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■その他関連書（一般教養・読み物）
ProductID 底本 ISBN 書　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 出版社 フォー

マット

KP00006317 9784759813500 仏教は宇宙をどう見たか アビダルマ仏教の科学的世
界観（Ｄｏｊｉｎ選書） 佐々木閑 201301 ¥4,950 ¥7,425 化学同人 PDF

KP00005262 9784492223420 宇宙を目指して海を渡る ＭＩＴで得た学び、ＮＡＳ
Ａ転職を決めた理由 小野雅裕 201405 ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950 東洋経済

新報社
EPUB
リフロー

KP00000266 9784622078043 世界の見方の転換　１ 天文学の復興と天地学の提唱 山本義隆 201403 ¥11,220 ¥16,830 みすず書房 PDF
KP00000956 9784622078050 世界の見方の転換　２ 地動説の提唱と宇宙論の相克 山本義隆 201403 ¥11,220 ¥16,830 みすず書房 PDF
KP00000267 9784622078067 世界の見方の転換　３ 世界の一元化と天文学の改革 山本義隆 201403 ¥12,540 ¥18,810 みすず書房 PDF
KP00012898 9784642754934 天才たちの宇宙像（歴史文化ライブラリー　93） 桜井邦朋 201710 ¥5,610 ¥8,415 吉川弘文館 PDF

合計 ¥48,840 ¥73,260 

■シリーズ現代の天文学　第２版（以降随時続刊・搭載）
ProductID 底本 ISBN 書　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 出版社 フォー

マット

KP00018560 9784535607514 人類の住む宇宙　第 2 版（シリーズ現代の天文学 1）岡村定矩　池内了　海部宣男
佐藤勝彦　永原裕子【編】 201703 ¥8,910 ¥13,365 日本評論社 PDF

KP00018561 9784535607545 銀河１‐銀河と宇宙の階層構造 第 2 版（シリーズ
現代の天文学 4）

谷口義明　岡村定矩　
祖父江義明【編】 201808 ¥9,240 ¥13,860 日本評論社 PDF

KP00018562 9784535607552 銀河２‐銀河系　第 2 版（シリーズ現代の天文学 5）祖父江義明　有本信雄
家正則【編】 201803 ¥9,240 ¥13,860 日本評論社 PDF

KP00018563 9784535607606 太陽　第 2 版（シリーズ現代の天文学 10） 桜井隆　小島正宜　小杉健郎
柴田一成【編】 201812 ¥9,240 ¥13,860 日本評論社 PDF

KP00018564 9784535607637 天体の位置と運動　第 2 版
（シリーズ現代の天文学 13） 福島登志夫【編】 201707 ¥8,250 ¥12,375 日本評論社 PDF

KP00018565 9784535607651 宇宙の観測１‐光・赤外天文学　第 2 版 （シリーズ
現代の天文学 15）

家正則　岩室史英　舞原俊憲
水本好彦　吉田道利【編】 201711 ¥8,910 ¥13,365 日本評論社 PDF

合計 ¥53,790 ¥80,685 

■その他関連書
ProductID 底本 ISBN 書　　　　名 著　者　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数２
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別） 出版社 フォー

マット

KP00013384 9784000113021 計算と宇宙（岩波講座計算科学　２） 宇川彰　青木慎也　初田哲男
柴田大　梅村雅之　西村淳 201202 ¥9,900 ¥29,700 岩波書店 PDF

KP00006236 9784785322458 相対論の世界 橋本正章　荒井賢三 201410 ¥4,290 ¥5,720 裳華房 PDF
KP00009912 9784274068027 宇宙と物理をめぐる十二の授業　 牟田淳 201004 ¥5,500 ¥6,600 オーム社 PDF
KP00017500 9784254136401 宇宙と素粒子３０講（物理学３０講シリーズ 10） 戸田盛和 200206 ¥8,360 ¥12,540 ¥16,720 朝倉書店 PDF

KP00009519 9784582503050 ニュートリノで探る宇宙と素粒子　 梶田隆章 201511 ¥5,940 ¥17,820 平凡社 EPUB
リフロー

KP00005938 9784274067372 マンガでわかる宇宙　 石川憲二　柊ゆたか 200811 ¥5,500 ¥6,600 オーム社 PDF

KP00006588 9784501616403 教養天文学 重力に支配される宇宙 足立暁生 199811 ¥4,858 ¥7,288 東京電機
大学出版局 PDF

KP00000009 9784320034860 宇宙物理学（ＫＥＫ物理学シリーズ） 小玉英雄　井岡邦仁　郡和憲 201401 ¥14,520 ¥21,780 共立出版 PDF
KP00017744 9784254131178 新版　宇宙物理学 星・銀河・宇宙論 高原文郎 201505 ¥11,550 ¥17,325 ¥23,100 朝倉書店 PDF

KP00010180 9784816922039 天文・宇宙開発事典 古代ー２００９ トピックス 日外アソシエーツ 200910 ¥22,000 ¥33,000 日外アソ
シエーツ PDF

KP00001431 9784864293433 宇宙体系解説　 ピエール・シモン・ラプラス
　竹下貞雄 201510 ¥3,960 ¥5,940 大学教育

出版 PDF

KP00016129 9784766424928 銀河の中心に潜むもの 
ブラックホールと重力波の謎にいどむ 岡朋治 201801 ¥5,610 ¥8,470 慶應義塾

大学出版会 PDF

KP00017915 9784254150216 系外惑星の事典　 井田茂【編】　田村元秀【編】
生駒大洋【編】　関根康人【編】201609 ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800 朝倉書店 PDF

KP00008579 9784339056389 空間情報学（土木・環境系コアテキストシリーズ） 須崎純一　畑山満則 201312 ¥8,250 ¥12,375 コロナ社 PDF

KP00006315 9784759816617 地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか 太陽活動
から読み解く地球の過去・現在・未来（Ｄｏｊｉｎ選書） 宮原ひろ子 201408 ¥4,400 ¥6,600 化学同人 PDF

KP00000620 9784818819641 アメリカ航空宇宙産業 歴史と現在 西川純子 200808 ¥6,600 ¥9,900 日本経済
評論社 PDF

KP00005655 9784274069185 宇宙旅行はエレベーターで　 ブラッドリー・Ｃ．エドワーズ　フィ
リップ・レーガン　関根光宏【訳】201306 ¥5,225 ¥6,270 オーム社 PDF

KP00005731 9784274067921 宇宙エレベーター 宇宙旅行を可能にする新技術 石川憲二 201002 ¥4,400 ¥5,280 オーム社 PDF
KP00005743 9784274068454 宇宙エレベーターの物理学　 佐藤実 201104 ¥6,600 ¥7,920 オーム社 PDF

合計 ¥159,903 ¥283,883 


