
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。 
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KinoDen配信開始！ 今後もタイトル追加予定！ 



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

サヨナラ自転車 KP00066394 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201702 EPUBリフロー ¥3,520 ¥3,960 ¥4,400

櫻川さなぎ 9784799320471

中東特派員が見たイスラム世界と

「イスラム国」の真実
KP00066611 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201506 EPUBリフロー ¥5,280 ¥5,940 ¥6,600

荒木基 9784799316863

「学力」の経済学 KP00066612 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201506 EPUBリフロー ¥7,040 ¥7,920 ¥8,800

中室牧子 9784799316856

リベラルアーツの学び方 KP00066623 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201505 EPUBリフロー ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000

瀬木比呂志 9784799316726

３６５日

機嫌のいいカラダでいたい。
KP00066628 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

及川夕子【著】

高橋幸子【監修】
9784799328514

Adapt 適応戦略 KP00066629 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥8,800 ¥9,900 ¥11,000

ティム・ハーフォード【著】

得重達朗【訳】
9784799328538

WHO NOT HOW

 「どうやるか」ではなく「誰とやるか」
KP00066630 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥7,040 ¥7,920 ¥8,800

ダン・サリヴァン

ベンジャミン・ハーディ【著】

森由美子【訳】

9784799328545

今日の自分を肯定する

箇条書き手帳術
KP00066631 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

Marie 9784799328569

部下 後輩 年下との話し方 KP00066632 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

五百田達成 9784799328446

おいしいルール

Easy＆Enjoy Cooking
KP00066633 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUB(固定) ¥7,920 ¥8,910 ¥9,900

若山曜子 9784799328392

横須賀北陽学園高校2年、亜優、俊輔、拓己。幼なじみの3人は、いつでもいっしょ。あの運命の夜ま

では…。海と坂道の美しい横須賀を舞台に、かけがえのない日々をリアルにつづる青春ラブストーリーの

傑作登場!

本書は、中東に長く滞在し報道に携わってきた特派員である著者が、極力専門的な話や小難しい内

容を排して、「イスラム国」とは何か、彼らは何を狙い、何を求め、これから日本にどう関わってくるのか、ま

たそもそもの根底である「イスラム教」とそれにまつわる世界とはいったい、どういうものなのかをエピソードを

交えながら語った、画期的な一冊である。

「データ」に基づき教育を経済学的な手法で分析する教育経済学は、「成功する教育・子育て」につい

てさまざまな貴重な知見を積み上げてきた。本書は、「ゲームが子どもに与える影響」から「少人数学級

の効果」まで、今まで「思い込み」で語られてきた教育の効果を、科学的根拠から解き明かした画期的

な一冊である。

ギリシア・ローマ時代にその起源を遡る、人の精神を自由にする学問である「リベラルアーツ」。本書ではそ

れを、実践的な意味における「生きた教養」として捉え、いまそれを学ぶべき意義はどういうものか、どのよ

うな方法と戦略で学ぶべきかを論じ、そして、いま学ぶべき「リベラルアーツ」、その具体的な書物や作品

を、体系的、総合的に深く解説する。

「あさイチ」などで話題の産婦人科医×ベテラン医療ライターによる、 「最新の知見」＋「フェムテック」＋

「女性のカラダに大切な情報」が満載！ 「生理期間をもっとラクに過ごしたい」 「いろんなアプリがあるけど、

おすすめは？」 「これってもしかして更年期？」 →今ある悩みや不調にスッキリすぐに役立つ！ 18の「こん

なときにおすすめ」チェックリストで、今のあなたの心とカラダに必要なものがすぐわかる！

適応戦略とは、大きく下記の３つを行うことです。 １．行動：失敗も出てくることを見越しつつ、新しい

ことにチャレンジする。 ２．失敗：失敗をする。失敗が致命傷にならないようにする。 ３．適応：失

敗をきちんと把握する。フィードバックを得て、失敗から学びながら先へ進んでいく。 会社組織がアダプト

していく方法と、一個人の生き方、働き方としての戦略について、 考えていきます。

目標を達成したいと考えたとき、条件反射的に「どうしたらよいか」を考えてはいないだろうか？ 会社でも

学校でも、チームで取り組む場面も多々あるはずなのに、チームであることで何ができたか、よりも個人と

して何をやったかに気が向きがちな私たちに、本書は視点を変えるための有益な示唆を与えてくれる。

シンプルな箇条書きリストを軸としたノート術、バレットジャーナル。 TO DOリストの管理には抜群の効果

を発揮しながらも、一方では予定やスケジュールの管理に課題が残っていました。 そこで、本書ではシン

プルなバレットジャーナルにデジタルツールを併用した、「デジタルとアナログのいいところどりの手帳術」をご

提案します。

上司・先輩・年上になったら、正しい「上」の話し方を身につけよう。気をつかいすぎて疲れてしまう人も、

気をつかわなさすぎてモメてしまう人も、これさえ読めば、ラクに「下」とうまくいく！

料理家・若山曜子の料理とお菓子作りの「おいしいルール」が1冊に！料理からお菓子までオリジナリティ

のある組み合わせと作りやすく再現性の高いレシピに定評のある著者が、日々キッチンに立って考えた

29のルールと93のレシピ。簡単でおいしい。毎日の食生活を豊かに楽しむコツが身につきます。
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NO 書影

何がロシアの

ウクライナ侵攻を招いたか
KP00066634 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥880 ¥990 ¥1,100

神保 謙 9784799389997

人望が集まる人の考え方 KP00066699 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201607 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

レス・ギブリン【著】

弓場隆【訳】
9784799318690

サイエンス ペディア 1000 KP00066559 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201511 EPUBリフロー ¥19,360 ¥21,780 ¥24,200

ポール・パーソンズ【著】

古谷美央【訳】
9784799318003

株式会社タイムカプセル社

新版
KP00066317 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202204 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

喜多川泰 9784799328415

AI分析でわかった

トップ5％社員の時間術
KP00066323 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202205 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

越川慎司 9784799328507

最新　世界情勢地図

増補改訂版
KP00066447 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201609 EPUBリフロー ¥7,920 ¥8,910 ¥9,900

パスカル・ボニファス

ユベール・ヴェドリーヌ【著】

佐藤絵里【訳】

9784799319758

ビジネスパーソンのための

世界情勢を読み解く10の視点
KP00066331 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201708 EPUBリフロー ¥7,920 ¥8,910 ¥9,900

森千春 9784799321652

共産主義批判の常識 KP00066034 ディスカヴァー・トゥエンティワン 199204 EPUBリフロー ¥1,320 ¥1,485 ¥1,650

小泉信三 9784061580442

改訂版　面白いほどよくわかる

「食品表示」
KP00065923 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201806 EPUBリフロー ¥7,040 ¥7,920 ¥8,800

垣田達哉 9784785505370

良寛歌集 KP00065983 ディスカヴァー・トゥエンティワン 199210 EPUB(固定) ¥11,532 ¥12,974 ¥14,415

吉野秀雄 9784582805567

1989年、特派員として「ベルリンの壁」崩壊に遭遇した著者が、トランプ米大統領が「メキシコの壁」建

設を主張している現在まで、各国での取材体験に基づき、混迷と激動の世界情勢の読み解き方を考

察する。いまやアメリカを筆頭として多くの国が閉鎖的になりつつある。このグローバル化逆流の時代、

「国家」が存在感を高め、生き残りを賭けて動き出す。世界の行方は？　その中で日本はどうする？

本書は昭和24年、いまだ占領下の激動する社会情勢のただなかに誕生。刊行と同時に、「共産主義

とはなにか」の恰好の紹介書として、圧倒的反響をよんだ。再び激動と混迷の状況下にある今日、日本

および日本人としていかに生くべきかを考えるとき、本書のもつ意味は大きい。

「食品表示」の5つのポイント1「添加物」の区分の明確化2「栄養成分表示」の全面義務化3アレルゲ

ンの「一括表示」の強化4加工食品の「原料原産地表示」5「製造者」と「加工」の表示など。小売業が

お客の「安全・安心」を守るために最低限必要な「食品表示」の知識を分かりやすく解説している。

「雪の夜にねざめて聞けば雁がねも天つみ空をなづみつつゆく」良寛の歌は、人間即歌である。その人そ

の心即ち歌である―。歌人・吉野秀雄が、敬愛する良寛の歌境を鮮やかに説き明かしつつ、細心かつ

懇切な校註を加えて編んだ「良寛歌集」決定版の復刊。1267首を収める。

グローバル化した現在の世界を理解するための最良の一冊。現在に至るまでの世界の歴史、現在のさ

まざまな統計データ、各国が世界をどのように見ているか等を明快に地図で示し、一目で理解できるよう

にしている。

ーウクライナ危機で世界はどう変わるのか。ウクライナ危機以後の世界を読み解く電子書籍シリーズ第1

弾！

「人間関係の極意とは、お互いの自尊心を満たすようなやり方で相手とかかわることだ。これこそが人とか

かわって本当の成功と幸福を手に入れる唯一の方法である」相手を服従させるのでも、相手にへつらう

のでもなく、相手の自尊心を満たすコミュニケーションによって行動を起こさせ、自分もメリットを得る。これ

が著者が本書を通して説く理想の人間関係だ。

10カテゴリーにわたり科学の最重要キーワードを1000個選び、それぞれを簡潔に紹介したおしゃれな科

学事典です。キーワードは五十音順ではなく、科学のサブカテゴリー（力学、熱、物質……）ごとに並

べられ、科学辞典が持つ広範さを保ちながら、ポピュラーサイエンスのように読めるとっかかりやすさを融合

させた本書は、事典としてはもちろん、想像力を刺激する科学エッセイとしても楽しめます。

45歳で仕事も家族も失った英雄は、株式会社タイムカプセル社という風変わりな会社で働くことに。未

来の自分に向けて書いた手紙を、数年～数十年後に配達することを事業とする会社だ。配属は“特別

配達困難者対策室”。仕事内容は、様々な事情で配達不能になった人たちに直接手紙を届けにいく

こと。英雄は上司の海人を組み、2週間のうちに5通の手紙を届ける任務につく。

今まで何度も時間術本を試したけれどうまくいかなかった、すごい習慣や頭がいい人にしかできない方法

はできない…本書は、そんな人にこそ読んでいただきたい時間術です。著者のパートナー企業の中で成

績がトップ５％の社員の行動習慣を「残りの95%の社員2.2万人」に実践してもらう再現実験を行い

ました。その結果、再現率89％の「誰でもできる」時間術が完成しました！
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NO 書影

日本は再生可能

エネルギー大国になりうるか
KP00065797 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201206 EPUBリフロー ¥5,280 ¥5,940 ¥6,600

北澤宏一 9784799311691

辞書に載る言葉は

どこから探してくるのか？
KP00065681 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201312 EPUBリフロー ¥4,400 ¥4,950 ¥5,500

飯間浩明 9784799314333

現実はいつも対話から生まれる KP00064686 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201808 EPUBリフロー ¥7,920 ¥8,910 ¥9,900

ケネス・Ｊ・ガーゲン

メアリー・ガーゲン【著】

伊藤守【監訳】

9784799323564

自分でできる子に育つ

ほめ方 叱り方
KP00064541 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202004 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

島村華子 9784799325995

４コマですぐわかる

新 みんなの防災ハンドブック
KP00064642 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201902 EPUB(固定) ¥5,720 ¥6,435 ¥7,150

草野かおる 9784799324356

現代地政学 国際関係地図 KP00064645 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201902 EPUB(固定) ¥10,120 ¥11,385 ¥12,650

パスカル・ボニファス【著】

佐藤絵里【訳】
9784799324318

最新　世界紛争地図 KP00063496 ディスカヴァー・トゥエンティワン 202008 EPUB(固定) ¥9,680 ¥10,890 ¥12,100

パスカル・ボニファス

ユベール・ヴェドリーヌ【著】

神奈川夏子【訳】

9784799326657

科学技術は日本を救うのか KP00062186 ディスカヴァー・トゥエンティワン 201004 EPUBリフロー ¥5,280 ¥5,940 ¥6,600

北澤宏一 9784887597921

「婚活」時代 KP00062203 ディスカヴァー・トゥエンティワン 200803 EPUBリフロー ¥4,400 ¥4,950 ¥5,500

山田昌弘

白河桃子
9784887596238

「手紙屋」 KP00062212 ディスカヴァー・トゥエンティワン 200708 EPUBリフロー ¥6,600 ¥7,425 ¥8,250

喜多川泰 9784887595705

巨大企業は世界を支配しうるか？　移民問題はコントロールできるか？

中国は世界の主導権を握れるか？最高峰の知性が読み解く、世界情勢の現在と未来。世界を俯瞰

する100の地図を収録！

６６の地図で見る世界の紛争。アメリカと中国、中国と台湾、イギリスとＥＵ、ロシアとウクライナ、アフガ

ニスタン、イラク、シリア、南スーダン…ベスト＆ロングセラー『最新　世界情勢地図』著者が詳細解説！

紛争の原因・現状・予測されるシナリオ。

福島第一原発事故は、なぜ起こったのか？　民間事故調の委員長を務める著者が、あらためて、福島

原発事故について語り、原発のリスクを問い、脱原発を行うための経済的検証を行う。本書は、再生可

能エネルギーによる日本復刻の「百年の計」を示すものである。

「ワードハンティング」とは、獲物をねらうハンターのように、「まだ辞書に載っていないことばはないか」「意味

が変わってきたことばはないか」と、ことばを探すこと。著者は、デジタルカメラを持ってワードハンティングに

出かけた。それぞれ特徴ある24の街で、看板やポスター、値札などから生きたことばを採集、撮った写真

は3000枚超に。本書ではそれらの中から選りすぐりのことばを紹介。

対話型組織開発、教育、心理療法等…注目を集める「社会構成主義」最良の入門書。ここに対立

を超える鍵がある。

本書は注目が集まっているプログレッシ教育(進歩教育、オルタナティブ教育)の代表格である「モンテッ

ソーリ」と、近年最注目の「レッジョ・エミリア」を知り尽くしたオックスフォード児童発達学博士による、エビデ

ンスに基づく最先端の教育メソッドをほめ方・叱り方という「声かけ」に落とし込んだ画期的な最新子育て

バイブルです。

2011年3月11日の東日本大震災後に話題になった4コママンガ防災ブログを書籍化。防災士、イラス

トレーターであり、おかあさんでもある著者が、PTAや自治会を通じて16年間に渡り防災活動にかかわっ

たことを活かし、１つの防災情報につき１つの４コママンガという形式で紹介。
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日本の若者は未来に希望を抱いていない。―国際調査の結果は衝撃的だった。長く続く国民の貧困

感と閉塞感。日本が産業経済での復権を果たし、子どもたちが夢を語るようになるには…。20年前に

世界の高温超伝導フィーバーの火付け役となり、現在、科学技術振興のリーダーである著者が、そのた

めの「しかけ」を提案する。

「パラサイト・シングル」「格差社会」で知られ、気鋭の家族社会学者山田昌弘教授と、結婚・恋愛・少

子化をテーマに活動するジャーナリスト白河桃子。この両氏による本書は、進む晩婚化・非婚化の要因

と実態をリアルに伝え、『「婚活」時代』以前と以後、時代を二分する衝撃の書といえよう。

ー僕の就職活動を変えた十通の手紙。主人公といっしょに働くことの意味を見つめ直す本。就職活動に

出遅れ、将来に思い悩む、「大学4年生の僕」はある日、書斎カフェで奇妙な広告とめぐりあう。その名

も『手紙屋』。10通の手紙をやりとりすることであらゆる夢を叶えてくれるというのだが……。

デジタル情報営業部   TEL:03-6910-0518   FAX:03-6420-1359 

〒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。 

カタログリストはこちら⇒ https://kinoden.kinokuniya.co.jp/product/img/KD0369_list.xlsx 
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