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         おすすめセット 
 

文学賞セット 
 

コロナ支援セット 

新書・ブルーバックスセット 

SDGsセット 

 英語多読セット 

116
冊set 

100 
冊set 

73 
冊set 

337
冊set 

・Oxford Read&Imagine 
   →47点 ￥62,087 
・Oxford Read&Discover 
 →58点￥79,962 
・Oxford Bookworms  
 →152 点 ¥202,608  
・IBCラダーシリーズ 
 →80点 ¥144,357 

芥川賞、直木賞、本屋大賞
など、今押さえておきたい
有名文学賞の受賞作品を 
セレクト。 
2020年本屋大賞を受賞 
した『ライオンのおやつ』
（ポプラ社）も搭載。 
 
 

講談社のブルーバックス・ 
新書に加えて、 
KADOKAWA、ポプラ社の 
新書を厳選。 
科学・工学・歴史がもっと 
身近になる読みやすい 
コンテンツを中心にご提案 
いたします。 
 

授業の参考図書として 
ご要望も多いSDGs 
関連タイトル。環境汚染、
国際紛争、貧困問題など
現代の課題について考え
させられる資料を幅広く
揃えています。 

感染症の予防・理解に
役立つ書籍のほか、 

家でも楽しめる伝統芸能
やサブカルチャーに関する
本をピックアップ。 

コロナがもたらした新しい
日常を支える 

コンテンツ 73点。 

～厳選タイトルをまとめてご購入いただけるセットのご案内～ 

LibrariEをご利用中のお客様へ 

 

＊本商品は電子図書館サービスLibrariEの 

    電子書籍コンテンツです。 

＊上記価格はすべて税込・配信手数料込です。 

＊コンテンツの有効期限は2年間52回です。 

＊単品でもご購入頂けます。 

＊価格・提供タイトルは予告なく変更となる 

 場合がございます。ご購入時、弊社営業担当へ   

 ご確認下さい。 

＊全点リストをご希望の際は、以下までお問合せ  

 下さい。 

￥489,014 

￥278,335 ￥431,672 

￥300,809  ￥922,745  

単品でも 

ご購入可能 

Dec.2020 

OUP新シリーズ 

近日搭載予定 ! 

200 
冊set 



■各セット 価格表 

■収録タイトル一例 ※全点リストをご希望の場合はお気軽にご連絡ください 

セット 冊数 
ご購入合計価格 

（配信手数料・税込） 

 1.文学賞セット 116冊 ¥278,335 

 2.新書・ブルーバックスセット 100冊 ¥431,672 

 3. コロナ支援セット 73冊 ¥300,809 

 4. SDGsセット 200冊 ¥922,745 

 5. 英語多読セット 337冊 ¥489,014 

1.文学賞セット 

2.新書・ブルーバックスセット 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 受賞・回 

JD201604000188 鍵のない夢を見る 辻村 深月  文藝春秋 直木賞第147回受賞 

JD201604000103 八月の路上に捨てる  伊藤 たかみ  文藝春秋 芥川賞第135回受賞 

JD202002000421 ライオンのおやつ 小川 糸  ポプラ社 本屋大賞第17回受賞次点 

JD201511000631 粘膜蜥蜴  飴村 行  KADOKAWA 日本推理作家協会賞・第63回 

JD201510001163 浅草エノケン一座の嵐  長坂 秀佳  KADOKAWA 江戸川乱歩賞・第35回 

JD201810001201 赤めだか 立川 談春  扶桑社 講談社エッセイ賞・第24回 

JD201609001288 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ  グーテンベルク21 ノーベル文学賞 

コンテンツ管理番号 カテゴリ タイトル 著者名 出版者 レーベル名 

JD202006000047 科学 生命はデジタルでできている  田口 善弘  講談社 ブルーバックス 

JD202004000036 物理学 地球は特別な惑星か?  成田 憲保  講談社 ブルーバックス 

JD202004000035 物理学 「ファインマン物理学」を読む 普及版  竹内 薫  講談社 ブルーバックス 

JD201909000035 生物学 我々は生命を創れるのか  藤崎 慎吾  講談社 ブルーバックス 

JD202001000014 日本史 江戸の災害  フレデリック・クレインス  講談社 講談社現代新書 

JD202001000016 哲学・思想 心にとって時間とは何か  青山 拓央  講談社 講談社現代新書 

JD201907000151 囲碁・将棋 教養としての将棋  梅原 猛  講談社 講談社現代新書 

JD201901000019 文化・民俗 ジャポニスム  宮崎 克己  講談社 講談社現代新書 



3.コロナ支援セット 

5.英語多読セット 

4.SDGs セット 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 

JD202005000078 持続可能な地域のつくり方 EPUB版 筧 裕介  英治出版 

JD201907000364 その子の「普通」は普通じゃない 富井 真紀  ポプラ社 

JD201706000123 国際紛争を読み解く五つの視座  篠田 英朗  講談社 

JD201604000003 貧困世代  藤田 孝典  講談社 

JD201807000150 物理学者、ゴミと闘う  広瀬 立成  講談社 

JD201602000011 差別とハンセン病  畑谷 史代  平凡社 

JD201602000296 グローバリゼーションとは何か  伊予谷 登士翁  平凡社 

JD201703001431 今日からワーキングプアになった 増田 明利  彩図社 

コンテンツ管理番号 テーマ タイトル 著者名 出版者 

JD202007000067 感染症を知る 感染症対人類の世界史  池上 彰  ポプラ社 

JD201911000562 感染症を知る 図解眠れなくなるほど面白い病理学の話 志賀 貢  日本文芸社 

JD202008001391 感染症を知る 「新型コロナウイルス」感染の仕方と予防を知ろう 木村 良一  扶桑社 

JD201703000438 ココロとカラダを整える 泣きたい日のぼのぼの 電子書籍版  いがらし みきお  竹書房 

JD202004000110 ココロとカラダを整える 好きなものを「推す」だけ。 Jini  KADOKAWA 

JD201911000610 おうちでできるカルチャー探索 教養として学んでおきたい落語 電子版  堀井 憲一郎  マイナビ出版 

JD201810000545 おうちでできるカルチャー探索 韓流エンタメ日本侵攻戦略 小野田衛 扶桑社 

JD201807000747 おうちでできるカルチャー探索 101年目のタカラヅカ 電子版  臼井 真粧美  ダイヤモンド社 

JD201807000580 おうちでできるカルチャー探索 嵐はなぜ史上最強のエンタメ集団になったか リアルサウンド編集部 サイゾー 

コンテンツ管理番号 タイトル 著者名 出版者 シリーズ名 レベル 

JD201609000122 
Aladdin and the Enchanted 

Lamp  
Dean, Judith 

Oxford University 

Press 

Oxford bookworms 

library 
stage 1 

400 Headwords 

JD201609000240 Great Expectations Dickens, Charles 
Oxford University 

Press 

Oxford bookworms 

library 
stage 5  

1800 Headwords 

JD201802001751 In the Sky Kamini Khanduri 
Oxford University 

Press 
Oxford read and 

discover discover! 
Level1  

300 Headwords 

JD201802001791 Medicine Then and Now 
Louise and 

Richard Spilsbury 
Oxford University 

Press 
Oxford read and 

discover discover! 
Level 5 

900 Headwords 

JD201802001835 In the Eagle's Nest Paul Shipton 
Oxford University 

Press 
Oxford read and 

imagine imagine! 
Level3  

600 Headwords 

JD201802001873 The Secret on the Moon Paul Shipton 
Oxford University 

Press 
Oxford read and 

imagine imagine! 
Level 6  

1050 Headwords 

JD201909000105 オズの魔法使い  フランク・ボーム  IBCパブリッシング ラダーシリーズ LEVEL2 

JD201909000169 絶滅危惧種  石井 正仁  IBCパブリッシング ラダーシリーズ LEVEL5 



関西地区 私立大学様 
小説、文庫、新書、一般書、就活対策本 
などを中心に搭載。学術書よりは気軽に 
読んでもらえるような一般的な読みもの
で読書推進に活用いただいています。 
「読書時間が増えた」、「電子書籍を 
読んで本を買った・買いたいと思った」 
というアンケート回答もいただきました。 

首都圏 私立大学 様  

2020年5月半ばに導入し、英語や漢字の 
検定の参考書などを購入・搭載されています。 
紙の本に比べると、ライセンスの価格、期間、
自宅にネット環境がない生徒がいることなど 
課題はあったものの「コロナ後」を考えて 
導入を決められたとのことです。 

中四国地区 公立高校 様 

関西地区 通信制高校 様  生徒からのリクエストも参考に幅広く搭載。 
「夏休みにオススメの超大作」や 
「今月のイチオシ！」など、 
時節に合わせた特集コーナーを作り、 
生徒が読みたい本・興味のあるジャンル等を
見つけやすくする工夫により、利用率が伸び
ています。 
電子図書館の導入によって生徒は365日 
24時間借りることが可能になり、学校側に
とっても蔵書保管に関するコストを削減する
ことができるようになったそうです。 

＊画面デモのご依頼、ご不明点はお気軽に紀伊國屋書店までお問合せ下さい＊ 

学部を問わずに利用できるため、 
父兄の寄付金で導入頂き、現在は他の予算でも
ご購入頂いています。 
学食にQRコード付の紙ナプキンを置かれる等
図書館外への広報に力を入れて頂いており、 
利用も好調です。 


