
2023/5/17更新
慶應義塾大学出版会

★【kindle売上　2023年2月以降_売上ランキングベスト20】
Ranking 底本ISBN 書名 編著者名 底本初版年月 ジャンル名

1 9784766428186 「死にたい」とつぶやく 中森弘樹(著） 2022年12月 社会

2 9784766428568 神経症的な美しさ
モリス・バーマン（著）/込山
宏太（訳）

2022年12月 哲学・思想

3 9784766427745 誰よりも、うまく書く
ウィリアム・ジンサー（著）/
染田屋 茂（訳）

2021年12月
一般/言語学/ノンフィク
ション一般/自己啓発/ブロ
グ

4 9784766427202 ワークショップデザイン論　第2版
山内 祐平（著）/森　玲奈
（著）/安斎 勇樹（著）

2021年1月 ビジネス一般

5 9784766428346 成長の臨界 河野龍太郎（著） 2022年7月 経済/ビジネス一般

6 9784766428179 美とミソジニー
シーラ・ジェフリーズ（著）
/GCジャパン翻訳グループ
（訳）

2022年7月 社会学/社会

7 9784766424386 暴政
ティモシー・スナイダー
（著）/池田年穂（訳）

2017年7月 政治/西洋史

8 9784766428278
サイバーセキュリティ入門：図解×
Q&A【第2版】

羽室 英太郎（著） 2022年5月
IT/法律/ネットワーク/イ
ンターネット

9 9784766424072
人手不足なのになぜ賃金が上がらな
いのか

玄田有史（編） 2017年4月 ビジネス一般/経済

9 9784766424966 迷わず書ける記者式文章術 松林 薫（著） 2018年2月 実用/ビジネス一般/総記

11 9784766427646 中国料理の世界史 岩間 一弘（著） 2021年9月 世界史/東洋史/料理

12 9784766427196 感情の哲学入門講義 源河 亨（著） 2021年1月 哲学・思想

12 9784766428605 ヨコとタテの建築論 青井哲人（著） 2023年1月
建築/歴史一般・文化人類
学

14 9784766425888 音楽の哲学入門
セオドア・グレイシック
（著）/源河 亨（訳）/木下
頌子（訳）

2019年3月 哲学・思想/専門書/音楽

15 9784766427837 新版　市場を創る
ジョン・マクミラン（著）/瀧
澤 弘和（訳）

2021年10月 経済/経営/ビジネス一般

15 9784766428339 豪商の金融史 高槻泰郎（編著） 2022年7月 金融/日本史

17 9784766425192 歴史は実験できるのか
ジャレド・ダイアモンド（編著）/
ジェイムズ・A・ロビンソン（編著）/
小坂 恵理（訳）

2018年6月
歴史一般・文化人類学/専
門書

17 9784766425727 クリエイティブ・ラーニング
井庭 崇（編著）/鈴木 寛
（著）/岩瀬 直樹（著）/今井
むつみ（著）/市川 力（著）

2019年2月 教育学/専門書/社会学

17 9784766427936 入門講義　戦後国際政治史 森　聡（編）/福田　円（編） 2022年2月 世界史/政治

20 9784766428452 犬に話しかけてはいけない 近藤 祉秋（著） 2022年10月
歴史一般・文化人類学/哲
学・思想

20 9784766428476 なぜ男女の賃金に格差があるのか
クラウディア・ゴールディン
（著）/鹿田昌美（訳）

2023年4月 経済/社会

《2023年5月テーマ別選書》　amazon　Kindleで売れているコンテンツ ランキングです。
弊社では、2020年11月より、個人向け電子書籍販売ストアとて、kindleでも搭載・配信を開始しました。その需要は少なくありません。
直近3ケ月間とこれまでの累計売上、２つのランキング各20点を掲載しました。今月は、機関向けの電子書籍の導入実績も本サイトにて更
新しておりますので、併せて電子図書館への導入検討にご活用ください。
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2023/5/17更新
慶應義塾大学出版会

★【kindle売上　累計売上ランキングベスト20】

Ranking 底本ISBN 書名 編著者名 底本初版年月 ジャンル名

1 9784766424386 暴政
ティモシー・スナイダー
（著）/池田年穂（訳）

2017年7月 政治/西洋史

2 9784766424966 迷わず書ける記者式文章術 松林 薫（著） 2018年2月 実用/ビジネス一般/総記

3 9784766427202 ワークショップデザイン論　第2版
山内 祐平（著）/森　玲奈
（著）/安斎 勇樹（著）

2021年1月 ビジネス一般

4 9784766428179 美とミソジニー
シーラ・ジェフリーズ（著）
/GCジャパン翻訳グループ
（訳）

2022年7月 社会学/社会

5 9784766424072
人手不足なのになぜ賃金が上がらな
いのか

玄田有史（編） 2017年4月 ビジネス一般/経済

6 9784766428346 成長の臨界 河野龍太郎（著） 2022年7月 経済/ビジネス一般

7 9784766427745 誰よりも、うまく書く
ウィリアム・ジンサー（著）/
染田屋 茂（訳）

2021年12月
一般/言語学/ノンフィク
ション一般/自己啓発/ブロ
グ

8 9784766427646 中国料理の世界史 岩間 一弘（著） 2021年9月 世界史/東洋史/料理

9 9784766427479 「ネオ・チャイナリスク」研究 柯 隆（著） 2021年5月 政治

10 9784766426946 日本は「右傾化」したのか
小熊英二（編）/樋口直人
（編）

2020年10月 政治/社会学

11 9784766427196 感情の哲学入門講義 源河 亨（著） 2021年1月 哲学・思想

12 9784766427547 中国共産党の歴史 高橋 伸夫（著） 2021年7月 政治/東洋史

13 9784766426359 ひれふせ、女たち
ケイト・マン（著）/小川 芳
範（訳）

2019年11月 哲学・思想

14 9784766425727 クリエイティブ・ラーニング
井庭 崇（編著）/鈴木 寛（著）/岩瀬
直樹（著）/今井 むつみ（著）/市川
力（著）

2019年2月 教育学/専門書/社会学

15 9784766426830 宗教の経済学
ロバート・J・バロー/レイチェル・
M・マックリアリー（著）/田中 健彦
（訳）/大垣 昌夫（解説）

2021年3月 経済/宗教一般

16 9784766427523
なぜ、インテリジェンスは必要なの
か

小林 良樹（著） 2021年6月 政治/軍事

17 9784766425673 ビデオゲームの美学 松永 伸司（著） 2018年10月 哲学・思想/専門書

18 9784766425192 歴史は実験できるのか
ジャレド・ダイアモンド（編著）/
ジェイムズ・A・ロビンソン（編著）/
小坂 恵理（訳）

2018年6月
歴史一般・文化人類学/専
門書

19 9784766428278
サイバーセキュリティ入門：図解×
Q&A【第2版】

羽室 英太郎（著） 2022年5月
IT/法律/ネットワーク/イ
ンターネット

20 9784766428056 格差と闘え
オリヴィエ・ブランシャール（編）/
ダニ・ロドリック（編）/月谷 真紀
（訳）/吉原 直毅（解説）

2022年3月 経済
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