
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。 

KD0184  2021年1月 

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

平凡社 

『STANDARD BOOKS』 

赤色 

青色 

緑色 

自分の頭で考えるための指標、すなわち「知のスタンダード」 
となる文章を提案する。そんな意味を込めて、このシリーズを 

「STANDARD BOOKS」と名づけました。 「科学的視点」をテーマに、 

科学と文学の双方を横断する知性を持った科学者・作家の随筆集です。 

2021年1月現在、「STANDARD BOOKS」シリーズの電子書籍化は20タイトルになります。 

                                 計20タイトル アクセス数１ 合計46,200円（本体） 

mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp


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

野尻抱影 KP00009520 平凡社 201512 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

野尻抱影　星は周る 9784582531527

寺田寅彦 KP00014080 平凡社 201512 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

寺田寅彦　科学者とあたま 9784582531510

岡潔 KP00014082 平凡社 201512 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

岡潔　数学を志す人に 9784582531534

中谷宇吉郎 KP00014083 平凡社 201602 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

中谷宇吉郎　雪を作る話 9784582531541

牧野富太郎 KP00014084 平凡社 201604 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

牧野富太郎　なぜ花は匂うか 9784582531558

串田孫一 KP00014085 平凡社 201606 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

串田孫一　緑の色鉛筆 9784582531565

稲垣足穂 KP00014086 平凡社 201608 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

稲垣足穂　飛行機の黄昏 9784582531572

朝永振一郎 KP00014087 平凡社 201609 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

朝永振一郎

見える光、見えない光
9784582531589

湯川秀樹 KP00014088 平凡社 201701 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

湯川秀樹　詩と科学 9784582531596

中西悟堂 KP00014089 平凡社 201704 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

中西悟堂　フクロウと雷 9784582531602

南方熊楠 KP00014090 平凡社 201706 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

南方熊楠　人魚の話 9784582531619

神谷美恵子 KP00014091 平凡社 201708 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

神谷美恵子　島の診療記録から 9784582531626

ハンセン病患者に寄り添い続けた精神科医・神谷美恵子。瀬戸内の療養施設の経験、使命感、

育児、心に残る人々……人間と死に真摯に向き合い、たおやかに生きた人の美しい随想。

夜空の美しさを伝えつづけた「星の文人」、その眼差し。古今東西の文学や民俗を渉猟し、軽妙洒

脱な筆致で星を紹介した「星の文人」野尻抱影。　星との出会い、抱影が特に愛したオリオン座や

シリウス、四季折々の星にまつわる話などを厳選。

科学的精神と芸術的センスが融合した珠玉の随筆を生んだ寺田寅彦。科学者は頭が悪くなけれ

ばならないと唱える表題作他14篇を収録。

世界的数学者でありながら、日本人の心性や情緒などにも洞察を深め、多くの文章を遺した岡

潔。代表作「春宵十話」をはじめ、近年世代を超えた人気を集める岡の随想を一冊で。

雪研究の第一人者・中谷宇吉郎。代表作「立春の卵」、高野文子氏が取り上げ反響を呼んだ

「天地創造の話」など13篇収録。

日本植物学の父と呼ばれた牧野富太郎。花と植物の魅力の真髄を語った表題作、「私は植物の

愛人」と軽口を飛ばしつつ研究人生を振り返る「植物と心中する男」などを精選。

山や自然に、哲学や思想に、絵や音楽に……さまざまな表情をもつ著者による、何気ない視点の

揺さぶりや虚をつく発想が気づきをもたらす、日常を変えてくれる約40篇を精選。

独特のモダニズム感覚で、今も根強い人気を誇る稲垣足穂。月や星への憧れ、ヒコーキ野郎たち

礼讃、神戸の街への偏愛、そして幼少期の不思議な体験……。珠玉の随筆を精選。

日本人として２人目のノーベル賞に輝いた朝永は、当代一流の粋人にして随筆の名手でもあっ

た。飄々とした闊達なユーモアと、平和への真摯な姿勢に満ちた珠玉の24篇を厳選。

日本人初のノーベル賞を受賞した湯川は「科学界の詩人」と呼ばれ、端正な文章で人々を魅了し

た。鋭い観察眼と人間愛光る名随筆35篇。
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「野鳥」という言葉をつくり、日本野鳥の会を創立した著者による、鳥への愛に満ちた随筆集。自然

と対峙しつづけたそのまなざしは、一級の文明批評ともなっている。

今年生誕150周年を迎えた知の巨人の遺した膨大な原稿を１冊に精選。自然科学、民俗学、

宗教学、歴史学、文学を軽々と横断し、古今東西を渉猟できる未知の読書体験がここに。
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日髙敏隆 KP00014092 平凡社 201710 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

日髙敏隆　ネコの時間 9784582531633

多田富雄 KP00014093 平凡社 201712 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

多田富雄　からだの声をきく 9784582531640

今西錦司 KP00032306 平凡社 201902 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

今西錦司　生物レベルでの思考 9784582531695

柳田國男 KP00032307 平凡社 201902 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

柳田國男　ささやかなる昔 9784582531701

宮本常一 KP00032346 平凡社 201906 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

宮本常一　伝書鳩のように 9784582531725

今和次郎 KP00032364 平凡社 201908 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

今和次郎　思い出の品の整理学 9784582531732

折口信夫 KP00032379 平凡社 201910 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

折口信夫 山のことぶれ 9784582531718

三木成夫 KP00032397 平凡社 201912 EPUBリフロー ¥2,310 ‐ ¥6,930

三木成夫 いのちの波 9784582531749

吉本隆明はその著書との出会いを「ひとつの事件」と評した──。人間、動物、植物、はては天体

にまで思いを巡らせ、生命科学を「思想」に跳躍させた不世出の解剖学者の精髄。

マレビトやヨリシロなど独創的な概念を通じ、古代の人々の考えと生活を明らかにしようとした折口。

民俗学、国文学、芸能史など、既存の学問分野を超える思想を一冊で。

考現学は未来を考える立場だ──。ジャンパーを着て日本中を歩き回り、民家、服装、都市文

化、世相など現代風俗研究に前人未到の足跡を遺した第一人者が綴る生活者の視線。

日本各地を歩き、漂泊民や被差別民、歴史の表舞台に姿を表さなかった無名の人々の営みや知

恵に光を当てた「野の学者」宮本常一。膨大な著作のエッセンスを一冊に集成。

代表作「木綿以前の事」他、日本民俗学の父が全国を渉猟して見出した、いにしえと今のこの国

の足跡。　民俗学の父が全国を渉猟して見出した、いにしえと今の日本の足跡。

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。

チョウ、ネコ、そして人間……。自然の世界は生き物たちの不思議と知恵でいっぱい！日本の動物

行動学の第一人者として活躍した著者の、ユーモアと発見に満ちた随筆を厳選。

生命とは何かを問い続け、究極の生命表現としての能に行き着いた免疫学の雄の思考を一冊で。

独特の生態学で知られ、日本の霊長類研究を切り拓いた知の巨人が自身の自然観、探検、宗

教観までを綴る。
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KinoDenのメリット 

◆2021年1月現在、「STANDARD BOOKS」計20タイトル アクセス数１ 合計46,200円（本体） 


