
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。 
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30タイトル 
同時アクセス１ 

343,480円(本体価) 
※1点からご購入可 

紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501 Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

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 

アイヌを知る 

今そこにある多言語なニッポン （¥3,520、9784874248362、2020/06、くろしお出版、KP00032227） 
多様な人々が暮らすニッポンの多言語な状況を、様々な視点から紹介。北海道平取町では、バスの車内アナウンスでアイヌ語が
流れているそうです。 

書影左上より、タイトル（同時アクセス１本体価、ISBN、底本出版年月、出版社、ProductID） 

日本奥地紀行 （¥3,300、9784582763294、2000/02、平凡社、KP00014219）★EPUBリフロー★ 
明治初期の日本を紹介した旅行記の名作。アイヌの生活ぶりや風俗についても紹介されています。 

アイヌの昔話 （¥1,922、9784582760200、1993/09、平凡社、KP00014144） 
悪い根性を懲らし、よい生活の作法を教える二十話の昔話が、人間と自然と神とが自在に交流・共生するアイヌの世界へ 
いざないます。 

モノから見たアイヌ文化史 （¥6,270、9784642082952、2016/06、吉川弘文館、KP00011023） 
文字による記録を残さなかったアイヌ文化を、遺された「モノ資料」から読み解く意欲作。 

神威の在処 （¥5,500、9784779124440、2018/04、彩流社、KP00025150） 
アイヌが素朴に向き合い、敬ってきた「北の大地の自然/野鳥・野生動物」の神々の姿を、オールカラーでまとめた写真集。 

KinoDenならスマホで読める！ 
読書がはかどる！ 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


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

アニミズムの世界 KP00012839 吉川弘文館 201710 PDF ¥5,610 - ¥8,415

村武精一 9784642754163

世界神話伝説大事典 KP00001239 勉誠出版 201608 PDF ¥55,000 - ¥82,500

篠田知和基/丸山顯德【編】 9784585200369

新・神話学入門 KP00017886 朝倉書店 201704 PDF ¥8,250 ¥12,375 ¥16,500

山田仁史【著】 9784254500257

日本人と日本文化の形成 KP00017415 朝倉書店 199305 PDF ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

埴原和郎【編】 9784254101225

ここまで変わった日本史教科書 KP00011039 吉川弘文館 201609 PDF ¥5,940 - ¥8,910

高橋秀樹/三谷芳幸/村瀬信一 9784642082990

中近世の蝦夷地と北方交易 KP00008433 吉川弘文館 201411 PDF ¥42,900 - ¥64,350

関根達人 9784642093392

蝦夷の古代史 KP00028159 吉川弘文館 201906 PDF ¥7,260 - ¥10,890

工藤雅樹 9784642071055

差別の諸相 KP00014873 岩波書店 199003 PDF ¥47,300 - ¥141,900

ひろたまさき【校注】 9784002300221

モノから見たアイヌ文化史 KP00011023 吉川弘文館 201606 PDF ¥6,270 - ¥9,405

関根達人 9784642082952

アイヌ史を問いなおす KP00001259 勉誠出版 201103 PDF ¥4,400 - ¥6,600

蓑島栄紀【編】 9784585226055

アイヌ民族をはじめとする北方先住民の歴史・文化を対象として、ヒトと環境・生態系との

関わり、多方面のダイナミックな交流、そして文化の継承を主要なキーワードとする。あわせ

て、「先住民族史」という視点を積極的に導入し、既成の「日本史」の附属物ではない、

「アイヌを主体とする」新たな歴史像を模索する。

NO 書影

内容紹介
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自然に対して生命を感じ、崇拝する信仰＝アニミズム。死霊崇拝を中心に、日本列島か

ら東南アジアにかけてのアニミズムの実態を、豊富な事例をもとに明らかにし、人間の心の

底に横たわる自然への思いを見つめなおす。

人間とは何か。その問いに答えるための基盤を提供する  全世界50におよぶ地域を網羅した画期的

大事典。 言語的分布や文化的分布、モチーフの共通性など、さまざまな観点からの比較から神話

の持つ機能や人間と他者の関係性などを考えるヒントを与える。 100人を越える研究者が執筆。 

従来取り上げられてこなかった地域についても、最新の研究成果を反映。 「神名・固有名詞篇」で

は1500超もの項目を立項。 創作の原点として、現代にも影響を及ぼす話題の宝庫。

神話学の歴史をたどり，世界各地の神話を学ぶ。〔内容〕聖書／ギリシャとローマ／アメリ

カ／ゲルマンとケルト／ペルシャとインド／メソポタミアとエジプト／オセアニア／日本・アイヌ・

琉球／アフリカと北ユーラシア／東南・東アジア／他

人間・文化・自然の相互関係を意識し，その観点から日本文化の基本構造と形成過程

を解明する。〔内容〕古代の日本と渡来の文化／日本文化における南北構造／気候変

動と民族移動／日本人集団の形成／遺伝子からみた日本人の起源／他

中学生・高校生が学ぶ日本史は不変のものではない。相次ぐ発掘調査や新史料の発見

で、人物や事件、時代のイメージは見直され、教科書の内容は書き改められていく。日本

史教科書の現在(いま)を知るために、旧石器から平成まで４６のテーマを設け、この数十

年の記述の変化とその根拠となる研究の進展を教科書の専門家が解説する。Ｑ＆Ａな

どの付録も充実。

未解明であった中近世の蝦夷地の人々とその社会について、考古学と文献史学の双方

から解明する。北海道・カラフト・千島へ和人はいつどのような形で進出したか、和人や日

本製品の進出がアイヌ文化の形成と変容に与えた影響と、蝦夷地の「内国化」の過程を

具体的に論じる。アイヌと和人の両者に光を当て、「蝦夷地史」を新たに提唱する画期的

な成果。

古代東北に居住し、独自の生業を営んだ蝦夷(えみし)。朝廷は軍事や懐柔策を使って

支配を試みるも、彼らは族長に率いられ抵抗した。服属に至る過程を追い、蝦夷の起源

とアイヌ語地名・マタギ言葉にも独自の見解を提示する名著。

近代社会成立期の明治日本において差別された人々をめぐる差別の実態と，その背景

にある政策・思潮，民衆の意識を伝える史料を収録．現代にも連なる差別問題の本質

を正面から見据えて考察する，差別の全体史展望の試み．

アイヌの刀はなぜ切れなくてもよいのか。交易の民である彼らはどうして貨幣を使わなかった

のか―。文字による記録を残さなかったアイヌ文化を知るためには、遺された「モノ資料」か

らの復元が不可欠となる。平安時代の和鏡から軍服用の米国製金ボタンにいたる遺物を

取り上げ、和人との交易と蝦夷地の内国化の視点から、アイヌ文化の歴史に迫る。
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エトロフ島 KP00012885 吉川弘文館 199911 PDF ¥5,610 - ¥8,415

菊池勇夫 9784642754781

知里幸恵 KP00025481 彩流社 199105
EPUB(固定レイ

アウト）
¥4,510 - ¥6,710

中井三好 9784882021964

銀のしずく「思いのまま」 KP00025507 彩流社 200209
EPUB(固定レイ

アウト）
¥5,500 - ¥8,250

富樫利一 9784882027744

日本奥地紀行 KP00014219 平凡社 200002 EPUBリフロー ¥3,300 - ¥4,950

イザベラ・バード【著】

高梨健吉【訳】
9784582763294

北海道蝦夷語地名解 KP00006152 国書刊行会 199505 PDF ¥11,000 - ¥16,500

永田方正 9784336019486

不快な表現をやめさせたい!? KP00029677 かもがわ出版 202004 PDF ¥3,740 ¥4,675 ¥5,610

紙屋高雪 9784780310849

移民と国内植民の社会学 KP00031964 勁草書房 201905 PDF ¥11,880 - ¥17,820

佐久間孝正 9784326654222

今そこにある多言語な

ニッポン
KP00032227 くろしお出版 202006 PDF ¥3,520 - ¥5,280

柿原武史/上村圭介/長谷川由起

子【編】
9784874248362

改訂版　多文化共生の

コミュニケーション
KP00030075 アルク 202004 PDF ¥7,260 - ¥10,890

徳井厚子 9784757436084

文明開化　失われた風俗 KP00032540 吉川弘文館 200809 PDF ¥5,610 - ¥8,415

百瀬響 9784642056618

ラッコを獲って暮らすアイヌの千島列島は、エトロフを国境として江戸幕府に分断された。開

発に駆り出される奥羽民衆、風俗改変を強いられるアイヌ。境界の島に渦巻く思惑と葛

藤を見つめ、「国境」創出の意味を問う。
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アイヌの魂が詠み込まれた叙事詩ユーカラの筆録を『アイヌ神謡集』に結実させた幸恵。偏

見の中で女学校入学を拒否され、金田一京助との出会いによって不滅の遺産と引き換え

に夭折した、知里真志保の姉の生涯を自筆の日記と手紙で再現。

アイヌ民族の言葉を書き残すこと。それは「アイヌ民族は滅びず」との宣言であった！ 自分

の死を悟っていたかのように詳細な日記を書くとともに、一冊のノートを残した。その全文とそ

こに込められた19歳の少女の想いを読む。

日本の真の姿を求めて奥地を旅した英国女性の克明な記録。明治初期の日本を紹介し

た旅行記の名作、いよいよライブラリー版で登場！

アイヌ民族の命名に由来する北海道の地名を旧国・郡別にまとめたもの。各地名ごとにそ

のローマ字表記、カタカナ表記、日本語の意味を記載する。初版は明治２４年。本書は

昭和２年発行の第４版の復刻版にあたる。巻末付録としてジョン・バチェラーの「アイヌ地

名考」を掲載。

「表現の不自由展」事件、献血ポスター炎上など実際の出来事を切り口に、自分にとって

「不快な表現」にどう向き合えばいいのかを考える。

大正から昭和初期において、移民・国内植民に関する理論はどのように展開されたのか。

矢内原忠雄の植民論を中心に、新渡戸稲造、内村鑑三、吉野作造らの思想と関連づ

けて検討する。またその植民論は、北海道における国内植民論としてアイヌ民族との関連

でも読み解くことができるため、現代日本の先住民研究との関連で併せて論じる。

日本は「日本人が日本語を話す国」じゃない!?　多様な人々が暮らすニッポンの多言語な

状況を、さまざまな視点から紹介。イスラム横丁、LINEスタンプ、小学校現場から「やさし

い日本語」まで。知れば世界が豊かになる。

長年留学生や地域の日本語教育に携わってきた著者が、日本語教育の現場を軸に多

文化共生に必要とされるコミュニケーションとは何かをわかりやすく説明。異文化コミュニケー

ション理論だけでなく、具体的な事例を豊富に盛り込み、実践できる活動も多数掲載。

明治政府が推し進めた文明開化政策。華やかさの一方、入墨・混浴などを禁止した違

式?違条例が施行された。風俗統制は、日本社会に何をもたらしたのか。実態を探り、日

本人の文明観に影響を与えた文明開化を問い直す。
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アイヌ民族史の研究 KP00008102 吉川弘文館 201310 PDF ¥23,100 - ¥34,650

児島恭子 9784642042215

アイヌ文化誌ノート KP00012919 吉川弘文館 200110 PDF ¥5,610 - ¥8,415

佐々木利和 9784642755283

日本人の誕生 KP00012799 吉川弘文館 199611 PDF ¥5,610 - ¥8,415

埴原和郎 9784642054010

神威の在処 KP00025150 彩流社 201804 PDF ¥5,500 - ¥8,250

斉藤嶽堂 9784779124440

日本列島の言語 KP00012428 三省堂 199701 PDF ¥19,800 - ¥29,700

亀井 孝/河野 六郎/千野 栄一

【編著】
9784385152073

蝦和英三対辞書 KP00006161 国書刊行会 199505 PDF ¥11,000 - ¥16,500

ジョン・バチェラー 9784336000071

北海道文学事典 KP00008769 勉誠出版 201307 PDF ¥9,240 - ¥13,860

志村有弘【編】 9784585200192

エノン（いずこへ） KP00025153 彩流社 199212 PDF ¥4,400 - ¥6,600

富樫利一 9784882022398

カムイ・ユーカラ KP00014148 平凡社 199311 PDF ¥1,878 - ¥2,818

山本多助 9784582760262

アイヌの昔話 KP00014144 平凡社 199309 PDF ¥1,922 - ¥2,884

萱野茂 9784582760200
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アイヌの人々の間で語り継がれた昔話二十話。悪い根性を懲らし、よい生活の作法を教

える物語が、人間と自然と神とが自在に交流・共生する世界を告げる。解説＝千本英史

蝦夷という名称はなぜ存在してきたのか。史資料の根本にある蝦夷・アイヌ観を徹底的に

解明。

北海道・千島・樺太に暮らすアイヌの人びとは、周辺地域との交流の歴史のなかで多様な

文化を創造した。日本・シベリア・北アメリカ・ヨーロッパの文化をも複合したその世界にわけ

入り、アイヌ文化とは何かを考える。

さまざまな特徴をもつ日本民族はどこからきて、どのように形成されてきたか。その謎を、人

類進化の壮大なドラマの中で、ごく普通の集団として生まれたことを追求。人種偏見や差

別がいかに根拠のないものかを浮彫りにする。

写真家・嶽堂が北の大地・北海道で１０数年間に渡り、 粘り強く撮影し続けた「自然現

象／野鳥・野生動物」の 神々の姿を、オールカラーでまとめた写真集。  太古の昔、この国

は深い森に覆われていました。 そこには、たくさんの動物たちと、いにしえの民「アイヌ」が、 厳

しい北地に、自然と素朴に向き合い神々を敬いながら 暮らしていました。

『言語学大辞典』(世界言語編)所収の「アイヌ語」「日本語」「琉球列島の言語」の３項

目をまとめた分冊版。古来，日本で話されてきたことばを言語学の立場から詳説した。国

語学・日本語学研究者必携。大学用テキストにも最適。

アイヌ語―英語―日本語対訳辞書。排列はローマ字表記によるアイヌ語のアルファベット

順。和訳にはその読みをローマ字で表記する。明治２２年に発行されたものの復刻版。

北の大地が生み出した豊饒な文学と作家を一望 北海道ゆかりの小説家・評論家・詩

人・歌人・俳人のみならず、漫画家・画家、シンガーソングライターまでも広範に紹介。 北

海道の文芸誌、各地方ごとの文学的特色、アイヌ文学の世界、映画・テレビドラマ化され

た文学作品、民謡や歌謡曲に描かれた北海道など、多彩な項目で北海道文学の全貌

を明らかにする。

明治維新とともに始まる和人の入植?。異民族と異文化の奔流に巻き込まれたアイヌ民

族の苦境と希望の象徴として登場した金成大郎。初めての教員免許を取り、「アイヌによ

るアイヌの学校」を設立するも、志なかばで追放された悲劇の生涯。

ミソサザイの神、クマの神ほか、さまざまな神々が、知恵と勇気が報われる話、ひとりよがりが

懲らされる話、天と地の始まりの物語をうたう。アイヌ文化の結晶。解説＝藤村久和

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 

 *上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。 


