
学校のお客様：学校教育ICT推進センター ☎03-5719-2501    ✉school＠kinokuniya.co.jp 
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LibrariE 割引年度末セット 

話す、考える、書く技術 

小説、エッセイ 

多様性（こころとからだ） 

料理、レシピ 

小学館新書 

72 
冊set 

42 
冊set 

30 
冊set 

40 
冊set 

30
冊set 

December 2021 

レポートや論文の書き方、 
プレゼンの方法等、考える力
を鍛え、学びをサポートする
書籍を多数搭載。 
中高生から大学生まで幅広
くお使いいただけます。 

2020年～2021年に搭載
された小説、エッセイの中
から約30点のコンテンツを、
店舗売上や貸出実績を
参考に精選しました。本
屋大賞入賞作「ライオンの
おやつ」も収録。 

ステイホームの時間を充
実させる、大学・学校で人
気の料理・レシピ本を40点
厳選しました。電子書籍な
ら水濡れ、汚れの心配なく
利用可能です。 

新規搭載された小学館
新書 約120点の中から
30タイトルを精選しまし
た。全て期間・貸出回
数に制限のないライセン
ス販売型での提供とな
ります。 

厳選タイトルをまとめてお得にご購入いただけます。 
2022年3月末まで限定 セット特価：定価より10％OFF！ 

通常￥311,496→￥280,346 通常￥225,260→￥202,734 

通常￥105,783→￥95,204 

通常￥68,962→￥62,065 

 

通常￥168,228→￥151,405 

旺文社 英検 

31 
冊set 

旺文社が刊行する人気の
英検対策本から33冊を精
選。(５級～1級） 

電子図書館ならスキマ時間
に勉強でき、書き込みの心
配もありません。 

通常￥121,629→￥109,466 

「多様性」をテーマに 
こころ・からだに関連するタ
イトル42点を厳選。 
好評の『図解眠れなくなる
ほど面白い』シリーズ（日
本文芸社）も搭載。 

裏面の注意事項を必ずご確認下さい→ ※価格は税込価格です。 



■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 

1.話す、考える、書く技術 

2.多様性（こころとからだ） 

コンテンツ管理番号 資料名 著者名 出版者 底本ISBN 

JD201712000298 大人の語彙力大全 齋藤 孝 著 KADOKAWA 9784046021069 

JD201902000167 勉強大全 伊沢 拓司 著 KADOKAWA 9784040653730 

JD201908000384 学び効率が最大化するインプット大全 樺沢 紫苑 著 サンクチュアリ出版 9784801400696 

JD201810000363 学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢 紫苑 著 サンクチュアリ出版 9784801400559 

JD202006000049 理系の文章術 （ブルーバックス） 更科 功 著 講談社 9784065195628 

JD201511000091 相手に「伝わる」話し方 （講談社現代新書） 池上 彰 著 講談社 9784061496200 

JD201511000144 学び続ける力 （講談社現代新書） 池上 彰 著 講談社 9784062881883 

JD201609000385 
誰も教えてくれない人を動かす文章術 

 （講談社現代新書） 
齋藤 孝 著 講談社 9784062880831 

JD201906000630 
「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる 

東大作文 電子版 
西岡 壱誠 著 東洋経済新報社 9784492046395 

JD202009000716 
「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につく 
東大思考 電子版 

西岡 壱誠 著 東洋経済新報社 9784492046715 

コンテンツ管理番号 カテゴリ 資料名 著者名 出版者 底本ISBN 

JD202107001259 からだ これからも生きていく THIS IS ALS 著者：武本花奈 春陽堂書店 9784394880042 

JD202007000590 からだ 
図解眠れなくなるほど面白い自律
神経の話 

小林 弘幸 著 日本文芸社 9784537217766 

JD202005000065 こころ 
10代から身につけたいギリギリな自
分を助ける方法 

井上 祐紀 著 KADOKAWA 9784048967853 

JD202101000037 こころ 
多分そいつ、今ごろパフェとか食って
るよ。 続 孤独も悪くない編 

Jam マンガ・文 サンクチュアリ出版 9784801400825 

JD201808001310 こころ 
多分そいつ、今ごろパフェとか食って
るよ。 正 

Jam マンガ・文 サンクチュアリ出版 9784801400535 

JD202110000027 多様性 
「ふつう」ってなんだ？  

LGBTについて知る本 
特定非営利活動法人
ReBit／殿ヶ谷美由記 

学研 9784055012393 

JD202002000633 多様性 
おうち性教育はじめます （MF 

comic essay） 
フクチ マミ 著 KADOKAWA 9784040645179 

3.小説、エッセイ 

コンテンツ管理番号 資料名 著者名 出版者 底本ISBN 

JD201910000016 「好き」を力にする 渡邊 雄太 著 KADOKAWA 9784046042842 

JD202002000421 ライオンのおやつ 小川 糸 著 ポプラ社 9784591160022 

JD202105000706 ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい 著 ポプラ社 9784591168875 

JD202010000105 ロウソクの科学 （角川e文庫） ファラデー 著 
KADOKAWA/

角川書店 
9784041002841 

JD202002000428 わたしの美しい庭 凪良 ゆう 著 ポプラ社 9784591164853 

JD202108000270 一瞬の風になれ 第1部 イチニツイテ 佐藤 多佳子 著 講談社 9784062764063 

JD202105000727 家族の味 平野 レミ 著 ポプラ社 9784591169698 

JD202108000285 十字架 重松 清 著 講談社 9784062774413 

JD201903000614 短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇 穂村 弘 著 KADOKAWA 9784040654423 

JD202104300345 難しい本をどう読むか 電子版 齋藤 孝 著 草思社 9784794225108 



5.小学館新書 

4.料理、レシピ 

6.旺文社 英検 

コンテンツ管理番号 資料名 著者名 出版者 底本ISBN 

JD201910000387 
どこにでもある素材でだれでもできるレシピを一
冊にまとめた「作る気になる… 

山本 ゆり 著 扶桑社 9784594613662 

JD201803000223 クックパッドのおいしい厳選!野菜レシピ 
クックパッド株式会社 

監修 
新星出版社 9784405092631 

JD202009000259 リュウジ式悪魔のレシピ リュウジ 著 ライツ社 9784909044235 

JD202008001532 志麻さんのベストおかず 電子版 タサン志麻 著 扶桑社 9784594615000 

JD201810000984 もてなし上手 復刻版 （FUSOSHA MOOK） 栗原 はるみ 著 扶桑社 9784594606145 

JD201608000902 土井善晴のレシピ100 電子版 土井 善晴 著 学研パブリッシング 9784054052321 

JD201612000354 
小林カツ代の毎日おかず 

 （今日から使えるシリーズ） 
小林 カツ代 著 講談社 9784062807517 

JD201707001783 まいにちおやつ なかしま しほ 著 KADOKAWA 9784048947374 

JD202002000648 はるあんのとっておきレシピ はるあん 著 KADOKAWA 9784046047014 

JD201705000033 ぼくのからだによいおやつ （MF comic essay） ぼく 著 KADOKAWA 9784040692678 

コンテンツ管理番号 資料名 著者名 出版者 底本ISBN 

JD202110001672 覆す力 森内俊之 小学館 9784098251957 

JD202110001843 「消せるボールペン」30年の開発物語 滝田誠一郎 小学館 9784098252404 

JD202110001876 魚はすごい 井田齊 小学館 9784098252954 

JD202110001903 幸せな劣等感 ～アドラー心理学〈実践編〉～ 向後千春 小学館 9784098252848 

JD202110001960 世界の刑務所を訪ねて～犯罪のない社会づくり～ 
田中和徳(著)／渡辺博
道(著)／秋葉賢也(著) 

小学館 9784098253647 

JD202110001552 日本人の知らない 日本一の国語辞典 松井栄一 小学館 9784098252046 

JD202110001563 「日本の四季」がなくなる日 連鎖する異常気象 中村尚 小学館 9784098252534 

JD202110001821 話す力 草野仁 小学館 9784098251773 

コンテンツ管理番号 資料名 出版者 底本ISBN2 

JD201911000039 7日間完成英検準1級予想問題ドリル 5訂版 （旺文社英検書） 旺文社 9784010948927 

JD201911000040 7日間完成英検2級予想問題ドリル 5訂版 （旺文社英検書） 旺文社 9784010948767 

JD201911000041 7日間完成英検準2級予想問題ドリル 5訂版 （旺文社英検書） 旺文社 9784010948774 

JD202107000733 14日でできる!英検準1級二次試験・面接完全予想問題 改訂版  旺文社 9784010930786 

JD202107000734 10日でできる！ 英検2級 二次試験・面接 完全予想問題改訂版 旺文社 9784010930793 

JD202107000735 10日でできる！ 英検準2級 二次試験・面接 完全予想問題改訂版 旺文社 9784010930809 

JD202110000019 英検準1級 でる順パス単 5訂版（音声DL付） 旺文社 9784010949832 

JD202110000020 英検2級 でる順パス単 5訂版（音声DL付） 旺文社 9784010949849 

JD202110000021 英検準2級 でる順パス単 5訂版（音声DL付） 旺文社 9784010949856 



 

★セット特価：定価より10％OFF！ 

＊記載の価格はすべて税込・配信手数料込です。 

＊セット内容はご変更いただけません。すでにご購入済タイトルがセット内にある場合、 

  該当コンテンツの同時貸出数が増える形となります。 

＊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。 

＊ライセンス有効期限はコンテンツによって異なります。詳細はリストをご確認下さい。 

  各セット明細ダウンロードはこちらから ↓ 

  https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/LibrariE2021set_list.xlsx 

■各セット 価格表・お申込み 

チェック セット 冊数 

ご購入合計価格 

（税込） 

★定価より
10%OFF! 

お申込み欄 

（ご希望有効期間開始
日） 

1.話す、考える、書く技術 72冊 ¥280,346 2022年  月  日 

2.多様性（こころとからだ） 42冊 ¥202,734 2022年  月  日 

3.小説、エッセイ 30冊 ¥95,204 2022年  月  日 

4.料理、レシピ 40冊 ¥151,405 2022年  月  日 

5.小学館新書 30冊 ¥62,065 2022年  月  日 

6.旺文社 英検 31冊 ￥109,466 2022年  月  日 

学校のお客様：学校教育ICT推進センター ☎03-5719-2501    ✉school＠kinokuniya.co.jp 
その他のお客様：デジタル情報営業部    ☎ 03-6910-0518  ✉ ict_ebook@kinokuniya.co.jp  

ご希望のセットにチェックのうえ、有効期間開始日をご記入ください。 

機関名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

その他コンテンツ好評発売中！ 
小説・ガイドブック・多読…etc 
約80,000点搭載！ 

全点リストをご希望の際は、 
以下までお気軽にお問合せ下さい。 

https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/LibrariE2021set_list.xlsx
https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/LibrariE2021set_list.xlsx
https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2020/04/LibrariE2021set_list.xlsx

