
紀伊國屋書店 学術電子図書館 

■新規コンテンツ提供出版社■ 2022年4月現在 

 

学術系出版社から一般書、実用書系出版社まで 

KinoDenは様々な出版社からコンテンツを提供頂いています。 

➢ かなえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・復刻雑誌 

 KTC中央出版・・・・・・・・・・・・・経済 

 ジェーディーエス・・・・・・・・・・・・業界調査 

 JTB総合研究所・・・・・・・・・・・観光学 

 新星出版社・・・・・・・・・・・・・・生活・教養 

 文一総合出版・・・・・・・・・・・・自然科学・生活 

 木楽舎・・・・・・・・・・・・・・・・・・人文 

 ベースボール・マガジン社・・・・・スポーツ 

 法藏館・・・・・・・・・・・・・・・・・・宗教 

 洋學社・・・・・・・・・・・・・・・・・・医薬学 

 

 

 

KinoDenは 
学術和書の新刊を中心とした 
豊富なコンテンツを提供する 
図書館向けの 
電子書籍サービスです。 

学術情報販売促進本部 デジタル情報営業部  

TEL：03-6910-0518 ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

電子図書館KinoDen 新規加入出版社カタログ 

新規出版社続々！ 

＊各出版社タイトルリスト↓ 
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0353.xlsx 

5月末までに搭載予定のタイトルも含まれております 

価格は予告なく変更する場合がございます 

 インプレスR＆D・・・・・・コンピューター・ビジネス・工学・教養書   

➢ 武蔵野美術大学出版局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・芸術・教育 

 ジャパンタイムズ・・・・・・・・・・・・・・・◇ジャパンタイムズ縮刷版 

 春風社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人文・社会科学 

 ディスカヴァー・トゥエンティワン・・・・・・・・ビジネス・社会・実用 

 東海教育研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・◇気候安全保障 

 トヨタ自動車・・・・・・・・・・・・◇TOYOTA Technical Review 

 I Talk You Press・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・英語多読 

 丸善出版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・理工・医学・人文社会科学 

 雷鳥社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・辞典シリーズ 

 クレス出版・・・・・・・・・・・・・・・◇「家族・婚姻」研究文献選集 

 誠文堂新光社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・生活・教養・一般 

 主婦と生活社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・実用・一般 

 歩行開発研究所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・健康科学 

 アジア工房編集室・・・・・・・・カンボジア・アンコールワット関連    

                       （出版社名 順不同）              

KD0353 2022年5月  

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0353.xlsx


インプレスR＆D 

かなえ 

耕す女 
持続可能な世界をつくる女性農家の挑戦 

著者: 田舎のヒロインズ【編】  

出版年月: 2019/10 

ISBN: 9784844396925 

NDC: 610.4 

ProductID: KP00049809 

同時アクセス数1: 5,280円（本体） 

形式: EPUB 

 

農業は食料を生産して命を育むだけでなく、エネル
ギーの循環、環境の維持、教育など、持続可能な
社会をつくるための機能を多面的に備え、次世代に
向かう活動も支えます。力あふれる女性農家の視
点から次世代の社会を考える話題の一冊です。 

 

内容説明 

SDGs白書 
コロナ禍の先の世界を拓くSX戦略 

巻号: 2020-2021 

著者: SDGs白書編集委員会【編】  

出版年月: 2021/05 

ISBN: 9784844379799 

NDC: 333.8 

ProductID: KP00049895 

アクセス数1: 14,850円（本体） 

形式: EPUB 

日本のSDGsの取り組みを指標と専門家の寄稿で
まとめる年鑑「SDGs白書」。『2020-2021』は、コロ
ナ禍の先のSDGs達成に向け、「行動の10年」を実
践するための資料として、あらゆるステークホルダーの
皆様にご活用いただける内容となっています。 

内容説明 

毎日グラフ 国際写真情報  

（セット販売のみ、分売不可） 

出版年月: 2021/11 

NDC: 071 

形式: PDF 

同時アクセス数1 : 
 セット金額についてはリストをご覧ください 

（セット販売のみ、分売不可） 

出版年月: 2021/11 

NDC: 071 

形式: PDF 

同時アクセス数1 : 
 セット金額についてはリストをご覧ください 

内容説明 内容説明 

1948年7月に毎日新聞社より刊行された写真
報道誌。政治・経済から芸能・音楽・スポーツな
どの幅広いジャンルを紹介し、グラフ誌が競合し
あった時代においても、その斬新なレイアウトと
ペーソス溢れる文章で注目を集め続けた。 

大正、昭和戦前、戦中、の写真の原本をそのま
まのカラーで再現した。国際情報社は、1922年
に化学工業新聞社社長の石原俊明によって設
立され、『国際写真情報』『映画情報』『婦人グ
ラフ』『家庭全科』『大法輪』などを発行していた。 

アルファベータブックス リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-1.xlsx 

旺文社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-2.xlsx 



KTC中央出版 

ジェーディーエス 

日本子ども資料年鑑 

巻号: 2021 

著者: 恩賜財団  

    母子愛育会愛育研究所  

出版年月: 2021/02 

ISBN: 9784877583859 

NDC: 367.6 

ProductID: KP00051752 

アクセス数1: 22,000円（本体） 

形式: PDF 

基本データはもちろん、 子ども人口・子どもの貧困・生活
習慣・いじめ・虐待・保育・医療・食・学力・メディア接触
など最近マスコミ等で話題になるデータも掲載! ! データ
数約1000点! ! 

2021年版巻頭特集：子どもと新型コロナウイルス感染
症～子どもの心身、家庭・学校生活に及ぼす影響～ 

内容説明 

医学領域における 

臨床検査学入門 第4版 

著者: 藤田保健衛生大学 

    『臨床検査学入門』編集委員会  

出版年月: 2018/07 

ISBN: 9784877583811 

NDC: 492.1 

ProductID: KP00051731 

アクセス数1: 26,400円（本体） 

形式: PDF 

臨床検査技師国家試験ラストスパートでの座
右の書、最新版!細胞や微生物など豊富な写
真を掲載。試験に欠かせない画像の勉強にも
対応。過去10回分（55回～64回）の試験内
容をすべて網羅 

内容説明 

JNNデータバンク  
ライフスタイルトレンドレポート 

巻号: 1993～2020年 

出版年月: 2021/06 

ProductID: KP00052292 

同時アクセス数1: 107,800円（本体） 

形式: PDF 内容説明 

5年以上に及ぶ生意識の変化、外部環境であ
る社会傾向に対する生活者の反応をみるパート
とコロナ禍における生活意識・行動の変化を平
時である2019年データと比較し確認しています。 

学術図書出版リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-3.xlsx 

北大路書房リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-4.xlsx 

JTB総合研究所 

JTB REPORT 
日本人海外旅行のすべて 

巻号: 2021 

著者: JTB総合研究所【編】  

    JTB【監修】  

出版年月: 2021/10 

ISBN: 9784902772913 

NDC: 689.059 

ProductID: KP00052948 

同時アクセス数1: 33,000円（本体） 

形式: PDF 

各関係機関の統計資料に基づき、海外旅行マーケット
の構造や動向を分析しています。2021では、2021年2

月に実施した特別調査「コロナ禍におけるこれからの日
本人の海外旅行意識調査」の結果を詳細に分析し、ア
フターコロナの海外旅行市場展望、およびコロナ禍にお
ける日本人の海外旅行意向を取りまとめています。 

内容説明 



新星出版社 

内容説明 内容説明 

サクッとわかる ビジネス教養  

東南アジア 

世界一やさしい！ 

微生物図鑑 

著者: 助川成也【監修】  

出版年月: 2021/04 

ISBN: 9784405120136 

NDC: 302.23 

ProductID: KP00052806 

アクセス数1: 4,290円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

著者: 鈴木智順【監修】  

出版年月: 2020/07 

ISBN: 9784405073111 

NDC: 465 

ProductID: KP00052875 

アクセス数1: 3,960円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

内容説明 

本書は「見るだけで、東南アジアについて会話・
説明ができる」ようになる本。地理や歴史などの
基本的な部分から最新の経済情勢や地域内
外の各国間関係まで、東南アジアの今も昔も・
ミクロもマクロもわかるようになる！ 

身近だけれど目に見えず、普段意識することのない微生
物を「キャラ図鑑シリーズ」にして、まじめにわかりやすく紹
介します。カビとキノコと菌類の違いって何？発酵と腐敗
の原因など気になる数々の疑問を解説。体にいい働きを
するものも悪い働きをするものも、その生態を知ればより
身近に感じられます。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

文一総合出版 

エコロジー講座 4 

地球環境問題に挑む生態学 

著者: 日本生態学会【編】  

    仲岡雅裕【責任編集】  

出版年月: 2011/04 

ISBN: 9784829910191 

NDC: 468 

ProductID: KP00053644 

アクセス数1: 3,520円（本体） 

形式: PDF 

地球に暮らす生きものは、人間だけではありません。
私たち人間活動の影響が、地球にくらす他の生きも
の、そしてかれらが織りなす生態系にどのような影響
を及ぼすかを知るためには、地球規模で、そして長
いスケールで、生態系を見続ける必要があります。 

内容説明 

フィールドの観察から 

          論文を書く方法 
           観察事例の報告から研究論文まで 

著者: 濱尾章二  

出版年月: 2010/10 

ISBN: 9784829911778 

NDC: 460.7 

ProductID: KP00053649 

アクセス数1: 2,640円（本体） 

形式: PDF 

フィールドノートの記録は、科学や自然保護に貢献
する大切な情報。貴重な観察を活かすために、報
文・論文を書こう！ どこにどんな文を寄稿すればよ
いか、日本鳥学会和文誌編集委員長を務めた著
者が丁寧に解説。 

内容説明 



木楽舎 

内容説明 

葛飾北斎 萬福和合神  クマにあったらどうするか 
アイヌ民族最後の狩人姉崎等 

著者: 葛飾北斎  

     石上亜希【解説・現代語訳】  

出版年月: 2014/10 

ISBN: 9784863240780 

NDC: 721.8 

ProductID: KP00062862 

アクセス数1: 3,960円（本体） 

形式: EPUB 

著者: 姉崎等  

出版年月: 2002/04 

ISBN: 9784907818142 

NDC: 659 

ProductID: KP00062859 

アクセス数1: 3,352円（本体） 

形式: EPUB 

内容説明 内容説明 

江戸浮世絵の巨匠・葛飾北斎が最後に残した
春画本の傑作を遂に完全翻刻・現代語訳化! 

高精度デジタル技術による補正・修復で色彩
豊かに再創造された浮世絵春画の世界。 

アイヌ最後の猟師の言葉、そこに生き残るための知恵が
ある。 大きなクマなら安心だ。危険なのは人間の食べも
のの味を覚えた若いクマ。単独で40頭のヒグマを仕留め
たアイヌの老狩人が重い口を開いた。これまで、誰も語る
ことのできなかったクマの本当の姿が、半世紀を超える猟
師経験にもとづいた豊かな表現で語られていく。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 
ベースボール・マガジン社 

エコロジー講座 4 

地球環境問題に挑む生態学 

著者: 日本生態学会【編】  

    仲岡雅裕【責任編集】  

出版年月: 2011/04 

ISBN: 9784829910191 

NDC: 468 

ProductID: KP00053644 

アクセス数1:3,520円（本体） 

形式: PDF 

地球に暮らす生きものは、人間だけではありません。
私たち人間活動の影響が、地球にくらす他の生きも
の、そしてかれらが織りなす生態系にどのような影響
を及ぼすかを知るためには、地球規模で、そして長
いスケールで、生態系を見続ける必要があります。 

内容説明 

フィールドの観察から 

          論文を書く方法 
          観察事例の報告から研究論文まで 

著者: 濱尾章二  

出版年月: 2010/10 

ISBN: 9784829911778 

NDC: 460.7 

ProductID: KP00053649 

アクセス数1:2,640円（本体） 

形式: PDF 

フィールドノートの記録は、科学や自然保護に貢献
する大切な情報。貴重な観察を活かすために、報
文・論文を書こう！ どこにどんな文を寄稿すればよ
いか、日本鳥学会和文誌編集委員長を務めた著
者が丁寧に解説。 

内容説明 

ベースボール・マガジン社 

バスケットボールを楽しく学ぶ 

 ファンドリル 

著者: 小谷究 加賀谷圭子【著】  

    鈴木良和【監修】  

出版年月: 2019/08 

ISBN: 9784583112169 

NDC: 783.1 

ProductID: KP00052173 

アクセス数1: 3,520円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

小学生から大学生まで、部活や授業が盛り上がる! 
楽しみながらうまくなる「54」メニュー。小学生から大
学生までワクワク学べる。ミニバス指導や体育の授
業の上達ドリルとして最適。盛り上がる部活、授業
をしたい指導者に役立つ。 

The Japan Times 

ジャパンタイムズ縮刷版 

巻号: 2020年1月号 

著者: The Japan Times  

出版年月: 2020/02 

ProductID: KP00052560 

アクセス数1：27,225円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

英字新聞ジャパンタイムズの縮刷版です。貴重な参
考資料であり、アジアに存在する独立したメディアと
して、ニュースから長編ジャーナリズムまでローカルな
視点とグローバルな視点から情報を提供しています。
多種多様な記事をお楽しみください。 



武蔵野美術出版局 

内容説明 内容説明 

表現者のための憲法入門 Nihonga for Beginners 

著者: 志田陽子  

出版年月: 2015/04 

ISBN: 9784864630283 

NDC: 323.14 

ProductID: KP00054867 

アクセス数1: 4,840円（本体） 

形式: PDF 

著者: 武蔵野美術大学 

        日本画学科研究室【編】 
出版年月: 

eISBN: 9784864631457 

ProductID: KP00059492 

アクセス数1: 3,080円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

憲法は、困難に出合った人々が先々の社会に
向けて残した重要な英知である。「表現の自由
とは？」「知る権利とは？」という問いをはじめに、
保障される内容と国家の仕組みを憲法の条文
にもとづき、豊富な事例で学ぶ入門書。 

日本画の画材を使って和紙に百合の花を描く、絹地に
カボチャを描く、墨一色で花菖蒲を描く、3つのレッスンを
88点のカラー写真図版により段階的に丁寧に手ほどき
する。初学者がひとりでも実践できるよう、巻末には「膠
を煮る」「胡粉を溶く」「礬水を引く」など8つの代表的な
技法解説を写真とともに付し、用具用材の一覧も掲載 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

法藏館 

新版 仏教学辞典 

著者: 多屋頼俊 横超慧日  

    舟橋一哉【編著】  

出版年月: 1995/04 

ISBN: 9784831870094 

NDC: 180.33 

ProductID: KP00055421 

アクセス数1: 12,320円（本体） 

形式: PDF 

好評の『佛教学辞典』を新訂・増補。精選され
た約2700項目。解説は近年の仏教史研究の
成果をふまえ、広範な地域と時代をカバー。和
文・欧文索引は約１万5000語を採録。藤田
宏達序。 

内容説明 

本願寺の歴史 

著者: 名畑崇  

出版年月: 1987/06 

ISBN: 9784831885586 

NDC: 188.75 

ProductID: KP00055982 

アクセス数1: 4,400円（本体） 

形式: PDF 

北海道開拓と両堂再建で始まった近代本願寺
教団の抱えた課題を視点として、親鸞以後の
本願寺の歴史を再検討し、世俗の中にあってな
お純粋な親鸞教義の具現を義務とする教団の
原像を明かす。 

内容説明 

【英文／日本語訳なし】 
 



春風社 

内容説明 内容説明 

異文化 

   コミュニケーション事典 
英米人名語源小辞典 

著者: 石井敏  

    久米昭元【編集代表】  

出版年月: 2013/01 

ISBN: 9784861103339 

NDC: 361.45 

ProductID: KP00061443 

アクセス数1: 25,080円（本体） 

形式: PDF 

著者: エリック・パートリッジ【著】  

    吉見昭德【編訳】  

出版年月: 2021/03 

ISBN: 9784861106736 

NDC: 283.33 

ProductID: KP00059738 

アクセス数1: 9,900円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

文化とコミュニケーションにかかわる広大な領域をカ
バー。辞書としての機能と解説書としての機能を一
冊にまとめた画期的な事典。異文化コミュニケーショ
ンにかかわるキーワードはもちろん、「国際理解教
育」「日本文化論」「多文化共生」など、密接に関
連する用語を網羅。項目数727、執筆者155。 

英語圏で使われる約1800の人名を収録。ギリ
シア語、ラテン語、ヘブライ語、ケルト語、ゲルマ
ン語などをたどり、その語源を明らかにする。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

ディスカヴァー・トゥエンティワン 

ニーチェ［超］入門  
生きるための哲学 

著者: 白取春彦  

出版年月: 2010/10 

ISBN: 9784887598355 

NDC: 134.9 

ProductID: KP00062179 

アクセス数1: 5,720円（本体） 

形式: EPUB 

今までになかった、現代に生きるわたしたちを勇
気づけるニーチェの名言集を生み出した白取春
彦が、机上の空論あるいは単なる教養としての
哲学ではなく「生きるための哲学」としてのニー
チェの思想を語る。 

内容説明 

SDGs大国ニッポンになろう！ 

著者: 土井隆司  

出版年月: 2021/02 

ISBN: 9784886643407 

eISBN: 9784799384831 

NDC: 329.39 

ProductID: KP00062268 

アクセス数1: 5,280円（本体） 

形式: EPUB 

私たちができる具体的なサスティナブルな生活と
は何かを検証した一冊。コロナ後の世界は、世
界約200 の国・地域がSDGs17目標に向かい、
地球を守り、持続する社会の発展を目指してい
る。 

内容説明 



東海教育研究所 

内容説明 

気候安全保障 
地球温暖化と自由で開かれたインド太平洋 

TOYOTA Technical Review 
vol.67 和文版 

著者: 笹川平和財団 

       海洋政策研究所【編】  

出版年月: 2021/09 

ISBN: 9784924523258 

NDC: 519.3 

ProductID: KP00056349 

アクセス数1: 8,360円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

巻号: 22年 02月 08日号 

発行年: 2022 

出版年月: 2022/02 

ProductID: KP00059119 

アクセス数1: 3,960円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 内容説明 

新進気鋭の研究者11名があらゆる相克を超え、
安全保障上の脅威としての気候変動への方策
を提示する。 

トヨタの最新技術を掲載した「トヨタ   テクニカル
レビュー（TTR）」和文版、英文版と2種類を
販売。 

 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

I Talk You Talk Press 

A Business Trip 

to New York レベル1（初級1） 

著者: I Talk You Talk Press  

出版年月: 2018/09 

ISBN: 9784909733146 

NDC: 837.7 

ProductID: KP00058282 

アクセス数1: 2,966円（本体） 

形式: PDF 

多読用図書レベル１（初級１） 

カルロスはアメリカの企業で働いているビジネスマ
ン。出張先で英語で発表したり会議に参加した
りする。観光にも行きたい。カルロスと一緒に出
張して役に立つ表現を身につけよう！ 

内容説明 

Strange Stories 
レベル1（初級1） 

著者: I Talk You Talk Press  

出版年月: 2018/09 

ISBN: 9784909733030 

NDC: 837.7 

ProductID: KP00058298 

アクセス数1: 2,966円（本体） 

形式: PDF 

多読用図書レベル１（初級１） 

この書籍には５つの不思議な物語がある。危険、
ロマンスや不思議さにあふれている物語が楽しめ
る短編集！ 

内容説明 

トヨタ自動車 



洋學社 

内容説明 

医師事務作業補助者のための 

32時間教本 改訂第3版 

医療従事者のための 

IPW入門テキスト 

著者: 小林利彦  

出版年月: 2020/09 

ISBN: 9784908296161 

NDC: 498.16 

ProductID: KP00057118 

アクセス数1: 3,960円（本体） 

形式: PDF 

著者: 小林利彦  

出版年月: 2021/09 

ISBN: 9784908296192 

NDC: 369.9 

ProductID: KP00057121 

アクセス数1: 1,848円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 内容説明 

2020年春の診療報酬・介護報酬改定にあわ
せ内容を大幅に加筆・補正。改訂では医療従
事者として必須知識となる【糖尿病】に関する
項が追加。医師事務作業補助者の立場からこ
の疾患の大局を学んでいただければと思います。 

一般事務職員などの無資格者は勿論、医師・
看護師などの有資格者にとっても、IPWの知識
は組織内での個人の存在価値を高めるためにと
ても重要です。ときに自身を守る大きな武器とも
なります。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

丸善出版 

発達心理学事典 

著者: 日本発達心理学会【編】  

出版年月: 2013/08 

ISBN: 9784621085790 

NDC: 143.036 

ProductID: KP00057828 

アクセス数1: 66,000円（本体） 

形式: PDF 

この事典は発達心理学の研究者、これから学ぼうとする
学生、発達に関わる実践活動をしている方に向けて、
関連領域を含めた発達心理学の全体像を的確に示す
ことを目的にしています。また、専門家にも読み応えのあ
る「事典」としての活用ができ、発達心理の視点から多
角的に人間の不思議に迫るユニークな中項目事典です。 

内容説明 

 いかにして問題をとくか 

著者: G．ポリア【著】  

    柿内賢信【訳】  

出版年月: 1986/10 

ISBN: 9784621045930 

NDC: 410.4 

ProductID: KP00059190 

アクセス数1: 4,950円（本体） 

形式: PDF 

1954年（昭和29年）に初版を刊行して以来、
半世紀の時を超え読み継がれている不朽の名
著。未知の問題と出会った時の解決方法を数
学的論理プロセスで順を追って解説してゆく。 

内容説明 



雷鳥社 

内容説明 内容説明 

空の辞典 紋の辞典 

著者: 小河俊哉  

出版年月: 2014/04 

ISBN: 9784844136613 

NDC: 451 

ProductID: KP00061985 

アクセス数1: 4,950円（本体） 

形式: PDF 

著者: 波戸場承龍【著・紋・イラスト】     

    波戸場耀次【著】  

出版年月: 2020/12 

ISBN: 9784844137719 

NDC: 288.6 

ProductID: KP00061992 

アクセス数1: 4,950円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

そらのひとつひとつには、いろんな名前がついてい
る。あなたがあの日に見た美しい空の名前もきっ
とこの本の中にあるはず。さぁ、空の名前を知る
旅に出よう。 

余計なものを極限まで削ぎ落し、形の本質のみ
を捉えた美しさ。「円と線」で描く手法によってこそ、
日本人の心をも表した「紋」というデザインが生み
出せるのです。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

クレス出版 

「家族・婚姻」研究文献選集  
         戦前篇 第1回（全8冊） 

著者: 有賀長雄  

出版年月: 1989/10 

ISBN: 9784906330164 

NDC: 362.1 

ProductID: KP00060885 

アクセス数1: 125,400円（本体） 

形式: PDF 

＊セットのみの販売となります 

婚姻、親子、婦人、離婚等「家族」問題を扱った著
作の中から、社会学、人類学、教育社会学、法制
史学、民俗学等あらゆる分野から研究できるように
精選し、明治から昭和20年（終戦）以前に出版
されたものを２回に分けて「戦前篇」として集成する。 

内容説明 

術と行の近代 
―精神療法・霊術・宗教 第1回配本（全4巻） 

著者: 檜山鐵心 溝田文右衛門  

出版年月: 2021/07 

ISBN: 9784866701004 

ProductID: KP00061457 

アクセス数1: 91,300円（本体） 

形式: PDF 

＊セットのみの販売となります 

明治末から昭和初期にかけて大流行した民間
精神療法家（霊術家）による、理論、実践、
奥伝を含んだ冊子を、内外からの批判、伝統
宗教との対峙、業界の主導権争いが浮かび上
がるような構成で編纂する。 

内容説明 



誠文堂新光社 

内容説明 内容説明 

子供の科学★ミライサイエンス 

宇宙の終わりってどうなるの？ 
図解でよくわかる 

地政学のきほん 

著者: 佐藤勝彦【監修】  

出版年月: 2019/09 

ISBN: 9784416619353 

NDC: K443 

ProductID: KP00056541 

アクセス数1: 3,080円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

著者: 荒巻豊志【監修】  

出版年月: 2016/08 

ISBN: 9784416616291 

NDC: 312.9 

ProductID: KP00057007 

アクセス数1: 3,520円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

内容説明 

現在の地球・太陽系・宇宙の姿、138億年前の
宇宙誕生の瞬間から、10の100乗年後の宇宙
の未来までをイラストや写真でわかりやすく解説
しました。壮大な宇宙の歴史に思いをはせながら
最新の宇宙の姿に触れてみてください。 

日本、中国、ロシア、アメリカ、イギリス、ヨーロッ
パなど国・地域別の歴史を、地図を使ってわかり
やすく解説。「地政学って何?」と思っている中高
生や、歴史を苦手に感じている人たちも気軽に
読み進めることができる一書となっています。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

主婦と生活社 

ひとり暮らしな日々。 

著者: たかぎなおこ  

出版年月: 2010/07 

ISBN: 9784391139280 

NDC: 590 

ProductID: KP00056251 

アクセス数1: 2,200円（本体） 

形式: EPUB Fixed-Layout 

たかぎなおこさんがあてもなく上京し、部屋を探し、
仕事を求め、ごはんを作り、インテリアを工夫し、
なんとか生きていくという等身大のひとり暮らし奮
戦コミックエッセイ。ひとり暮らし経験者なら誰もが
うなずく「あるある」な話もいっぱい。 

内容説明 

泣ける！日本史 
古代～戦国時代～幕末。 

思わず心が熱くなる深イイ２０話 

著者: 後藤寿一【監修】  

出版年月: 2009/02 

ISBN: 9784391136845 

NDC: 210.04 

ProductID: KP00055972 

アクセス数1: 1,100円（本体） 

形式: EPUB 

嫁姑の確執を乗り越え、徳川家存続のために手を
携えた天璋院と和宮。盟友の石田光成との義に
よって、負け戦の関ヶ原にあえて赴いた大谷吉継な
ど、ただ暗記するだけの授業では登場しないこうした
人々の力があって歴史が動いてきたのである。 

内容説明 



歩行開発研究所 

内容説明 内容説明 

乳幼児の歩行獲得 
立位から安定した歩行へ 

筋電図からみた歩行の発達 
歩行分析・評価への応用 

著者: 岡本勉 岡本香代子  

出版年月: 2013/12 

ISBN: 9784902473148 

NDC: 493.91 

ProductID: KP00063566 

アクセス数1: 5,280円（本体） 

形式: PDF 

著者: 岡本勉 岡本香代子  

出版年月: 2007/01 

ISBN: 9784902473063 

NDC: 491.367 

ProductID: KP00063564 

アクセス数1: 9,900円（本体） 

形式: PDF 

内容説明 

生後初めて赤ちゃんが獲得する「立つ」「歩く」動作
の筋電図記録に成功。国際的な研究成果と、世
界で希少な筋電図データをもとに、「直立二足歩行
の獲得」の仕組みを、バランス制御と筋活動の面か
ら解析した「赤ちゃんの第一歩」の科学本！ 

誕生から8歳までの歩行発達、新生児反射歩
行から、乳幼児独立歩行を習得・習熟し、成
熟した成人型歩行を獲得するまでの発達的変
化を、動作・筋活動の面から解析。 

作品社リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-5.xlsx 

三和書籍リスト⇒ https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0270-6.xlsx 

アジア工房編集室 

大学・街中の教育  
かんぼじあ 

著者: 千川ともお  

出版年月: 2020/03 

ISBN: 9784990975296 

NDC: 372.235 

ProductID: KP00063656 

アクセス数1: 825円（本体） 

形式: PDF 

カンボジアの内戦を背景にした教育状況の中で、
大学の入学において、今日新たな風景が見え
隠れしている。首都地方都市において、カンボジ
アの教育の裾野が少しかもしれないが良くなって
きている事のように映る 

内容説明 

熱重点 

アンコールワット街道口 
著者: 千川ともお  

出版年月: 2010/01 

ISBN: 9784990293147 

ProductID: KP00063663 

アクセス数1: 550円（本体） 

形式: PDF 

2005年から2009年までの間に、カンボジアの国
境を断続的に往来しまとめた。極めて些細で日
常的なことがらへの関心と、道路脇から見える風
景などを盛り込み焦点にしたエッセイである 

内容説明 


