
         

高等教育研究の電子書籍コンテンツを 

精選してお届け致します 

高等教育研究 

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25タイトル 

同時アクセス１(一部２) 

 171,357円(本体価) 

 ※1点からご購入可 
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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

大学授業を活性化する方法 KP00011933
玉川大学出版部 200403 すべての機関 ¥6,820 - ¥13,640

杉江修治/関田一彦/

安永悟/三宅なほみ【編著】
9784472403002

大学改革 KP00007437
東京大学出版会 200409 すべての機関 ¥2,200 - ¥3,300

天野郁夫 9784130530774

世界のラーニング・コモンズ KP00007549
樹村房 201503 すべての機関 ¥11,220 - ¥16,830

溝上智恵子【編著】 9784883672417

アメリカ高等教育におけるｅラーニング KP00006683
東京電機大学出版局 200303 すべての機関 ¥7,672 - ¥11,509

吉田文 9784501619800

大学授業の生態誌 KP00011910
玉川大学出版部 200106 すべての機関 ¥5,830 - ¥11,660

島田博司 9784472302596

大学改革のゆくえ KP00011937
玉川大学出版部 200107 すべての機関 ¥5,830 - ¥11,660

天野郁夫 9784472302602

大学改革の海図 KP00011921
玉川大学出版部 200509 すべての機関 ¥7,810 - ¥15,510

矢野真和 9784472302886

大学教育と読書 KP00007509
大学教育出版 201710 すべての機関 - ¥1,760 ¥3,520

全国大学生活協同組合連合会教職員

委員会【監修】玉真之介【編著】
9784864294690

変わるニッポンの大学 KP00011920
玉川大学出版部 199811 すべての機関 ¥6,050 - ¥12,100

苅谷剛彦 9784472301018

大学ｅラーニングの経営戦略 KP00006719
東京電機大学出版局 200503 すべての機関 ¥6,904 - ¥10,357

吉田文/田口真奈/中原淳【編著】 9784501539009

未来形の大学 KP00011939
玉川大学出版部 200104 すべての機関 ¥6,820 - ¥13,640

市川昭午 9784472302589

現代の大学・高等教育 KP00011924
玉川大学出版部 199903 すべての機関 ¥10,890 - ¥21,780

喜多村和之 9784472110214

NO 書影

内容紹介

1
本書は、主に教育心理学の立場から教授学習研究に取り組み、自らの実践にその成果をさまざまな形で取り入れ

た4人の大学教員の教育実践とその背景にある理論を紹介するものです。

4
大学「教育」にITはどのような影響を与えているのか。教員の役割、学生生活、教育内容、教材作成、学位の発

行、コスト管理など、大学教育のしくみは変容するのか。IT革命は、大学教育にも革命を引き起こすのか…。IT化

が早くから広範に進み、eラーニングがもっとも普及しているアメリカの事例を取り上げ、時々刻々と変貌する状況を分

析。ITが大学にもたらす功罪を明確にし、今後のわが国への教訓を得る。

5
キャンパスで何が起こっているか。ノートとり・座席とりの分析からSLGEモデルの提案まで。

2
国立大学の法人化、法科大学院の開設、21世紀COEと矢継ぎ早の改革の渦中にあって、危機を乗り越え、新し

い大学像を創造するために何が必要か。生き残りをかけた競争や再編統合、規制緩和や市場原理、水準維持と

評価など、大学改革をめぐる諸問題の布置を明らかにする。

3
「学生への学習支援」をキーワードとして、世界的に隆盛しているラーニング・コモンズ。本書は、特に先進的な試みを

行っている国内外の実例を多数紹介し、その現状を検討している。学生の自発的学習を促す「よいラーニング・コモ

ンズ」の条件とは何か。「学びの空間」を考える本格的論考集。

8
学生のWeb情報依存の現状を直視し、アクティブラーニングの一部にリーディングを位置づけて大学教育改善と学

生の読書を結合し、学生たちが流動化を強める世界の動きや文化の多様性に目を開いていくための「新教養主義」

と「リーディングリスト運動」を提起する。

9

本書の1章と2章では、今日の大学大衆化のもとで、入学者選抜がどのような問題を抱えているのかを検討してい

る。つぎの3章では、近年の高校教育改革に注目して、それが大学教育にどのような影響を及ぼしうるのかを考察し

た。続く4章では、そのようにして入学してくる新入生を大学がいかに受け入れるかについて、教育改革との関連で検

討している。5章では、近年のカリキュラム改革の動向をまとめるとともに、ケーススタディとして京都大学、東京大学の

二つを取り上げ、総合大学における「教養（部）」教育改革について検討した。つづく6章では、大学改革における

教育の「質」の問題について考察した。7章では、大学における教育改善を支援するシステムについて、とりわけアメリ

カの事例をもとに検討し、8章では、大学院での教育・研究指導についての論考を納めた。そして、終章では、日本

の大学がどこに向かおうとしているのか、日本の大学の「迷走」についての考察をのせた。

6
学部教育、学力問題、大学評価、地域交流、短期大学、研究大学、新しい大学像という七つの主題を設定し

て、大学改革のゆくえを考察する一冊。

7
変わらなかった大学が変わりはじめた。少数精鋭で先端市場をねらいにするのか、時代に左右されない教育の不易

市場を押えるのか。市場化をキーワードに、高等教育市場をめぐってしのぎを削る14大学の最前線を俯瞰し、次世

代のための高等教育システムの骨格を、教育政策と財政を座標軸に描く。

12
本書は現代の大学・高等教育の基本的諸問題を、教育の制度と機能という側面を中心に、歴史と比較の視野か

ら系統的に明らかにしようとするものである。

10
国内大学の成功事例を「技術・コスト・教育効果」の観点から分析し、IT化時代に生き残るための大学戦略を解き

明かす。

11

今日、大学と称する機関は増殖の一途をたどり、その性格・構造・機能が多様化するばかりであり、その結果、大学

の目的はいっそう曖昧になってくる。それだけに「大学とは何であり、また何でないのか」が明らかにされる必要が増して

いる。大学だけが行うことができ、他の機関では到底真似のできないものは何かが究明される必要がある。本書はそ

うした見地から、「大学とは何か」の検討からはじめて、一般教育、学部教育、大学院教育、管理運営、地域社会

との関係に至るまで、多面的な考察を行っている。その内容が大学教育全般にわたっている点で、自己流ではある

が、一種の大学教育制度概論になった。
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大学のIR KP00015992 慶應義塾大学出版会 201604 すべての機関 ¥7,700 - ¥11,550

小林雅之/山田礼子 9784766422795

大学改革を問い直す KP00001751 慶應義塾大学出版会 201306 すべての機関 ¥7,392 - ¥11,088

天野郁夫 9784766420531

現代大学の変革と政策 KP00011913 玉川大学出版部 200103 すべての機関 ¥10,890 - ¥21,780

喜多村和之 9784472401312

WebCT：大学を変えるｅラーニングコ

ミュニティ
KP00006728

東京電機大学出版局 200507 すべての機関 ¥6,904 - ¥10,357

エミットジャパン 9784501539306

ICTを活用した大学授業 KP00011923 玉川大学出版部 200212 すべての機関 ¥4,840 - ¥9,680

小原芳明【編】 9784472402791

ｅラーニング専門家のためのインストラ

クショナルデザイン
KP00006743

東京電機大学出版局 200605 すべての機関 ¥6,138 - ¥9,207

玉木欽也【監修】

齋藤裕/松田岳士/橋本諭/権藤俊彦ほ

か【著】

9784501541200

アジア・オセアニアの高等教育 KP00011927 玉川大学出版部 200409 すべての機関 ¥10,890 - ¥21,780

馬越徹【編】 9784472403132

学習者中心の教育 KP00009604 勁草書房 201703 すべての機関 ¥14,080 - ¥21,120

メルリン・ワイマー【著】

関田一彦/山崎めぐみ【監訳】
9784326251193

オープンエデュケーション KP00007046 東京電機大学出版局 201412 すべての機関 ¥6,393 - ¥9,589

重田勝介 9784501629106

大学史および大学史活動の研究 KP00000667 日本経済評論社 201010 すべての機関 ¥4,400 - ¥6,600

鈴木秀幸 9784818821095

はじめての人のためのアクティブ・ラーニ

ングへの近道
KP00001454

大学教育出版 201610 すべての機関 - ¥1,760 ¥2,640

三崎隆 9784864294072

未来を先導する大学 KP00001675 慶應義塾大学出版会 200410 すべての機関 ¥4,224 - ¥6,336

安西祐一郎 9784766410945

アクティブ・ラーニングで身につけるコミュ

ニケーション力
KP00012307

近代科学社 201604 すべての機関 ¥5,940 - ¥11,880

切田節子/長山恵子 9784764905009

13
エビデンスに基づく意思決定と全学的合意形成のために学生募集、教育の質保証、外部評価対応、情報公開、

財務・経営戦略。大学につきつけられた喫緊の課題に対応するためには、学内の様々な情報を収集・分析する必

要がある。大学改革の本丸ともいうべきIRとは何か。その理論と実践を分かりやすく解説する。

16 WebCTとは、Webを用いた授業の設計、開発、管理を行うコース管理システムです。掲示板、eメール、オンライン

クイズ、学生・成績管理などが簡単にできます。WebCTを授業と併用して利用することで、学習効果が2倍に上が

るとの報告もあり、単なる遠隔講義のツールではなく、授業改善のツールとして注目を集めています。WebCTパワー

ユーザによる授業実践例を豊富に掲載。教育改善ノウハウを伝授します。

17

14
本書は、トロウの発展段階論とクラークの比較高等教育システム論を手掛かりとして戦後日本の教育行政を俯瞰

し、これからの大学が備えるべきシステム、価値、および理念を見定めたうえで、「全入」問題、高大接続関係、秋入

学、ファンドレイジングなど、具体的かつ喫緊の課題について指針を与える。

15
本書は現代の大学・高等教育の変化の諸相を、変革そのものの性格・構造と、変革を促し、あるいは強制する環

境や政策という側面から追求しようとした試論を集めたものである。

20

21
ネット上で誰でも無料で自由に学べる「オープンエデュケーション」。この世界規模の活動に、大学はどう取り組むべき

なのか。メディアや技術の発達とともに変遷してきた教育の歴史をふまえ、オープンエデュケーションの現状を整理したう

えで、高等教育の未来像を提言する。

18 8年間の実践教育におけるノウハウを結集した新しいインストラクショナルデザイン入門書。ID基礎理論、eラーニング

ならではの教育手法と学習環境デザイン、5職種のｅラーニング専門家の人材像とスキルを詳解。

19
一握りのエリートを養成していた大学の時代はアジア各国ではもはや過去のものとなった。90年代後半のアジア金融

危機を契機に、大胆な改革戦略を実施に移しつつあるアジア・オセアニア地域の高等教育。欧米の大学への従属

から自立し、国際的競争に耐えうる教育システムの構築に果敢に挑戦している各国の動きを概観する。

24

25
実践で学ぶ コミュニケーション力！本書は、日本IBMの人材研修部門に長く籍を置き、その後大学教育に身を置

いた著者たちのノウハウをまとめている。話しかけるように分かりやすく、コミュニケーションの考え方や手法を解説する。

また、本文の理解にとどまらず、巻末に切取り可能な多数のワークシートを用意し、まさにアクティブに学習できるよう

工夫。学生はもとより、企業の新人研修にも活用できる内容となっている。コミュニケーション能力を高めたい学生、

社会人やその研修にたずさわる読者必携の書。

22
明治大学百年史の編纂、大学史資料センターの開設・運営、いくつかの自治体史などに関わった経験から「頭」だ

けでなく「足」を使って現地に赴くという、生きた大学史を提唱。

23



◆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。 


