LibrariEで充実した読書時間を！

July.2022

単品購入も
可能！

多様性（こころとからだ）

話す、考える、書く技術
日常・ビジネスシーン等
幅広く活用できる
話す技術・思考力、
レポートや小論文の書き方
等、学びをサポートする
書籍を厳選。

¥60,584

15

¥72,780

冊set

15

冊set

SDGsセット

文学賞セット
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。

¥188,477

「多様性」をテーマに
こころ・からだに関連する
タイトルを精選。
マンガ形式でさらっと
読みやすい書籍も搭載。

87

授業の参考図書として
ご要望も多いSDGs
関連タイトル。
入門書から、環境問題、
教育、労働など現代の課
題について考えさせられ
る資料を幅広く揃えてい
ます。

¥94,794

冊set

哲学セット

19

冊set

＊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。

入門的な哲学関連書を
セレクト。
哲学者たちの言葉に触
れ、生き方を学び、自分
なりの哲学を見つける旅
に出よう。

＊上記価格はすべて税込・配信手数料込です。
＊単品でもご購入頂けます。
＊コンテンツの有効期限は下記のいずれかです。
・「期間限定型（回数限定）」2年間/52回貸出
・「期間限定型」2年間
・「ライセンス販売型」買い切り

¥85,751
■お問い合わせはこちら

22

冊set

＊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。

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

■各セット

価格表
冊数

ご購入合計価格
（配信手数料・税込）

1.話す、考える、書く技術

15冊

¥60,584

2.多様性（こころとからだ）

15冊

¥72,780

3. 文学賞セット

87冊

¥188,477

4. SDGsセット

19冊

¥94,794

5. 哲学セット

22冊

¥85,751

セット

■収録タイトル一例
1.話す、考える、書く技術
コンテンツ管理番号

タイトル

JD202110000118 伝える準備

著者名

底本ISBN

ディスカヴァー・トゥエンティワン

9784799327388

三笠書房

9784837925132

JD202105000873 超雑談力 電子書籍版

五百田 達成 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

9784799325780

JD202101000006 世界最高の話し方 電子版

岡本 純子 著

東洋経済新報社

9784492046777

JD202105000442 伝わるシンプル文章術 電子書籍版

飯間 浩明 著

ディスカヴァー・トゥエンティワン

9784799322420

講談社

9784065208908

サンクチュアリ出版

9784801400788

JD202107000977

藤井貴彦

出版者

「考える力」をつける本 本・ニュースの読み
轡田隆史
方から情報整理、発想の技術まで

問題発見力を鍛える （講談社現代新
細谷 功 著
書）
最先端研究で導きだされた「考えすぎない」
JD202008001287
堀田 秀吾 著
人の考え方
JD202009000639

2.多様性（こころとからだ）
コンテンツ管理番号
JD202204000387
JD202202002501
JD202112300806
JD202105000145
JD202104106855
JD202103000147
JD202101000037

タイトル

著者名

出版者

今日からはじめるやさしい手話 身につく！ 前田明日香／全日
学研
話せる！話題が広がる！！
本ろうあ連盟
LOVE&SDGs：車いすでもあきらめない
織田友理子
第三文明社
世界をつくる
〈自分らしさ〉って何だろう ――自分と向き
榎本博明
筑摩書房
合う心理学
パレットーク 著／ケ
マンガでわかるLGBTQ+
講談社
イカ マンガ
もしかして私、大人の発達障害かもしれな
田中 康雄 著
すばる舎
い!?
北村 英哉 編／唐
偏見や差別はなぜ起こる? 電子版
ちとせプレス
沢穣編
多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam マンガ・文／
サンクチュアリ出版
続 孤独も悪くない編
名越 康文 監修

JD202006000099 マンガでわかるうつ病のリアル

錦山 まる 漫画・文 KADOKAWA

底本ISBN
9784054063648
9784871222013
9784480689405
9784065224922
9784883999934
9784908736100
9784801400825
9784048966665

3.文学賞セット
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

草思社

ノーベル文学賞

KADOKAWA

日本推理作家協会賞
第63回

グーテンベルク21

ノーベル文学賞

文藝春秋

直木賞第132回受賞

JD201907000191
JD201511000631
JD202112108970
JD201510000097

ヘルマン・ヘッセ 著／フォル
愛することができる人は幸せだ カー・ミヒェルス 編／岡田
朝雄 訳
粘膜蜥蜴 （角川ホラー文
飴村 行 著
庫）
アーネスト・ヘミングウェイ
老人と海
著／野崎 孝 訳
対岸の彼女 （文春ウェブ文
角田 光代 著
庫）

4.SDGs セット
コンテンツ管理番号

タイトル

著者名

出版者

「再エネ大国日本」への挑戦 （SDGs時代 山口 豊 著／スーパーJチャン
山と溪谷社
の環境問題最前線）
ネル土曜取材班 著
田瀬 和夫 著／SDGパート
JD202104143600 SDGs思考
インプレス
ナーズ 著
ごきげんビジネス事務
JD202010000470 SDGs時代の働きがい改革
岡本 洋平 著
局
José・川島良彰 著／池本
JD202105000621 コーヒーで読み解くSDGs
ポプラ社
幸生 著／山下 加夏 著
キャロル・オフ 著／北村 陽子
JD201902000095 チョコレートの真実 EPUB版
英治出版
訳
フィンランドの教育力 電子版 （学研新
リッカ・パッカラ 著／小林 禮
JD201902000346
学研教育出版
書）
子訳

底本ISBN

JD202104139933

JD202112301665 マークで学ぶSDGs

蟹江 憲史 監修

ほるぷ出版

9784295009979

9784591169681
9784862760159
9784054039070
9784593102013

5.哲学セット
コンテンツ管理番号

タイトル

著者名

出版者

底本ISBN

JD201901000907 老子・荘子の言葉100選

境野 勝悟 著

三笠書房

9784837976943

JD201810001579 乱読のセレンディピティ

外山 滋比古 著

扶桑社

9784594075583

みすず書房

9784622039709

マガジンハウス

9784838729470

三笠書房

9784837925125

文響社

9784866510774

笠倉出版社

9784773086324

JD202201000660 夜と霧 新版
JD201712000066 漫画君たちはどう生きるか
JD201703001710 武士道 電子書籍版
JD201911000433 「死」とは何か 電子版
JD201901000547 哲学者たちのことば

ヴィクトール・E.フランクル 著
／池田 香代子 訳
吉野 源三郎 原作／羽賀
翔一 漫画
新渡戸 稲造 著／奈良本
辰也 訳・解説
シェリー・ケーガン 著／柴田
裕之 訳
哲学名言研究会 著

※1～4のセットは、以前ご紹介したセット内容から一部変更しております。
すでにセットをご購入されている場合は、新規で追加されたタイトルのみ単品購入可能です。
※詳細/その他タイトルは明細をご確認下さい。明細ダウンロードはこちらから ⇓

https://mirai.kinokuniya.co.jp/wp-content/uploads/2022/06/LibrariE202207set_list.xlsx

兵庫県 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。

埼玉・神奈川県 私立大学 様
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、現在はほかの予算でもご購入
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な
ど、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。

兵庫県 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。

岡山県 公立高校 様
2020年新規に導入され、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。

＊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＊

