
紀伊國屋書店出版部 

ベスト＆ロングセラー 

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。 

16タイトル 

同時アクセス１ 

112,200円(本体価) 

 ※1点からご購入可 

No.KD0096    2020年4月 

経済は感情で動く 
はじめての行動経済学 
マッテオ・モッテルリーニ 
 
日常の買い物から、レストランでの食
事、株式投資やビジネスでの判断、
病院や選挙での選択、競馬や宝くじ
まで。クイズ形式で、行動経済学と神
経経済学のエッセンスを、やさしく説い
てゆきます。 
 
同時アクセス１本体価：5,830円 

 
 
 
 

リモート閲覧できるアプリと 
リフロー型電子書籍 
だから自分のスマホで 
どんどん読める 

流れといのち 
万物の進化を支配するコンストラク
タル法則 エイドリアン・ベジャン 
 
「生命とは何か」という問いの根源を
探究する著者の思考は、物理法則
の第一原理“コンストラクタル法則”を
武器に、富と資源の流れ、階層制の
遍在性、テクノロジーやスポーツや都
市の進化、政治や社会を支配する
原理、時間や死の諸相までを見渡し
ながら、生命と進化にまったく新たな
視座を与える。 
 
同時アクセス１本体価：8,030円 

書物の破壊の世界史 
シュメールの粘土板からデジタル 
時代まで フェルナンド・バエス 
 
どの時代にも例外なく書物は破壊さ
れ、人類は貴重な遺産、継承される
べき叡智を失ってきた。幼少期に地
元図書館を洪水によって失った著者
が、膨大量の文献や実地調査により、
世界各地の書物の破壊の歴史をた
どった一冊。 
 
同時アクセス１本体価：12,760円 

世界は感情で動く 
行動経済学からみる脳のトラップ 
マッテオ・モッテルリーニ 
 
世の中すべて「直感」からはじまる！
銀行の倒産、株価暴落、不動産市
場の動向、大統領選挙、イラク戦争、
医者の診断、裁判の判決、人事考
課、性格診断、宝くじの当選まで。豊
富なエピソードで一気に読める「脳の
罠」回避法。 
 
同時アクセス１本体価：5,830円 

近日
搭載 

プリズン・ブック・クラブ 
コリンズ・ベイ刑務所読書会の一年 
アン・ウォームズリー 
 
読書会運営に関わったカナダ人ジャー
ナリストによる胸に迫るノンフィクショ
ン！彼らが夢中になっているのはもは
や麻薬ではなく書物なのだ。囚人たち
の読書会。 
 
同時アクセス１本体価：6,930円 

      消費社会の神話と  
           構造   
      ジャン・ボードリヤール 
 
他人との差異を示すためのファッション、
インテリア、自動車からメディア、教養、
娯楽、余暇、美しさ・健康への強迫
観念、セックス、疲労、暴力・非暴力
まですべては、消費される「記号」にす
ぎない。時代を拓いた名著に新たに
「索引」と幻の原書初版から、ボードリ
ヤール自身による写真２点を追加。 
 
同時アクセス１本体価：7,700円 

文字の大きさをお好みで調整できるEPUBリフロー型で 

スマホでも快適に閲覧いただけます 
 



著者 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

書名 ISBN

経済は感情で動く KP00028347

紀伊國屋書店 202002 EPUBリフロー ¥5,830 - ¥8,690

マッテオ・モッテルリーニ【著】

泉　典子【訳】
9784314010474

世界は感情で動く KP00028348

紀伊國屋書店 202002 EPUBリフロー ¥5,830 - ¥8,690

マッテオ・モッテルリーニ【著】

泉　典子【訳】
9784314010542

プリズン・ブック・クラブ KP00028346

紀伊國屋書店 201810 EPUBリフロー ¥6,930 - ¥10,340

アン・ウォームズリー【著】

向井和美【訳】
9784314011426

書物の破壊の世界史 KP00028345

紀伊國屋書店 201903 EPUBリフロー ¥12,760 - ¥19,030

フェルナンド・バエス【著】

八重樫克彦/八重樫由貴子【訳】
9784314011662

流れといのち KP00028344

紀伊國屋書店 201905 EPUBリフロー ¥8,030 - ¥12,100

エイドリアン・ベジャン【著】

柴田裕之【訳】
9784314011679

消費社会の神話と構造　新装版 KP00028350

紀伊國屋書店 201509 EPUBリフロー ¥7,700 - ¥11,440

ジャン・ボードリヤール【著】

今村仁司/塚原　史【訳】
9784314011167

ぼくはお金を使わずに生きることにした KP00018133

紀伊國屋書店 201111 EPUBリフロー ¥6,160 - ¥9,240

マーク・ボイル【著】

吉田奈緒子【訳】
9784314010870

100の思考実験 KP00018134

紀伊國屋書店 201203 EPUBリフロー ¥6,490 - ¥9,790

ジュリアン・バジーニ【著】

向井和美【訳】
9784314010917

NO 書影

内容紹介

1

経済学って、こんなに人間的で、面白い学問だったのか。最新の行動経済学は、経済の主体であるとこ

ろの人間の行動、その判断と選択に心理学の視点から光を当てる。そこに見えてきたのは、合理性とは似

つかない「人間的で、あまりに人間的な」一面。クイズ形式で楽しく読み進むうちに、「目からうろこ」、ビジ

ネスでのヒントに溢れ、お金をめぐるあなたの常識を覆す。

2

世の中すべて「直感」からはじまる！銀行の倒産、株価暴落、不動産市場の動向、大統領選挙、イラク

戦争、医者の診断、裁判の判決、人事考課、性格診断、宝くじの当選…。えっ！こんなことも？豊富な

エピソードで一気に読める「脳の罠」回避法。

3

読書会運営に関わったカナダ人ジャーナリストによる胸に迫るノンフィクション！彼らが夢中になっているのは

もはや麻薬ではなく書物なのだ。囚人たちの読書会。

4

「50世紀以上も前から書物は破壊され続けているが、その原因のほとんどは知られていない。本や図書

館に関する専門書は数あれど、それらの破壊の歴史を綴った書物は存在しない。何とも不可解な欠如で

はないか？」―ことは戦争や迫害、検閲だけでなく、数多の天災・人災、書写材の劣化、害虫による被

害、人間の無関心さに及ぶ。幼少期以来、たび重なる書物の悲劇に居合わせてきた著者が、膨大な量

の文献や実地調査をもとに、世界各地の書物の破壊の歴史をたどった一冊。17か国で翻訳。

5

「生命とは何か」という問いの根源を探究する著者の思考は、物理法則の第一原理“コンストラクタル法

則”を武器に、富と資源の流れ、階層制の遍在性、テクノロジーやスポーツや都市の進化、政治や社会

を支配する原理、時間や死の諸相までを見渡しながら、生命と進化にまったく新たな視座を与える。

8

列車の暴走で40人が死にそうなとき、5人だけ死ぬほうにレバーを切り替えられるとしたらどうするか？身

体と脳・生命倫理・言語・宗教・芸術・環境・格差…「ハーバード白熱教室」で取り上げられた「トロッコ問

題」をはじめ、哲学・倫理学の100の難問。

6

他人との差異を示すためのファッション、インテリア、自動車からメディア、教養、娯楽、余暇、美しさ・健康

への強迫観念、セックス、疲労、暴力・非暴力まですべては、消費される「記号」にすぎない。時代を拓い

た名著に新たに「索引」と幻の原書初版から、ボードリヤール自身による写真2点を追加。

7

イギリスで1年間お金を使わずに生活する実験をした29歳の若者がメディアで紹介されるや、世界中から

取材が殺到し、大きな反響を呼んだ。貨幣経済を根源から問い直し、真の「幸福」とは、「自由」とは何

かを問いかけてくる、現代の『森の生活』。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028347
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028348
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028346
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028345
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028344
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00028350
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018133
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018134


著者 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

書名 ISBN

10代の子を持つ親が知っておきたいこ

と
KP00018135

紀伊國屋書店 201104 EPUBリフロー ¥4,620 - ¥7,040

水島広子 9784314010757

利己的な遺伝子　40周年記念版 KP00018136

紀伊國屋書店 201802 EPUBリフロー ¥9,790 - ¥14,630

リチャ－ド・ド－キンス【著】

日高敏隆/岸　由二/

羽田節子/垂水雄二【訳】

9784314011532

10億分の1を乗りこえた少年と科学者

たち
KP00018137

紀伊國屋書店 201811 EPUBリフロー ¥6,490 - ¥9,790

マ－ク・ジョンソン/

キャスリ－ン・ギャラガ－【著】

梶山あゆみ【訳】 井元清哉【解説】

9784314011655

10代のうちに知っておきたい折れない心

の作り方
KP00018138

紀伊國屋書店 201407 EPUBリフロー ¥4,290 - ¥6,490

水島広子 9784314011181

アウシュヴィッツの歯科医 KP00018139

紀伊國屋書店 201802 EPUBリフロー ¥6,820 - ¥10,340

ベンジャミン・ジェイコブス【著】

上田祥士【監訳】向井和美【訳】
9784314011549

腸と脳 KP00018140

紀伊國屋書店 201807 EPUBリフロー ¥7,920 - ¥11,880

エムラン・メイヤ－【著】

高橋洋【訳】
9784314011570

拒食症・過食症を対人関係療法で治

す
KP00018141

紀伊國屋書店 200710 EPUBリフロー ¥5,720 - ¥8,690

水島広子 9784314010337

ゲッベルスと私 KP00018142

紀伊國屋書店 201806 EPUBリフロー ¥6,820 - ¥10,340

ブルンヒルデ・ポムゼル/

ト－レ・Ｄ．ハンゼン【著】

石田勇治【監修】

森内　薫/赤坂桃子【訳】

9784314011600

16

ヒトラーの右腕としてナチ体制を牽引したヨーゼフ・ゲッベルスの103歳の元秘書が、69年の沈黙を破り当

時を回想する。

14

腸と脳のつながりを研究し続けてきた第一人者が、腸と腸内の微生物と脳が交わす緊密な情報のやりと

りが心身に及ぼす影響や、腸内環境の異変と疾病の関係などについての最新知見をわかりやすく解説す

る。健康のための食事や生活についての実用的アドバイスも必読。

15

過食嘔吐はがまんしなくていい、「すぐに」「完璧に」治そうとするから治らない。治療をつうじて人間関係を

楽にする―専門医が教える摂食障害の「新しい常識」。

12

自信を持てるものがない／親の干渉がうるさい…中学生・高校生～大人まで、10代の心のモヤモヤに、

人気精神科医が答える。

13

1941年、ポーランドの小さな村のユダヤ人家庭で暮らしていた21歳の青年がナチス・ドイツの強制収容

所へ送られる。歯科医の勉強を始めて1年目の彼に、母は歯の治療用具箱を持っていくよう強く勧めた。

その箱が、のちのち自分と家族の命を救うことになるとは、そのときは思いもしなかった。

10

私たちはなぜ、生き延びようと必死になり、恋をし、争うのか？本書で著者は、動物や人間の社会で見ら

れる、親子間の対立や保護行為、夫婦間の争い、攻撃やなわばり行動などがなぜ進化したかを、遺伝

子の視点から解き明かす。自らのコピーを増やすことを最優先にする遺伝子は、いかに生物を操るのか？

生物観を根底から揺るがし、科学の世界に地殻変動をもたらした本書は、1976年の初版刊行以来、

分野を超えて多大な影響を及ぼし続けている古典的名著である。

11

2007年5月、ものを食べると腸に穴が開き、皮膚から便が漏れるという奇病を患った2歳の少年がウィス

コンシン小児病院に運ばれる。“10億人にひとり”レベルの症例で診断名もつかない。このままでは命がも

たないと思われた。万策つきた医師たちは2009年、最後の手段として臨床の場では世界に例のないゲノ

ム解析により、原因遺伝子を突きとめるという大胆な試みに踏みきる―。ピューリッツァー賞解説報道部

門受賞記事を書籍化！

NO 書影

内容紹介

9

いじめ、不登校・ひきこもり、反抗期、性的逸脱、ドラッグ、うつ病、摂食障害―思春期の問題行動や心

の病には、「自尊心」の低さがひそんでいる。人気精神科医が教える、「自尊心」と「コミュニケーション力」

の高い子どもの育て方。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018135
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018136
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018137
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018138
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018139
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018140
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018141
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018142


KinoDen"書籍"関連書籍

著者 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

書名 ISBN

越境する書物 KP00004633
新曜社 201108 PDF ¥6,149 - ¥7,920

和田敦彦 9784788512504

書物と権力 KP00020521 吉川弘文館 201809 PDF ¥5,610 - ¥8,415

前田雅之 9784642058735

本と民主主義 KP00001532 大学教育出版 200607 PDF - 1980 ¥2,970

上田伸治 9784887306783

書物学 KP00004397
勉誠出版 201403 PDF ¥3,300 - ¥4,950

編集部【編】 9784585207016

書誌学入門 KP00015380
勉誠出版 201003 PDF ¥3,960 - ¥5,940

堀川貴司 9784585200017

アメリカで裁かれた本 KP00001421
大学教育出版 200807 PDF - 3080 ¥4,620

上田伸治 9784887307988

英国の出版文化史 KP00026165 勉誠出版 201909 PDF ¥10,450 - ¥14,630

清水一嘉 9784585222514

十八世紀イギリス出版文化史 KP00025478
彩流社 199410 EPUB(固定レ

イアウト）

¥10,120 - ¥15,180

Ａ・Ｓ・コリンズ【著】

青木　健/榎本　洋【訳】
9784882023197

江戸の本屋さん KP00014277
平凡社 200911 EPUBリフロー ¥2,860 - ¥4,290

今田洋三 9784582766851

江戸庶民の読書と学び KP00026161
勉誠出版 201710 PDF ¥10,560 - ¥15,840

長友千代治 9784585221937

国史大辞典を予約した人々 KP00007109 勁草書房 201306 PDF ¥7,150 - ¥10,725

佐滝剛弘 9784326248421

占領期の出版メディアと検閲 KP00004233 勉誠出版 201310 PDF ¥3,960 - ¥5,940

広島市文化協会文芸部会【編】 9784585290582

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

11
明治末期、近代日本を切り拓かんとした人々がこぞって予約した本があった。発見された「予約者芳名

録」が語る百年前の人々の気概。

12

廃虚の広島からの新しい息吹  文芸再興のあゆみを、委細にわたって辿りなおした各分野の総覧。被爆、

検閲、窮乏… 戦後68年、かつて占領下にあった広島の文芸の様相は、すでに明らかになったのだろう

か。GHQの検閲という黒雲が去った後は、白日のもとに文芸の実相が呼び戻されたか。いまだに覆われた

部分の少なくない、当時の文芸活動をジャンルごとに分析し、新たなアプローチを試みる。 被爆地広島に

おける、占領期の文芸活動の成果と、埋もれた真実を掘り起こす。

9
日本の出版産業は近世に始まる。まずは京都の書林、やがて勃興する大坂、江戸出版界、須原屋や

蔦屋の新経営戦略、江戸期の出版と文化の歴史を描く名著・待望の復刊。解説＝鈴木俊幸

10

教養熱（ブーム）は江戸時代にもあった！  出版文化が花開いた江戸時代、さまざまな知識が書物に

よって伝播していく中で、人びとのなかに「学び」への熱が高まっていった。 彼ら・彼女らはどのような知識を

求め、どのような体系のなかで知を自家薬籠中のものとしていったのか。 そして、それを担う書物はどのよう

に読者の手に伝えられたのか。 当時のベストセラーである啓蒙書や教養書、そして、版元・貸本屋の記録

など、人びとの読書と学びの痕跡を残す諸資料の博捜により、日本近世における教養形成・書物流通の

実情を描き出す。

7
パトロンが書籍の運命を左右した時代  出版社が本を作り、書店に並んだ本を読者が購入する。 そんな現

在の出版流通が成立する以前の書物をささえていたのはパトロンの存在だった。 西洋における中世以降

の書物の成り立ちを辿りながら、18世紀イギリスの出版文化における作家、パトロン、書籍から新聞、広

告といった全貌に迫る快著。

8
ジョンソン、スウィフト、ポープらが文壇で活躍した18世紀は、出版の歴史においても大きな転換期となっ

た。パトロン制が衰退し、近代的な出版者、読者層、版権意識が誕生する過程を豊富な第1次資料を

駆使して詳細に描く古典的名著。

5

豊穣な「知」のネットワークの海へ― 「書誌学」とは、「書物」という人間の文化的活動において重要な位

置を占めるものを総体的に捉えること、すなわち、その書物の成立と伝来を跡づけて、人間の歴史と時間

という空間の中に位置づけることを目的とする学問である。 この書物はどのように作られたのか。どのように

読まれ、どのように伝えられ、今ここに存在しているのか―。 「モノ」としての書物に目を向けることで、人々

の織り成してきた豊穣な「知」のネットワークが浮かびあがってくる。

6

3

4

書物は人類の英知の結晶である。中国やエジプトにおけるその起源は幽にして遠、ただ仰ぎ見るばかりで

ある。 それらに較べれば、中国文明に接するまで文字をもたなかった日本の書物の歴史は、短い。しかし、

漢字を学び、漢文訓読という読解法を編みだし、そこから派生した片仮名、更に漢字を表音文字として

使用する平仮名という文字を生みだし、それらを駆使して、多くの書物が書かれてきた。「女手（おんな

で）」とよばれた平仮名による女性の著述の歴史も、千年を超える。 漢字、片仮名、平仮名。

1

本はなぜそこにあるのか、誰によって、どのようにしてそこにたどり着いたのか。このような問題意識から、著者

ではなく運んだ人という視点から、またどこで読むかという視点から、書物と読者の関係を問い直す「リテラ

シー史」。米国の図書館の大量の日本語蔵書はいつどのようにして形成されたのか。海を越えて移動する

書物の流れとそれに携わった人々の関係を、電子時代の変容も視野に入れて辿り、新しい「知の流入

史」を展望。

2
印刷技術が未発達で出版業が存在しない中世社会において、人は書物をどのように入手していたのか。

宗(そう)祇(ぎ)ら連歌師による流通への関与、伏見宮家から足利将軍への『風雅集』『玉葉集』贈与な

ど、限られた者のみがアクセスできた「書物」の伝播・普及と権力との結びつきを解明。威信財としての書

物の機能に言及し、古典的書物を持つことの意味に迫る。
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