
紀伊國屋書店 学術電子図書館 

この半年間でKinoDenにコンテンツ提供が始まった出版社は16社。 

学術系出版社から一般書、実用書系出版社まで、 

KinoDenは様々な出版社からコンテンツを提供頂いています。 

 学術図書・・・・・・・・・・・・・数学/物理学/化学/生物科学/地球科学/情報/人文社会/教育/健康科学 

 作品社・・・・・・・・・・・・・・・思想哲学/社会科学/文学/芸術 

 三和書籍・・・・・・・・・・・・・人文社会/福祉/環境/東洋医学/実用/一般書 

 シーアンドアール 研究所・・コンピュータ/実用/一般書 

 すばる舎・・・・・・・・・・・・・・ビジネス/語学/実用/人文/学参/一般書 

 ラトルズ・・・・・・・・・・・・・・・コンピュータ/デザイン 

 アルファベータブックス・・・・・音楽/映画/芸術/鉄道 

 北海道新聞社・・・・・・・・・・郷土資料/他 

 リットーミュージック・・・・・・・音楽 

 日本修学旅行協会・・・・・・教育旅行 

 Jリサーチ・・・・・・・・・・・・・・語学 

 先端教育機構・・・・・・・・・教育/人文 

 東洋館出版社・・・・・・・・・教育 

 北大路書房・・・・・・・・・・・心理/教育/福祉 

 旺文社・・・・・・・・・・・・・・・学参/語学 

 昭文社・・・・・・・・・・・・・・・地図ガイド 

 

KinoDenは 
学術和書の新刊を中心とした 
豊富なコンテンツを提供する 
図書館向けの 
電子書籍サービスです。 

学術情報販売促進本部 デジタル情報営業部  

TEL：03-6910-0518  FAX：03-6420-1359  

ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

電子図書館KinoDen 新規加入出版社カタログ 

新規出版社続々！ 

＊各ページの出版社リストについて：9月末までに搭載予定のタイトルも含まれております 



アルファベータブックス 

旺文社 

演劇は仕事になるのか？  
改訂新版 演劇の経済的側面とその未来 

著者: 米屋尚子  

出版年月: 2016/11 

ISBN: 9784865980219 

NDC: 770.9 

ProductID: KP00046163 

同時アクセス数1: 5,500円（本体） 

形式: EPUB 

演劇で食っていこうじゃないか、はたして食えるの
か？…演劇・劇団をとりまく経済的側面とその未来
について、経済的側面に焦点を当て、演劇と社会
の関係を見直しつつ、演劇の成立のさせ方を考え
直す! 

 

内容説明 

ベートーヴェンは怒っている！ 
闘う音楽家の言葉 

著者: 野口剛夫【編著】  

出版年月: 2020/12 

ISBN: 9784865980851 

NDC: 762.34 

ProductID: KP00046174 

同時アクセス数1: 3,300円（本体） 

形式: EPUB 

大衆に迎合しない。現状に妥協しない。高い理想
をかかげ、そのギャップと闘いながら誰よりも人間らしく
生きようとしたベートーヴェン―混迷を極めるいま、彼
が遺した言葉の数々に改めてスポットライトを当てる。
【生誕250年記念出版】 

内容説明 

でる順パス単 シリーズ 
（英検書） 

大学生活+2選書 

大学生活マネジメント・ブック 

著者: 旺文社【編】  

形式: EPUB 

同時アクセス数1:金額については 

          リストをご覧ください 

著者: 旺文社【編】 
   小林実【監修】  

出版年月: 2015/03 

ISBN: 9784010527467 

NDC: 377.9 

ProductID: KP00045873 

同時アクセス数1: 4,400円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

内容説明 内容説明 

最新の英検問題の分析に基づき、よく出題される
語を「でる順」に掲載しています。また、単語は効率
的に覚えられるよう。「教科書で多く取り扱われてい
る単語」と「英検に特徴的な単語」の２ステップで学
習できます。 

後悔しない大学生活を送るために！履修登録・
サークル選び・ノートのとり方・試験とレポート・ 
はじめての一人暮らし・アルバイト・海外留学・就活
準備…。「いまさら人に聞けない」大学生の不安を
解消し、大学生活を充実させるための一冊です。 

アルファベータブックス リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-1.xlsx 

旺文社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-2.xlsx 



学術図書出版 

北大路書房 

データサイエンス大系 

データサイエンス入門 第2版 

著者: 竹村彰通  

    姫野哲人  

    高田聖治【編】  

出版年月: 2021/03 

ISBN: 9784780607307 

NDC: 417 

ProductID: KP00047543 

同時アクセス数1: 4,400円（本体） 

形式: PDF 

データ分析の初歩から活用事例までを平易に解説した
データサイエンスのリテラシー醸成のための教科書。第2

版では、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシ
アムより公表された「数理・データサイエンス・AI（リテラ
シーレベル）モデルカリキュラム」に準拠する形で、「導
入」および「心得」にあたる記述を補完した。 

内容説明 

現代数理統計学 新装改訂版 

著者: 竹村彰通  

出版年月: 2020/11 

ISBN: 9784780608601 

NDC: 417 

ProductID: KP00047434 

同時アクセス数1:5,940円（本体） 

形式: PDF 

多くの読者から親しまれてきた定評あるテキストの新
装改訂版。数理統計学の基礎的な概念、標準的
な理論を数学的説明だけでなく言葉で丁寧に解説
する。さらに広範にわたる話題を一貫した視点でとら
えることにより統一的・俯瞰的な理解へ導く。 

内容説明 

大学生のための 

キャリアガイドブック 
ケースで学ぶ犯罪心理学 

著者: 寿山泰二  

    宮城まり子 ほか  

出版年月: 2016/02 

ISBN: 9784762829161 

NDC: 377.9 

ProductID: KP00045239 

同時アクセス数1:3,960円（本体） 

形式: PDF 

著者: 越智啓太  

出版年月: 2013/09 

ISBN: 9784762828157 

NDC: 326.34 

ProductID: KP00045249 

同時アクセス数1:4,180円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 内容説明 

大学で何を学ぶか、労働する意味、どのような職種
があり自分にとっての適職は何か。キャリア発達を踏
まえながら、経済学・経営学・心理学・教育学など
の総合的視点で「キャリア」を解説。 

殺人、テロ、性犯罪、ストーキング、DV、放火など、
事例（罪種）ごとに犯罪心理学の知見を紹介。
捜査心理学や犯罪者行動分析を中心としたコンパ
クトな入門書である。実際の事件を収録、臨場感
そのままに犯罪心理学を学ぶことができる。 

学術図書出版リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-3.xlsx 

北大路書房リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-4.xlsx 



作品社 

三和書籍 

新約聖書 本文の訳 

著者: 田川建三【訳】  

出版年月: 2018/07 

ISBN: 9784861827082 

NDC: 193.5 

ProductID: KP00050838 

同時アクセス数1:13,200円（本体） 

形式: PDF 

人類の貴重な文化遺産を教会のくびきから解き放
ち、徹底して原文の直訳、逐語訳につとめた田川
訳新約聖書、ついに刊行！ 

内容説明 

純粋理性批判 

著者: イマヌエル・カント【著】  

    熊野純彦【訳】  

出版年月: 2012/01 

ISBN: 9784861823589 

NDC: 134.2 

ProductID: KP00048104 

同時アクセス数1:26,400円（本体） 

形式: PDF 

理性の働きとその限界を明確にし近代哲学の源泉
となったカントの主著、厳密な校訂と判りやすさを両
立する待望の新訳。 

内容説明 

ピアジェ入門 活動と構成  
子どもと学者の認識の起源について 

星の王子さまの気づき 

著者: ダニエル・アムリン 

   ジャック・ヴォネッシュ【編】  

出版年月: 2021/01 

ISBN: 9784862514165 

NDC: 371.45 

ProductID: KP00045550 

同時アクセス数1:8,250円（本体） 

形式: PDF 

著者: 周保松【著】  

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784862514257 

NDC: 953 

ProductID: KP00046998 

同時アクセス数1:4,950円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 内容説明 

ピアジェの生誕100年を祝して、1996年に開催され
た展示会は、ピアジェの生涯と業績について、明確
で簡潔な展望を試みるものであった。本書は、この
展示会の内容と、さらに読者がピアジェについての知
識を深めてゆく手引きとなるように作成された 

星の王子さまの目で見た社会に作者の思想や体験を重
ね合わせ、人と人との関わり方、恋愛の意味、社会を変
えるために一人一人がやらなければならないこと、他を理
解することの難しさと努力、人生の終わりとは、などを読
み解き、あらゆる階層、世代の人に平易な文章で問い
かける。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 



シーアンドアール研究所 

昭文社 

人類が手に入れた 

地球のエネルギー 

著者: 齋藤勝裕  

出版年月: 2018/04 

ISBN: 9784863542389 

NDC: 501.6 

ProductID: KP00047763 

同時アクセス数1:10,010円（本体） 

形式: EPUB 

本書では、エネルギーの基礎知識はもちろん、石油
や石炭などの古典的な化石燃料から新しい燃料と
して注目されているシェールガスやメタンハイドレート、
バイオエネルギーなどの再生可能エネルギーの仕組
みをイラスト入りでわかりやすく科学的に紹介。 

内容説明 

服部幸應の食育読本 

著者: 服部幸應  

出版年月: 2018/07 

ISBN: 9784863542488 

NDC: 498.5 

ProductID: KP00048036 

同時アクセス数1:10,010円（本体） 

形式: EPUB 

子供の成長の基礎となる「食育」について、イラスト
を豊富に使い、正しい食生活や食べ物の知識はも
ちろん、食の安全や自然環境、食料問題、食事の
マナーについてもやさしく丁寧にわかりやすく解説して
います。 

内容説明 

ことりっぷシリーズ 

（国内・海外） 

まっぷるシリーズ 

（国内・海外） 

著者: ことりっぷ編集部【編】  

形式: EPUB Fixed-Layout 

同時アクセス数1:価格については 

          リストをご覧ください 

形式: EPUB Fixed-Layout 

同時アクセス数1:価格については 

           リストをご覧ください 

内容説明 内容説明 

「co-」（＝小さな）と「Trip」（＝旅）で、「ことりっ
ぷ」。週末に行く、2泊3日の小さな旅を提案するガ
イドブックです。 楽しめる旅をテーマに、レストランや
スイーツ、ホテルをセレクト。 モデルコースや交通も、
一番便利な情報にしぼって紹介しています。  

旅行雑誌・ガイドブックの「まっぷる」。まっぷるの由来
は「MAP(地図)」+「APPLE(りんご)」＝MAPPLE で
す。国内の観光情報を、各県ごとまたは主な観光
地ごとに紹介する雑誌スタイルの旅行ガイドブックシ
リーズ。海外もアジア中心に出版されています。 

シーアンドアール研究所リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-7.xlsx 

昭文社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-8.xlsx 



Ｊリサーチ出版 

すばる舎 

TOEIC L&R TEST英文法 

TARGET 600 
著者: 成重寿  

出版年月: 2020/02 

ISBN: 9784863924680 

NDC: 830.79 

ProductID: KP00050197 

同時アクセス数1:2,640円（本体） 

形式: PDF 

TOEIC L&R TESTのPart 5を8日間という短期間で
完全マスターできる1冊である。スコア600点をめざす
初級者はもちろん、高得点をねらう受験者も頭を整
理してPart 5のまとめ学習をするのに役立つ。直前
対策にもぴったりである。 

内容説明 

TOEIC L&R TEST 

英単語スピードマスター 

著者: 成重寿  

出版年月: 2018/02 

ISBN: 9784863923744 

NDC: 830.79 

ProductID: KP00050199 

同時アクセス数1:3,080円（本体） 

形式: PDF 

TOEICによく出る3000語を収録。圧倒的なカバー
率で、入門者から高得点ねらいにまで対応。「動
詞」「形容詞・副詞」「名詞」「イディオム」の頻出語
をバランスよく身につけられ、TOEIC必須の「ビジネス
語」「生活語」を50の分野別に集中特訓できる。 

内容説明 

「会社では 

教えてもらえない」シリーズ 

「若い読者のための」 
シリーズ 

形式: EPUB 

同時アクセス数1:価格については 

         リストをご覧ください 

形式: EPUB Fixed-Layout 

同時アクセス数1:価格については 

           リストをご覧ください 

内容説明 内容説明 

ビジネス基本書「会社では教えてもらえない」シリー
ズ12点！ 1人前のビジネスパーソンとして、必須の
情報が満載です。ビジネスの基本について、今さら
誰にも聞けないそんなあなたに自信を持っておすす
めします。 

イェール大学出版局「リトル・ヒストリーシリーズ」をす
ばる舎が「若い読者のためのシリーズ」として読みや
すい日本語で翻訳。現在5点が電子化。大学生に
はお勧めしたいシリーズ。 

Ｊリサーチ出版リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-9.xlsx 

すばる舎リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-10.xlsx 



先端教育機構 

日本修学旅行協会 

月刊事業構想 

刊行形態区分: 月刊誌 

同時アクセス数1:各4,290円（本体） 

形式: PDF 

＊スタンディングオーダーも承ります 

 Sales ID: KS00000339 

新たな事業構想に必要な、気づきを得られる情報
を提供。経営者や自治体の首長、ベンチャー起業
家などの取材から、モチベーションを高める、新たな
発想や着想を引き出します。 

内容説明 

月刊先端教育 

刊行形態区分: 月刊誌 

同時アクセス数1:各5,346円（本体） 

形式: PDF 

社会と教育界を結ぶ専門誌。 

教育の未来を見通すメディアを目指し、学校教育
はもちろん就学前教育や社会人教育など、あらゆる
「学び」に焦点を当てます。 

内容説明 

月刊教育旅行 教育旅行年報  
データブック2020 

刊行形態区分: 月刊誌 

同時アクセス数1:各1,100円（本体） 

形式: PDF 

＊スタンディングオーダーも承ります 

  Sales ID: KS00000369 

出版年月: 2020/12 

ProductID: KP00048839 

同時アクセス数1:2,200円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 内容説明 

唯一の教育旅行専門誌。教育改革の動向、児
童・生徒の受け入れ地の地域振興を含めた動向、
海外のニーズさらに観光のあり方の変化などを反映
した内容を追求し、ご購読の皆様の声に応えるべく
編集制作をしています。 

2019年度の中学校・高校の国内修学旅行および
海外・訪日教育旅行の実態を、全国アンケート調
査よりまとめた資料。150年にわたる修学旅行の歴
史を一覧できる年表付き。資料的価値の高い教育
旅行年報をぜひご活用ください。 

先端教育機構リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-11.xlsx 

日本修学旅行協会リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-12.xlsx 



東洋館出版社 

北海道新聞社 

5秒ルール 
直感的に行動するためのシンプルな法則 

著者: メル・ロビンズ【著】  

    福井久美子【翻訳】  

出版年月: 2019/07 

ISBN: 9784491036915 

NDC: 159 

ProductID: KP00045076 

同時アクセス数1:4,950円（本体） 

形式: EPUB 

全米100万部大ベストセラー! TEDで大反響!! 

誰もがたった〝5秒〟で幸せになれる最強の不安解
消術。「5、4、3、2、1」と カウントダウンして、 

自分のなかの恐怖心を無視し、 勇気と自信の声に
従って行動するシンプルな方法です。 

内容説明 

学級経営の教科書 

著者: 白松賢  

出版年月: 2017/03 

ISBN: 9784491033419 

NDC: 374.1 

ProductID: KP00045315 

同時アクセス数1:6,105円（本体） 

形式: EPUB 

学級経営は、重要であるにもかかわらず、教職課程
や教育実習において必修で学ぶ内容ではありませ
ん。教師が体系的に学ぶ機会がほとんどない状況で
本書は、よりよいクラスを創造する学級経営の、体
系的な考え方を提示しています。 

内容説明 

シベリア抑留 ソ連機密資料が語る全容 

スターリンの捕虜たち 
Wild Hokkaido 
A Guidebook to the National Parks 

and other Wild Places 

著者: ヴィクトル・カルポフ【著】 
   長勢了治【訳】  

出版年月: 2001/03 

ISBN: 9784894531352 

NDC: 210.75 

ProductID: KP00049252 

同時アクセス数1:8,250円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

著者: Mark Brazil  

出版年月: 2021/06 

ISBN: 9784867210277 

NDC: 291.12 

ProductID: KP00049262 

同時アクセス数1:8,910円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

内容説明 内容説明 

戦後の日本人シベリア抑留の実態をソ連機密資料
によって初めて克明に解明した邦訳本。ウクライナ軍
中央博物館長を務めた著者が、ロシアの公文書館
などの機密資料を丹念に調査・研究。 

北海道在住の英国人である著者が外国人旅行者
に道東の自然を満喫してもらうために書き下ろした
初の英語版ガイドブック。3つの国立公園と2つの国
定公園を中心に、周辺の見所なども網羅。風景、
動植物、文化などを、美しい写真付きで紹介。 

東洋館出版社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-13.xlsx 

北海道新聞社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-14.xlsx 



ラトルズ 

リットーミュージック 

世界の民族衣装図鑑 
約500点の写真で見る衣服の歴史と文化 

著者: 文化学園服飾博物館【編著】  

出版年月: 2019/06 

ISBN: 9784899774969 

NDC: 383.1 

ProductID: KP00048743 

同時アクセス数1:8,195円（本体） 

形式: PDF 

世界69カ国の民族衣装を約500点の写真からビ
ジュアルで楽しめる!民族衣装が語る気候風土や民
族の歴史と暮らし。その素材や技法も解説。本書
では文化学園服飾博物館のコレクションの中から各
国の民族衣装を紹介します。 

内容説明 

はじめよう！ 作りながら楽しく覚える 

After Effects  CC2020対応 

著者: 木村菱治  

出版年月: 2015/02 

ISBN: 9784899774167 

NDC: 007.64 

ProductID: KP00048766 

同時アクセス数1:6,875円（本体） 

形式: PDF 

本書は、はじめてAfter Effectsを使う人、かつてトライし
たけど挫折した人などを対象に、著者が試行錯誤して
After Effectsをマスターしたノウハウをベースに、これまで
の入門書とは異なったアプローチ方法で確実に、しかもラ
クに楽しく使い方を覚えられるチュートリアルブックです。 

内容説明 

PA入門 三訂版 

基礎が身に付くPAの教科書 

よくわかる音楽著作権ビジネス 

 基礎編 5th Edition 

著者: 小瀬高夫  

    須藤浩  

出版年月: 2019/09 

ISBN: 9784845634187 

NDC: 760 

ProductID: KP00048953 

同時アクセス数1:6,270円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

著者: 安藤和宏  

出版年月: 2018/02 

ISBN: 9784845631414 

NDC: 320 

ProductID: KP00049422 

同時アクセス数1:9,900円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

内容説明 内容説明 

コンサートやイベントの音響を支える「PA」の仕事が
すべてわかる本！2005年、2012年に改訂され、い
ずれもPA業界を目指す方々の指南書として長年親
しまれてきました。専門学校の教科書としても採用
されています。 

2016年2月1日に設立したNexToneが著作権管
理事業に参入し、長く続いたJASRACの独占的な
管理時代に変革が起きています。本書はexTone設
立の経緯やJASRACとの違いなど、今まさに知るべき
最新情報にフォーカスした、新装改訂版です。 

ラトルズ リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-15.xlsx 

リットーミュージック  リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-16.xlsx 


