
選挙研究・政治過程論の 

電子書籍コンテンツを精選してお届け致します 

選挙研究・政治過程論 

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23タイトル 
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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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

若い有権者のための政治入門 KP00001280
勉誠出版 201604 PDF ¥1,980 - ¥2,970

藤井厳喜 9784585230427

教育政治学を拓く KP00009707
勁草書房 201608 PDF ¥10,010 - ¥14,960

小玉重夫 9784326299119

ネット選挙が変える政治と社会 KP00001753
慶應義塾大学出版会 201309 PDF ¥7,392 - ¥11,088

清原聖子/前嶋和弘【編著】 9784766420678

インターネットが変える選挙 KP00001778
慶應義塾大学出版会 201101 PDF ¥6,336 - ¥9,504

清原聖子/前嶋和弘【編著】 9784766417999

現代日本の選挙政治 KP00007402
東京大学出版会 200312 PDF ¥4,400 - ¥6,600

谷口将紀 9784130362184

間メディア社会における〈世論〉と〈選挙〉 KP00006938
東京電機大学出版局 201105 PDF ¥7,672 - ¥11,509

遠藤薫 9784501626709

ソ－シャルメディアと〈世論〉形成：

間メディアが世界を揺るがす
KP00007577

東京電機大学出版局 201609 PDF ¥9,207 - ¥13,810

遠藤薫【編著】 9784501630003

政治広告の研究 KP00004627
新曜社 201103 PDF ¥3,080 - ¥4,290

李津娥 9784788512238

議席配分の数理 KP00012359
近代科学社 201804 PDF ¥8,580 - ¥17,160

一森哲男 9784764905641

選挙干渉と立憲政治 KP00019230
慶應義塾大学出版会 201807 PDF ¥21,560 - ¥32,340

末木孝典 9784766425307

２００９年、なぜ政権交代だったのか KP00007139
勁草書房 200910 PDF ¥6,050 - ¥9,075

田中愛治/河野勝/日野愛郎ほか 9784326301829

10

立憲政治は機能していたのか？第2回衆議院選挙（明治25年）における選挙干渉事件を徹底的に掘り下げ、

藩閥政府 対 民党の権力構造を剔抉する力作。

11

8

イメージ戦略と争点のアピールが選挙結果を大きく左右する政治の世界。選挙ポスター、政見放送、新聞広告、テ

レビCM、ホームページ、ネットCMといった媒体は、どのように使われ、どんな効果をもたらしてきたのか。膨大な資料を

基にした内容分析とともに、有権者に与える影響を、質問紙調査や実験、インタビューなどで詳細に検証する。

9

1票の格差を是正するためには、一般に比例方式がよいとされる。しかし比例方式でも、議席配分の算出には多くの

手法があり、なかなか一筋縄ではいかない。 　本書は、著者が長年取り組んできたこの問題をアメリカの議席配分を

例に取りながら、数理に基づいて解決する方法を解説する。日本で使われるアダムズ方式の有用性についても問う。

「1票の格差」の数理的側面に関心のある読者には必読の書である。

6

2008年～2010年、日米で新たな選挙戦が繰り広げられた。その裏で何が起こっていたのか…報道・世論・政治の

相互作用プロセスを読み解く。

7
ソーシャルメディアは主張する！『インターネットと“世論”形成』刊行から12年、ソーシャルメディアの浸透で社会はどう

変わったか。融合と対立の二面性を併せ持つソーシャルメディアのダイナミズムに迫る。津田大介氏対談収録。

5

本書は、ひとつの選挙区に注目して、これまで用いられてこなかったデータ、手法を加えながら、選挙制度改革の研

究に、新たな頁を書き足すことを試みる。その結果、たしかに本書も「失われた10年」を真っ向から否定するものでは

なく、とくに政党の自己改革が遅れていることを改めて確認するものの、他方で諸組織や地方議員、有権者は、小

選挙区制（比例代表並立制）に対して、それなりに対応しているという、若干趣を異にする結論が示される。新た

な制度改革に政治学者が備えられるとしたら、それは断片的情報に基づいた印象に留まって過度な楽観や悲観に

浸るのではなく、どこまで改革意図が実現され、あるいは何が達成されていないのか、より客観的な資料を蓄積するこ

とである。そのための一助となることが、本書の目的である。

2

「教育の脱政治化」から「教育の再政治化」へ。戦後史における大きな転換となる18歳選挙権が実現し、政治と教

育の関係があらためて問い直されている。その状況を歴史的な文脈でとらえ、思想的意味を深く探究しつつ、新たな

教育学の方向性を提示する。

3

ネットは「政治マーケティングの戦場」と化すのか、「有権者主導の選挙運動」を生み出すのか。2013年参院選を総

括しつつ、政治献金、事前運動、戸別訪問など次への改革課題と民主主義の行方を論じた緊急鼎談を収録。

NO 書影

内容紹介

1

選挙に行く前に知っておきたい常識・総まとめ！18歳から選挙権が与えられます。私たちの未来を豊かにしていくため

には、的確な知識と判断力が必要です。日本国民として、国際社会の一員と して、これだけは身につけておきたい

政治的教養を一冊に凝縮。

4

ブロードバンドの普及、動画サイトやツイッター等ソーシャルメディアの興隆といった技術の変化が制度を動かし社会を

変えていく様相を、米韓の事例を横断的に分析することで明らかにし、公職選挙法改正が予想される日本の今後

の展望を提示する。



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

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

著者 ISBN

NO 書影

内容紹介

二つの政権交代 KP00009609
勁草書房 201702 PDF ¥11,660 - ¥17,490

竹中治堅【編】 9784326351701

民主主義の条件 KP00005279
東洋経済新報社 201504 EPUBリフロー ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

砂原庸介 9784492212202

大震災に学ぶ社会科学 KP00005009
東洋経済新報社 201605 PDF ¥8,360 ¥10,450 ¥12,540

村松岐夫/恒川恵市【監修】

辻中豊【編】
9784492223567

ポピュリズムと「民意」の政治学 KP00005467
大月書店 201707 PDF ¥5,808 - ¥8,712

木下ちがや 9784272211173

首相政治の制度分析 KP00007638
千倉書房 201206 PDF ¥10,780 ¥13,420 ¥16,170

待鳥聡史 9784805109939

比較政治学入門 KP00007151
勁草書房 201502 PDF ¥8,800 - ¥13,200

岩崎正洋 9784326302383

社会民主主義は生き残れるか KP00009719
勁草書房 201609 PDF ¥11,550 - ¥17,380

近藤康史 9784326302512

海賊党の思想 KP00015225
白水社 201306 EPUBリフロー ¥3,520 - ¥5,280

浜本隆志 9784560082904

日本政治とカウンター・デモクラシー KP00019648
勁草書房 201711 PDF ¥11,550 - ¥17,270

岩井奉信/岩崎正洋【編著】 9784326302611

市民政治の育てかた KP00005475
大月書店 201711 EPUBリフロー ¥3,872 - ¥5,808

佐々木 寛【著】 9784272211180

不寛容な時代のポピュリズム KP00018509
青土社 201706 EPUBリフロー - ¥5,610 ¥6,542

森達也 9784791769940

日本議会政治史事典 KP00019139
日外アソシエーツ 201601 PDF ¥47,300 - ¥70,950

日外アソシエーツ編集部【編】 9784816925825

22

なぜ社会はこれほどまでに感情的になったのか。フェイクが蔓延する時代に、各々は何を考え、どう行動すればいいの

か。安保法制、選挙、東日本大震災から佐村河内氏に密着し話題を呼んだ『ＦＡＫＥ』、さらには大相撲からプ

ロレスまで、多様なジャンルの出来事に裏の裏から斬りこみ、集団化がすすむ社会を真正面から活写したドキュメンタ

リー。

23

近現代の日本の議会政治を一望する！1881年から2015年まで、日本の議会政治に関するトピック4,690件を

年月日順に掲載。帝国議会・国会の召集、衆議院・参議院の選挙、法案の審議、政党の変遷、疑獄事件など

幅広いテーマを収録。「分野別索引」「事項名索引」付き。

20

原発・安保法制・沖縄基地問題・憲法改正といった論点と、カウンター・デモクラシーをめぐる国内外の潮流やその担

い手の動向を軸に、民主主義とは何かを改めて問いなおす。現在の日本においてみられる「国会内民主主義」と

「国会外民主主義」の相克を多角的に描き、カウンター・デモクラシーの現在と今後の可能性を検討する。

21

「観客民主主義」を超え、この国の政治を再生するために。「新潟の奇跡」と呼ばれた参院選と新潟県知事選で常

識を覆す勝利を導いた政治学者が、初めて体験した選挙を通じて学んだ「市民のための政治の技法（アート）」と

は？　自律した市民がリードする「新しい政治」の姿、そして地方からの変革の未来図を描く。特別座談会（山口

二郎さん＋市民連合＠新潟メンバー）収録

18

近年の選挙結果を見ると、民意の受け皿として日本から社会民主主義政党は消失したように見える。しかしヨーロッ

パでは、社民主義政党は政党システムの中で重要な一角を占め続けている。この「差」はなぜ生じたのか？路線転

換の成否を分けた要因はなんだったのか？本書はイギリス労働党、ドイツ社会民主党、そして日本社会党を、その

政党組織に焦点を当てて比較し、分岐の要因を照らし出す。

19

海賊党という「あやしい政党」が、21世紀のヨーロッパを徘徊している！　ネット選挙や著作権をめぐる新しい思想を

レポートし、透明性のあるガバナンス（統治）について考える。

16

90年代以降、選挙制度改革や省庁再編の波に覆われた日本政治は、如何にして現在の姿をとるに至ったのだろ

うか。そして混迷を深める21世紀、どこに向かおうとするのか。本書は、首相と政党・国会・官僚の関係に注目しなが

ら、このシンプルで難しい問いに答えようとする試みである。2012年度のサントリー学芸賞（政治・経済部門）受賞

作品。

17

政治とは何かを知るために。必要不可欠な要素と、次のレベルへのステップを盛り込んだ、スタンダード＋αの初学者

向けテキスト。

14

15

左右を問わず、人々の怒りを汲み上げ「民意」を具現するポピュリズムが既成の政治体制を揺り動かしている。社会

運動の現場で分析を重ねてきた「行動する政治学者」による現代政治論集。推薦＝小熊英二さん：ポピュリズム

の原義は、既存の諸勢力に代表されない「人民の力」である。バラバラの「世論」が集合的な「民意」に転化する一

瞬の可能性を現代に見出そうとする著者の同時代評は、かの『ブリュメール18日』を想起させる。

12

2009年に民主党に政権が交代し、2012年に自民党に政権が戻った。この二つの政権交代は政策の内容やその

決定過程に、どんな影響を及ぼしたのか？農業、電力・エネルギー、コーポレート・ガバナンス、社会福祉、税制、外

交、防衛、法制執務の八つの政策を精査すると、安倍政権と民主党政権の知られざる継続性と、政策決定過程

の「集権化」が浮かび上がる。

13

「政治は嫌い」と言う前に、知っておきたい考えておきたい12のこと。日本の政党政治には可能性があり、その政治は

選挙で変えられる。サントリー学芸賞受賞の新鋭がイチから解説！



◆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。 


