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科学一般

大学一年生のための情報リテラシー
小棹 理子　編著
B5判・130頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-621-30279-8　発行年月2018.03
本書は、大学一年生のうちに身につけたい情報リテラシーを身近な例を用いて説明した教科書。前半では、情
報機器を扱うための基礎知識や、インターネットの活用とそのトラブルについて学ぶ。後半では、文書の作成
や表計算ソフトの活用法、プレゼンテーションの方法といった、情報を活用する能力を養う。
【主要目次】	 	1ICT 環境の理解と活用　ICT 環境の理解/ICT に関する基本用語/PCやスマートフォンの管理の

重要性/Eメール/著作権／2コンピュータと情報理論　コンピュータとは/コンピュータの基本構
成/情報理論／3インターネット　インターネットの歴史/インターネットのしくみ/インターネッ
ト上のトラブル/効果的な検索／4インターネット資源の活用／5文書（ビジネス文書とレポート）
作成／6問題発見のための分析と統計／7プレゼンテーション

＜採用校＞	 	湘北短期大学, 千葉・柏リハビリテーション学院, 鳥取環境大学, 明治大学

新刊  理科年表 2021
国立天文台　編
A6判・1204頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-621-30560-7　発行年月2020.11
各分野、信頼できる最新データに更新した科学知識データブック。おもな改訂ポイントと≪トピックス≫　「月
食」≪節分の日が動き出す※ web 限定公開≫　「銀河」「銀河群」≪銀河の距離の改訂について≫≪地球型系外
惑星のための新装置稼働≫≪KAGRA 観測開始≫　「台風」「世界のおもな気象災害」　「原子量」「おもな放射性
核種」　「日本のおもな火山」「日本付近のおもな被害地震年代表」　「ウイルス分類表」≪新興感染症≫　「地球
表層におけるリンの循環」≪サバクトビバッタの大発生≫
【主要目次】	 	■暦部　国民の祝日、二十四節気、日の出・日の入り、月の出・月の入り時間、潮の満ち干時間な

ど／■天文部　宇宙科学に関するデータなど／■気象部　世界240地点で観測された気象観測平
年値など／■物理/化学部／■地学部　地球科学に関するデータなど／■生物部／■環境部　地球
温暖化、異常気象、酸性雨、オゾンホール、汚染、廃棄物といった関心の高い環境データなど／■
附録

＜採用校＞	 	慶應義塾大学, 明星大学, 群馬工業高等専門学校, 岩手医科大学, 帝京大学, 常葉大学, 旭川教育大学, 筑波大
学, 横浜創英大学ほか

小社ホームページで、詳細な書誌情報や
講義用資料のサンプル、内容見本を一部ご覧いただけます。
カタログと併せてご確認ください。
審査用見本はホームページにてお申込みください。
※献本には規定がございますので確認の上お申込みください。
https://www.maruzen-publishing.co.jp/textbook/

丸善出版
教科書ページはこちら　→
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数学・統計学

Excel で学ぶ統計・データ解析入門
中村 永友・山田 智哉・金 明哲　著
B5判・212頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-08297-3　発行年月2011.1
データ解析に必要な統計学の基本知識と、Excel2007/2010 を用いた演習によるデータ解析の理論と実践の双方
が一度にマスターできるように工夫が凝らされたテキスト。特に数学の基礎が弱い学生にいかにデータ解析の
基礎を身につけさせるか、ということを念頭に、やさしく噛み砕いて解説。社会調査士資格認定カリキュラム
にも対応。
【主要目次】	 	第 0章　Excel の基本的な操作　第1章　データを抽出し集計する　第2章　データを視覚化す

る　第3章　データの特徴をつかむ　第4章　量的データの関連性をみる　第5章　質的データ
の関連性をみる　第6章　回帰分析と予測　第7章　確率と確率分布　第8章　標本分布と推定
の入門　第9章　仮説検定の入門

＜採用校＞	 	サンテクノカレッジ, 愛知学院大学, 九州産業大学, 高知工科大学, 札幌学院大学, 滋賀県立大学, 東京工学
院, 福島工業高等専門学校, 名古屋工業大学

解析教程・上 新装版
Ernst Hairer・Gehard Wanner　著　　蟹江 幸博　訳
A5判・280頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-06203-6　発行年月2012.01
欧米ベストセラー『Analysis by Its History』の待望の日本語版。歴史的な流れに沿って解説するユニークな解
析学の教科書。大学 1 年生のために「ですます調」で懇切丁寧に翻訳されている。解析学の基本事項がその理
論の発見された背景から説きおこされているので、抽象的な概念であってもつかみやすくなっている。
【主要目次】	 	第 I 章無限の解析入門　1デカルト座標と多項式関数　2指数と二項定理　3対数と面積　4三角

関数　5複素数と関数　6連分数　第 II 章微積分法　1導関数　2高階導関数とテイラー級数　3
包絡線と曲率　4積分法　5初等的積分をもつ関数　6積分の近似計算　7常微分方程式　8線形
微分方程式　9微分方程式の数値解　10オイラー‐マクローリンの和公式

＜採用校＞	 	関西大学, 京都大学, 東京薬科大学

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎 工学の基幹数学
牛島 邦晴・登坂 宣好・陳 玳珩　著
B5判・158頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-621-30268-2　発行年月2018.01
数学が工学にとってきわめて有用な基幹知識であることを強く意識し、その中でもっとも基本となる微積分と
線形代数を 2 部構成としてまとめた。第 1 部では、大学で初めて学ぶ多変数関数の微分（偏微分）と積分（重
積分）をメインに構成。第 2 部では教養の広義で扱われる線形代数学の基礎知識の確認に基づき、線形変換に
焦点を合わせて、その働きをさまざまな見方でとらえることによって得られる表現を与えた。
【主要目次】	 	第 1部	多変数の微積分　1．偏微分	2．重積分　第2部	線形変換とその表現―工学への適用―　

3．線形代数の基礎	4．ベクトルと線形変換の行列表現	5．ベクトルの線形変換積とその表現	6．
交代線形変換とその表現	7．線形変換の表現	8．線形変換の関数の表現　

＜採用校＞	 	京都産業大学, 東京理科大学

いかにして問題をとくか
George Polya　著　　柿内 賢信　訳
B6判・266頁　定価（本体1,500円＋税）　ISBN978-4-621-04593-0　発行年月1975.04
未知の問題に出会った場合どのように考えたらよいか。問題を解くすじみちを、数学者として著名なポリア教
授が、やさしい数学を例にとって興味深く説明。新しい創造力に富んだ発想法、考え方を本書はあざやかに示
す。
【主要目次】	 	第 I 部教室にて　目標　1. 学生を助けること/2. 質問，注意，思考作用/3. 一般性/4. 常識/5. 教師

と学生，真似と練習　／問題の区分と主な問い／更に多くの実例　　第 II 部いかにして問題をとく
か　対話　第 III 部発見学の小事典（ABC順）　新しい言葉と古い言葉／ボルツァノ／分解と結合
／ちがった仕方で同じ結果がえられるか／デカルト／伝統的な数学教授／データをすべてつかった
か　ほか　／第 IV部問題・ヒント・解答　問題／ヒント／解答／索引

＜採用校＞	 	京都大学, 甲南大学, 松本大学, 大阪市立大学, 同志社大学, 北海道情報大学
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物理学一般／力学

物理学スーパーラーニングシリーズ　力学　第 2 版
佐川 弘幸・本間 道雄　著
B5変型判・256頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-621-06133-6　発行年月2012.01
大学生のための力学のテキスト。力、質量などの物理量の定義や運動量、エネルギーといった物理学全般にわ
たる基礎的概念のほか、古典力学、ニュートン力学の面白さがわかるレクチャーと演習問題を収録。例題や練
習問題を解いていくうちに理解度をさらに深めることができます。高校で物理学を履修してこなかった大学生
にも最適。
【主要目次】	 	Lecture0. なぜ物理なのか？／1. 空間，時間，ベクトル／2. 物体の運動／3. 運動の法則／4. 運

動と力／5. 仕事とエネルギー I（1次元）／6. 仕事とエネルギー II（3次元）／7. 保存力と3次元
ポテンシャル／8. さまざまな外力を受けた質点の運動／9.2 つの物体の衝突／10. 重力の法則／
11. 力のモーメント（トルク）と角運動量／12. 多粒子系の力学／13. 剛体の力学／14. カオス

＜採用校＞	 	会津大学, 会津大学短期大学部, 大阪大学, 東京理科大学, 日本大学

カラー版 レベル別に学べる 物理学 II　改訂版　 電子献本あり
末廣 一彦・斉藤 準・鈴木 久男・小野寺 彰　著
B5判・292頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-621-30027-5　発行年月2016.03
物理的概念と基本法則を学び定性的考察と定量的理解ができる力を養う初学者向け教科書。フルカラーで図と
イラストを多用。身近な題材や単純な問題からわかりやすく解説。各項や多数の例題・演習問題をレベル別に
提示。II 巻では熱力学、電磁気学、光学など日常生活や産業にも関わりの深い分野について、各体系の特徴と
その基礎的手法を学ぶ。
【主要目次】	 	15熱とエネルギー　16ミクロの力学とマクロの熱力学　17熱機関　18熱力学第二法則とエン

トロピー　19電荷と電気的力　20連続的な電荷分布と電場　21ガウスの法則　22電気的ポテ
ンシャルエネルギーと電位　23電流と電気抵抗　24磁場　25磁場による力と磁性体　26電磁
誘導　27電磁波　28光の物理

＜採用校＞	 	旭川教育大学, 岐阜聖徳学園大学, 帯広畜産大学, 兵庫県立大学, 北海道大学, 北見工業大学

カラー版 レベル別に学べる 物理学 I　改訂版　 電子献本あり
末廣 一彦・斉藤 準・鈴木 久男・小野寺 彰　著
B5判・302頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-621-08910-1　発行年月2015.2
物理的概念・考え方と基本法則を学び定性的考察と定量的理解ができる力を養う初学者向け教科書。フルカ
ラーで図とイラストを多用し、身近な題材や単純な問題からわかりやすく解説。各節および例題や演習問題の
レベルを明示し、読者が理解度に合わせて学習を進められるよう配慮。多数の例題・演習問題と丁寧な解答・
解説で基礎的な理解を促す。
【主要目次】	 	1 運動の概念と数学　2二次元以上の運動　3力と運動の法則　4ニュートンの法則の応用　5仕

事とエネルギー　6力積と運動量　7円運動の動力学と惑星の運動　8剛体　9剛体の運動　10
流体　11振動　12波の物理　13音の物理　14光の波動性と粒子性

＜採用校＞	 	旭川教育大学, 宇都宮大学, 関西大学, 岐阜聖徳学園大学, 帯広畜産大学, 兵庫県立大学, 北海道大学, 北見工
業大学
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光学／電磁気学

物理学スーパーラーニングシリーズ　電磁気学　第 2 版
佐川 弘幸・本間 道雄　著
B5変型判・240頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-621-06127-5　発行年月2012.01
本書は、物理学を基礎から、自分で考え、論理的に理解することを目的とした、電磁気学の教科書。高校で物
理学を履修してこなかった大学生や、“ゆとり教育”を受けた世代の方も、クーロンの法則からマクスウェルの
方程式まで、電磁気学の基礎的な考え方について、例題や練習問題を解いていくうちに理解度をさらに深める
ことができる。
【主要目次】	 	Lecture0 電磁気学とは？／1クーロンの法則と静電場／2ガウスの法則／3静電ポテンシャルと

静電エネルギー／4ポアソン方程式／5コンデンサーと誘導体／6定常電流／7静磁場と電流／8
ベクトル・ポテンシャルとアンペールの法則／9電磁誘導の法則／10インダクタンス／11磁性
体／12マクスウェルの方程式と電磁波

＜採用校＞	 	会津大学, 九州大学, 広島大学, 高知学園短期大学, 高知工業高等専門学校, 国立看護大学校, 静岡大学, 千葉
大学, 大阪大学, 東京農工大学, 東京理科大学, 東北大学, 日本大学

原著 5 版　ヘクト　光学　III　現代光学
Eugene Hecht　著　　尾崎 義治・朝倉 利光　訳
B5判・274頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-621-30400-6　発行年月2019.09
定番教科書の待望の改訂版。古典的光学を、初歩的な数学のみを前提に体系的に学ぶ。豊富な図や写真で直感
的に理解しやすく、例題や章末問題により理解を深めることができる。光と原子の相互作用や光の量子力学的
性質を明らかにし、現代的で実践的な理解を促す。第 III 巻は、コヒーレンス理論、レーザーなど実用化に欠か
せないテーマを取り上げる。
【主要目次】	 	11フーリエ光学／12コヒーレンス理論の基礎／13レーザーとその応用／付録　電磁理論/キル

ヒホッフ回折理論／表1　sinc 関数／参考文献
＜採用校＞	 	富山大学

原著 5 版　ヘクト　光学　II　　波動光学
Eugene Hecht　著　　尾崎 義治・朝倉 利光　訳
B5判・458頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-30391-7　発行年月2019.06
定番教科書の待望の改訂版。古典的光学を、初歩的な数学のみを前提に体系的に学ぶ。豊富な図や写真で直感
的に理解しやすく、例題や章末問題により理解を深めることができる。光と原子の相互作用や光の量子力学的
性質を明らかにし、現代的で実践的な理解を促す。第 II 巻は、光学の理解に必須の波動について重ね合せや干
渉と回折、偏光を取り上げる。
【主要目次】	 	7 波動の重ね合せ／8偏光／9干渉／10回折／精選問題の解答／索　引
＜採用校＞	 	関西大学, 東京理科大学, 富山大学

原著 5 版　ヘクト　光学　I　　基礎と幾何光学
Eugene Hecht　著　　尾崎 義治・朝倉 利光　訳
B5判・542頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-30346-7　発行年月2018.10
定番教科書の待望の改訂版。古典的光学を、初歩的な数学のみを前提に体系的に学ぶ。豊富な図や写真で直感
的に理解しやすく、例題や章末問題により理解を深めることができる。光と原子の相互作用や光の量子力学的
性質を明らかにし、現代的で実践的な理解を促す。第 I 巻は、波動現象と電磁気学の基礎から幾何光学まで、
光の性質の基本的内容を扱う。
【主要目次】	 	1 簡単な歴史／2波動／3電磁波，光子，光／4光の伝搬／5幾何光学	I／6幾何光学	II
＜採用校＞	 	関西大学, 東京理科大学, 富山大学, 北海道大学
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電磁気学／量子力学

物理学スーパーラーニングシリーズ　量子力学　第 2 版
佐川 弘幸・清水 克多郎　著
B5変型判・208頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-06128-2　発行年月2012.01
本書は物理学を基礎から自分で考え、論理的に理解することを目的とした量子力学の教科書。高校で物理学を
履修してこなかった大学生や、“ゆとり教育”を受けた世代にも、光の粒子性と波動性からベルの不等式まで量
子力学の基礎的な考え方について、例題や練習問題を解いていくうちに理解度をさらに深めることができる構
成。
【主要目次】	 	Lecture0 量子力学とは？／1量子力学のおこり／2光の粒子性と波動性／3物質の波動性／4不

確定性原理／5シュレーディンガー方程式／6井戸型ポテンシャルと量子力学の基礎概念／7	1次
元のポテンシャル／8スピン／9	EPR 対とベルの不等式／10結晶中の電子―エネルギーバン
ド―

＜採用校＞	 	会津大学, 九州工業大学, 山口東京理科大学, 新居浜工業高等専門学校, 神奈川大学, 諏訪東京理科大学, 大
阪電気通信大学, 中央大学, 東海大学, 東京農工大学

わかりやすい量子力学入門　原子の世界の謎を解く
高田 健次郎　著
A5判・200頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-07346-9　発行年月2003.12
平易な言葉で書かれた非常にやさしい量子力学の入門書。ミクロの世界を支配する重要な理論でありながら、
わかりにくい量子力学を、それが必要になった理由や歴史的内容から順を追って学ぶことで真の理解を促す。
難しい式なしに物理的意味を言葉で解説。
【主要目次】	 	第 I 部	原子の世界の謎　第1章　プロローグ：物質と電気の原子的性質／第2章　原子の構造／

第 3章　光の粒子の発見／第 4章　電子と波／　量子力学への幕開き　第 II 部　量子力学入門　
第5章　シュレーディンガーの波動力学／第6章	粒子性と波動性／第7章　水素原子、元素の周
期律、光の量子力学／エピローグ　広がる量子力学の世界

＜採用校＞	 	岐阜大学, 宮崎大学, 九州工業大学, 九州産業大学, 熊本大学, 静岡大学, 大阪大学, 大阪電気通信大学, 中央
大学, 帝京大学, 東京理科大学, 東邦大学, 日本大学, 福岡教育大学

グリフィス 電磁気学 I
David Griffiths　著　　満田 節生・坂田 英明・二国 徹郎・徳永 英司　訳
A5判・444頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-30422-8　発行年月2019.12
抜群の定評で世界で広く使われている電磁気学テキストの翻訳版。本文の軽妙な語り口は勿論、脚注で引用さ
れる文献とそれに密接に関連づけられた内容が本文や演習問題にさりげなく反映される。また、演習問題は単
なる章末問題ばかりではなく、例題とともに内容の理解を促進させるかたちで本文中に埋め込まれ周到な学習
過程デザインがなされている。
【主要目次】	 	電磁気学の物理学における位置づけ　第	1	章　ベクトル解析／第	2	章　静電気学／第	3	章　ポ

テンシャル／第	4	章　物質中の電場／第	5	章　静磁気学／第	6	章　物質中の磁場／第	7	章　電
磁気学／付録	A　曲線座標系におけるベクトル解析／付録	B　ヘルムホルツの定理／付録	C　単
位／付録	D　公式集

＜採用校＞	 	関西大学, 東京理科大学, 奈良工業高等専門学校
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量子力学

新刊  ジー先生の場の量子論　基礎編
Anthony Zee　著　　原田 恒司・筒井 泉　訳
A5判・400頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-621-30493-8　発行年月2020.01
場の量子論は、素粒子理論や物性理論の研究に欠くことのできない分野である。本書は、計算のみにこだわら
ず、場の量子論のエッセンスをつかむのに最適な入門書でありながら、素粒子や物性への応用にも触れ、統一
理論など野心的な話題も扱っているため、入門者から専門家まで幅広い関心を引く一冊である。第 I 巻では、
場の量子論の基礎について学ぶ。
【主要目次】	 	第	I	章　動機づけと基礎／第	II	章　ディラックとスピノール／第	III	章　繰り込みとゲージ不変性

／第	IV	章　対称性と対称性の破れ／付録A：ガウス積分と場の量子論での中心的恒等式／付録
B：群論の簡単なまとめ／付録C：ファインマン則／付録D：さまざまな恒等式とファインマン積
分／練習問題解答（抜粋）／訳者あとがき／索引

量子力学 III
高木 伸　著
B5判・406頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-621-30319-1　発行年月2018.12
量子力学の基礎理論について根本的疑問に答えるていねいな考察と解説。「学生が一人で読み進められる自習
書」をコンセプトに、直観的な理解を数学的に裏打ちして考察し、物理的常識を更新することを繰り返しなが
ら、深い理解を目指す。量子力学の理解に必要な話題を網羅し、読者が疑問に思うことを解明し発見的に再構
成して理解できるよう解説。
【主要目次】	 	第 16章　ハミルトニアン固有値問題：一般論（E1）／第 17章　確率公準：決定版／第18章　

エネルギー測定／第 19章　準古典的状況：WKB近似／第 20章　実効一次元状態／第 21章　
位置デカルト座標に関する変数分離型状況／第 22章　エネルギー確率公準とスペクトル構造
（E3）

量子力学 II
高木 伸　著
B5判・350頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-621-30305-4　発行年月2018.07
量子力学の基礎理論について根本的疑問に答えるていねいな考察と解説。「物わかりの悪い人」を読者対象に、
初学者が抱く根本的な疑問に改めて向き合い、量子力学の理解に必要な話題を網羅。初等的な数学（主に微積
分）と物理（主にニュートン力学）だけを前提に、疑問点を解明しながら量子力学を発見的に再構成できるよ
う構成。
【主要目次】	 	第 9	章　不確定性関係／第10	章　演算子と交換関係／第11	章　古典力学との形式的対応／第

12	章　エネルギー確率密度：予備的考察／第13	章　緩坂と踏段／第14	章　窪と丘／第15	章　
調和振動子

量子力学 I
高木 伸　著
B5判・382頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-30248-4　発行年月2018.01
量子力学の基礎理論について根本的疑問に答えるていねいな考察と解説。「物わかりの悪い人」を読者対象に、
初学者が抱く根本的な疑問に改めて向き合い、量子力学の理解に必要な話題を網羅。初等的な数学（主に微積
分）と物理（主にニュートン力学）だけを前提に、疑問点を解明しながら量子力学を発見的に再構成できるよ
う構成。
【主要目次】	 	序章／第1章　量子論の登場：古典物理学からの脱却／第2章　ウェーヴィクル／第3章　シュ

レーディンガー方程式／第4章　「位置の確率密度」と「運動量の確率密度」／第5章　「大人しい
函数」と「超函数」／第6章　シュレーディンガー方程式の基本的性質／第7章　運動量測定（そ
の1）／第8章　調和振動子波動函数
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物性物理／素粒子・原子核物理

グリフィス 素粒子物理学
David Griffiths　著　　花垣 和則・波場 直之　訳
A5判・496頁　定価（本体7,600円＋税）　ISBN978-4-621-30392-4　発行年月2019.09
英語圏で標準的に使われている素粒子物理学テキストの翻訳版。初学者が素粒子物理学の全体像をとらえ、計
算力を養うのに最適な一冊。理論の土台となった歴史にはじまり、標準模型の導入、これからの方向性までを
述べる。また、本分野を学ぶうえで重要なファインマン図も丁寧に解説。章はじめに目的を掲げ、読者のレベ
ルにあわせて読み進められる。
【主要目次】	 	序／1	素粒子物理学の歴史／2	素粒子の運動学／3	相対論的運動学／4	対称性／5	束縛状態／6	

ファインマン則／7	量子電気力学／8	クォークの電気力学と色力学／9	弱い相互作用／10	ゲージ
理論／11	ニュートリノ振動／12	その後：次は何だろうか？／付録	A	ディラックのデルタ関数	B	
崩壊率と断面積　C	パウリ行列とディラック行列　D	ファインマン則（ツリーレベル）

＜採用校＞	 	京都産業大学, 奈良工業高等専門学校

第 8 版　キッテル固体物理学入門 下
Charles Kittel　著　　宇野 良清・津屋 昇・新関 駒二郎・森田 章・山下 次郎　訳
A5判・392頁　定価（本体3,600円＋税）　ISBN978-4-621-07654-5　発行年月2005.12
固体物理学の定番教科書の最新改訂版下巻。初級的性格を保持しつつ新たな分野を取り入れるという初版以来
の姿勢の通り、物理的基礎を押えつつ、実用的に役立つ教科書。第 8 版では、新しい進展を随所に取り入れる
とともに、ナノ構造の章を加え、また、章の順序を入れ替えて発展の著しい超伝導と磁性体の章を早い段階で
学習するように改められている。
【主要目次】	 	11反磁性と常磁性／12強磁性と反強磁性／13磁気共鳴／14プラズモン，ポラリトン，ポーラ

ロン／15光学的過程と励起子／16誘電体と強誘電体／17	表面と界面の物理学／18ナノ構造／
19非晶質固体／20点欠陥／21転移／22合金

＜採用校＞	 	愛媛大学, 京都大学, 広島大学, 甲南大学, 香川大学, 神戸大学, 千葉大学, 大阪教育大学, 大阪大学, 大阪府立
大学, 筑波大学, 中京大学, 電気通信大学, 東京大学, 東京電機大学, 東京理科大学, 東北大学, 同志社大学, 富
山大学, 北海道大学, 名古屋大学

第 8 版　キッテル固体物理学入門 上
Charles Kittel　著　　宇野 良清・津屋 昇・新関 駒二郎・森田 章・山下 次郎　訳
A5判・392頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-621-07653-8　発行年月2005.12
固体物理学の定番教科書の最新改訂版上巻。初級的性格を保持しつつ新たな分野を取り入れるという初版以来の姿勢
の通り、物理的基礎を押えつつ、実用的に役立つ教科書。第 8 版では、新しい進展を随所に取り入れるとともに、ナ
ノ構造の章を加え、また、章の順序を入れ替えて発展の著しい超伝導と磁性体の章を早い段階で学習するように改め
られている。
【主要目次】	 	1 結晶構造／2波の回折と逆格子／3結晶結合と弾性定数／4フォノン I：結晶の振動／5フォノン II：

熱的性質／6自由電子フェルミ気体／7エネルギーバンド／8半導体／9フェルミ面と金属／10超伝導
／付録A反射線の温度変化／付録B格子和の計算に関するエバルトの方法／付録C弾性波の量子化：
フォノン／付録Dフェルミ―ディラックの分布関数／付録E	dk/dt 方程式の導出／付録 Fボルツマンの
輸送方程式　ほか

＜採用校＞	 	愛媛大学, 岡山大学, 関西大学, 岐阜大学, 京都産業大学, 京都大学, 玉川学園, 近畿大学, 九州大学, 群馬工業高等専
門学校, 工学院大学, 広島大学, 甲南大学, 高知工科大学, 埼玉大学, 秋田工業高等専門学校, 神戸大学, 千葉大学, 大
阪市立大学, 大阪大学, 筑波大学, 中京大学, 鳥取大学, 電気通信大学, 東京大学, 東京電機大学, 東京理科大学, 東北
大学, 同志社大学, 日本女子大学, 北海道大学, 北里大学, 名古屋工業大学, 名古屋大学, 名城大学, 和歌山大学, ほか

東京大学工学教程　　基礎系 物理学

量子力学 I  ISBN978-4-621-30496-9

量子力学 II  ISBN978-4-621-30430-3

統計力学 I  ISBN978-4-621-30428-0

統計力学 II  ISBN978-4-621-30429-7

 ※東京大学工学教程シリーズについては詳しくはこちらをご覧ください　→　
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化学一般・基礎化学

HGS分子構造模型 有機化学学生用セット
丸善出版　製作
定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-30129-6　発行年月2017.03
高校の教科書の化学式の約 90％が組み立て可能。高校で化学を履修しなかった、有機化学・生化学に携わる学
生に最適のセット。
【梱包内容】	 	1）タマ　水素30個、炭素（4穴）9個、炭素（5穴）6個、窒素2個、酸素4個、硫黄1個、

塩素 2 個　2）ボンド　C-H（120pm)30 本、C-C（140pm）7 本、C-C（154pm）20 本、
C=C（133pm)12本　3）軌道板　p原子軌道板（青・緑）各2個

＜採用校＞	 	愛知学院大学, 茨城工業高等専門学校, 岡山大学, 岩手大学, 岐阜大学, 九州保健福祉大学, 高崎健康福祉大
学, 山形大学, 産業医科大学, 四国大学, 城西国際大学, 新潟薬科大学, 崇城大学, 静岡大学, 創価大学, 大阪工
業大学, 智辯学園和歌山高校, 東京工科大学, 東京工業高等専門学校, 東京工業大学, 東京農業大学, 東北医
科薬科大学, 徳島大学, 苫小牧工業高等専門学校, 日本大学, 日本薬科大学, 八戸工業高等専門学校, 武庫川
女子大学, 福井大学, 福山大学, 兵庫医療大学, 麻布大学, 明治薬科大学, 有明工業高等専門学校, 和歌山大学ほか

HGS分子構造模型 C型セット 有機化学実習用
丸善出版　製作
定価（本体4,000円＋税）　ISBN978-4-621-30128-9　発行年月2017.03
米国の 100 を超える大学で使用され、学生実習や授業時に簡単な有機化合物を組み立て可能。有機化学の学生
実習や自己学習に最適。いす型・舟型などを目で見て理解するのに役立つ。
【梱包内容】	 	1）タマ　水素 30個、炭素（穴 4）30個、炭素 (穴 5）14個、窒素（穴 4）4個、窒素（穴

5）2 個、 酸 素 4 個、 塩 素 4 個、 金 属 2 個　2） ボ ン ド　C-H(110pm)30 本、
C-C(140pm)16 本、C-C(154pm)40 本、C-Cl(S)(180pm)6 本、C＝C(133pm)16 本　3）
原子軌道板 p原子軌道板（青、緑）各6個4）pm単位の物差し1個（原子間距離計測用）

＜採用校＞	 	愛知学院大学, 横浜薬科大学, 関西学院大学, 岩手医科大学, 岐阜医療科学大学, 京都大学, 熊本大学, 高崎健
康福祉大学, 山形大学, 山口大学, 滋賀県立大学, 昭和大学, 昭和薬科大学, 松山大学, 城西大学, 新潟薬科大
学, 崇城大学, 摂南大学, 千葉大学, 大阪薬科大学, 第一薬科大学, 帝京平成大学, 東京薬科大学, 東京理科大
学, 東邦大学, 徳島文理大学, 奈良工業高等専門学校, 日本大学, 武蔵野大学, 北里大学, 立命館大学, 鈴鹿医療科学大学, ほか

HGS分子構造模型 B型セット 有機化学研究用
丸善出版　製作
定価（本体7,000円＋税）　ISBN978-4-621-30127-2　発行年月2017.03
HGS 分子構造模型が再発売。B 型セットでは、多種類の「タマ」と「ボンド」がセット。基本的な有機化合物、
鎖状高分子などが組み立て可能。
【梱包内容】	 	1）タマ	水素 60個、炭素（穴 4)38 個、炭素（穴 5)14 個、窒素（穴 4)4 個、窒素（穴 2)2

個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個	2）ボン
ド	O-H（96pm)10 本、C-H(110pm)60 個、C=C(133pm) 白 10 本、C=C(133pm) 青 30
本、C-C(154pm)60 本、C-C(140pm)20 本、C-O（N)(145pm)10 本、C-Cl(S)
(180pm)10 本、C-Br(190pm)10 本、C-I(210pm)10 本	3）原子軌道板	p 原子軌道板 (青 6
個、緑6個）、π原子軌道板（青3個、緑3個）	4）pm単位の物差し1個

＜採用校＞	 	京都大学, 慶應義塾大学, 光泉高等学校, 山形大学, 順天堂大学, 昭和大学

HGS分子構造模型 A型セット 有機化学入門用
丸善出版　製作
定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-621-30126-5　発行年月2017.03
HGS 分子構造模型が再発売。A 型セットでは、シクロヘキサンの分子模型が 2 組、デカリンの分子模型が 1 組
が組み立て可能。
【梱包内容】	 	1）タマ　水素24個、炭素12個、酸素2個、窒素2個　2）ボンド　C-H（110pm）25本、

C-C（154pm）20本、C＝C(133pm)6本
＜採用校＞	 	愛知学院大学, 愛媛大学, 茨城県立日立第一高等学校, 岡山大学, 岡山南高校, 京都教育大学, 京都府立大学,

九州工業大学, 九州大学, 県立浦和高等学校, 札幌手稲高校, 山形大学, 山手学院高校, 産業医科大学, 小山工
業高等専門学校, 昭和女子大学, 新居浜工業高等専門学校, 神奈川学園, 神奈川大学, 聖隷クリストファー大
学, 青森大学, 前橋工科大学, 相模女子大学, 滝高校, 智辯学園和歌山高校, 中央大学, 都立片倉高校, 東京農
業大学, 東北医科薬科大学, 同志社女子大学, 日本工学院専門学校, 日本福祉大学, 姫路獨協大学, 富山大学,
武庫川女子大学, 兵庫県立加古川西高校, 兵庫県立明石西高等学校, 北里大学, 琉球大学, 鈴鹿医療科学大学
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化学一般・基礎化学

ゼロからはじめる化学
立屋敷 哲　著
B5判・214頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-621-08016-0　発行年月2008.10
高校で化学を学んでこなかった学生・不得意な学生のために、化学の基礎の基礎を、懇切丁寧に解説した基礎
化学の教科書。クイズ、例題、演習問題を繰り返し解き，深い理解を得ることができる．化学を基礎として必
要とするすべての学生が、化学の基礎の基礎を理解して専門科目の学習に役立てるのに最適。
【主要目次】	 	1 章　化学式・反応式がわかるようになる（物質の構成粒子 : 原子・イオン・分子）／2章　モル

（物質量）がわかる，化学計算ができるようになる／3章　化学結合と分子構造を理解する，無機
化合物・周期表がわかる／4章　有機化合物の構造式と名称がわかる・書けるようになる，性質が
わかる／付録1　物質の三態と気体の性質，溶液の性質／付録2　反応熱とは―熱含量（エンタル
ピー）変化／付録3　平衡定数と弱酸の pH, 緩衝液の pH　ほか

＜採用校＞	 	岡山科学技術専門学校, 九州医学技術専門学校, 高知大学, 女子栄養大学, 帝京短期大学, 東北生活文化大学,
兵庫県立大学

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎 基礎化学
井手本 康・橋詰 峰雄・湯浅 真・竹内 謙・郡司 天博・酒井 秀樹・近藤 行成・板垣 昌幸・田中 優実・
杉本 裕・坂井 教郎・本田 宏隆　著
B5判・230頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-30012-1　発行年月2015.12
基礎的かつ重要な事項を着実に理解でき、高度な学習にも応用できる教科書。化学は物理化学、無機化学、有
機化学、分析化学および高分子化学、生化学など広範であるが、それらの分野を専門としない物理、生物、地
学、工学、医学、薬学、農学などを専門とする学生に必須の基礎知識を精選。技術者・研究者が復習にも利用
可能なデータなどを多めに掲載。
【主要目次】	 	1．物質の構造　2．原子の構造　3．原子の性質　4．化学結合と分子構造　5．物質の状態とエ

ネルギー　6．化学反応・化学量論・反応速度　7．酸と塩基　8．酸化還元反応　9．無機化合物
の反応と性質　10．多原子分子の分子構造と化学結合　11．有機化合物の構造と命名法　12．
有機化合物の構造と性質　13．無機化合物の命名法と構造　章末問題解答

＜採用校＞	 	諏訪東京理科大学, 東京理科大学, 東北大学

ブラウン 一般化学 II　原書 13 版　～反応・熱力学・化学の広がり～　 電子献本あり
T. L.Brown・H. E. LeMay,Jr・B. E. Bursten・C. J. Murphy・P. M. Woodward　著　　荻野 和子　監訳　　
上野 圭司・鵜沼 英郎・荻野 和子・鹿又 宣弘　訳
B5判・404頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-621-30011-4　発行年月2016.01
1977 年の初版刊行以降、世界各国で教科書として用いられている一般化学の教科書。豊富な図表と写真を用い
て、抽象的な化学の諸概念が理解できるよう工夫が凝らされている。また、原書の副題である“The Central 
Science”のとおり、読者が化学という学問分野の広がりや、大切さを認識できるよう意図されて作られてい
る。
【主要目次】	 	14　反応速度／15　化学平衡／16　酸塩基平衡／17　水溶液平衡／18　環境の化学／19　化

学熱力学／20　電気化学／21　核化学／22　非金属元素／23　遷移金属と配位化学／24　生
命の化学：有機化学と生化学

＜採用校＞	 	国際基督教大学, 山梨大学, 神奈川大学, 千葉大学, 東京農業大学, 東邦大学, 東北工業大学, 奈良女子大学,
日本大学, 富山大学, 福島大学

ブラウン 一般化学 I　原書 13 版　～物質の構造と性質～　 電子献本あり
T. L.Brown・H. E. LeMay,Jr・B. E. Bursten・C. J. Murphy・P. M. Woodward　著　　荻野 和子　監訳　　
上野 圭司・鵜沼 英郎・荻野 和子・鹿又 宣弘　訳
B5判・402頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-30010-7　発行年月2016.01
1977 年の初版刊行以降、世界各国で教科書として用いられている一般化学の教科書。豊富な図表と写真を用い
て、抽象的な化学の諸概念が理解できるよう工夫が凝らされている。また、原書の副題である“The Central 
Science”のとおり、読者が化学という学問分野の広がりや、大切さを認識できるよう意図されて作られてい
る。
【主要目次】	 	1　序論：物質と測定／2　原子，分子，イオン／3　化学量論：化学式に基づく計算／4　水溶液

中の反応／5　熱化学／6　原子の電子構造／7　元素の周期的な性質／8　化学結合／9　分子の
形と結合理論／10　気体／11　分子間力と液体／12　固体と先端材料／13　溶液の性質

＜採用校＞	 	関西大学, 群馬大学, 国際基督教大学, 山梨大学, 秋田大学, 職業能力開発総合大学校, 職業能力開発総合大
学校東京校, 神奈川大学, 大阪大学, 東京農業大学, 東邦大学, 東北工業大学, 東北大学, 奈良女子大学, 日本
大学, 富山大学, 福井工業高等専門学校, 立命館大学, 福島大学
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化学一般・基礎化学

化学教科書シリーズ　第 3 版　環境化学概論
田中 稔・角井 伸次・芝田 育也・庄野 利之・澁谷 康彦・森内 隆代　著
A5判・192頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-08286-7　発行年月2010.11
環境化学の入門書であり教科書。環境問題の歴史、保全に関する法律から、環境汚染物質の計測法や処理法、
多様なリサイクル法、エネルギー問題まで幅広い内容を取り上げ、環境問題を社会的・自然科学的両側面から
学べる。最新のデータや身近な話題を豊富に盛り込み、環境問題への理解をより深められる一冊。
【主要目次】	 	1　はじめに／2　わが国における環境問題の歴史／3　環境保全に関する法律／4　環境における

化学物質の挙動／5　環境の現状と対策／6　環境汚染物質の測定法／7　環境とエネルギー／8　
資源のリサイクルと無害化処理／9　地球にやさしい化学をめざして／10　おわりに

＜採用校＞	 	甲南大学, 山形大学, 室蘭工業大学, 神戸市立工業高等専門学校, 日本分析化学専門学校, 名古屋工業大学,
明治大学, 有明工業高等専門学校

地球環境化学入門　改訂版
J. E. Andrews・P. Brimblecombe・T. D. Jickells・P. S. Liss・B. J. Reid　著　　渡辺　正　訳
A5判・328頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-06126-8　発行年月2012.01
高校レベルの化学知識から出発し、基礎を復習しながらたくさんの図表や写真を使い、環境をつくリ上げてい
る物質たちの顔つきと変身を描き出す。地球環境を大気・陸地・陸水・海に分け、それぞれの化学的特性と互
いの間で進む物質のやりとりを浮き彫りにしているところも類書にない大きな特徴だといえる。
【主要目次】	 	第 1章　地球の姿／第2章　環境化学の道具箱／第3章　大気の化学／第4章　陸地の化学／第

5章　陸水の化学／第6章　海の化学／第7章　変わりゆく地球　　　
＜採用校＞	 	茨城工業高等専門学校, 茨城大学, 岩手大学, 京都府立大学, 広島大学, 弘前大学, 佐賀大学, 山梨大学, 大妻

女子大学, 大分工業高等専門学校, 筑紫女学園短期大学, 中央大学, 鶴岡工業高等専門学校, 東京理科大学,
日本工業大学, 日本大学, 富山大学, 福岡大学, 鳴門教育大学, 和歌山大学

生命科学のための基礎化学　有機・生化学編
Molly M.Bloomfield　著　　伊藤 俊洋・伊藤 佑子・岡本 義久・清野 肇・松野 昻士　訳
A5判・406頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-621-04042-3　発行年月1995.03
重要項目を厳選し、現代のトピックスと関連させながら説明することで、生化学へのスムーズな導入を図った
教科書。健康上の問題を基本とし、日常生活に関連した教材をとりあげ、有機化学と生化学の基礎が楽しみな
がら理解できる。
【主要目次】	 	生命に必要な元素　13炭素と水素：飽和炭化	水素生命に必要な元素/飽和炭化水素	14炭素と水

素：不飽和炭化水素	アルケンとアルキン/環式化合物中の炭素	15含酸素有機化合物	アルコール
とエーテル/アルデヒド，ケトン，カルボン酸およびエステル	16含窒素有機化合物	アミンおよび
アミド　生命の化合物　17炭水化物	淡水化物/単糖類/二糖類/多糖類	／18脂質／19タンパク
質／20酵素，ビタミンおよびホルモン／21代謝／22拡散

＜採用校＞	 	奥羽大学, 宮崎大学, 京都産業大学, 九州東海大学, 埼玉医科大学, 鹿児島大学, 神戸学院大学, 神奈川工科大
学, 相模女子大学, 朝日大学, 帝京平成大学, 東海大学, 東京テクニカルカレッジ（TTC 中野）, 東京歯科大
学, 東都医療大学, 東洋大学, 二葉栄養専門学校, 日本大学, 北里大学

生命科学のための基礎化学　無機物理化学編
Molly M.Bloomfield　著　　伊藤 俊洋・伊藤 佑子・岡本 義久・清野 肇・松野 昻士　訳
A5判・400頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-621-04041-6　発行年月1995.03

「なぜ化学を学ぶのか」、「何のために化学を学ぶのか」といった学問への動機づけを置き去りにした“受験化
学”から、学問の原点に戻って、「化学を学ぶ楽しさ」が実感できる教科書。
【主要目次】	 	科学のバックグラウンド　1物質の構造と性質	物質の性質/物質の測定	／2エネルギー	エネル

ギー/エネルギーの保存	／3原子の構造	原子の構造/電子配置/元素の周期表	／4原子の結合	化学
結合/化学式と命名法	／5化学反応式とモル	化学反応式/モルと科学計算	／6物質の三つの状態	
物質の状態/気体の性質に関する法則	／7原子と放射能／8放射能と生物／9反応速度と科学平衡
／10　水，溶液，コロイド／11溶液の濃度／12酸と塩基

＜採用校＞	 	愛知学院大学, 奥羽大学, 京都産業大学, 香川大学, 東京歯科大学, 北里大学
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化学一般・基礎化学／化学実験

基礎有機化学実験 新版　その操作と心得
畑 一夫・渡辺 健一　著
A5判・276頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-621-08128-0　発行年月2009.05
読み易く理解し易い文章と精細なイラスト・写真で好評の有機化学実験書。危険防止のための注意、実験器材
のはなし、実験の基本操作、試薬の常識、実験の考え方と進め方、化学文献活用の手引き、記録と報告、事故
と対策など収録。
【主要目次】	 	1．はじめて有機化学実験を行う人のために／2．実験にのぞむ一般の注意／3．危険防止のため

の注意／4．実験器材のはなし／5．実験の基本操作／6．試薬の常識／7．有機化学実験の考え方
と進め方／8．大量と小量のはなし／9．化学文献活用の手引き／10．科学の術語と略記号／11．
実験の記録と報告／12．実験の事故と対策

＜採用校＞	 	一関工業高等専門学校, 京都大学, 群馬工業高等専門学校, 甲南大学, 第一薬科大学, 東海大学, 函館工業高
等専門学校, 武庫川女子大学, 名古屋市立大学

イラストで見る　化学実験の基礎知識　第 3 版
飯田 隆・菅原 正雄・鈴鹿 敢・辻 智也・宮入 伸一　編
B5判・306頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-08088-7　発行年月2009.06
実験を行う上で最低限知っていて欲しいこと、通常説明しない本当に基礎的な“基礎”をまとめた化学の実験
書。基本操作から分析・無機・有機・物理・生物化学と化学全般を網羅。化学・化学実験の初学者・未習得者
でも化学実験の基礎操作をイメージし、実験全体の意味を理解して安全に実験を行うことができ正しい操作が
身につく。
【主要目次】	 	はじめに	1実験を始める前の心構え	2救急処置	3地震，火災時の対応	4廃棄物の処理5化学情

報の検索／基礎化学	1ガラス器具のいろいろ	2ガラス細工	3ガラス器具の洗浄	4プラスチック
器具の洗浄	5金属（ステンレス・黄銅）部分の洗浄	6試薬の開封，保管，取扱い	7試薬の等級，
ラベル表示　	8基本操作1（ろ過）	9基本操作2（濃縮）	10基本操作3（固体の乾燥）	ほか／分
析化学／無機化学／有機化学／物理化学／生物化学

＜採用校＞	 	お茶の水女子大学, 愛知工業大学, 岡山大学, 沖縄工業高等専門学校, 岩手大学, 九州大学, 弘前大学, 高知大
学, 首都大学東京, 常葉大学, 東京学芸大学, 東京工科大学, 日本工学院専門学校, 日本大学, 富山県立滑川高
等学校, 富山大学, 福岡工業大学, 法政大学

演習 誰でもできる 化学濃度計算　実験・実習の基礎
立屋敷 哲　著
B5判・214頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-30312-2　発行年月2018.07
著者が大学で実際に使用している講義資料をベースに、学生がどこでつまずくのか、どういった質問があった
のかなどを内容に反映し、改良を重ねてまとめた演習書。高校で化学を履修しなかった人をはじめ、実験・実
習の際に必要な化学計算が嫌い・苦手な人も、とことん自分で読んで理解できるように懇切丁寧な説明、米国
式の換算係数法の解説が特徴。
【主要目次】	 	本書で勉強するために　Study	Skills1．何のために学ぶのか，考えてみよう　1単位と計算／2	

mol（モル）、モル濃度、ファクター／3中和反応と濃度計算／4密度，パーセント濃度，含有率，
希釈／5化学反応式を用いた計算／6水素イオン濃度と pH／7比色法とその原理・光と色／8溶
媒抽出法と洗浄，純水とイオン交換樹脂，クロマトグラフィー／付録1調味％の計算／付録2看
護分野：換算係数法を用いた投薬の服用量と点滴速度の計算法／索引

＜採用校＞	 	愛知学院大学, 茨城大学, 関東学院大学, 熊本高等専門学校（八代高専）, 女子栄養大学

演習 溶液の化学と濃度計算　実験・実習の基礎
立屋敷 哲　著
B5判・256頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-07478-7　発行年月2004.09
化学に登場する濃度計算を基礎の基礎から説明するので、中学・高校時代に化学を勉強しなかった人でもすら
すら読み進めることができる。化学を専門としない学生、化学系の 1・2 年生を対象として、化学、分析化学、
生化学、生理学、食品化学、食品学、衛生学、栄養学などの、化学を基礎とした様々な場面で必要な「濃度計
算の基礎」をマスターできる。
【主要目次】	 	1 章　序・基礎知識／2章　mol（モル），モル濃度，ファクター／3章　酸・塩基，値数，規定

度と当量／4章　中和反応と濃度計算／5章　酸化還元／6章　化学反応式を用いた計算／7章　
パーセント，密度，含有率，希釈／8章　化学平衡と平衡定数／9章　pHメーターと酸化還元電
位／10章　光と色：比色法，その他の光学的分析法の基礎／付録　整数，分数，指数，対数の計
算

＜採用校＞	 	宇部工業高等専門学校, 岡山理科大学, 近畿大学, 甲南大学, 佐世保工業高等専門学校, 城西大学, 大分大学,
東京工科大学, 東京農業大学, 日本大学
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化学実験／物理化学

東京大学工学教程　基礎系 化学　物理化学 III　分子分光学と分子統計熱力学
東京大学工学教程編纂委員会　編　　三好 明　著
A5判・116頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-621-08905-7　発行年月2018.10
分子の運動や回転などのミクロな運動と、熱力学関数などの物質のマクロな性質の関係を明らかにする。分子
運動を統計集団として扱い、そこから熱力学関数を導き出す一連の流れから、学問の美しさを感じることがで
きる。分子統計熱力学は、熱力学関数以外にも物質のさまざまなマクロの性質を導くことができる、物質科学
の基礎をなす学問である。
【主要目次】	 	0 導入　第1部　分子構造と分光学　1分子の光吸収と光放出	1.1Lambert-Beer の法則/1.2 波

長領域と分子運動	／2 二原子分子の振動	2.1 調和振動子近似/2.2 赤外振動遷移/2.3 振動
Ramam散乱	／3二原子分子の回転／4多原子分子の振動と回転／5電子遷移／　第2部　分子
統計熱力学　6熱平衡状態／7統計力学の方法論／8熱力学関数と分配関数／　第3部　分子間
相互作用　9分子の極性／10分子間力

東京大学工学教程　基礎系 化学　物理化学 II　化学反応論
東京大学工学教程編纂委員会　編　　水野 哲孝・山口 和也・堂免 一成　著
A5判・148頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-621-30347-4　発行年月2018.11
化学反応速度論を学ぶことにより、化学反応の速度を解析し、その速度が反応の種類や条件によって異なるの
はなぜかを理解し、化学反応、反応機構の理解を深められる。また、物質の化学変化を時間発展の式として記
述する方法、反応速度を決定する原理に関する基礎的な考え方を身に付けられる。基礎の例題から高度な反応
機構まで解説。
【主要目次】	 	1 化学反応速度論の基礎	1.1 化学反応速度論とは/1.2 化学反応速度の実験的な測定法/1.3 反応

系の熱力学/1.4 速度式，速度定数，反応次数/1.5 積分型速度式/1.6 速度式（反応次数・速度定
数）の実験的な求め方/1.7 可逆反応/1.8 反応速度の温度依存性：Arrhenius 式	／2素反応の理
解と複合反応／3同位体を用いた反応機構の解析／4固体表面における吸着・反応過程／5反応の
分子動力学

マッカーリ化学数学
Donald A. McQuarrie　著　　藤森 裕基・松澤 秀則・筑紫 格　訳
A5判・412頁　定価（本体3,800円＋税）　ISBN978-4-621-08810-4　発行年月2014.03
化学を理解するために必要な“数学”の教科書。微分積分、線形代数からシュレーディンガー方程式まで“物
理化学”に役立つ数学を数学の基礎から、化学で必要となる数学へ発展させ、数学と物理化学を結びつける工
夫がなされている。またマッカーリ氏は、物理化学の専門家であるため、数学の教科書でありながら、物理化
学的トピックが満載されている。
【主要目次】	 	1 章　一変数関数：微分/2章　一変数関数：積分/3章　級数と極限/4章　積分関数/5章　複素

数/6章　常微分方程式/7章　微分方程式の級数解/8章　直交多項式/9章　フーリエ級数/10
章　フーリエ変換/11章　演算子/12章　多変数関数/13章　ベクトル/14章　平面極座標と球
座標/15章　古典的波動方程式/16章　シュレーディンガー方程式/17章　行列式/18章　行
列/19章　行列の固有値問題/20章　ベクトル空間/21章　確率/22章　統計：回帰と相関/23
章　数値計算法

＜採用校＞	 	弘前大学, 三重大学, 東京理科大学, 日本大学, 名古屋大学

有機スペクトル解析　-MS・IR・NMR データを読む
臼杵 克之助・宇野 英満・築部 浩　編
B5判・156頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08760-2　発行年月2014.01
有機構造解析の初学者が簡単に取り組めて、理解ができるよう、有機化合物のスペクトル解析（IR，NMR，
MS スペクトル）を基礎から実践まで学べる入門書。化合物スペクトルデータから構造決定に至る具体的なプロ
セスを例示し、解析ノウハウを解説。化合物 77 種類の、C ‐ NMR、H ‐ NMR、MS、IR の全スペクトルのダ
ウンロードが可能。
【主要目次】	 	第 1部　スペクトル解析に必要な基礎知識　質量スペクトル（MSスペクトル）の解析　概略/原

理/イオン化/質量分離/MSスペクトル/解析法/キーワード　／赤外スペクトル（IR スペクトル）
の解析　概略/原理/IR スペクトル/解析法/キーワード　／核磁気共鳴スペクトル（NMRスペクト
ル）の解析　概略/原理/測定/解析法/キーワード　／もっと勉強したい人のために　第2部　各
種スペクトルデータ―スペクトルの読み方と解析結果―　スペクトルの読み方例1～10

＜採用校＞	 	近畿大学, 埼玉大学, 大阪市立大学
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電気化学／無機化学

化学教科書シリーズ　第 2 版　無機化学概論
小倉 興太郎　著
A5判・254頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08288-1　発行年月2002.02
高専、学部学生のための無機化学の教科書。非化学系の学生にも理解できるように記述してある。無機化学は
多くの事実の集積からなっているという嫌いがある。本書は理解に役立つ系統化と規則化に多くを費やし、事
象を的確に理解できる図を多く載せた。
【主要目次】	 	1 新しい無機化学の領域／2原子核と放射能／3原子の構造／4元素の性質／5化学結合／6化学

平衡／7反応速度／8周期表／9典型元素／10配位化学／11遷移元素化学の基礎／12金属‐
π酸性配位子錯体／13遷移元素

＜採用校＞	 	愛知工業大学, 横浜国立大学, 大阪工業大学, 同志社大学

コンパクト 電気化学　 電子献本あり
岩倉 千秋・森田 昌行・井上 博史　著
A5判・190頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-621-30380-1　発行年月2019.05

“高度な内容をやさしく説明する”をモットーにした大学および高等専門学校の 2 単位の講義用教科書。かつ、
電気化学関連分野の入門のための参考書である。『化学教科書シリーズ 第 2 版 電気化学概論』（松田好晴・岩倉
千秋共著）の姉妹編で、エッセンシャルな部分または代表例のみを簡潔にまとめてあり、手早く概要を知るの
に適した 1 冊。
【主要目次】	 	第 1章	電気化学の基礎／第2章　電解質溶液の性質／第3章　電池の起電力と電極電位／第4

章　電極と電解質溶液の界面／第5章　電極反応の速度／第6章　電池によるエネルギーの変換
と貯蔵／第7章	電気分解を利用する物質の製造／第8章　表面の処理と高機能化／第9章　金属
の腐食とその防止／第10章	光と半導体がかかわる電気化学／第11章	生体物質の機能と電気化
学／第12章　電気化学に基づく測定法／参考図書，参考文献および参考資料

＜採用校＞	 	茨城大学, 大阪府立大学, 鈴鹿工業高等専門学校	 ※講義用資料サンプルがあります

化学教科書シリーズ　第 2 版　電気化学概論
松田 好晴・岩倉 千秋　著
A5判・296頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08680-3　発行年月2014.03
電子・電気工学、エネルギー・環境領域、生命科学、医学・薬学分野などますます幅広い分野で必要となって
いる電気化学の知識と技術を、その魅力とともに学ぶことのできる教科書。電気化学の全体を見渡せるよう実
例を多くとり入れて構成。最近の進展分野まで解説している。章末演習問題には解答を付け、講義や自習の際
に役立つように配慮している。
【主要目次】	 	1　電気化学の基礎／2　電解質溶液の性質／3　電池の起電力と電極電位／4　電極反応の速度／

5　エネルギーの変換と貯蔵／6　電気分解の応用／7　金属の腐食とその防止／8　光がかかわる
電気化学／9　生体の機能と電気化学／10　電気化学を応用する計測

＜採用校＞	 	愛媛大学, 関西大学, 九州産業大学, 山口大学, 芝浦工業大学, 神戸市立工業高等専門学校, 千葉大学, 大阪府
立大学, 東京理科大学, 東北学院大学, 日本大学, 福井工業高等専門学校

基礎化学コース　電気化学
渡辺 正　編著　　金村 聖志・益田 秀樹・渡辺 正義　著
A5判・244頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-08112-9　発行年月2001.05
まず電気化学の基礎理論として、電気と化学をつなぐ「エネルギー」と「粒子運動」を高校レベルの数学・物
理によって解き明かす。さらに電極-電解液界面という特異な場を舞台として進む化学現象での原子・分子のふ
るまいを捉えることで、電気化学で何がわかるか、を理解する。
【主要目次】	 	1 章　電気化学系の姿／2章　物質のエネルギーと平衡／3章　標準電極電位／4章　電解電流

(1)―電位が決める電流／5章　電解電流 (2)―物質輸送が決める電流／6章　ボルタンメトリー
／7章　電極表面で起こる現象／8章　電解液／9章　固体電解質／10章　電池／11章　光と
電気化学／12章　材料と電気化学——めっき・表面加工／付録

＜採用校＞	 	茨城大学, 横浜国立大学, 関西大学, 岩手大学, 桐蔭横浜大学, 金沢工業大学, 金沢大学, 熊本大学, 弘前大学,
佐賀大学, 埼玉工業大学, 山口大学, 滋賀県立大学, 室蘭工業大学, 秋田大学, 神奈川工科大学, 千葉大学, 大
阪工業大学, 大阪電気通信大学, 東京工業大学, 東京電機大学, 東京理科大学, 東北工業大学, 日本大学, 福井
工業大学, 福井大学, 福島工業高等専門学校, 福島高専, 兵庫県立大学, 法政大学, 名古屋大学, 名城大学, 琉
球大学
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ショートコース 有機化学　有機反応からのアプローチ
奥山 格 　著
B5判・154頁　定価（本体2,200円＋税）　ISBN978-4-621-08447-2　発行年月2011.10
本書は、一般教養としてではなく、化学結合の原理に基づき有機反応がどのように起こるのか、電子の流れで反応を理解する形の
有機化学の教科書。有機化学を専門とはしない生命科学系および理工系専攻の基礎有機化学の教科書。また、短時間に有機化学の
骨組みと全体像をつかみ、さらに深く有機化学を学ぼうとする時の入門書。
【主要目次】	 	1 有機分子のなりたち/2分子のかたちと電子の広がり/3いろいろな有機化合物とその性質/4酸と塩基/5三次元の

有機分子：立体化学/6有機反応はどう起こるのか/7飽和炭素における反応 I：ハロアルカンの置換と脱離反応/8飽
和炭素における反応 II：アルコールとエーテルの反応/9不飽和結合における求電子反応 I：アルケンへの求電子付
加/10不飽和結合における求電子反応 II：芳香族求電子置換反応/11不飽和結合における求核反応	ほか

＜採用校＞	 	旭川教育大学, 宮城教育大学, 京都府立大学, 広島工業大学, 山口大学, 倉敷芸術科学大学, 大阪府立大学, 筑波大学, 立教大学

『有機反応機構』ワークブック　巻矢印で有機反応を学ぶ！
奥山 格 　著
B5判・60頁　定価（本体880円＋税）　ISBN978-4-621-30107-4　発行年月2017.01
有機反応機構の書き方の理解を深めるため、ルイス構造式を正しく書き、電子の流れを巻矢印で示し、結合の切断と生
成を表すことができるようになったうえで、さらに学ぶためのワークブック。有機反応の種類別に系統的に考え、枠組
みを理解できる反応機構の入門書。
＜採用校＞	 	京都府立大学, 近畿大学, 工学院大学, 佐世保工業高等専門学校, 筑波大学, 帝京平成大学, 東京農工大学, 東邦大学, 徳

島大学, 富山県立大学, 北海道大学

『有機化学』ワークブック　巻矢印をつかって反応機構が書ける！
奥山 格 　著
B5判・64頁　定価（本体780円＋税）　ISBN978-4-621-08179-2　発行年月2009.10
有機反応を、巻矢印で電子の流れを表して、反応がどのように進むか、その感覚を身につけることができれば、有機化学がよ
りいっそう身近になる。本書は、ルイス構造式で価電子を正しく示し、共鳴による電子状態の表現法を理解し、反応における
電子の流れを巻矢印で表せるようになるためのものであり、その技法を習得できるワークブック。
＜採用校＞	 	宇都宮大学, 奥羽大学, 岩手医科大学, 京都府立大学, 近畿大学, 九州大学, 群馬大学, 工学院大学, 弘前大学, 佐世保工業高等専

門学校, 秋田県立大学, 筑波大学, 帝京平成大学, 東邦大学, 徳島大学, 北九州工業高等専門学校, 立教大学

『有機化学　改訂2版』 問題の解き方
奥山 格 　著
B5判・318頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-08976-7　発行年月2016.01
奥山 格 著「有機化学 改訂 2 版」のスタディガイド。テキスト内の問題の解答はもちろん、問題の考え方、解き方も解説。
有機化合物を作り上げる結合の基本原理と反応を支配する電子の流れを、問題を繰返し解いて論理的に理解し、有機化学の
基礎力が身につくよう補完する。各章末にはテキストには掲載されていない演習問題を収載。
【主要目次】	 	※「有機化学　改訂2版」をご参照ください。
＜採用校＞	 	茨城工業高等専門学校, 学習院大学, 佐世保工業高等専門学校, 埼玉大学, 山口大学, 崇城大学, 東京大学, 東邦大学, 兵庫

県立大学

有機化学　改訂2版
奥山 格・石井 昭彦・箕浦 真生　著
B5判・452頁　定価（本体5,000円＋税）　ISBN978-4-621-08977-4　発行年月2016.01
全国の有機化学講義担当者のアンケート意見をもとに構成され、日本の大学のカリキュラムにあった、現代の
有機化学の教科書。コンパクトにまとめながら、豊富な図・反応式、コラム、例題によって、興味をもって理
解を深められるように工夫している。独自のホームページを活用して教科書を補完するとともに、演習問題や
三次元分子モデルを提供。
【主要目次】	 	序	有機化学：その歴史と領域/1化学結合と分子の成り立ち/2有機化合物：官能基と分子間相互

作用/3分子のかたちと混成軌道/4立体配座と分子のひずみ/5共役と電子の非局在化/6酸と塩
基/7有機化学反応/8カルボニル基への求核付加反応/9カルボン酸誘導体の求核置換反応/10カ
ルボニル化合物のヒドリド還元とGrignard 反応/11立体化学：分子の左右性/12ハロアルカン
の求核置換反応/13ハロアルカンの脱離反応	ほか

＜採用校＞	 	茨城工業高等専門学校, 岡山大学, 学習院大学, 関西大学, 宮城教育大学, 京都府立大学, 金沢大学, 群馬大学, 佐世保工業高等専門学校,
埼玉大学, 山形大学, 秋田県立大学, 秋田大学, 崇城大学, 静岡理工科大学, 早稲田大学, 東海大学, 東京工業高等専門学校, 東京大学, 東
京農業大学, 東京農工大学, 東邦大学, 同志社女子大学, 同志社大学, 日本大学, 富山大学, 兵庫県立大学, 法政大学, 立教大学, 鈴鹿工業
高等専門学校, 和歌山大学

有機化学

※奥山 格他先生の上記 5 点の書籍の詳細情報については「有機化学 plus on web」で検索ください。
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『ウェイド有機化学　原書7版』問題の解き方
Leroy G. Wade,Jr.・Jan W. Simek　著　　 
中村 浩之・岩本 武明・斎藤 雅一・柴田 高範・田中 健・長澤 和夫・西林 仁昭　訳
B5判・706頁　定価（本体6,000円＋税）　ISBN978-4-621-30007-7　発行年月2016.01

『ウェイド有機化学 原書 7 版』の教科書に掲載されている問題の解答集。問題の解決法と学習上のつまづきや
すい点を詳細に解説し、基本条件として求められる正確さを踏まえたうえで、できるだけ丁寧かつ簡潔な解答
を示している。
【主要目次】	 	1 序論/2有機分子の構造と性質/3アルカンの構造と立体化学/4化学反応/5立体化学/6ハロゲ

ン化アルキル：求核置換反応と脱離反応/7アルケンの構造と合成/8アルケンの反応/9アルキ
ン/10アルコールの合成と構造/11アルコールの反応性/12赤外分光法と質量分析法/13核磁気
共鳴分光法/14エーテル，エポキシド，スルフィド/15共役系，軌道対称性，紫外分光法/16芳
香族化合物/17芳香族化合物の反応/18ケトンとアルデヒド/19アミン/20カルボン酸	ほか

＜採用校＞	 	東京農工大学

ウェイド有機化学　原書7版 下
Leroy G. Wade,Jr.　著　　 
中村 浩之・岩本 武明・斎藤 雅一・柴田 高範・田中 健・長澤 和夫・西林 仁昭　訳
B5判・802頁　定価（本体6,500円＋税）　ISBN978-4-621-08866-1　発行年月2014.12
身近な製品や現象を例に、有機化学を理解するうえで最も重要な“反応機構”が理解できる一冊。とくに重要
な“反応機構”は“かこみ”として、とくに丁寧に解説している。 また、完全に理解できるまで反復学習でき
る構成とし、例題にヒントを付記して考えやすくするなど、随所に基礎から理解することを助けるための配慮
が施されている。
【主要目次】	 	14　エーテル，エポキシド，スルフィド／15　共役系，軌道対称性，紫外分光法／16　芳香族

化合物／17　芳香族化合物の反応／18　ケトンとアルデヒド／19　アミン／20　カルボン酸／
21　カルボン酸誘導体／22　カルボニル化合物の縮合とα置換／23　炭水化物（糖）と核酸／
24　アミノ酸，ペプチド，タンパク質／25　脂質／26　合成高分子

＜採用校＞	 	群馬大学, 新潟大学, 東京農工大学

ウェイド有機化学　原書7版 上
Leroy G. Wade,Jr.　著　　 
中村 浩之・岩本 武明・斎藤 雅一・柴田 高範・田中 健・長澤 和夫・西林 仁昭　訳
B5判・786頁　定価（本体6,500円＋税）　ISBN978-4-621-08865-4　発行年月2014.12
身近な製品や現象を例に、有機化学を理解するうえで最も重要な“反応機構”が理解できる一冊。とくに重要
な“反応機構”は“かこみ”として、とくに丁寧に解説している。 また、完全に理解できるまで反復学習でき
る構成とし、例題にヒントを付記して考えやすくするなど、随所に基礎から理解することを助けるための配慮
が施されている。
【主要目次】	 	1　序論／2　有機分子の構造と性質／3　アルカンの構造と立体化学／4　化学反応／5　立体化

学／6　ハロゲン化アルキル：求核置換反応と脱離反応／7　アルケンの構造と合成／8　アルケ
ンの反応／9　アルキン／10　アルコールの合成と構造／11　アルコールの反応／12　赤外分
光法と質量分析法／13　核磁気共鳴分光法

＜採用校＞	 	新潟大学, 東京農工大学
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演習 『生命科学, 食品・栄養学, 化学を学ぶための　有機化学 基礎の基礎　第 3 版』
立屋敷 哲　著
B5判・152頁　定価（本体1,600円＋税）　ISBN978-4-621-30419-8　発行年月2019.10
教科書として定評をいただいている『生命科学, 食品・栄養学, 化学を学ぶための 有機化学 基礎の基礎　第 3
版』 をベースに、著者が大学で実際に受けた学生の質問に答える形で、問題の考え方や解き方を解説。本書を何
回も繰り返し学習することで確実に基礎が身につき、その後の専門分野への土台をしっかり確立することがで
きる。
【主要目次】	 	序		元素と周期表，原子価／1	最も簡単な化合物	：構造式の書き方と構造異性体／2	アルカン（鎖

式飽和炭化水素）／3		13種類の有機化合物群について理解すること・頭に入れること／4	簡単な
飽和有機化合物	：アルカンの誘導体／5	不飽和有機化合物／6	芳香族炭化水素とその化合物／7	
生体物質とのつながり／8	原子構造と化学結合

＜採用校＞	 	桐生大学

電子献本あり

生命科学, 食品・栄養学, 化学を学ぶための　有機化学 基礎の基礎　第 3 版
立屋敷 哲　著
B5判・274頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-621-30415-0　発行年月2019.09

「生命科学・食品学・栄養学を学ぶための 有機化学 基礎の基礎 補訂版」の改訂版。栄養・生命系だけでなく理
系の有機化学を初めて学ぶ学生にも分かりやすい有機化学の教科書。物理化学の基礎事項も丁寧に解説。
【主要目次】	 	序章　好奇心を取り戻そう／1	章　最も簡単な化合物，構造式の書き方と構造異性体／2	章　飽和

炭化水素（Saturated	Hydrocarbon）アルカン（Alkane）／3	章　13種類の有機化合物群につ
いて理解すること・頭に入れること／4	章　簡単な飽和有機化合物：アルカンの誘導体／5	章　不
飽和有機化合物／6	章　芳香族炭化水素とその化合物／7	章　生体物質とのつながり／8	章　原
子構造と化学結合

＜採用校＞	 	桐生大学, 前橋工科大学, 東北生活文化大学, 藤女子大学, 日本大学

電子献本あり
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※以下の書籍は弊社ホームページにて、講義用資料サンプルがご覧いただけます。
・コンパクト	電気化学
・マクマリー生物有機化学 [ 有機化学編 ]
・マクマリー生物有機化学 [ 生化学編 ]
・クリスチャン分析化学	原書 7版 I
・クリスチャン分析化学	原書 7版	II
・キャンベル生物学

マクマリー生物有機化学 [生化学編 ]　原書 8 版　 電子献本あり
J. McMurry・D. S. Ballantine・C. A. Hoeger・V. E. Peterson　著　　菅原 二三男・倉持 幸司　監訳
B5判・410頁　定価（本体4,900円＋税）　ISBN978-4-621-30240-8　発行年月2018.01
生命現象とその背景にある有機化学が簡潔に示され、生命現象の“必然性”が理解できる構成。生化学的現象
と日常生活との結びつきも多数例示し、興味関心が深まるよう工夫。 視覚的な図や写真、ポイントを強調した
化学式を使って解説。また、原書 8 版では、生化学と日常生活の中の化学との関連も強調して解説した教科書。
【主要目次】	 	1 アミノ酸とタンパク質／2酵素とビタミン／3炭水化物／4生化学エネルギーの発生／5炭水化

物の代謝／6脂質／7脂質の代謝／8タンパク質とアミノ酸の代謝／9核酸とタンパク質の合成／
10ゲノミクス（ゲノム科学）／11化学メッセンジャー：	ホルモン，神経伝達物質，薬物／12体
液／付録A科学的記数法／付録B換算表　　

＜採用校＞	 	安田女子大学, 岡山理科大学, 岐阜大学, 近畿大学, 慶應義塾大学, 常葉学園大学, 大阪大谷大学, 東京農業大
学, 東京理科大学, 富山県立大学, 麻布大学

マクマリー生物有機化学 [有機化学編 ]　原書 8 版　 電子献本あり
J. McMurry・D. S. Ballantine・C. A. Hoeger・V. E. Peterson　著　　菅原 二三男・倉持 幸司　監訳
B5判・274頁　定価（本体4,500円＋税）　ISBN978-4-621-30241-5　発行年月2018.01
有機化学の簡潔な解説の随所で、関連する生命現象についての話題や、日常生活との関連が盛り込まれ、有機
化学を学ぶ意味が理解できる。さらに、有機化学とその化学反応を理解する延長上で、生化学反応を理解でき
るように配慮。
【主要目次】	 	1 アルカン：有機化学のはじめの一歩　1．1有機分子の性質/1．2有機分子の族：官能基/1．3

有機分子の構造：アルカンと異性体/1．4有機構造式の描き方/1．5有機分子の形/1．6アルカ
ンの命名法/1．7アルカンの性質/1．8アルカンの反応	ほか	／2アルケン，アルキン，および
芳香族化合物／3酸素、硫黄、あるいはハロゲン含有化合物4アルデヒドとケトン／5アミン／6
カルボン酸と誘導体

＜採用校＞	 	愛知学院大学, 岡山理科大学, 畿央大学, 久留米工業高等専門学校, 久留米高等専門学校, 近畿大学, 熊本高
等専門学校, 工学院大学, 広島工業大学, 香川大学, 高知大学, 埼玉大学, 自治医科大学, 鹿児島大学, 芝浦工
業大学, 修文大学, 昭和薬科大学, 新居浜工業高等専門学校, 神奈川大学, 崇城大学, 大阪大学, 大阪大谷大学, 大阪府立大学, 東海大学,
東京工科大学, 東京農工大学, 東京理科大学, 日本大学, 福井工業大学, 福岡大学, 和歌山大学ほか

第 4 版 (原書 7 版)　マクマリー生物有機化学 [ 基礎化学編 ]
J. McMurry・D. S. Ballantine・C. A. Hoeger・V. E. Peterson　著　　菅原 二三男　監訳
B5判・436頁　定価（本体4,800円＋税）　ISBN978-4-621-08895-1　発行年月2015.01

“生物の化学”をコンセプトに、身近な食べ物、日常で使う道具、よく見かける現象を例に挙げながら、豊富な
イラストとともに解説。とくに有機物質を重点的に取り上げることにより、生化学反応の理解へと自然に繋が
るよう構成。生命科学系、食品系や理学系などの生命科学を学ぶ学生向けの基礎化学の教科書。
【主要目次】	 	1 物質と計量／2原子と周期表／3イオン化合物／4分子化合物／5化学反応の分類と質量保存の

法則／6化学反応：モルと質量の関係／7　化学反応：エネルギー、速度および平衡／8気体、液
体、固体／9溶液／10酸と塩基／11核化学／補遺	A．科学的記数法	B．換算表　

＜採用校＞	 	安田女子大学, 近畿大学, 広島大学, 国際医療福祉大学, 大阪大谷大学, 東京理科大学, 日本大学, 麻布大学
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クリスチャン　Excel で解く分析化学
G. D. Christian・P. K. Dasgupta・K. A. Schug　著　　角田 欣一・戸田 敬　監訳
B5判・142頁　定価（本体2,400円＋税）　ISBN978-4-621-30154-8　発行年月2017.03
分析化学における Excel の利用について、基礎的な使用方法から、プログラムを用いた発展的な計算やシミュ
レーションの方法まで丁寧に解説。紹介している Excel ファイルは web サイトより無料でダウンロード可能で
あり、実際に手を動かしながら、それらのテクニックを身に付けることができる。
【主要目次】	 	1 導入　1分析化学における表計算ソフトの利用/2検量線の作成/3傾き，切片，および決定係

数/4付加的な統計処理のための LINEST関数/5繰り返し計算の解を求めるための Excel ゴール
シーク/6統計計算のソフトウェアパッケージ　／2分析化学に関する統計処理　1標準偏差/2誤
差の伝播/3信頼限界/4有意差検定	ほか　／3化学平衡の一般概念／4酸塩基平衡／5酸塩基滴
定／6その他の平衡反応および滴定／7機器分析におけるExcel の活用

＜採用校＞	 	近畿大学, 佐世保工業高等専門学校, 東北大学, 富山大学

クリスチャン分析化学　原書 7 版　II. 機器分析編
G. D. Christian・P. K. Dasgupta・K. A. Schug　著　　今任 稔彦・角田 欣一　監訳
B5判・392頁　定価（本体4,200円＋税）　ISBN978-4-621-30110-4　発行年月2017.01
分析化学の基礎から機器分析法、応用分野まで、丁寧に解説。多くの例題に加え、実際の分析事例をもとにし
た問題や例題を掲載。機器分析編では、分光分析やクロマトグラフィー、質量分析といった内容について、原
理から実際の機器の特徴、取り扱う際の注意点などを詳しく掲載。分析化学が専門の学生、分析機器のユー
ザーに有用な教科書。
【主要目次】	 	16分光化学的方法／17原子分光分析法／18試料調製：溶媒抽出と固相抽出／19クロマトグラ

フィー：原理と理論／20ガスクロマトグラフィー／21液体クロマトグラフィーと電気泳動法／
22　質量分析法／23反応速度分析／24測定の自動化

＜採用校＞	 	茨城大学, 横浜国立大学, 学習院大学, 京都工芸繊維大学, 京都大学, 九州大学, 熊本大学, 工学院大学, 弘前
大学, 香川大学, 佐世保工業高等専門学校, 芝浦工業大学, 秋田大学, 信州大学, 摂南大学, 東海大学, 東京工
芸大学, 東京大学, 東京農業大学, 東北大学, 日本大学, 富山県立大学, 富山大学, 名古屋大学, 明治大学

クリスチャン分析化学　原書 7 版　I. 基礎編
G. D. Christian・P. K. Dasgupta・K. A. Schug　著　　今任 稔彦・角田 欣一　監訳
B5判・496頁　定価（本体3,900円＋税）　ISBN978-4-621-30109-8　発行年月2016.12
分析化学の基礎から機器分析法、応用分野までを丁寧に記述・解説した教科書。多くの例題に加え、「発展」として、
分析事例をもとにした問題や例題を掲載。基礎編では、「そもそも、どのような目的で分析を行うのか」という問い
から、分析器具の取扱い方法、統計の基礎、平衡反応やそれを利用した滴定、電気化学的な分析を解説。
【主要目次】	 	1 分析の目的――分析化学者は何をするのか／2基本的な分析器具と操作／3分析化学におけるデータ

処理／4優良試験所規範――分析の品質保証／5化学量論計算――分析化学者の必需品6化学平衡の一
般概念／7酸塩基平衡／8酸塩基滴定／9錯形成反応と滴定／10重量分析と沈殿平衡／11沈殿反応と
滴定／12電気化学セルと電極電位／13電位測定法とその電極／14酸化還元滴定と電位差滴定／15
ボルタンメトリーと電気化学センサー

＜採用校＞	 	阿南工業高等専門学校, 愛媛大学, 横浜国立大学, 学習院大学, 京都大学, 九州大学, 熊本大学, 工学院大学, 弘前大
学, 香川大学, 高知工業高等専門学校, 高知大学, 佐世保工業高等専門学校, 芝浦工業大学, 秋田大学, 青山学院大
学, 大阪府立大学, 東海大学, 東京大学, 東京農業大学, 東京農工大学, 東北大学, 奈良女子大学, 日本大学, 富山大
学, 福岡大学, 名古屋大学, 明治大学, 鈴鹿工業高等専門学校, 和歌山大学, 早稲田大学, ほか
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溶液内イオン平衡と分析化学
小倉 興太郎　著
A5判・230頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-621-07600-2　発行年月2005.05
大学学部、工業高等専門学校での分析化学の教科書・参考書であり、環境関連の技術者の実践的参考書として
も活用できる。溶液内イオン平衡について原点に立ち返り、基本から理解してもらうことが目標。章末に演習
問題が設けられ、多くの問題を解くことによってイオン平衡への興味と理解が深まるよう配慮。
【主要目次】	 	第 1章　溶液の濃度　1.1 モル濃度/1.2 規定度/1.3 式量濃度/1.4 重量パーセント/1.5 ファク

ター/1.6 規定液の調製　／第2章　活量と濃度　2.1 活量と活量係数/2.2 イオン強度/2.3 デバ
イ―ヒュッケルの式/2.4 電解質と非電解質　／第3章　溶液内化学平衡／第4章　酸塩基平衡／
第5章　沈殿平衡／第6章　錯体平衡／第7章　酸化還元平衡／第8章　溶液内イオン平衡とグ
ラフ／付表

＜採用校＞	 	岐阜大学, 九州大学, 山口大学, 山口東京理科大学, 静岡大学, 東京電機大学

新刊  東京大学工学教程　基礎系 化学　分析化学 II　分光分析
東京大学工学教程編纂委員会　編　　馬渡 和真・一木 隆範・清水 久史・火原 彰秀・溝口 照康　著
A5判・114頁　定価（本体2,000円＋税）　ISBN978-4-621-30499-0　発行年月2020.03
電磁波と物質の相互作用を理解するには、電磁気学、量子化学、数学など幅広い知識が必要となる。本書では、
分光学の基礎をしっかりと身につけるために、原理原則を理解することを主眼におき解説。まず、電磁気と物
質それぞれの基礎を、その後、各電磁波を用いた具体的な分光法について解説している。
【主要目次】	 	はじめに　1分光学基礎　2分光学のための光学基礎　3光と物質の相互作用　4紫外・可視分光

法　5振動分光法　6光熱変換分光法　7表面プラズモン共鳴法　8原子分光法　9	X線分光法

基礎化学コース　分析化学 II　分光分析
北森 武彦・宮村 一夫　著
A5判・212頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-08207-2　発行年月2002.03
分光分析化学の各分光法を光や X 線、電子線、磁場などと物質の相互作用から、どのように物質の化学情報を
得るかという方法論を中心に解説。専門学校から大学学部の教科書として、また、原理的理解をより深めるた
めの専門課程の参考書として最適。より進んだ内容は上級編として巻末にまとめ、理解を助ける肩の凝らない
話もコラムとして随所に載せた。
【主要目次】	 	基礎編　1章　光と化学情報	1はじめに/2分光学と分析化学		／2章　光と物質の相互作用　1

物質の構造とエネルギー準位/2エネルギー準位とスペクトル/3エネルギー準位を表すスペクトル
記号/4遷移とスペクトル	／3章　分光分析法の基礎	／4章　原子分光分析法／5章　X線分光分
析法／6章　分子分光分析法／7章　電子分光分析法／8章　磁気分光法／9章　質量分析法／
10章　構造解析法／上級編　11章　分光分析化学のための量子力学概論

＜採用校＞	 	小山工業高等専門学校, 大阪市立大学, 大阪大学, 東京大学, 東京理科大学, 徳島大学, 兵庫県立大学

化学教科書シリーズ　分析化学概論
田中 稔・澁谷 康彦・庄野 利之　著
A5判・252頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-621-08168-6　発行年月1999.07
大学および高専の分析化学の教科書。「分析化学の基礎」と「機器分析」の 2 編より構成され、通年～1 年半の
講義に見合う内容。学問としての分析化学入門書ではなく、実用の手段としての分析化学が身につくことを狙
いとした教科書。
【主要目次】	 	第 1編　分析化学の基礎　1はじめに／2溶液の濃度／3化学反応と化学方程式および反応速度

と化学平衡／4酸塩基平衡および酸塩基滴定／5沈殿平衡および沈殿滴定／6錯生成平衡と錯滴定
―キレート滴定／7酸化還元平衡および酸化還元滴定／8溶媒抽出法／付録／　第2編　機器分
析　1機器分析法概論／2組成分析／3状態分析／4電気化学分析と化学センサー／5表面分析／
6粉末X線回析法／7走査電子顕微鏡と分析電子顕微鏡／8分離分析／9イムノアッセイ

＜採用校＞	 	久留米工業大学, 九州工業大学, 三重大学, 神戸大学, 千葉大学

―	20	―

化
学
・
化
学
工
学
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基礎化学コース　光化学 I
井上 晴夫・高木 克彦・佐々木 政子・朴 鐘震　共著
A5判・218頁　定価（本体3,200円＋税）　ISBN978-4-621-04656-2　発行年月1999.09
光化学は大学の化学教育の中で非常に重要な位置を占める学問である。本書は光と物質の相互作用の基礎概念
を自然に理解できるよう、図式を多く取り入れて解説する学部学生のための教科書。
【主要目次】	 	序章　“光化学“を学ぶにあたって／１章　光とは何か？／２章　分子の電子状態／３章　電子励

起状態／４章　分子と光の相互作用／５章　光化学における時間スケール／６章　分子に光をあて
ると何が起こるか／７章　光化学の観測と解析／８章　どのように光をあてるか／９章　光化学の
素過程／10章　光化学反応の特徴　

＜採用校＞	 	群馬工業高等専門学校, 信州大学, 千葉大学, 東京農工大学, 東京理科大学, 徳島大学, 兵庫県立大学, 福井工
業大学

はじめての化学工学　プロセスから学ぶ基礎
化学工学会高等教育委員会　編
A5判・254頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-07884-6　発行年月2007.09
大学や高専で応用化学など化学を学ぶ学生にとっての化学工学の入門書。収支、反応工学、流動、分離工学

（蒸留、ガス吸収、膜分離）、熱移動、プロセス設計・運転管理に厳選。化学工学の基礎に徹底した構成とし、
それらを親しみやすいかたちで学ぶことができる。
【主要目次】	 	第 1章　化学工学の使命と魅力　1化学工学とは/2化学工学の学問体系と化学プロセス/3化学

工学の役割と使命/4化学工学の魅力とこれから/演習問題	／第 2章　物質とエネルギーの収支1
収支の考え方/2相の状態/3物質収支/4エネルギー収支/5総合的プロセスの物質収支/演習問題	
／第 3章　反応プロセス／第4章　流動プロセス／第5章　物質移動と分離プロセス／第6章　
熱移動プロセス／第7章　プロセスの設計と運転管理／演習問題解答／付表／索引

＜採用校＞	 	金沢大学, 佐世保工業高等専門学校, 埼玉工業大学, 信州大学, 鳥取大学, 富山県立大学, 富山大学, 名古屋大
学, 有明工業高等専門学校

基礎化学コース　高分子化学 II 物性
松下 裕秀　著
A5判・184頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-04270-0　発行年月1996.12
学部学生のために、日常目にする高分子材料をとりあげて解説した高分子物性の教科書。本書により、これら
がただの材料ではなく、化学構造と性質がイメージできる「物質」としてとらえることができる。
【主要目次】	 	1 章　序——高分子物性——	1なぜ物性を知る必要があるのか/2高分子化学の歴史的発展と本書

の構成	／2章　高分子の分子特性	1分子鎖の形と大きさ/2平均分子量とその決定法/3分子量分
布とその測定法／3章　溶液の性質	1希薄溶液の熱力学/2理想鎖と実在鎖/3準希薄溶液の性質
／4章　非晶質高分子溶融体の性質／5章　液体，固体の高分子に特有の構造と性質／6章　粘弾
性的性質／7章　生体関連高分子

＜採用校＞	 	横浜国立大学, 近畿大学, 三重大学, 新潟大学, 名古屋大学

化学マスター講座　高分子化学 合成編
中條 善樹・中 建介　著
A5判・270頁　定価（本体3,400円＋税）　ISBN978-4-621-08259-1　発行年月2010.06
化学系大学・高専の学部学生を対象とした「化学マスター講座」シリーズの一冊。高分子合成の世界を有機反
応を基礎とした視点で解説した基本がしっかり身につく教科書。高分子の特徴である“材料”としての工業的
応用も理解できるよう実際例を多数紹介。企業で化学にかかわる仕事に取組むようになった研究者・技術者に
とっても役立つ内容。
【主要目次】	 	1 高分子とは／2重縮合／3重付加，付加縮合／4ラジカル重合／5ラジカル共重合／6イオン重

合／7遷移金属触媒重合／8開環重合／9リビング重合，立体規則性重合／10特殊構造高分子／
11高分子反応／12無機高分子，有機-無機ハイブリッド／13生体高分子，高分子と環境

＜採用校＞	 	久留米工業高等専門学校, 金沢大学, 高知大学, 三重大学, 山口大学, 滋賀県立大学, 新潟工科大学, 神戸市立
工業高等専門学校, 大阪府立大学, 苫小牧工業高等専門学校, 北海道大学
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ニューロンの生物物理　第 2 版
宮川 博義・井上 雅司　著
B5判・270頁　定価（本体5,400円＋税）　ISBN978-4-621-08632-2　発行年月2013.09
精神現象をニューロンおよびニューロンネットワークの示す物理的・化学的・生理学的性質に基づいて理解す
るための基礎を解説。神経生理学をこれから志す学生が、初学者レベルから専門家レベルへステップアップす
る助けとなる。今回の改訂では、最新の研究成果を織り込むほか、理工系・物理系学生が神経生理学を学ぶ際
に有用となる第 9 章を新設。
【主要目次】	 	第 1章　細胞としてのニューロン／第2章　細胞膜の電気的性質／第3章　シナプス伝達／第4

章　イオンチャネルとシナプス受容体の多様性／第5章　単一神経細胞におけるシナプス統合／
第6章　神経調節と神経可塑性：海馬スライス標本内ニューロンを例として／第7章　多神経細
胞ネットワークの挙動と情報処理／第8章　細胞外電位／第9章　神経組織の誘電体としての性
質と電気生理学的記述

＜採用校＞	 	富山大学

【理工系の基礎】シリーズ　理工系の基礎 生命科学入門
池北 雅彦・武村 政春・鳥越 秀峰・田村 浩二・水田 龍信・橋本 茂樹・太田 尚孝・鞆 達也・和田 直之・
松永 幸大・吉澤 一巳・鈴木 智順・秋本 和憲　著
B5判・286頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-30032-9　発行年月2016.04
1～14 章で生命現象の基礎を、15～21 章で生命科学の応用と生命倫理について触れ、「生命」の全体像を捉えら
れるように作られた一冊。生命科学に関係する身近な話題を科学的に理解するための基礎知識を身につけたい
人から、理工系・医薬系学生の一般教養、生物分野を専攻する学生の基礎学習まで、幅広い用途に対応できる。
【主要目次】	 	1 生物の多様性と物質としての単一性／2生物を構成する物質／3タンパク質と酵素／4遺伝子の

構造／5遺伝子の発現／6細胞の構造／7代謝と生体エネルギー生産／8光合成／9細胞分裂と細
胞周期／10有性生殖と個体の遺伝／11個体の発生／12個体の維持と恒常性／13ゲノム，進
化，系統／14地球エネルギーと生物の関わり／15環境と微生物／16バイオテクノロジー／17
がんと治療／18創薬と生命科学／19脳の働き／20器官再生と医療／21生命倫理

＜採用校＞	 	静岡理工科大学, 東京理科大学, 北見工業大学

エッセンシャル・キャンベル生物学　原書 6 版
E. J. Simon・J. L. Dickey・K. A.Hogan・J. B.Reece　著　　池内 昌彦・伊藤 元己・箸本 春樹　監訳
B5判・590頁　定価（本体7,000円＋税）　ISBN978-4-621-30099-2　発行年月2016.12
世界的な定番教科書『キャンベル生物学』のコンパクト版。フルカラーの美しい図や写真が満載で、高校生か
ら読みこなせるよう、丁寧に解説。基礎から最先端、分子から生態まで、生物学の基本概念を理解できる。高
校・大学生の参考書、教科書だけでなく、生物学を独学してみたい初心者にもおすすめの一冊。
【主要目次】	 	1 序説：生物学の現在／第1部細胞　2生命の化学／3生命をつくる分子／4細胞の旅／5細胞

の活動／6細胞呼吸：栄養物からのエネルギーの獲得／7光合成：光を利用して栄養物をつくる／
第2部遺伝学　8細胞増殖：細胞から細胞へ／9遺伝様式／10DNAの構造と機能／11遺伝子の
発現制御／12DNAテクノロジー／第3部進化と多様性　13集団の進化／14生物多様性はいか
に進化するか／15微生物の進化／16植物と菌類の進化／17動物の進化

＜採用校＞	 	延岡高校, 京都工芸繊維大学, 京都府立大学, 玉川学園, 玉川大学, 群馬大学, 山形大学, 山口大学, 新潟薬科
大学, 摂南大学, 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校, 東海大学, 東京医科大学, 東京歯科大学, 東京女子大学, 同志
社大学, 徳島大学, 日本大学, 富山県立大学, 防衛医科大学校, 明治大学, 琉球大学

キャンベル生物学　原書 11 版　 電子献本あり
L. A. Urry・M. L. Cain・S. A. Wasserman・P. V. Minorsky・J. B. Reece　著　　 
池内 昌彦・伊藤 元己・箸本 春樹・道上 達男　監訳
B5判・1704頁　定価（本体15,000円＋税）　ISBN978-4-621-30276-7　発行年月2018.03
世界各国で高評価を受けている生物学テキストの改訂版。国際生物学オリンピックの推薦図書でもあり、大学生、高
校生や教員にとって最適の教科書。原書 11 版では、最新内容の充実はもちろん、実際の研究データを題材に結果の
解釈やグラフ化を行う「科学スキル演習」コラムをはじめとした様々なコーナーが追加され、さらに有用な構成と
なっている。
【主要目次】	 	1 進化，生物学のテーマ，科学的探究／第1部生命の化学　2生命の化学的基礎／3水と生命／4炭素

と生命の分子レベルの多様性／5巨大な生体分子の構造と機能／第2部　細胞　6細胞の旅／7膜の構
造と機能／8代謝（導入編）／9細胞呼吸と発酵／10光合成／11細胞の情報連絡／	12細胞周期／第
3部遺伝学　13減数分裂と有性生活環／14メンデルと遺伝子の概念／15染色体の挙動と遺伝　ほか

＜採用校＞	 	クラーク東京, 旭川医科大学, 杏林大学, 横浜市立大学, 京都学園大学, 京都産業大学, 京都先端科学大学, 玉川学
園, 熊本大学, 県立広島大学, 弘前大学, 帯広畜産大学, 鳥取環境大学, 東京医科大学, 東京大学, 東京農工大学, 富山
大学, 福島県立医科大学, 北海道大学, 麻布大学, 名古屋大学, 茗溪学園高校	 ※講義用資料サンプルがあります
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知識ゼロからの東大講義　そうだったのか！ヒトの生物学　
坪井 貴司　著
四六判・272頁　定価（本体1,900円＋税）　ISBN978-4-621-30451-8　発行年月2019.11
東京大学教養学部の人気講義を書籍化。文系学生も絶賛のわかりやすさで、ヒトのからだと病気のしくみがわ
かる！研究者たちの逸話、ノーベル賞裏話、食欲やアレルギー、愛着を生み出すホルモンや腸内細菌のパワー
など、面白くて日々に生かせる話題が盛りだくさん。がんや認知症の最新治療もわかる。高校生から大人まで、
生命科学を楽しく学べる 1 冊。
【主要目次】	 	■	序章　クラゲとアレルギーの意外な関係／伊達政宗と夏目漱石の共通点／アレルギーとアナ

フィラキシーショック／体（背中）を張った実験と抗体の発見　ほか　■	第 1章　感染と免疫	―	
外敵から体を守る　■	第 2章　遺伝子、タンパク質、体質とエピジェネティクス	―	あなたがあ
なたであるわけ　■	第 3章　細胞周期、がん、薬	―	細胞の暴走を食い止める　■	第 4章　ホル
モン	―	細胞間のメッセンジャー　■	第 5章　脳	―	あなたを生み出す装置

＜採用校＞	 	中央大学, 東京工芸大学, 東京大学, 日本女子大学, 日本大学

電子献本あり

基礎生物無機化学　 電子献本あり
吉村 悦郎　著
A5判・218頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-08812-8　発行年月2014.03
生物現象を無機化学の立場で解説した教科書。無機物質がかかわる生体反応は多岐にわたっているが、本書で
は生物が行う代謝のなかで、金属タンパク質がかかわる重要な反応に的を絞り、そこで生じている化学反応を
詳細に解説。無機生物化学の理解に必要な錯体科学、構造化学、熱力学の要点を他の書籍に頼らずに理解でき
る。
【主要目次】	 	1 分子の構造と反応　1.1 波動関数と原子構造　1.2 分子構造　1.3 結合理論　1.4 化学反応　／

2金属錯体の化学　2.1 配位結合　2.2 金属錯体の構造と物性　2.3 金属錯体の反応　／3加水分
解　3.1 加水分解の反応形式　3.2 金属イオンによる加水分解反応の促進　3.3 金属酵素による加
水分解の反応機構　3.4 加水分解酵素の例　／4電子伝達／5酸素分子／6酸化還元酵素／7官能
基の転位と転移

＜採用校＞	 	甲南大学, 石川県立大学

第 4 版　生物を知るための生化学
池北 雅彦・榎並 勲・辻 勉　著
A5判・238頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-30222-4　発行年月2017.11
理工系学部の 1～2 年生を対象に、身近な例をひきながら、平易な言葉で生化学の基礎をわかりやすく解説した
入門書。細胞の機能や遺伝子発現調節といった基礎事項から、オレキシン、ゲノム編集、再生医療と iPS 細胞、
シュワネラ菌多剤耐性菌などの最新情報も追加。
【主要目次】	 	1	生物のもつ機能の不思議さ		1 生物の多様性と物質しての生命体の単一性/2生命現象の3大特

質／2	生体を構成する物質		1 生物を構成する元素，生元素/2水の存在/3生物を構成する化合
物/4タンパク質/5糖質/6脂質/7核酸/8無機質／3	生命の基本単位ー細胞ー		1 生命の基本単
位としての細胞/2細胞の種類/3細胞のつくりとはたらき/4細胞と細胞のつながり/5細胞の増殖
／4	生命のエネルギー／5生命の自己複製／6生物の自己調節システム

＜採用校＞	 	旭川教育大学, 佐世保工業高等専門学校, 新潟大学, 東京バイオテクノロジー専門学校, 東京電機大学, 豊田
工業高等専門学校
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電気／電子・通信

電気・電子学生のための電磁波工学
稲垣 直樹　著
A5判・230頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-08158-7　発行年月1980.09
マクスウェルの方程式を基礎とする動電磁気学を、電波工学、光波工学への応用を考慮して記述した教科書。
通信における装置を、いかに効率よくシステム的に設計するかに力点を起き、基礎から応用までを分かり易く
解説している。
【主要目次】	 	1．電磁界を支配する法則／2．平面波／3．平面波の反射と屈折／4．異方性媒質中の電磁波／

5．スカラー・ポテンシャルとベクトル・ポテンシャル／6．高周波用電装線路／7．線状波源の
つくる電磁界と線状アンテナ／8．面状波源のつくる電磁界と開口面アンテナ／9．アンテナの諸
特性／10．アンテナの配列／11．電磁波の散乱／12．大気・電離層・宇宙／付録

＜採用校＞	 	埼玉大学, 山口大学, 信州大学, 北見工業大学, 名古屋工業大学, 龍谷大学

電気回路と伝送線路の基礎
阿部 真之・土岐 博　著
A5判・246頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-621-30206-4　発行年月2017.10
回路理論と伝送理論を電磁気学も含めて体系化し、回路を電磁気学現象として捉える。数値計算にはプログラ
ミング言語 Python を用い、ウェブサイトで付録として提供。半年の講義で回路理論と伝送理論の本質を学べる
構成で、工学部、理学部、企業の方々に向けて、電気回路と伝送線路理論をより合理的に学ぶ方法を提案。
【主要目次】	 	第 1章集中定数回路の基本素子と基本方程式／第2章微分方程式を用いた回路問題の解法／第3

章交流定常状態と複素インピーダンス／第4章電気回路の定理と基本回路／第5章行列を用いた
回路表現／第6章集中定数回路の数値計算法／第7章電位と電流の基礎であるマクスウェル方程
式／第8章マクスウェル方程式から導出した伝送線路理論／第9章伝送線路理論における電位係
数と誘導係数／第10章伝送線路の数値計算法／第11章伝送線路でのコモンモードと電磁ノイズ

＜採用校＞	 	大阪大学, 東北職業能力開発大学校

電気・電子・情報・通信基礎コース　電気材料
関井 康雄　著
A5判・200頁　定価（本体2,900円＋税）　ISBN978-4-621-04832-0　発行年月2001.02
初学者のための教科書・参考書。企業での研究開発と大学での教育に携わった著者の経験を基に、電気材料に
ついて平易に解説。基本を理解し、用途別の材料についての必要な知識を身につけることができる。
【主要目次】	 	1 電気材料の種類と特徴　1.1 電気材料の分類/1.2 電気材料の材質/POINT	／2 物質の構造　

2.1 原子の構造/2.2 原子の結合/2.3 物質の構造/POINT/演習問題/PAUSE（現代の物質像）	／
3導電材料　3.1 物質の電気伝導現象/3.2 導電材料としての金属/3.3 各種の電線/3.4 抵抗材
料/3.5 特殊導電材料/3.6 超伝導材料/POINT/演習問題/	PAUSE	（電線の歴史）／4絶縁材料／5
半導体材料／6磁性材料

＜採用校＞	 	金沢工業大学, 湘南工科大学, 富山高等専門学校, 琉球大学

大学講義　最新電気機器学　改訂増補
宮入 庄太　著
A5判・328頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-08089-4　発行年月1996.02
電気機器学の優れたテキストとして定評を得ているものの改訂増補版。直流機の基礎から各種電動機の解説、
それらの利用・選択、変圧器、さらにサイリスタの応用まで、演習問題を多数掲げ、最近の技術傾向にマッチ
するよう編集。
【主要目次】	 	1．直流機の基礎／2．直流発電機／3．直流電動機／4．変圧器の基礎／5．理想変圧器／6．実

際の変圧器／7．リアクトル／8．電磁石／9．交流機の基礎／10．三相誘導電動機／11．単相
誘導電動機／12．三相同期機／13．電動機の利用と選択／14．順変換装置の基礎／15．サイリ
スタ／16．サイリスタの応用／付録1	液体金属集電子を用いた単極機／付録2	円線図法の基礎と
三相誘導電動機の円線　

＜採用校＞	 	宇部工業高等専門学校, 群馬大学, 山口大学, 諏訪東京理科大学, 千葉工業大学, 鳥取大学, 東洋大学, 東洋大
学川越, 北九州工業高等専門学校
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電子・通信／情報・コンピュータ

新刊  情報社会と情報倫理　改訂版　 電子献本あり
梅本 吉彦　編著　　小島 喜一郎・内藤 光博・窪田 誠・鈴木 佳子　著
A5判・176頁　定価（本体2,500円＋税）　ISBN978-4-621-30468-6　発行年月2020.01
教科「情報」の教員養成が始まった 2002 年から好評を得ている教科書の改訂版。個人情報・プライバシーの保
護や、知的財産などの権利とそれにまつわる法的枠組の関係、情報セキュリティ、学校におけるセンシティブ
情報の扱いなど、教員を志す方は押さえておくべき内容を豊富な具体例をもとにわかりやすく解説。
【主要目次】	 	1 情報社会と情報倫理／2情報社会と個人情報保護／3経済活動における情報の利用に関する規範

／4情報セキュリティ／5学校生活と情報倫理／6情報倫理教育のあり方
＜採用校＞	 	東京福祉大学

新刊  教養のコンピュータサイエンス　情報科学入門　第 3 版　 電子献本あり
小舘 香椎子・岡部 洋一・稲葉 利江子・小川 賀代・上川井 良太郎・横田 裕介・小舘 亮之・鈴木 貴久・
長谷川 治久・辰己 丈夫・曽根原 登　著
A5判・280頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-30503-4　発行年月2020.03
好評テキストの改訂版。本書、初版・第 2 版に続き、コンピュータの基本原理、および動作する仕組みから、
プログラムの基礎、通信の基礎までの広域を概観し、現代社会を生きてゆくために必修となる情報セキュリ
ティ、情報倫理の考え方、さらにはこれからの情報と社会とのかかわりまでを学ぶことができる教科書。
【主要目次】	 	1　情報科学とコンピュータ／2　情報の表現／3　コンピュータシステムの基礎／4　プログラミ

ング／5　情報ネットワーク／6　情報セキュリティ／7　情報と社会
＜採用校＞	 	津田塾大学

はじめての情報通信技術と情報セキュリティ
諏訪 敬祐・関 良明　著
A5判・224頁　定価（本体2,700円＋税）　ISBN978-4-621-08909-5　発行年月2015.02
文系・理系の 1～2 年生の教科書として、コンピュータ、インターネット、情報通信システムなどの情報通信技
術の基礎を平易に解説。情報通信環境の安全性も変化し続けていることを踏まえ、情報セキュリティの必要性
や基礎知識についても詳述。著しく発展する情報通信技術の基礎知識を広範に習得できる一冊。
【主要目次】	 	第 1章　情報通信の概要／第2章　情報のディジタル化と表現／第3章　コンピュータ／第4章　

ディジタル情報機器／第5章　ネットワークとインターネット／第6章　情報通信システム／第
7章　情報セキュリティの社会的な背景／第 8章　情報セキュリティの役割／第 9章　情報セ
キュリティの気温技術／第10章　リスクとセキュリティ対策／第11章　社会の一員としての情
報セキュリティ

＜採用校＞	 	玉川学園, 産業技術短期大学, 東京都市大学

セメスター大学講義　パワーエレクトロニクス
矢野 昌雄・打田 良平　著　　川邊 潮・木村 英俊・多田隈 進　編
A5判・262頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-08161-7　発行年月2000.11
高専、大学学部向けの半期用教科書。現場的・実際的事項の記述とその基礎事項の記述、最近の技術進歩に
伴った内容をバランス良くとりあげてある。豊富な例題、適切な演習問題で応用力を習得できるよう配慮。
【主要目次】	 	1 章　パワーエレクトロニクス緒論／2章　パワー半導体デバイス／3章　整流回路／4章　整流

回路の交流側特性と他励式インバータ／5章　交流電力制御とサイクロコンバーター／6章　直流
チョッパ／7 章　DC-DC コンバータと共振形コンバータ／8 章　自励式インバータ／9 章　
PWMインバータ／10章　電動機制御の理論／11章　電動機制御の応用／12章　電力系統に
おける応用／付録　周期関数のフーリエ級数展開

＜採用校＞	 	阿南工業高等専門学校, 岡山理科大学, 岐阜工業高等専門学校, 岐阜大学, 埼玉大学, 大阪大学, 長崎大学, 東
京農工大学, 徳島大学, 日本大学, 福井大学, 立命館大学, 和歌山工業高等専門学校
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情報・コンピュータ

インタフェースデザインの教科書　第 2 版
井上 勝雄　著
A5判・192頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-30467-9　発行年月2019.12
直感的に使えてより楽しい感性的なインタフェースデザインを設計するために、開発設計者やデザイナーが学
ぶべきポイントをまとめた一冊。人間の認知と記憶のメカニズムを把握した上で、ユーザーの視点を加味しつ
つ設計を行い、適切な評価を実施して、よりよいインタフェースデザインを生み出す方法を丁寧に解説。
【主要目次】	 	1　開発のプロセス	1.1 インタフェースとは/1.2 インタフェースデザインの誕生/1.3 インタ

フェースデザインの開発プロセス/1.4 開発プロセスの特徴	／2　人間の認知と記憶	2.1 認知のプ
ロセス/2.2 記憶とインタフェース/2.3 インタフェースの階層関係	／3　人間の認知モデル／4　
操作用語による分類／5　設計の手法／6　評価の手法／7　次世代への技術／8　ユーザーの視点
／9　感性的なインタフェースデザイン

＜採用校＞	 	三重大学

情報デザインの教室　
仕事を変える、社会を変える、これからのデザインアプローチと手法
情報デザインフォーラム　編
B5判・208頁　定価（本体2,800円＋税）　ISBN978-4-621-08272-0　発行年月2010.08
情報デザインとは「うれしい体験をつくり出すデザイン」と言える。情報デザインを学ぶ学生から、仕事を変えたい
ビジネスマン、社会を変えたいと思っている人、地域社会や教育環境をより良くしたいと考えている人に、読んでも
らいたい。うれしい体験をつくり出すプロセスと手法が体系的に解説されており、初学者でも実践できるつくりに
なっている。
【主要目次】	 	Chapter1 情報デザインとは　1情報デザインとは何か/2情報デザインの歴史と領域/3情報デザイン

の活用/4社会と情報デザイン/5組織と情報デザイン　Chapter2 情報デザインプロセス　6デザイン
プロセスの概要	ほか　Chapter3 ユーザ調査のための手法／Chapter4 コンセプトのための手法／
Chapter5 視覚化のための手法／Chapter6 デザイン評価のための手法／Chapter7 教育事例

＜採用校＞	 	愛知学泉大学, 宮崎公立大学, 京都嵯峨芸術大学, 京都大学, 広島経済大学, 広島工業大学, 広島工業大学専門学校,
嵯峨美術大学, 新潟高度情報専門学校, 千葉工業大学, 早稲田大学, 長崎県立大学, 電波学園, 東京工芸大学, 東京女
子大学, 東北芸術工科大学, 同志社大学

UXデザインの教科書　 電子献本あり
安藤 昌也　著
B5変型判・278頁　定価（本体3,000円＋税）　ISBN978-4-621-30037-4　発行年月2016.05
UX（ユーザーエクスペリエンス）とは私たちが製品やサービスを使うときの体験のことである。本書では優れ
た UX をデザインするための理論とプロセス、手法に関する知識を体系的に解説する。本書は、学問領域とし
ての UX デザインの背景を理解してもらい、その上でより良い実践を行ってもらうための「教科書」である。
【主要目次】	 	1 概要	1.1UX　デザインが求められる背景/1.2 ユーザーを重視したデザインの歴史/1.3UXデ

ザインが目指すもの	／2　基礎知識	2.1UXデザインの要素と関係性/2.2 ユーザー体験/2.3 利用
文脈/2.4 ユーザビリティ、利用品質/2.5 人間中心デザインプロセス/2.6 認知工学、人間工学、
感性工学/2.7 ガイドライン、デザインパターン/2.8UXデザイン	／3プロセス／4手法

＜採用校＞	 	京都光華女子大学, 近畿大学, 千葉工業大学, 拓殖大学, 東京女子大学, 北海道科学大学, 名古屋学芸大学

東京大学工学教程　　システム工学　情報工学　

システム工学　 知識システム I  ISBN978-4-621-30289-7  知識システム II  ISBN978-4-621-30290-3 
システム理論 I  ISBN978-4-621-08944-6  システム理論 II  ISBN978-4-621-30064-0

情報工学　　　 情報システム  ISBN978-4-621-30112-8  アルゴリズム  ISBN978-4-621-30113-5 
機械学習  ISBN978-4-621-08991-0  知識情報処理  ISBN978-4-621-30023-7

 ※東京大学工学教程シリーズについては詳しくはこちらをご覧ください　→　
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【教員向け】オンライン教科書選定サービス（ベータ版）スタート！
オンラインでも教科書をご選定いただけるよう丸善出版発行の一部の教科書について、電子献本のサービスを開
始致しました。本サービス対象書籍には 電子献本あり マークがついております。
電子でのご献本をご希望の場合は、丸善出版ホームページの“教科書献本申込フォーム”からお申込みいただく際、
通信欄に「電子献本希望」とご記入ください。折り返し閲覧用 ID/URL と PW をお送りいたします。

◇対象書籍一覧（2020 年 9 月現在）　（※）は追加予定タイトルです

物理
・978-4-621-08910-1　カラー版 レベル別に学べる 物理学 I 改訂版
・978-4-621-30027-5　カラー版 レベル別に学べる 物理学 II 改訂版

化学
・978-4-621-30415-0　有機化学 基礎の基礎　第 3 版
・978-4-621-30419-8　演習 『生命科学，食品・栄養学，化学を学ぶための 有機化学 基礎の基礎　第 3 版』
・978-4-621-30241-5　マクマリー生物有機化学 [ 有機化学編 ] 原書 8 版
・978-4-621-30240-8　マクマリー生物有機化学 [ 生化学編 ] 原書 8 版
・978-4-621-30380-1　コンパクト電気化学
・978-4-621-30010-7　ブラウン 一般化学 I 原書 13 版〜物質の構造と性質〜（※）
・978-4-621-30011-4　ブラウン 一般化学 II 原書 13 版〜反応・熱力学・化学の広がり〜（※）
・978-4-621-08812-8　基礎生物無機化学（※）
・978-4-621-07608-8　物理工学・化学工学を学ぶための　熱・物質移動の基礎（※）

生物学
・978-4-621-30276-7　キャンベル生物学 原書 11 版
・978-4-621-30451-8　知識ゼロからの東大講義　そうだったのか！ヒトの生物学

土木・機械・情報など
・978-4-621-30500-3　森林利用学
・978-4-621-30435-8　ヒューマンエラー　第 3 版
・978-4-621-30124-1　若い技術者のための　機械・金属材料 第 3 版
・978-4-621-30037-4　UX デザインの教科書
・978-4-621-30503-4　教養のコンピュータサイエンス　情報科学入門　第 3 版（※）
・978-4-621-30468-6　情報社会と情報倫理　改訂版（※）
・978-4-621-30016-9　第五版 大学講義 技術者の倫理 入門（※）

医学・薬学・看護など
・978-4-621-30282-8　薬学生・薬剤師のための コンパクト免疫学
・978-4-621-30368-9　看護過程から理解する看護診断  改訂 3 版
・978-4-621-30516-4　臨床ナースと学ぶ ケース別 フィジカルアセスメントのコツ
・978-4-621-30394-8　遺伝子・染色体検査技術教本
・978-4-621-30138-8　一般検査技術教本
・978-4-621-30097-8　イラストレイテッド ハーパー・生化学 原書 30 版（※）
・978-4-621-30351-1　イラストレイテッド生化学　原書 7 版（※）
・978-4-621-08675-9　イラストレイテッド微生物学 原書 3 版（※）
・978-4-621-08757-2　イラストレイテッド免疫学 原書 2 版（※）
・978-4-621-30104-3　イラストレイテッド薬理学 原書 6 版（※）
・978-4-621-30188-3　ギャノング生理学 原書 25 版（※）
・978-4-621-30339-9　ジュンケイラ組織学　第 5 版（原書 14 版）（※）
・978-4-621-30403-7　第 4 版 臨床薬物動態学（※）

※本サービスは教科書の電子版をご案内するものではございません。
　今回ご案内する教科書は、電子書籍として提供していないものが多く含まれます。
※本サービスはベータ版のため、お申込みはお一人につき 1 タイトルまでとさせていただきます。
※本サービスはベータ版のため、予告なく終了することがございます。
※対象書籍は順次追加される予定です。最新情報については、別途お問い合わせください。

お問い合わせは…丸善出版書籍営業部 教科書担当まで
pub_sales_1@maruzen.co.jp

 お申込みはこちらから→
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丸善出版のおすすめ

長く読み継がれる古典的定番から話題書まで勢揃いの黄色い数学書シリーズ
イエローブックス　The Yellow Books� �
� 詳しくはこちら⇒

パターン認識と 
機械学習 上
ベイズ理論による統計的
予測
元田 浩・栗田 多喜夫・
樋口 知之 ほか 監訳
B5 変型判・370 頁
定価（本体 6,500 円＋税）
ISBN978-4-621-06122-0

ベーシック圏論
普遍性からの速習コース
斎藤 恭司 監修
土岡 俊介 訳
A5 判・288 頁
定価（本体 3,700 円＋税）
ISBN978-4-621-30070-1

パターン認識と 
機械学習 下
ベイズ理論による統計的
予測
元田 浩・栗田 多喜夫・
樋口 知之 ほか 監訳
B5 変型判・450 頁
定価（本体 7,800 円＋税）
ISBN978-4-621-06124-4

最短経路の本
レナのふしぎな数学の旅
石田 基広 訳
A5 判・324 頁
定価（本体 3,500 円＋税）
ISBN978-4-621-06136-7

圏論の基礎
三好 博之・高木 理 訳
A5 判・440 頁
定価（本体 4,700 円＋税）
ISBN978-4-621-06324-8

数学リーディングス 16

ラング 数学を語る
細川 尋史 訳
A5 判・182 頁
定価（本体 2,300 円＋税）
ISBN978-4-621-06204-3

工学を学んでいく過程で必要となる不変的な知識をまとめた『東京大学工学教程』シリーズ
グリーンブックス　The Green Books�  

東京大学工学教程編纂委員会 編 全 24 冊　続々刊行予定　詳しくはこちら⇒

基礎系 数学

線形代数 I
室田 一雄・杉原 正顯 著
A5 判・318 頁
定価（本体 2,600 円＋税）
ISBN978-4-621-08971-2

基礎系 物理学

量子力学 I
有田 亮太郎 著
A5 判・132 頁
定価（本体 2,000 円＋税）
ISBN978-4-621-30496-9

基礎系 数学

ベクトル解析
大岩 顕・奥薗 透・
松野 俊一 ほか 著
A5 判・188 頁
定価（本体 2,500 円＋税）
ISBN978-4-621-30101-2

情報工学

アルゴリズム
渋谷 哲朗 著
A5 判・174 頁
定価（本体 2,200 円＋税）
ISBN978-4-621-30113-5

基礎系 物理学

統計力学 I
宮下 精二・今田 正俊 著
A5 判・142 頁
定価（本体 2,000 円＋税）
ISBN978-4-621-30428-0

情報工学

知識情報処理
伊庭 斉志・
Danushka Bollegala 著
A5 判・150 頁
定価（本体 2,300 円＋税） 
ISBN978-4-621-30023-7
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