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著者 ISBN

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 ¥6,160 - ¥9,240

マーク・ボイル　吉田奈緒子 9784314010870

100の思考実験 KP00018134 紀伊國屋書店 201203 EPUB ¥6,490 - ¥9,790

ジュリアン・バジーニ【著】

向井和美【訳】
9784314010917

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 ¥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 ¥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 ¥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 ¥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 ¥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 ¥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 ¥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 ¥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

流れといのち KP00028344 紀伊國屋書店 201905 EPUB ¥8,030 - ¥12,100

エイドリアン・ベジャン【著】

柴田裕之【訳】
9784314011679
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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』。

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。

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。

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。

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！

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。

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。

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。

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。

「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。

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」。
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書物の破壊の世界史 KP00028345 紀伊國屋書店 201903 EPUB ¥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

プリズン・ブック・クラブ KP00028346 紀伊國屋書店 201810 EPUB ¥6,930 - ¥10,340

アン・ウォームズリー【著】

向井和美【訳】
9784314011426

経済は感情で動く KP00028347 紀伊國屋書店 200804 EPUB ¥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 200901 EPUB ¥5,830 - ¥8,690

マッテオ・モッテルリーニ【著】

泉典子【訳】
9784314010542

消費社会の神話と構造

新装版
KP00028350 紀伊國屋書店 202003 EPUB ¥7,700 - ¥11,440

ジャン・ボードリヤール【著】

今村仁司　塚原史【訳】
9784314011167

愛するということ KP00047142 紀伊國屋書店 202009 EPUB ¥4,730 - ¥7,040

エーリッヒ・フロム【著】

鈴木晶【訳】
9784314011778

生誕の災厄　新装版 KP00047143 紀伊國屋書店 202106 EPUB ¥9,130 - ¥13,640

E.M.シオラン【著】

出口裕弘【訳】
9784314011815

囚われし者たちの国 KP00047144 紀伊國屋書店 202101 EPUB ¥7,590 - ¥11,440

バズ・ドライシンガー【著】

梶山あゆみ【訳】
9784314011792

理論電磁気学　第3版 KP00047173 紀伊國屋書店 199909 PDF ¥15,290 - ¥22,880

砂川重信 9784314008549

正義論　改訂版 KP00058930 紀伊國屋書店 201011 EPUB ¥27,170 - ¥40,810

ジョン・ロールズ

川本隆史
9784314010740

12

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。
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マクスウェルによって完成された電磁気学は、自然現象の理論的記述としてもっとも完全な体系のひとつである。本書は、この古典電磁

気学の理論を物理学系・工学系の学生に、組織的・体系的に理解してもらうことを目的に書かれたものである。

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。

「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。

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。

16

３０年ぶりに訳文に大幅に手を入れた、改訳・新装版！

痛烈なユーモアと皮肉に満ちたアフォリズム。闇の底から生への呪詛を発しつづけた、異端の思想家シオランによる“奇書”を新装刊行。

「何かがひどく間違っている」

終身刑制度と死刑制度をともに有し、世界で最も多くの人を、ことに貧しい人々を収監している国、アメリカ。刑事司法を専門とする大

学で教えるかたわら、収監者への高等教育と社会復帰支援活動に携わる著者は、再犯率が6割を超えるアメリカの刑務所制度に疑問

を抱き、世界の刑務所を見てまわることにした―― 刑務所とは更生施設なのか、懲罰施設なのか。贖罪とは、許しとは何か。さまざまな

問いを投げかける、他に類をみないルポルタージュ。

18

ロック、ルソー、カントに代表される社会契約の伝統的理論を受け継ぎ、功利主義の「最大多数の最大幸福」に取って代わる、著書が構

想した“公正としての正義”とは…２０世紀の名著、待望の新訳。

19

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。



ProductID 底本ISBN タイトル 
同時アクセス1 

本体価 
同時アクセス3 

本体価 

KP00047145 9784314701020 1 可換環論 ¥15,840  ¥23,760  

KP00047146 9784314701037 2 変換群とコボルディズム論 ¥13,200  ¥19,800  

KP00047147 9784314701044 3 ホモトピー論 ¥22,990  ¥34,430  

KP00047148 9784314701068 5 ディリクレ形式とマルコフ過程 ¥15,180  ¥22,770  

KP00047149 9784314701075 6 発展方程式 ¥14,410  ¥21,560  

KP00047170 9784314701105 9 ガウス過程 ¥13,090  ¥19,580  

KP00047150 9784314701112 10 非線形半群 ¥15,730  ¥23,540  

KP00047151 9784314701136 12 楕円型偏微分作用素 ¥17,050  ¥25,520  

KP00047152 9784314701143 13A 無限次元空間の測度 上 ¥14,080  ¥21,010  

KP00047153 9784314701150 13B 無限次元空間の測度 下 ¥17,160  ¥25,740  

KP00047154 9784314701167 14A リー群の位相 上 ¥15,180  ¥22,770  

KP00047155 9784314701174 14B リー群の位相 下 ¥14,080  ¥21,010  

KP00047156 9784314701181 15 無限次元リー群論 ¥22,440  ¥33,660  

KP00047157 9784314701198 16 KdV方程式 ¥10,450  ¥15,620  

KP00047171 9784314701204 17 拡散方程式 ¥16,170  ¥24,310  

KP00047158 9784314701211 18 代数解析学の基礎 ¥17,050  ¥25,520  

KP00047159 9784314701228 19 等質空間上の解析学 ¥13,200  ¥19,800  

KP00047160 9784314701242 21 力学系 ¥11,880  ¥17,820  

KP00047161 9784314701259 22 テータ函数 ¥16,060  ¥23,980  

KP00047162 9784314701266 23 波動方程式の散乱理論 ¥12,100  ¥18,040  

KP00047163 9784314701273 24 凸体と代数幾何学 ¥15,070  ¥22,550  

KP00047164 9784314701280 25 補間空間論と線型作用素 ¥18,370  ¥27,500  

KP00047165 9784314701297 26 ホップ空間 ¥20,350  ¥30,470  

KP00047166 9784314701303 27 場の理論 ¥29,920  ¥44,770  

KP00047167 9784314701327 29 基本群とラプラシアン ¥14,850  ¥22,330  

KP00047172 9784314701334 30 優調和函数と理想境界 ¥16,830  ¥25,300  

KP00047501 9784314701341 31 エルゴード理論とフォン・ノイマン環 ¥27,060  ¥40,590  

KP00047168 9784314701358 32 位相群の双対定理 ¥17,710  ¥26,510  

KP00047169 9784314701365 33 加法過程 ¥25,080  ¥37,620  

紀伊國屋数学叢書 
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mailto:ict_ebook@kinokuniya.co.jp
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0332_list.xlsx

