
         

創元社の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

創元社の本 

スマートフォンでも 
快適に閲覧可能 

未所蔵タイトルは試し読みやリクエストが可能。 
リクエストに基づく選書で利用される電子図書館に 

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。 

KinoDenのメリット 

書き込みやマークが
出来る!無料アプリ 

※実際の画面をご覧になりたい場合はお気軽に紀伊國屋書店までお問い合わせ下さい 

精選24タイトル 

同時アクセス1： 

 168,102円(8%税込) 

同時アクセス3： 

 247,104円(8%税込) 
※1点からご購入可 

No.KD0032 

2019年1月 



書名 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

税込価

同時

アクセス2

税込価

同時

アクセス3

税込価

著者 ISBN

われらの子ども KP00015304 創元社 201703 EPUBリフロー ¥9,504 - ¥13,662

ロバート・Ｄ．パットナム/柴内康文【訳】 9784422360010

歴史の見方 KP00015302 創元社 201605 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

玉木俊明 9784422203409

修道院の歴史 KP00015301 創元社 201505 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

杉崎泰一郎 9784422203393

鉄道の誕生 KP00015300 創元社 201401 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

湯沢威 9784422203386

ハンザ「同盟」の歴史 KP00015299 創元社 201302 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

高橋理 9784422203379

近代ヨーロッパの形成 KP00015298 創元社 201209 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

玉木俊明 9784422203362

日本国憲法を生んだ密室の九日間　☆ KP00015266 創元社 199505 EPUB固定 ¥7,128 - ¥10,098

鈴木昭典 9784422300283

子どもの生活と児童文化　☆ KP00015296 創元社 201510 EPUBリフロー ¥4,752 - ¥7,128

川北典子/村川京子/松崎行代【編著】 9784422120638

心理学ビジュアル百科 KP00015265 創元社 201609 EPUB固定 ¥8,316 - ¥11,880

越智啓太【編】 9784422116228

人間性心理学ハンドブック　☆ KP00015276 創元社 201209 EPUBリフロー ¥9,504 - ¥13,662

日本人間性心理学会 9784422115498

統計嫌いのための心理統計の本 KP00015287 創元社 201701 EPUBリフロー ¥5,346 - ¥8,316

白井祐浩 9784422116259

神田橋條治 医学部講義　☆ KP00015275 創元社 201309 EPUBリフロー ¥6,534 - ¥9,504

神田橋條治【著】/黒木俊秀/かしまえりこ

【編】
9784422115450

12

9 気鋭の日本人心理学者による全編書き下ろしオールカラーの本格派ビジュアルガイド。心理学の主要な領域から基

本となる知識や最前線の研究成果を１００項目精選、２００点以上のグラフィックスとともに紹介する。高校生か

ら大人まで、科学的発見に満ちあふれた現代の心理学のエッセンスを楽しく学べる画期的入門書。

10

11 自分で統計手法を選べるようになろう！１００点以上の図版を駆使した説明で、統計に詳しい人を頼るために必

要な最低限の知識と統計の全体像がつかめる画期的入門書。

6
近代とは、ヨーロッパの世紀であった。ヨーロッパはいかにして他地域に先んじて経済発展を遂げ、主権国家体制を整

え、やがて世界各地に植民地をつくるまでに強大化できたのか。何がヨーロッパの近代化を可能ならしめたのか。アン

トウェルペンを起点とする商人ネットワークの拡大、産業革命、財政＝軍事国家など多岐にわたるテーマを関連づ

け、近世の経済発展から主権国家の誕生までを多面的かつ具体的に論じる。

7 衝撃の憲法誕生秘話。日本国憲法の原案を執筆したＧＨＱ高官が明かす９日間の苦闘。日本の戦後５０年

はこのときに決定した。「放送文化基金賞・奨励賞」受賞作品、待望の単行本化。

8

NO 書影

内容紹介

1
“夢なき社会”を生んだ米国の貧困を、子どもの物語と社会調査で活写した、全米ベストセラー！！

2
歴史学とは、どういう学問なのか―そのヒントは「名著」にある。本書では、日本の西洋史学に少なからぬ影響を与え

てきた綺羅星のごとき名著の数々を再評価、優れた研究の手法やその意義、現在の潮流を明らかにする。近世史

研究の最前線に立つ著者ならではの考察は力強く、歴史学という知的営為の意味をあらためて考えさせられる。

「歴史とは何か、歴史家とは何か」の問いに真正面から答える、著者渾身の一冊。

3
古代エジプトの隠遁生活に始まり、現代まで脈々と受け継がれてきた修道士たちの営み。彼らは俗世から離れて共

同生活のなかに神を希求する一方、学問の継承、糧を得るための生産活動、女子修道院や騎士修道会の創設

など、西欧社会に大きな影響を与えてきた。本書ではローマ・カトリック世界を中心に、その原初から近代のイエズス

会の活動までを辿り、歴史の中に現れた多様な修道院のかたちを明らかにする。

4
１８世紀はじめに誕生した鉄道は時をおかずして世界中に伝播し、輸送の効率化、工業化の促進、ライフスタイル

の変化など、各国の近代化に多大な影響を与えた。本書では蒸気機関導入以前の初期鉄道に遡り、本格的鉄

道登場の背景とプロセス、さらにその経済社会へのインパクトを経済史・経営史的観点から考察し、鉄道誕生の秘

密とその意味を明らかにする。比較経営史の第一人者による鉄道草創期の本格的通史。

5
世界史上最大かつ最も長期にわたって存続した都市連合体「ハンザ」は、中世の商業発展と都市の役割を知る上

で格好のテーマである。彼らはいかにして独立性を保ちつつ、ヨーロッパ北部の経済活動を支配するに至ったのか。本

書ではハンザ商業展開の前夜から説き起こし、盟主リューベクを中心にやがて絶頂を迎えるハンザ諸都市の興隆、そ

の終焉までの数百年間の歴史をみる。ハンザ史研究の泰斗による好個の通史。
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スクールカウンセリングモデル100例 KP00015269 創元社 200609 EPUBリフロー ¥8,316 - ¥11,880

かしまえりこ/神田橋條治 9784422113791

治療のための精神分析ノート　☆ KP00015286 創元社 201605 EPUBリフロー ¥5,940 - ¥8,316

神田橋條治 9784422116167

河合隼雄と箱庭療法　☆ KP00015270 創元社 200902 EPUBリフロー ¥4,752 - ¥7,128

日本箱庭療法学会編集委員会【編】/

松岡和子/茂木健一郎/高野祥子/河合

俊雄/川戸圓

9784422114170

「心は遺伝する」とどうして言えるのか KP00015306 創元社 201709 EPUBリフロー ¥4,752 - ¥7,128

安藤寿康 9784422430263

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア

☆
KP00015289 創元社 201703 EPUBリフロー ¥13,068 - ¥23,760

丸山総一郎【編】 9784422116280

共感と自己愛の心理臨床 KP00015288 創元社 201609 EPUBリフロー ¥7,128 - ¥10,098

安村直己 9784422116266

こころ学への挑戦　☆ KP00015268 創元社 201603 EPUBリフロー ¥7,128 - ¥10,098

吉川左紀子/河合俊雄【編】 9784422112282

生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門 KP00015283 創元社 201511 EPUBリフロー ¥6,534 - ¥9,504

乾吉佑【監修】/横川滋章/橋爪龍太郎

【編著】
9784422116129

緩和ケアという物語 KP00015280 創元社 201507 EPUBリフロー ¥7,722 - ¥11,286

岸本寛史 9784422115931

心とは何か KP00015274 創元社 201204 EPUBリフロー ¥6,534 - ¥9,504

氏原寛 9784422115276

コッホの『バウムテスト［第三版］』を読

む　☆
KP00015273 創元社 201109 EPUBリフロー ¥8,910 - ¥13,068

山中康裕/岸本寛史 9784422115139

臨床家のための対人関係療法入門ガイ

ド　☆
KP00015271 創元社 200908 EPUBリフロー ¥6,534 - ¥9,504

水島広子 9784422114248

24
現場の声に応えるかたちで書かれた本書には、治療場面に合わせた「言い方の例」が随所に盛り込まれ、入門者が

陥りやすいパターンについての解説、日本ならではの工夫の数々など、臨床実践に即、役立つ。

21
物語の書き換え。医療者と患者の相互交流の扉を開くナラティブ・アプローチ。

22
いま目の前にいる「このクライエント」に出会うことで、カウンセラーは、これまで気づくことのなかった「他ならぬ自分」の可

能性に初めて開かれてゆく―。半世紀を超える臨床実践のなかで積み重ねられてきた「心」についての哲学的思

索。「クライエントにとっての最善のサービスとは何か」を常に追い求めてきた専門家の、一途ともいえる真摯な想いが

伝わる。

23 コッホのテキストと現代の心理臨床をつなぐ。初版公刊後５０年以上をへて、ようやくその真の価値が見直されたコッ

ホのテキストを、現代の臨床の場で本当に生かすためには、どう読み、どう理解すればよいか。知識と経験をもとに二

人の臨床家がくり広げる豊かな語りの世界。

18 「自己愛」の傷つきに苦しむ現代のクライエントの心理的援助、その成否はセラピストの「共感」にかかっている―共感

と自己愛について画期的な理論を打ち立てたコフートや現代自己心理学の臨床的意義を著者自らの豊富な事例

と照らし合わせながら考察する。

19
変幻自在の「こころ」はどこまで解き明かせるのか？京都大学こころの未来研究センターの大いなる試み。

20
難解であると言われる精神分析の理論や技法が、分析家の生い立ちと臨床業績とを絡めて理解することで、本書

は、その証となる講義録である。

15 日本箱庭療法学会が脳科学者・茂木健一郎氏と翻訳家・松岡和子氏を迎えて行った、河合隼雄先生追悼シン

ポジウムの記録を書籍化。

16 知能や性格、精神疾患など「心」もまた遺伝するという衝撃の事実を明らかにしてきたふたご研究のバックステージ。

研究方法の基本から多変量遺伝解析、エピジェネティクスなど最先端のアプローチまで、進化し続けるふたご研究の

現在形を詳しく紹介。

17
固定的な性別役割分業規範、危ういワーク・ライフ・バランス、不安定な雇用、大きな男女間賃金格差…厳しい状

況の中で過剰なストレスとメンタルヘルス不調に苦しんでいる多くの働く女性に、いま何が必要なのか。明快な構成

で、現状と課題の全容を提示。全３０章＋４つのコラムで、国内外で研究が進められている重要テーマをカバー。

資料として女性労働とメンタルヘルスに関する法政策の動向をまとめた年表を収録。

13

14 「精神分析とは文字言語を神の地位から降格させ、最高の道具という本来の役割に戻そうとし続ける運動である」と

思います。精神分析治療という二者関係のパートナーの双方に、豊かな稔りが生まれる介助となることを祈って本書

を贈ります。



◆ご注意 
・インターネット通信費などは図書館様にてご負担ください。 
・トライアル環境ではPDFの印刷、ダウンロードが出来ません。 
 

◆認証方法 
・IPアドレス認証（機関内ネットワーク限定） 
・以下リモートアクセスにも対応しています。 
 ①学認 
 ②リファラ認証：マイライブラリ等のクローズドな特定URLからのアクセス 
 ③シリアル認証：KinoDen個人アカウント（メール＆PW） 
         またはGoogle、Twitter、Facebookのアカウントと 
         専用シリアルコードの組み合わせによる認証。 
         シリアルコードは図書館による管理・通知。（30日有効期限） 

◆お申込み方法 
 最寄の営業部または以下へご連絡下さい。 

  申込書ご提出後、約10日間でセットアップ致します。 

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 

学術電子図書館KinoDen  
無料トライアルのご案内 

選書支援システム 
SmartPLATON 

（紙との横断検索・試し読み可） 

スマートフォンでも 
快適に閲覧！ 

◆トライアル内容 
本番環境を1ヶ月間お試しいただけます。 
 ・搭載全コンテンツを「試し読み」できます。 
 ・選書支援システム＜SmartPLATON＞で、実際に発注できます。 
 →発注した書籍は、即時に「全文閲覧」できます。 
 ・リクエスト機能をお試しいただくことで利用者のニーズも掴めます。 


