
KinoDen購入タイトル一覧 2022/3/29

№ 書名 叢書名 出版社

1 僕たちはみんなで会社を経営することにした。 クロスメディア・パブリッシング

2 1分で心が震えるプロの言葉100 東洋経済新報社

3 広告コピーと100の物語 大学教育出版

4 できる　YouTuber式 Excel 現場の教科書 できるシリーズ インプレス

5 おやすみ絵本 ねむりの王国のクウ インプレス

6 ナチュラルなのに肌がキレイに⾒える Georgeの透けツヤ肌メイク インプレス

7 0～6歳児「言葉を育てる」保育 : よくあるギモン40＆言葉あそび20 東洋館出版社

8 できるYouTuber式　Googleスプレッドシート 現場の教科書 できるYouTuber式シリーズ インプレス

9 パワポdeデザイン : PowerPointっぽさを脱却する新しいアイデア インプレス

10 たんぱく質がたっぷりとれる スープジャー弁当 新星出版社

11 四季の行事食 全集　伝え継ぐ日本の家庭料理 農山漁村文化協会

12 シーンごとにマネして作るだけ！ 見やすい資料のデザイン図鑑 インプレス

13 すき間の子ども、すき間の支援 : 一人ひとりの「語り」と経験の可視化 明石書店

14 世界一美味しい「プロの手抜き和食」安部ごはん　ベスト102レシピ : 「食品のプロ」が15年かけて考案！「魔法の調味料」で本気の時短！しかも無添加102品！ 東洋経済新報社

15 英語を英語で理解する 英英英単語 中級編 ジャパンタイムズ出版

16 英語を英語で理解する 英英英単語 初級編 ジャパンタイムズ出版

17 英語を英語で理解する 英英英単語 上級編 ジャパンタイムズ出版

18 英語を英語で理解する 英英英単語 超上級編 ジャパンタイムズ出版

19 アカデミック・スキルズ　第3版 : 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学出版会

20 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 800 キクタンTOEICシリーズ アルク

21 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 600 キクタンTOEICシリーズ アルク

22 はじめてのTOEIC（R）S&Wテスト完全攻略 アルク

23 ハタチまでに知っておきたい性のこと　第２版 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

24 研究的思考法 : 想いを伝える技術 三輪書店

25 人文・社会科学のための研究倫理ガイドブック 慶應義塾大学出版会

26 改訂版　多文化共生のコミュニケーション アルク

27 これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン 大月書店

28 内定獲得のメソッド　SPI　解法の極意 就活BOOK2023 マイナビ出版

29 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2023　オフィシャル就活BOOK マイナビ出版

30 内定獲得のメソッド　Web面接　オンライン面接の必勝法 マイナビ2023　オフィシャル就活BOOK マイナビ出版

31 はじめての研究生活マニュアル : 解消します！理系大学生の疑問と不安 化学同人

32 日本の行事 にほんご多読ブックス Level 1 大修館書店

33 文化人類学の思考法 世界思想社

34 〈私〉をひらく社会学 : 若者のための社会学入門 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

35 日本語基本文法辞典 : A Dictionary of Basic Japanese Grammar A Dictionray of Japanese Grammar ジャパンタイムズ出版

36 ネイティブが教える英語論文・グラント獲得・アウトリーチ　成功の戦略と文章術 羊土社

37 コピペしないレポートから始まる研究倫理 : その一線、越えたらアウトです！ ライフサイエンス選書 ライフサイエンス出版

38 日本アニメ誕生 勉誠出版

39 要点マスター！　SPI 就活BOOK2023 マイナビ出版

40 経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブック　改訂版 文眞堂

41 行動しながら考えよう　研究者の問題解決術 羊土社

42 英語のしくみ《新版》 白水社

43 論理と心理で攻める　人を動かす交渉術 平凡社新書 385 平凡社

44 アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析 法律文化社

45 パパは女子高生だった : 女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつかんだ家族のカタチ 明石書店

46 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン アカデミック・スキルズ 慶應義塾大学出版会

47 プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達術 アカデミック・スキルズ 慶應義塾大学出版会

48 著作権法50周年に諸外国に学ぶデジタル時代への対応 インプレスR&D

49 熊本地震体験記 震度7とはどういう地震なのか?　改訂版 震災ドキュメント インプレスR&D

50 これからの「教育」の話をしよう : 教育改革 × コロナ共生時代 . 6 New Thinking and New Ways インプレスR&D

51 耕す女 : 持続可能な世界をつくる女性農家の挑戦 インプレスR&D

52 インターネット白書 : ポストコロナのDX戦略 . 2021 インプレスR&D

53 SDGs白書 : コロナ禍の先の世界を拓くSX戦略 . 2020-2021 インプレスR&D

54 オンライン授業入門　改訂版 : Microsoft Teams & Forms を活用した遠隔授業と学生サポート OnDeck Books インプレスR&D

55 東日本大震災と被災・避難の生活記録 六花出版

56 東日本大震災と〈復興〉の生活記録 六花出版

57 アクティブラーニングで学ぶ震災・復興学 : 放射線・原発・震災そして復興への道 六花出版

58 男女共学の成立 : 受容の多様性とジェンダー 六花出版

59 「保育」の戦後史 : 幼稚園・保育所の普及とその地域差 六花出版

60 子どもの貧困と教師 : 東京市万年小学校をめぐる苦悩と葛藤 六花出版

61 家族がハンセン病だった : 家族訴訟の証言 六花出版

62 eCR/S-01.The Princess and the Pea e-Future - Classic Readers e-Future

63 PYPR. 1-01/I Count e-Future - PYP Readers e-Future

64 eGCR. MA.1-1-A New Girl in School e-Future - Graphic Comic e-Future
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65 ACS.01-The Great Big Turnip e-Future - ART Classic e-Future

66 ドーナツを穴だけ残して食べる方法 : 越境する学問　穴からのぞく大学講義 大阪大学出版会

67 差別はたいてい悪意のない人がする : 見えない排除に気づくための10章 大月書店

68 プリンセス・フィリシア　物理の迷宮に挑む！ オーム社

69 感情の哲学入門講義 慶應義塾大学出版会

70 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム 勁草書房

71 思考力改善ドリル : 批判的思考から科学的思考へ 勁草書房

72 独習Python 翔泳社

73 図解まるわかり プログラミングのしくみ 翔泳社

74 新版　コミュニケーション・スタディーズ 世界思想社

75 サイバーセキュリティと国際政治 千倉書房

76 研究者が知っておきたいアカデミックな世界の作法 : 国際レベルの論文執筆と学会発表へのチャレンジ 中央経済社

77 3秒以内で言える韓国語ひとこと練習帳 新星出版社

78 かなり役立つ！古文単語キャラ図鑑 新星出版社

79 ヒルガードの心理学　第16版 金剛出版

80 経済学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

81 心理学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

82 政治学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

83 シャーロック・ホームズ大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

84 シェイクスピア大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

85 経営学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

86 宗教学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

87 世界文学大図鑑 三省堂大図鑑シリーズ 三省堂

88 大学生の学び・入門 : 大学での勉強は役に立つ！ 有斐閣アルマ 有斐閣

89 いちばんやさしい憲法入門〔第6版〕 有斐閣アルマ 有斐閣

90 はじめての法律学〔第6版〕 : HとJの物語 有斐閣アルマ 有斐閣

91 援助関係論入門 : 「人と人との」関係性 有斐閣アルマ 有斐閣

92 現代広告論　第3版 有斐閣アルマ 有斐閣

93 論文の書き方マニュアル　新版 : ステップ式リサーチ戦略のすすめ 有斐閣アルマ 有斐閣

94 大学への進学 : 選抜と接続 リーディングス 日本の高等教育 1 玉川大学出版部

95 大学の学び : 教育内容と方法 リーディングス 日本の高等教育 2 玉川大学出版部

96 大学生 : キャンパスの生態史 リーディングス 日本の高等教育 3 玉川大学出版部

97 大学から社会へ : 人材育成と知の還元 リーディングス 日本の高等教育 4 玉川大学出版部

98 大学と学問 : 知の共同体の変貌 リーディングス 日本の高等教育 5 玉川大学出版部

99 大学と国家 : 制度と政策 リーディングス 日本の高等教育 6 玉川大学出版部

100 大学のマネジメント : 市場と組織 リーディングス 日本の高等教育 7 玉川大学出版部

101 大学とマネー : 経済と財政 リーディングス 日本の高等教育 8 玉川大学出版部

102 99％のための経済学入門　第２版 : マネーがわかれば社会が見える シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

103 貿易入門 : 世界と日本が見えてくる シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

104 半径５メートルからの教育社会学 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

105 共に生きるための障害福祉学入門 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

106 わかる・役立つ　教育学入門 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

107 資本主義がわかる経済学 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

108 わかる・身につく　歴史学の学び方 シリーズ　大学生の学びをつくる 大月書店

109 グローバル社会における異文化コミュニケーション : 身近な「異」から考える 三修社

110 ぼく自身のノオト 創元社

111 核心のイメージがわかる！前置詞キャラ図鑑 新星出版社

112 ハンセン病絶対隔離政策と日本社会 : 無らい県運動の研究 六花出版

113 日本史に学ぶ成功者たちの勉強法 クロスメディア・パブリッシング

114 自己肯定感を上げる OUTPUT読書術 クロスメディア・パブリッシング

115 1日5分で、お金持ち : 誰でもできる、お金の超基本大全 クロスメディア・パブリッシング

116 リテール・デジタルトランスフォーメーション : D2C戦略が小売を変革する インプレス

117 ロジカルに伝わる 英語プレゼンテーション : 音声DL＋スライドテンプレートDL付 クロスメディア・ランゲージ

118 世界文学としての〈震災後文学〉 明石書店

119 大学生のための文章表現 練習帳　第2版 国書刊行会

120 雑談力が伸びる英語の話し方 アルク
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