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（一部対象外あり）、
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。

KD0360
2022年6月

オーディオブック配信開始！
オーディオブックで 電子図書館を もっと、身近に。

これまでの豊富な学術書ラインナップに加え
視覚に頼らない「聴く本」をご提供いたします
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タイトル

ISBN

底本刊行年月

再生時間

KP00061328

英治出版

¥5,940

9784862760852

2010/11

04:55:35

照屋華子 岡田恵子【著】
渡辺博之【ナレーター】

KP00062834

東洋経済新報社

¥7,260

ロジカル・シンキング

9784492531129

安宅和人【著】
西村不二人【ナレーター】
1

イシューからはじめよ
知的生産の「シンプルな本質」

2

3

チャールズ・A.オライリー
マイケル・L.タッシュマン【著】
入山章栄 渡部典子【訳】
秦なおき【ナレーター】

2001/04

06:07:19

KP00063740

東洋経済新報社

¥9,108

9784492534083

2019/02

12:57:35

KP00063759

東洋経済新報社

¥5,709

9784492046708

2020/06

05:36:16

KP00065515

日本能率協会マネ
ジメントセンター

¥5,940

9784820728245

2020/09

08:19:08

ジョン・メイナード・ケインズ【著】
山形浩生【訳】
西村不二人【ナレーター】

KP00063841

東洋経済新報社

¥5,610

超訳
ケインズ『一般理論』

9784492315354

2021/03

08:06:32

北岡伸一 細谷雄一【著】
中村友紀【ナレーター】

KP00063758

東洋経済新報社

¥7,920

9784492444566

2020/02

15:08:15

KP00063002

東洋経済新報社

¥5,313

9784492045916

2016/12

06:44:36

KP00063065

東洋経済新報社

¥5,709

9784492762394

2018/02

08:16:22

両利きの経営
小山龍介【著】
西村不二人【ナレーター】
4

在宅HACKS！

石井遼介【著】
西村不二人【ナレーター】
5

心理的安全性
のつくりかた

6

7

新しい地政学
池上彰 佐藤優【著】
和村康市
茶川亜郎【ナレーター】
8

僕らが毎日やっている最
強の読み方
新井紀子【著】
北林きく子【ナレーター】
9

AI vs. 教科書が読め
ない子どもたち

内容紹介

「イシューからはじめる」という考え方は、一般の問題解決法とは異なります。
このアプローチ法では、まずは「イシュー」＝「今、本当に白黒をはっきりさせるべ
き問題」を設定することから始め、そもそも本当に解決すべき問題は何なのか
を絞りこみます。
「努力」と「根性」で仕事をするのはもうやめましょう。答えの出ない問題で
延々と悩むなんて時間の無駄なのです。イシューからはじめるアプローチ法を
実践し、知的生産の本質を理解して、高い生産性を持ったビジネスパーソン
になりましょう！

ビジネスに必須の論理的思考・論理的説明はこの一本でカバーできる、定番
中の定番、超ロングセラーです。
マッキンゼーのコミュニケーション術・思考術などを身につければ、どんな場でも
堂々と意見できる人材になることができます。

「両利きの経営」とは?
知の探索……自身・自社の既存の認知の範囲を超えて、遠くに認知を広げ
ていこうとする行為
+
知の深化……自身・自社の持つ一定分野の知を継続して深掘りし、磨き込
んでいく行為
両利きの経営が行えている企業ほど、イノベーションが起き、
パフォーマンスが高くなる傾向は、多くの経営学の実証研究で示されている。
在宅勤務は単なる働く場所の選択ではない。
新しいキャリアの選択であり、人生のあり方の選択だ!
「集中力&生産性」アップ!
「キャリアの可能性」が広がる!
「体調&メンタル」も完璧!
自宅を最強のオフィスに変え
自分史上最高のアウトプットを可能にする
新しい働き方の超実践的テクニック89

Googleのプロジェクトアリストテレスで、チームにとっての重要性が一気に認知
された「心理的安全性」。
本書ではその心理的安全性を理解し、心理的安全性の高い職場を再現で
きるよう、そのアプローチについて日本の心理的安全性を研究してきた著者が
解説します。

【混迷の時代にこそ、ケインズが本当に伝えたかったこと】
今に響く、社会科学史上で最も影響力のある世界的名著。
わかりやすく、エッセンスを凝縮。
伝説の経済学者による危機を乗り越える希望の書

民主主義や法の支配が失われ、
リベラルな国際秩序が失われつつある世界はどこに向かうのか?
日本を代表する知性を結集し、
再び動き始めた「地理」と「歴史」で世界を理解する視座を提示。
「ポスト・マッキンダー」時代の地政学を示す。

本作品は、わかりやすいニュース解説で知られるジャーナリスト・池上彰氏と、
元外務省主任分析官であり、世界情勢などに関する多くの著作を持つ佐藤
優氏が、みずからの情報との付き合い方、ものの読み方を一挙に公開した、
非常に貴重な一冊です。
膨大な知識量の2人ですが、分析力を高める手法に奇抜なものはありませ
ん。
意外にもごくオーソドックスな基礎的動作を繰り返しているだけなのです。
ということは、あなたにも同じようにできることが多いということです。

第27回山本七平賞、第39回石橋湛山賞をダブル受賞！
大規模な調査の結果わかった驚愕の実態―日本の中高校生の多くは、中
学校の教科書の文章を正確に理解できない。
多くの仕事がAIに代替される将来、読解力のない人間は失業するしかない
…。
気鋭の数学者が導き出した最悪のシナリオと教育への提言。
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KP00060947

暦日会、パワーレク
チャー

¥9,240

書影

野矢茂樹【著】
野矢茂樹【ナレーター】
10

「考える」とは、どういうことか。「考える力」を身につけるにはどうすればいいの
か。実用的な側面から哲学者が解説。

野矢茂樹 大人のための
国語ゼミ の著者
【講演CD：考える力を身に
つけるために】
森鴎外【著】
五月女忠夫【ナレーター】

-

-

01:19:24

KP00060932

オトバンク

¥1,570

11

舞姫
芥川龍之介【著】
マーク・ブック
近藤隆【ナレーター】

-

-

01:08:40

KP00061020

オトバンク

¥943

-

-

00:25:25

KP00061143

オトバンク

¥990

-

-

00:46:42

KP00061337

パナワークス

¥762

12

朗読執事

～羅生門～
太宰治【著】
乙葉しおり
ささきのぞみ【ナレーター】
13

朗読少女

～走れメロス～
宮沢賢治【著】
諸見里杉子【ナレーター】
14

ことうるラジオ文庫

注文の多い料理店
中島敦【著】

-

2015/10

00:22:30

KP00065869

ゆびさし

¥990

-

-

00:14:51

KP00061012

IBCパブリッシング

¥2,310

9784794603845

2015/11

01:35:33

KP00061009

IBCパブリッシング

¥2,310

9784794600967

2011/08

02:02:05

KP00065517

ゆびさし

¥5,029

-

2008/11

05:49:32

15

山月記
チャールズ・ラム
メアリー・ラム【著】
Howard Colefield【ナレーター】
16

シェイクスピア
四大悲劇
レベッカ・ミルナー【著】
17

心に響く英語の
ことわざ・名言100
麻生晴一郎【著】
伊藤あゆ美
ウ・ギョウヒ【ナレーター】
18

iPodでとにかく使える

中国語

内容紹介

異国で身を立てるため勉学に励む青年と、父を亡くした貧しい娘の悲恋が、
いま蘇る。明治から大正にかけて活躍した文豪・森鴎外の初期の代表作を、
高雅な文体をそのままに、音声でお届けします。

人気の声優が名作作品を朗読する話題のiPhoneアプリ「朗読執事」。その
朗読がついにオーディオブックになって登場！
◆あらすじ◆平安時代。飢饉や辻風など天変地異が続き都が寂れてきた、
そんなある時、一人の下人が羅生門の下で雨やみを待っていた。仕えてきた
主人に解雇され途方にくれていた下人は、「盗人」になる決意をしきれず、ぼ
んやり、雨を眺めていた。羅生門の上に人の気配を感じた下人が門の上を覗
き込むと、身寄りのない、打ち捨てられた死体の中に一人、老婆が立ってい
た。

素朴な青年メロスは、人間不信のために多くの人を殺めている、暴君ディオニ
ス王の話を聞き、激怒する。王に捕えられたメロスは、即刻処刑となるところ、
親友のセリヌンティウスを人質とすることを条件に３日間の猶予を得る。メロス
はその３日間で妹の結婚式を挙げ、必ず戻ってくると約束する。人間を信じ
ぬディオニスに、殺されるため、そして正義を見せるため、メロスは走る。

優れた文学作品を朗読で紹介することうるラジオ文庫からの配信。
宮沢賢治の注文の多い料理店を怪談朗読に定評のある諸見里杉子が朗
読します。

才能を信じ、芸術に生きようとする男。しかし、挫折がつづき、やがて狂気をは
らんで虎になってしまい……。残した作品は少ないながら、老若男女問わず
熱狂的なファンをもつ中島敦の最高傑作を音声でお楽しみいただけます。 あ
なたの心のあり方によって、自己を哀れむ虎の印象は微妙に変わってくるで
しょう。

ルネッサンス時代イギリスで一世を風靡し、以来世界中で愛され続けてきた
シェイクスピア。彼が残した作品の数々から、四大悲劇「ハムレット」「オセロー」
「リア王」「マクベス」を収録。オリジナルの戯曲を小説形式にしたラム姉弟版を
ベースにした本書では、難解さでも知られるシェイクスピア作品を、原書の雰
囲気そのままにやさしい英語で楽しむことができます。卓越した心理描写と、
暗いだけではなくどこかユーモアも感じさせる、悲劇の最高峰。
やさしい英語で書かれたラダーシリーズのレベル4使用語彙2000語 /
TOEIC®テスト470点未満 / 英検準２級以上

庶民の生活や知恵から出た社会常識を示す言葉。ビジネスやスポーツ選手
の経験からくる事柄の本質をうまくとらえた言葉。そして人生の真実や機微を
端的にまとめた先人の言葉。本書で集めた100の名言・ことわざは、現代の
生活にも通じ、我々にその教訓や戒めを再認識させてくれるものばかり。100
の言葉には意を汲んだ和訳つき。
やさしい英語で書かれたラダーシリーズのレベル3使用語彙1600語 /
TOEIC®テスト400点以上 / 英検準２級以上

シリーズ300万部突破の大ベストセラー『旅の指さし会話帳』から「とにかく使
える」中国語全40シーン2600フレーズを徹底収録!
基本的な表現から高度な表現まで実際の会話ですぐに使える形で収録。
文法がわからなくても覚えてそのまま発音するだけで、現地で通じる中国語を
話すことができます。

LIFESPAN
老いなき世界

同時アクセス1
（本体価）

¥7,920

著者:デビッド・A・シンクレア
マシュー・D・ラプラント【著】
梶山あゆみ【訳】
ナレーター: 茶川亜郎
出版社: 東洋経済新報社
底本出版年月: 2020/09
底本ISBN：9784492046746
ProductID: KP00063783
【再生時間 22:36:33】

いくつになっても、若い体や心のままで生きることができて、
刻々と過ぎる時間を気に病まずに、何度でも再挑戦で
きるとしたら、あなたの人生はどう変わるだろうか?
ハーバード大学医学大学院で遺伝学の教授を務め、
長寿研究の第一人者である著者は、そのような世界が
すぐそこまで迫っていることを示す。

グレート・ギャツビー［新版］

同時アクセス1
（本体価）

¥2,310

ミステリアスな成金の男ジェイ・ギャツビーと、上流階級に
属する若者たちの生活を、新版ではよりストレートで読
みやすい現代英語で描写、およそ１世紀前の物語が
いきいきとした英語でよみがえります。やさしい英語で書
かれたラダーシリーズのレベル4使用語彙2000語 /
TOEIC®テスト470点未満 / 英検準２級以上

坂口安吾
桜の森の満開の下

同時アクセス1
（本体価）

著者: 坂口安吾
ナレーター: とおやまゆうすけ
出版社: はぶ出版
ProductID: KP00061358
【再生時間 00:57:02】

¥1,947

橋爪大三郎
【講演CD：ふしぎなキリ
スト教 イエスとパウロの
不思議な関係】

同時アクセス1
（本体価）

¥9,240

昭和初期に活躍した「無頼派」の代表的作家である坂
口安吾の小説。初出は「肉体」［1947（昭和22）
年］。通る人々が皆「気が変になる」鈴鹿峠の桜の森。
その秘密を探ろうとする荒ぶる山賊は、ある日美しい女
と出会い無理やり妻とする。しかし、それが恐ろしくも哀
しい顛末の始まりだった。奥野建男から「生涯に数少な
くしか創造し得ぬ作品の一つ」と激賞された、安吾の代
表的小説作品。

オーディオブック全点リストはこちら ⇒
（2022年6月時点）

紀伊國屋書店 デジタル情報営業部

著者: F・スコット・フィッツジェラルド
ナレーター: ピーター・ヴァン・ガム
出版社: IBCパブリッシング
底本ISBN: 9784794601285
ProductID: KP00061445
【再生時間 01:57:56】

著者: 橋爪大三郎
ナレーター:橋爪大三郎
出版社: 暦日会、パワーレクチャー
ProductID: KP00060972
【再生時間 01:13:56】

イエスは神なのか、人なのか。キリスト教成立に大きな
役割を果たしたパウロとはどのような人物だったのか......
等、宗教に関する著作も多い橋爪氏が、キリスト教の
「そもそも」のところについて分かりやすく解説。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/
product/img/KD0360_list.xlsx

TEL:03-6910-0518

ict_ebook@kinokuniya.co.jp

