
Kinoden購入電子ブック

2021/12/21

№ 書名 叢書名 出版社

1 自然の中へ　ＭＴＢハイク入門 : マウンテンバイクによる山歩き 東京電機大学出版局

2 昆虫食と文明 : 昆虫の新たな役割を考える 築地書館

3 野菜薬膳　食材図鑑ミニ マイナビ文庫 マイナビ出版

4 風景写真の7piece : 撮影イメージがひらめくアイデアノート 上達やくそくBOOK インプレス

5 昆虫の行動の仕組み : 小さな脳による制御とロボットへの応用 共立スマートセレクション 13 共立出版

6 まちぶせるクモ : 網上の10秒間の攻防 共立スマートセレクション 14 共立出版

7 くらべてわかる 甲虫 1062種 山と溪谷社

8 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 山と溪谷社

9 山が楽しくなる地形と地学 : 山、それ自体がおもしろい！ ヤマケイ山学選書 山と溪谷社

10 おしゃれ防災アイデア帖 : "日々の暮らしに馴染み、"もしも"の時は家族を守る70の備え" 山と溪谷社

11 熊本県の山 分県登山ガイド 42 山と溪谷社

12 坂本龍馬を歩く ヤマケイ文庫 山と溪谷社

13 定本 日本の秘境 ヤマケイ文庫 山と溪谷社

14 物理学、まだこんなに謎がある ベレ出版

15 海のクワガタ採集記 : 昆虫少年が海へ シリーズ・生命の神秘と不思議 裳華房

16 日本の野鳥　新版 山溪ハンディ図鑑 7 山と溪谷社

17 気象防災の知識と実践 気象学ライブラリー 1 朝倉書店

18 二階堂亜樹の勝てる麻雀の基本 日本プロ麻雀連盟BOOKS マイナビ出版

19 １日５分「よい習慣」を無理なく身につける　できたことノート クロスメディア・パブリッシング

20 ひだパン : 飛田和緒さんの「食パン」ごはん 東京書籍

21 習慣が10割 すばる舎

22 イラストで覚えるTOEIC L&R TEST 英単語1000 Ｊリサーチ出版

23 大人の発達障害診療マニュアル : 7つのステップでわかる大人のASD・ADHD 中外医学社

24 1人でできる！3日で完成！事例で学ぶ１分間ＰＲ動画ラクラク作成ハンドブック : 今日から役立つ入門書！プロが教えるノウハウ満載 ペンコム

25 マンガでわかる　アスペルガー症候群の人とのコミュニケーションガイド 法研

26 iPhoneで作ろう ビジネス動画の教科書 : 見てわかる！まねして作れる 一生使えるノウハウ満載　機材選びから、企画・構成、撮影、編集、公開まで ペンコム

27 旅が１０倍面白くなる観光列車 : ＳＬからイベント列車まで 平凡社新書 588 平凡社

28 CAMP LIFE . Autumn&Winter Issue 2021-2022 別冊山と溪谷 山と溪谷社

29 レイアウトデザイン［Photoshop＆Illustrator］ 新ほめられデザイン事典 翔泳社

30 天気のしくみ : 雲のでき方からオーロラの正体まで 共立出版

31 感染対策のレシピ　第２版 リーダムハウス

32 日本貨物鉄道地図鑑 : 日本を運ぶ美しき車両たち 別冊太陽 平凡社

33 愛しのから揚げレシピ94 料理の本棚 リットーミュージック

34 あれもこれも地理学 : 文化・社会・経済を地理学で読み解く ベレ出版

35 旅がもっと面白くなる地理の教科書 ベレ出版

36 宇宙にひろがる文明 シリーズ〈宇宙総合学〉 4 朝倉書店

37 世界一やさしい タブレット　アンドロイド対応最新版 世界一やさしいシリーズ インプレス

38 災害を知る 学校では教えてくれない大切なこと 32 旺文社

39 47都道府県　知っておきたい気象・気象災害がわかる事典 ベレ出版

40 スーパーの食材で作る　アジア7カ国の本格カレー マイナビ出版

41 THE男前BBQレシピ77 山と溪谷社

42 絵本のお菓子 momo book マイルスタッフ

43 写真で巡る世界の街並・世界遺産 技報堂出版

44 ことりっぷ 広島・宮島 昭文社

45 ことりっぷ 長崎 ハウステンボス・五島列島 昭文社

46 世界文化遺産　富岡製糸場 東京書籍

47 世界自然遺産　小笠原諸島 : 自然と歴史文化 朝倉書店

48 内定獲得のメソッド　自己分析 : 適職へ導く書き込み式ワークシート マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK マイナビ出版

49 高齢者の生活困難と養護老人ホーム : 尊厳と人権を守るために 法律文化社

50 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE500 キクタンTOEICシリーズ アルク

51 マンガでわかる管理会計 : はじめてでもわかる儲けのからくり オーム社

52 憲法　判例50！ : 新版あり START UP 有斐閣

53 プログラマを育てる脳トレパズル : 遊んでおぼえるPythonプログラミング＆アルゴリズム 翔泳社

54 農産物貿易交渉の政治経済学 : 貿易自由化をめぐる政策過程 勁草書房

55 民法基本判例集　第4版 勁草書房

56 小中社会科の授業づくり : 社会科教師はどう学ぶか 東洋館出版社

57 心と体にすーっとしみこむミクロ経済学 中央経済社

58 速習！経済学過去問トレーニング〈公務員対策・マクロ〉 試験攻略入門塾 中央経済社

59 マクロ経済学入門　第2版 トリアーデ経済学 3 日本評論社

60 江戸の砲術師たち 平凡社新書 512 平凡社

61 内定獲得のメソッド　就職活動がまるごと分かる本 : いつ？　どこで？　なにをする？ マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK マイナビ出版

62 攻める山城 50城 : 関東周辺歴史トレッキング 山と溪谷社

63 伊達政宗の素顔 : 筆まめ戦国大名の生涯 読みなおす日本史 吉川弘文館

64 戦国ファッション図鑑 : イラストで解説する戦国時代スタイリング リットーミュージック

65 多読多聴の韓国語 やさしい韓国語で読む世界の名作文学 HANA

66 多読多聴の韓国語 やさしい韓国語で読む韓国の昔ばなし HANA

67 多読多聴の韓国語 やさしい韓国語で読む韓国の人物伝 歴史編 HANA

68 宇宙食 : 人間は宇宙で何を食べてきたのか 共立スマートセレクション 2 共立出版

69 文系でもよくわかる　日常の不思議を物理学で知る 山と溪谷社

70 哲学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

71 ことばにできない宇宙のふしぎ 創元社

72 物理が楽しくなる！キャラ図鑑 新星出版社

73 沖縄戦と心の傷 : トラウマ診療の現場から 大月書店

74 ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ 中央法規出版

75 新秩序の模索　1930年代 岩波講座東アジア近現代通史 5 岩波書店

76 ヨーロッパ鉄道紀行 : １５日間で６カ国をめぐる車窓の旅 コロナ・ブックス 平凡社

77 猟奇博物館へようこそ : 西洋近代知の暗部をめぐる旅 白水社

78 ネットカフェの社会学 : 日本の個別性をアジアから開く 慶應義塾大学出版会

79 喫茶『猫の木』の秘密。 : 猫マスターの思い出アップルパイ マイナビ出版ファン文庫 マイナビ出版

80 デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』　第2版 : 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール MarkeZine BOOKS 翔泳社

81 英語で書く力。 : 70のサンプル・ライティングで鍛える！ 三修社

82 猫と呑み助 : 東京「猫呑み」のススメ 山と溪谷社

83 九州の鉄道 : 私鉄・路面電車編【現役路線・廃止路線】 アルファベータブックス

84 レオナルド・ダ・ヴィンチへの誘い : 美と美徳・感性・絵画科学・想像力 三和書籍

85 MIDI打ち込みでバンド・アンサンブルを作る本 : ドラム＋ベース＋ギター＋キーボードのDTMテクニック入門 リットーミュージック

86 マーケティングとSNSのミカタ : 地方創生への処方箋 中央経済社

87 自己責任の時代 : その先に構想する、支えあう福祉国家 みすず書房
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