剖学

従来日本近代法制史の研究は内地を中心に行われた。しかし、帝国日本の支配をトータルにとらえるためには、植民地朝鮮、台湾

についてもその法制度を研究することが不可欠である。近年、日本及び両国で公表されてきた研究も含め、市町村に当たる小さな

単位に至るまで、その地方制度がどのようになっていたか、そして実際にはその制度の下でどのように人々が行動したかを資料に基づい

て新たに解明し、侵略の歴史的事実を明らかにすることが本書の目的である。

大阪大学が擁する幅広い研究分野を魅力的に紹介し、学問の懐の深さと考える愉しみを伝える出版＆新しいスタイルの教育プロ

ジェクト「ショセキカ」。「ドーナツを穴だけ残して食べる方法とは？」という学生たちの素朴な問いに、文理を問わず多彩な研究分野の

大阪大学教員たちが挑む。常識を疑い、当たり前を覆すのが学問の醍醐味。ドーナツの穴から広がる奥深い知の世界にふみこんだ

アカデミックでユニークな回答に乞うご期待。

公文書というのは、国民には遠い存在のように思われるが、国の公文書は税金で作成され、重要とされるものはアーカイブとなり誰で

も閲覧できる。本書では国や市町村の文書保存の仕組みをわかりやすく紹介。また身近な文書から科学的な記録までを上手に整

理する方法、それを賢く利用する方法を提言する。記録物のすべては人の生きてきた証拠。未来に向けて自分はどう生きるかをその

中に見ることができるかもしれない。

帝国日本の統治法

ドーナツを穴だけ残して食べる

方法

公文書をアーカイブする

あらゆる差別は、マジョリティには「見えない」。日常の中にありふれた排除の芽に気づき、真の多様性と平等を考える思索エッセイ。韓

国で16万部突破のベストセラー！【推薦】望月優大（「ニッポン複雑紀行」編集長）、小島慶子（エッセイスト）、伊是名夏子

（コラムニスト、車いすユーザー）、清田隆之（桃山商事代表）

差別はたいてい悪意のない人

がする
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フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時
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ISBN

NO 書影
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書名

近日配信予定 オーム社 202108 ¥4,950 - ¥5,940

9784274227424

KP00051249 オーム社 201910 PDF ¥6,875 - ¥8,250

9784274224683

KP00051252 オーム社 202107 EPUB ¥4,400 - ¥5,280

9784274227332

年度内配信予定 杏林書院 202104 ¥5,500 ¥6,875 ¥8,250

9784764412194

年度内配信予定 杏林書院 202012 ¥7,920 ¥9,900 ¥11,880

9784764400740

KP00050889
慶應義塾大学出版

会
202101 PDF ¥6,160 - ¥9,240

9784766427134

KP00050890
慶應義塾大学出版

会
202101 PDF ¥6,160 - ¥9,240

9784766427196

KP00050887
慶應義塾大学出版

会
202101 PDF ¥5,610 - ¥8,470

9784766427202

KP00049635 勁草書房 202002 PDF ¥17,270 - ¥25,960

9784326102792

KP00049642 勁草書房 202001 PDF ¥7,040 - ¥10,560

9784326750566

12

13

14

11

20

15

16

17

18

19

読んでいるうちにわかる物理の超入門！　〈物理の迷宮〉攻略はじめます！ファンタジー調のライトノベル風参考書です。本書では、

フィリシア姫の〈物理の迷宮〉攻略をとおして、基本的な物理量の概念を理解することを目標として、まとめています。

基本事項をコンパクトにまとめ、親切・丁寧に解説したコンピュータの基礎の教科書です。今回の改訂で現場のニーズに応じて、さらに

内容をブラッシュアップしました。大学1、2年生向けの教科書として適切な内容として、ハードウェア、ソフトウェアの両面からコンピュー

タやネットワークの内部構成や動作原理について、基礎的かつ重要な事項に的をしぼって解説しています。

突然ですが、

　見送りのうしろや寂し秋の風

　病む人のうしろ姿や秋の風

このふたつの俳句が松尾芭蕉と人工知能のどちらの作品かわかるでしょうか。

本書は人工知能がどんなことをできるのか気になる方、とくに人工知能の創造性について興味のある方にピッタリの1冊となっています。

もちろん人工知能がどんな俳句を生成するのかが気になる俳句好きの方にもわかりやすく、ていねいに解説しています。

プリンセス・フィリシア　物理の

迷宮に挑む！

基本を学ぶ コンピュータ概論

改訂2版

人工知能が俳句を詠む

―AI一茶くんの挑戦―

体温調節とは、不思議でおもしろいしくみです。生存するため、過酷な環境で活動するためさらには快適さを求めて、自分のからだの

中で起きている調節は繊細かつダイナミックです。からだの外との調節も含めて体温にまつわる興味深いエビデンスを気鋭の執筆者が

わかりやすく解説しています。

中枢神経障害の病態把握は難しく，専門職が力をあわせるチーム医療および集学的リハビリテーションの提供が今や常識となってい

ます．多くの専門職や対象者の周辺環境に存在している者の社会的サポートがその実践のためには不可欠であることは言うまでもあ

りません．本書を読み終えれば，ペインリハビリテーションはまさに総力戦であることか理解できるはずです．リハビリテーションにかかわ

る教育・研究者，臨床に携わる専門職の方々に，通読して欲しいおすすめの1冊です．巻末付録として臨床現場で使える評価

ツールを収載しました．

体温の「なぜ？」がわかる生

理学

脳とこころから考えるペインリ

ハビリテーション

なぜ男性が優位な社会なのか？なぜ過激派はテロを起こすのか？その根拠は、イスラームの聖典クルアーンにあるとされている。しか

し、新たな解釈を試み、男女平等やテロ抑制に取り組むムスリムたちも出てきている。本書では、クルアーンという豊かなテクストを「リベ

ラル」な解釈へと開き、変革を期す者たちに着目。他者を認め、自分らしくあることを目指す「読み」の奥深さと、その実践を見ていく。

「感情」にまつわる疑問に答える、まったくの哲学初心者にむけて書かれた入門書。私たちの生活の中心にある感情。私たちは日々う

れしくなったり悲しくなったりして過ごしています。誰もがもつこの「感情」とはいったい何なのでしょうか？本書は身近な「感情」をテーマに

した哲学の入門書です。大学でおこなわれた全15回の講義をまとめたものなので、哲学を知らなくても、感情や人間がどういうもの

か、哲学がどういうものかわかる一冊となっています。

近年、企業研修や学校教育などでますます需要が高まるワークショップの好評指南書を7年ぶりに改訂。ワークショップの「企画―運

営―評価」のサイクルを、理論をもとにわかりやすく解説する構成はそのままに、第2版では、適切な課題設定の仕方や、ファシリテー

ションについての最新の知見も盛り込み、さらに利便性を向上した。

リベラルなイスラーム

感情の哲学入門講義

ワークショップデザイン論

第2版

大陸哲学に影響を受けた思弁的思想（1720～1868）、プラグマティズムの誕生と隆盛（1865～1930）、より世俗的で制度

化された専門哲学（1910～2000）の３時代にわけ、思想の伝統と思想家の意図をふまえて、宗教的なものから世俗的なものへ

と移っていった長く曲がりくねった歴史をたどる思想史の重要書。

切っても切れない関係の人類とビール。もはやビールは普遍的な文化そのものなのだ。古代の醸造法へ、人気のクラフトビールへ、著

者二人があるときは史料を読みこみ、あるときは世界中を旅して迫っていく。ビールのことなら人類誕生前から現代社会まで、科学的

解説とともにお届けする、面白くて意外なお話たちのはじまりはじまり。

アメリカ哲学史

ビールの自然誌



Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
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同時

アクセス1
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アクセス2

本体価

同時
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書名

KP00049664 勁草書房 202005 PDF ¥8,030 - ¥12,100

9784326550845

KP00049717 勁草書房 202010 PDF ¥6,380 - ¥9,570

9784326102853

KP00050184 コロナ社 202008 PDF ¥10,890 - ¥16,335

9784339029123

近日配信予定 コロナ社 202009 ¥14,850 - ¥22,275

9784339032307

KP00050183 コロナ社 202008 PDF ¥9,900 - ¥14,850

9784339029109

近日配信予定 幸書房 199911 ¥7,040 - ¥10,560

9784782101681

近日配信予定 幸書房 199806 ¥15,840 - ¥23,760

9784782101582

KP00048895 三修社 201904 PDF ¥4,400 - ¥8,800

9784384059373

KP00048896 三修社 202004 PDF ¥4,400 - ¥8,800

9784384059762

KP00051169 シービーアール 202106 PDF ¥17,600 ¥22,000 ¥26,400

9784908083648

27

30

28

29

24

25

26

21

22

23

「個人の自由な選択」を妨げることなく、愚行には歯止めを、賢明な行動には支援を？　肥満の解消、婚活のサポート、個人情報の

保護、民主政の活性化……。世界の袋小路を切り抜ける仕掛けを示すスマートな戦略の宝庫、いま注目の「ナッジ」と「リバタリアン・

パターナリズム」の光と影を、過去・現在・未来にわたって解き明かす。

人間には、直観システムの働きによってじっくりと考えずに誤った判断を下してしまう傾向がある。本書ではわかりやすい解説によってそう

した頭の弱点を知り、思考ツールの使いこなし方を学びながら、練習問題で実践的なトレーニングを行う。さらに、因果関係や推論と

いった概念を理解することで、科学的思考を身に着けることを目指す。

ナッジ⁉

思考力改善ドリル

基本理論は必要最小限に，実際の操作命令やデータベースプログラミングについては平易に解説。請求書データベースの設計，フ

ライトデータ解析，Twitterストリーミングデータの収集と解析など，幅広い応用事例を示した。

ドローンの進化と利活用が急速に進んでいる。本書ではドローンを操るソフトウェアであるオートパイロットに代表される自律制御技術

に注目し，第一線の著者が蓄積してきた技術を中心にヘリコプタやマルチコプタの制御までをまとめた。

これからの情報管理に関して重要と考えられる内容について具体例を挙げてわかりやすく解説。近年の動向に合わせ，メディアリテラ

シー，3Dプリンタ，符号化，仮想化技術，人工知能と機械学習，マイナンバー制度などもとりあげた。

実践 Pythonによるデータ

ベース入門

ドローン工学入門

情報技術と情報管理

自然界には「同じ酵素」を作る方法に関して、微生物の数だけ解答があり（性質の多様性）、微生物の種によって持っている酵素

の種類に違いがある（存在の多様性）。本書は、微生物の酵素を研究の対象としている著者が、日々の仕事のなかで面白い文

献や興味深いデータに遭遇したときに、書き留めておいたものをまとめたものである。酵素の能力の広さ（多彩性）や酵素のマイナー

側面を多く取り上げている。

本書は、科学的側面からは、食品殺菌の概念、食品に生育する微生物の知識とその殺菌法、安全性の評価などを著述。技術的

側面からは、各種殺菌剤、加熱・非加熱殺菌装置、洗浄と殺菌、殺菌の管理システム、殺菌を主目的とした食品包装に言及し、

実際にこれらの技術を用いて作られた食品を紹介した。

酵素サイエンス

食品の殺菌

「グローバル社会」のなかでみすごされがちな「異」を通して異文化コミュニケーションの概念を学び、理解を深める入門書。基礎的な

概念の説明と、現象を批判的に分析する提言を盛り込んだ「基礎編」、その概念を応用してさまざまな現場の分析を行う「応用

編」、時間軸と空間軸をさらに広げて考察する「発展編」の3部構成。各章いずれも身近な「異」を導入とし、章末には考察を深める

ための問いとディスカッションのヒントを提示。

職場でも、学校でも、異なる文化背景を持っている人々と共に生活することが当たり前となった現代社会。本書では、多様な人々同

士が関わる一見難しく見える状況を、建設的で楽しい学びの場とするための「人間関係力」を養うヒントを６つの要素を通して紹介。

各章は具体的な「事例」と「エクササイズ（実践）」、さらにスキル演習とその説明で構成されている。

グローバル社会における異文

化コミュニケーション

多文化社会のコミュニケーショ

ン

本アトラスの第一部には総論が記載されており、炎症性腸疾患関連癌の現状と展望、診断、特徴、病理所見の概要が最新の結

果を含めてわかりやすく解説されており、加えてその疾患の経過を遡って検討した臨床上、重要な資料も掲載されている。本アトラス

の大きな特徴は第二部、第三部に多くの症例が掲載されているだけなく、個々の症例で内視鏡または消化管造影検査所見、切除

標本の肉眼像、切除標本の全割による広範な領域での検討が揃って鮮明な画像で示されていることである。特に内視鏡所見は同

一病変に対する種々の内視鏡検査所見が示され、切除標本の病理所見は切除標本の病変のmappingとともに免疫染色を含め

た詳細な記載がされている。

炎症性腸疾患関連腸癌アト

ラス



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

ISBN

NO 書影

内容紹介

書名

KP00051170 シービーアール 202106 PDF ¥7,920 ¥9,900 ¥11,880

9784908083624

KP00049140 翔泳社 202006 EPUB ¥10,890 - ¥21,780

9784798163642

KP00049143 翔泳社 202007 EPUB固定 ¥8,250 - ¥16,610

9784798162805

KP00049144 翔泳社 202007 EPUB ¥6,050 - ¥12,100

9784798163284

KP00049183 翔泳社 202011 EPUB固定 ¥6,490 - ¥12,980

9784798161006

KP00050661 情報センター出版局 200108 PDF ¥3,300 - -

9784795818439

KP00048874 新日本法規出版 202107 PDF ¥4,125 - ¥9,625

9784788289116

近日配信予定 世界思想社 202102 ¥6,930 - ¥13,860

9784790717485

近日配信予定 世界思想社 202105 ¥8,250 - ¥16,500

9784790717539

近日配信予定 世界思想社 202103 ¥11,400 - ¥22,800

9784790717546

39
「日雇い労働者の町」と呼ばれる大阪・西成。生活保護受給率は２３％にのぼる（２０１９年）。でも、しんどくたって、今日も元

気に子どもは遊ぶ。この町の個性的な支援者５人へのインタビューが描く、誰も取り残さない支援の地図！

40
沖縄にとって“植民地”とは何だったのか？琉球併合以来、日本人による差別と偏見に苦しんだ沖縄の人びとは、植民地支配下の台

湾でどのように生きたのか。支配-被支配の間を往復した人びとの経験から、沖縄の近代と日本帝国主義を再考する。

37
利用者・事業者・地域をつなぐソーシャルワーカーが実務で直面しやすい場面を取り上げ、適切な対応方法を解説しています。相談

内容に関連する法的な留意点を「弁護士のアドバイス」として紹介しています。長年ソーシャルワーカーとして活動してきた執筆者が、

豊富な経験と知見を踏まえて解説しています。

38
人と人とが結びつくこと、関わること、関わらないこと。社会の基礎にあるコミュニケーションについて、ゼロから考えなおしてみよう。２８の

講義で何気ない日常の仕組みを解きあかす、究極の入門書。社会学の基礎も学べるロングセラーの改訂版。

沖縄の植民地的近代

35
センスがないと思っている方でも、ゼロから始める方でも、本書を読めばあらゆるデザインに共通する基本が身につき、伝える力がアップ

します。本書は、この伝える力を次の８つに分けて学んでいきます。「かんたんに見せる」「正しく伝える」「フォーカスを当てる」「雰囲気

を演出する」「情報を可視化する」「ストーリーを作る」「想像させる」「アイデンティティを作る」。この８つは一度身につけば一生使える

力になります。ベースになる基本的なものから徐々にステップアップしていく流れになっています。また、単に見栄えをよくする方法だけで

はなく、考え方やロジックが説かれているのでデザインをしっかり理解できます。ビジネスマンや学生などのノンデザイナーから、新米デザイ

ナーまで、デザインをしっかり学びたいどんな方も活用できる一冊です。

36
日本を訪れる外国人のための「指さし会話帳」―全編、英語と日本語を併記しています。海外へホームステイする際にもオススメで

す。「旅の指さし会話帳JAPAN」なら日本の観光旅行で、ぶっつけ本番の会話ができる! 厳選の使える日本語/英語を3000語以

上収録。日本の本当の姿にふれられる1冊です。

33
様々な分野で登場する可能性の高い統計学の公式・定理を解説しています。統計学を必要としている人が効率的に・要領よく学ぶ

ことができます。充実した索引を活用し、リファレンスとしても利用できます。各節に「難易度」「実用」「試験」それぞれの重要性を星５

段階で示しています。「Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」という項目で、その統計学の知識を利用した身近な例を主に紹介しています。

34
一口にエンジニアといっても、その業務は全く異なるものです。本書では、見開きで１つのテーマを取り上げ、図を交えて解説していま

す。言語の特徴からＷｅｂの知識、アルゴリズムまで、どんな言語でも使える知識が身につきます。最初から順に読んで体系的な知

識を得るのはもちろん、気になるテーマやキーワードに注目しながら読むなど、状況に合わせて活用してください。

32
フレームワークやライブラリを使う前に基礎を押さえる！Ｐｙｔｈｏｎを学ぶための“標準教科書”。プログラミングに必要な知識・概

念・機能を体系的かつ網羅的に習得。解説、例題、練習問題の３ステップでよくわかる。

31
本書では、どんなコンサルトをし、どんなコンサルト状を書けばよいか、また、どんなタイミングでコンサルトをすればよいかを小説家という

一面を持つ中山祐次郎先生が極限までわかりやすく解説しています。

恥をかかない5年目までのコ

ンサルト

独習Python

統計学大百科事典

図解まるわかり プログラミング

のしくみ

伝わるデザインの授業

旅の指さし会話帳 JAPAN

英語

介護サービス事業における困

りごと相談ハンドブック

新版　コミュニケーション・スタ

ディーズ

子どもたちがつくる町
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KP00051113 創元社 202101 EPUB ¥5,280 - ¥7,920

9784422930893

KP00051110 創元社 202104 EPUB固定 ¥5,940 - ¥8,910

9784422701431

KP00051108 創元社 202105 EPUB ¥8,250 - ¥12,375

9784422414485

近日配信予定 千倉書房 202107 ¥38,500 ¥47,300 ¥55,000

9784805112298

年度内配信予定 千倉書房 201504 ¥6,600 ¥8,250 ¥9,900

9784805110560

KP00051686 中央経済社 202101 PDF ¥6,600 - ¥7,920

9784502366819

KP00047459 中央経済社 201805 PDF ¥5,500 - ¥6,600

9784502245510

近日配信予定 中央経済社 202007 ¥8,250 - ¥9,900

9784502336515

KP00051206 中央法規出版 202101 PDF ¥8,910 - ¥17,820

9784805882627

KP00051207 中央法規出版 202102 PDF ¥9,900 - ¥19,800

9784805882764

49
時系列の整理で社会福祉の「これまで」を学ぶ！体系的な整理で社会福祉の「いま」を理解する！社会福祉の動向から日本の「こ

れから」を知る！

50
保育所等における生活困難家庭の早期発見・早期対応に必要なスキルや、組織的支援のあり方について言及した研究書。保育

所等の役割の変遷を学ぶとともに、保育者の家庭支援力を今後どう向上させていくかといった、子ども家庭支援における実践理論を

提示する。

社会福祉の動向〈２０２１〉

保育所等の子ども家庭支援

の実態と展望

47
準備書面作成のためのヒントを得たい若手弁護士、適切な主張書面を作成したい税理士、慣れない論文を執筆することになった弁

護士などの実務家、実務の視点も踏まえた法律文章の作成方法を習得しておきたい法科大学院生、修士論文等を執筆する際の

法律論文の基本を知りたい大学院生、卒業論文等で判例や文献の引用方法などを知りたい法学部生。本書は、このような方々の

ために、「書き方」「見せ方」「直し方」「工夫の仕方」などをわかりやすくお伝えします。ロングセラーに「説得力のある論文を執筆する技

術」の章を加え、リニューアル！

48
日本の大学では、経済学・経営学の分野に特化した英文ライティングの学習法が確立されておらず、そうした講座も筆者が知る限り

ほとんどない状態です。そこで本書は、英語で論文を執筆し、国際的なジャーナルへの投稿にチャレンジしたいと考えている日本の研

究者や大学院生の方々が、論文採択のための戦略的な書き方を基礎から身につけることを目指しています。

45
北朝鮮や「イスラーム国」の脅威、スノーデン事件、特定秘密保護法……サイバー空間では各国インテリジェンス機関の緊密な連携

が急務となっている！

46
本書が対象とするのは、主に社会科学系の大学院学生やポスドク、大学・研究機関に就職して５、６年程の若手研究者（主に

２０代半ばから３０代半ばのＥａｒｌｙ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ：ＥＣＲ）で、アカデミック・コミュニケー

ションの基本について解説しています。さらに中堅の研究者（ＥＣＲ後の３０代後半以降から４０代後半）にとっても、これまでを

振り返り、戦略を練り直すきっかけに。論文の書き方や学会での発表の仕方などに関するテクニカルな部分に焦点を当て解説すること

にとどまらず、アカデミック・コミュニティで共有されている基本的な考え方や作法にも触れ、さらにそういった場にいかにコミットしていくかと

いうことも説明していきます。

サイバーセキュリティと国際政

治

研究者が知っておきたいアカ

デミックな世界の作法

新・センスのよい法律文章の

書き方

経済学・経営学のための英語

論文の書き方

43 イタリアでの幾何学史のベストセラーが、待望の日本語版に！本書は、数学に馴染みのない人にも理解しやすいように工夫された幾

何学の入門書である。土地の測量という必要性からエジプトで生まれた測量幾何学から語りおこし、中世までの幾何学の歴史を丁

寧に紐解いてゆく。ピタゴラスやユークリッドといった天才数学者の非凡な逸話や、絵画・音楽・建築物にひそむ図形のマジックは、数

学が苦手な文系でも思わず引きこまれる面白さだ。

44
毛沢東・周恩来、〓小平、江沢民、胡錦涛そして習近平の時代を迎えた中国。彼の国は変貌したのか、それとも何一つ変わってい

ないのか…建国から２０１０年代に至る外交政策の決定過程を探りその行動を規定する論理とメンタリティに迫る。

41
青年の普遍的思索。500万部突破の世界的名著、待望の復刊。1979年に出版された『ぼく自身のノオト』（原題：NOTES

TO MYSELF）を初版時の瑞々しい翻訳で新装復刻。青年期の心をめぐる、生き方を確立する方法をさがし求める心理エッセイ。

42
私たちを魅了し、刺激を与え、心を豊かにしてくれる芸術作品を女性が創り出すことが当たり前ではない時代がありました。常識や古

い価値観にしばられず、自分自身を自由に力強く表現した５０人の女性アーティストをチャーミングなイラストとともに紹介します！

ぼく自身のノオト

社会を変えた５０人の女性

アーティストたち

幾何学の偉大なものがたり

中国外交政策決定研究
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KP00047684 築地書館 202106 EPUB ¥5,940 - ¥8,910

9784806716211

KP00047685 築地書館 202106 EPUB固定 ¥4,400 - ¥6,600

9784806716228

年度内配信予定 同文書院 202104 ¥6,600 - -

9784810315073

KP00050857 南山堂 202105 PDF ¥3,960 - ¥5,940

9784525022518

KP00050864 南山堂 202107 PDF ¥3,960 - ¥5,940

9784525054229

KP00049907 日外アソシエーツ 202108 PDF ¥22,000 - ¥33,000

9784816928918

年度内配信予定 日外アソシエーツ 201808 ¥30,360 - ¥45,540

9784816927362

近日配信予定 文学通信 202102 ¥19,250 ¥38,500 ¥57,750

9784909658487

近日配信予定 文学通信 202105 ¥4,950 ¥9,900 ¥14,850

9784909658364

年度内配信予定 法政大学出版局 202103 ¥7,095 - ¥10,642

9784588151156

59
高校生の声を伝えて、肯定派の目を開きたい。高校生という新たな視点によって、否定派の心を開きたい。すれ違った議論をかみ合

わせるために。当事者として古典教育の意義を考えるために。古典教育への興味を広げ私たちの手で、未来へ。

60 激しい宗教対立に明け暮れた１７～１８世紀ヨーロッパにあって、宮廷顧問官ライプニッツはいかなる政治思想を抱き、著述し、実

践していたのか。近代市民社会の政治原理を探究したホッブズやロックらに比して知られること少なく、しかし現代の共同体論や福祉

国家論にもつながる潜在力をはらんだ哲学者の政治思想を、主著『モナドロジー』や『弁神論』をはじめ多様なテクストに基づいて論

証する画期的研究。

57 図書館・出版文化に関する100賞を収録した事典。図書館に贈られる賞、運営・活動に貢献した人物、図書館学研究、読書運

動、出版文化（出版社・著編者から装丁・印刷まで）に関するさまざまな賞を収録。賞の概要と歴代の受賞情報を掲載。学校図

書館賞、図書館を使った調べる学習コンクール、日本図書館協会建築賞、小学生がえらぶ！“こどもの本”総選挙、野間読書推進

賞、造本装幀コンクール、地方出版文化功労賞、毎日出版文化賞などを収録。個人・団体名から引ける「受賞者名索引」付き。

58
成立より明治まで、書き手に任されてきた平仮名字体は、明治期に人為的な統制を加えられた。それを成り立たせた、明治期の平

仮名字体の「字体意識」とは何か？明治時代に現代の平仮名体系が確立した過程をダイナミックに描き出した初の書。

図書館・出版文化の賞事典

ライプニッツの正義論

近代平仮名体系の成立

高校に古典は本当に必要な

のか

55 本書は「わかりやすい」と評判の高校教諭と大学教授による共同執筆の新しい教科書である。高校化学から重要な知識を厳選し、

楽しいイラストと豊富な例によりやさしく解説。とくに化学は薬や人体の生理機能と関係が深く、医療系の学生にとって化学の知識は

必須である。高校履修範囲にイマイチ自信のない学生にもお勧めの確認問題付き。改訂2版では教育カリキュラムに合わせてアップ

デート。ワンポイント化学講座の追加の他、課題解決力を身につけるための「実験してみよう！」を新設した。

56
調べたいテーマについての統計図表が、どの資料の、どこに、どんなタイトルで掲載されているかをキーワードから調べられるツール。

1997～2020年に国内で刊行された白書・年鑑・統計集724種から、消費・物価・暮らしに関する表やグラフなどの形式の統計図

表9,256点の情報を収録。

53 科学理論に裏づけられた調理実践書として、50 年以上愛用されるベストセラーの最新改訂版。新たな科学的知見を多数収載

し、調理の分類や調理法から全面的な見直しを行っている。穀類、いも類、肉、魚介、乳製品など、素材ごとの成分と調理性につい

て最新の科学研究をもとに詳しい解説を行うとともに、270 品目を超える料理について調理法を掲載。調理科学の最新知見を調

理実践へと結ぶ、唯一無二の教科書・参考書として、教育の場で、食関連の職場で活用できる1 冊である。

54 多くの医師や看護師は外国人診療が苦手という。その理由は「英語が苦手だから」。しかし、外国人でもわかるように、わかりやすく話

す（書く）日本語─「やさしい日本語」を用いることで、外国人診療を円滑にすることができる。また、「やさしい日本語」は高齢者、

病気や治療の影響で理解度が低下している入院患者、小さな子どもや障がいを抱えている方など、さまざまな患者に接する際にも役

に立つ。本書は医療の現場で必要とされる「やさしい日本語」を使うコツを事例から学べる一冊。

ＮＥＷ　調理と理論 （第２

版）

医療現場の外国人対応 英

語だけじゃない「やさしい日本

語」

まるわかり！ 基礎化学

統計図表レファレンス事典

消費・物価・くらし

51
年輪年代学の第一人者である著者が、世界各地で年輪試料を採取し、年輪からさまざまな時代の地球の気候を読み解いていく。

年輪には、気候が人類の文明に及ぼした痕跡が、はっきりと刻まれている。年輪を通して地球環境と人類の関係に迫る、全く新しい

知見に触れる１冊。

52 オスからメスへと性転換するタラバエビ、ウツボの掃除屋アカシマシラヒゲエビ、満月の夜に旅立つオカガニの幼生たち、シオマネキが招く

のは潮ではなくメス……原始の時代から海や川や陸上にまで生息し、生業や食料として人びとの暮らしと密接に関わってきたエビやカ

ニなどの甲殻類は、その身近さから世界中で郵便切手に描かれて親しまれてきた。その生態や文化との関わりを、60年にわたって海

洋生物研究を続ける著者が紹介。

年輪で読む世界史

エビとカニの博物誌
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年度内配信予定 メディカルレビュー社 202104 ¥13,200 - ¥19,800

9784779225949

KP00051123 有斐閣 202104 PDF ¥5,500 - ¥8,250

9784641174610

KP00051126 有斐閣 201303 PDF ¥4,180 - ¥6,270

9784641177161

KP00051125 有斐閣 201912 PDF ¥7,040 - ¥10,560

9784641165502

KP00051148 羊土社 202108 PDF ¥11,880 - ¥23,760

9784758123778

KP00051149 羊土社 202108 PDF ¥13,860 - ¥27,720

9784758123785

KP00049596 ライフサイエンス出版 202108 PDF ¥7,920 - ¥11,880

9784897754383

KP00048597 六花出版 202107 PDF ¥3,080 ¥3,630 ¥4,180

9784866171524

KP00047750 六花出版 201902 PDF ¥4,180 ¥4,730 ¥5,280

9784866170763

近日配信予定 早稲田大学出版部 202106 ¥5,280 - ¥6,600

9784657218049

1969年の刊行以来、全世界の臨床家に活用されている「感染症診療のバイブル」日本語版。

68
本書は、移民としてニューヨークへ渡った人々の異郷の地での創作活動の意義と作品の背景を、1910年代から30年代を中心に、

当時の新聞・雑誌などの活字メディアや絵画・彫刻などの美術作品とその展示を丹念に調査し明らかにする。とくに各種展覧会の出

品目録や図録を網羅的に探索し、それらの作品の分析を通して日本人社会と現地のコミュニティとの関係性に迫る。そこには、在留

邦人の社会生活の充実を図ると共に、時代の流れに即応し「反戦・反ファシズムと文化の防衛」を掲げ、日米間の良好な関係を構

築しようとした画家たちの意思が浮かび上がる。
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61
皮膚科を受診する患者さんはさまざまな愁訴を抱えて外来のドアをノックする…。紙上バーチャルクリニックへようこそ！名医の診断か

ら日常診療で患者さんが語る「ありふれたことば」（愁訴）を読み解く！

65
風邪、頭痛、めまい、咳、便秘など、よく出合う症状別に頻用する薬の特徴を比較して解説。患者背景や本人の希望などを考慮し

た薬選びのコツや使い分けがよくわかる。処方例も充実し日常診療にすぐ活かせる一冊！

66
非専門医がフォローすべき範囲や専門医紹介の基準・タイミング，教育現場との連携など，小児の発達障害診療を行うための実

践的なコツを豊富なケーススタディで解説．子どもや家族との寄り添い方が学べる実践書！

愁訴から考える皮膚疾患診

断ベストプラクティス

症状と患者背景にあわせた頻

用薬の使い分け （第３版）

外来で診る子どもの発達障

害

デジタル情報営業部　TEL：03-6910-0518

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

他者の発見

62 新・消費社会論
消費社会論の分野で読まれ続けてきた定番テキストの新版化。近年注目されている「持続可能性」「リスク社会」と消費社会の関わ

りなどの現代的なテーマを新たに追加した。消費社会についての理解を深めて、今後の社会動向をつかむのに必携の１冊。

63 ジェンダー論をつかむ
女らしさとか男らしさって？　理系に男子が多いのは？　女性の総合職は少ないって聞くけど……　これらは「ジェンダー」にかかわる事

柄です。本書は，あなたの常識に思わぬところから問いを投げかけます。読了後はいまより自由な世界が広がっていることでしょう。

64 組織の経済学 企業組織を理解するうえで欠かせないトピックを網羅した、日本発の体系的テキスト。組織の問題はどのようなメカニズムで発生する

のか、問題解決のために組織をどう設計すればよいのか、組織内部の特徴はどういった違いにより生じるのかを事例を交えながら解き

明かす。

貧困児童と向き合う「教育者」とは、どのような存在でありうるのか……。かつて「貧困児童」であった者が自ら問い直す稀有の記録！

本書は、作家添田知道が遺した『小説教育者』執筆のための「取材ノート」の翻刻とその解題を通して、その主な舞台であった万年

尋常小学校と坂本龍之輔の活動の実態を正面から探った、別役厚子の遺稿集！

サンフォード感染症治療ガイド

第51版

ニューヨークの日本人画家た

ち

子どもの貧困と教師

70
相手の立場に立っている「つもり」を越える実践。「自分」から「相手」に一挙に飛ぶことはできない。他者の身体をなぞることで他者の

力をかりて「自由」になる。現代社会の無関心、無理解、対立、差別が問題になる場面への応用可能性を示す。

67

*上記は2021年8月時点の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 
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