
本カタログには大学・専門学校などでテキストとしてお使いいただいて
いる書目を掲載しております．
新学期にご使用の教科書ご選定の資料としてご利用いただきますよう
お願い申し上げます．

　教科書ご選定のため「審査用採用見本」をご希望の場合は，e-mail，お
電話などでお問い合わせください．
　毎月の新刊案内ほか，教科書の情報などは小会ホームページでもご提
供しております．ぜひご覧ください．また，最新の新刊情報や書評の話
題などは公式twitterでも発信しております．
　小会では教科書カタログのほかに総合図書目録も発行しております．ご希
望がございましたら，無料にて送付いたしますので，お申し込みください．
　先生方よりいただきました情報は，個人情報保護法の趣旨に則り，慎重
に取り扱わせていただきます．なお，小会のプライバシーポリシーにつき
ましては，小会ホームページに掲載しております．
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科学一般・科学技法

ISBN978-4-13-062318-6　2017年3月　B5判　236頁　税込2,750円

東京大学で始まった，理系1年生の必修科目「初年次ゼミナール理科」．少人数でのアク
ティブラーニングによって，第一線の研究者とともに研究の世界を体験する．基礎的な
スキルをまとめ，多彩な授業を紹介し，その後の研究を展望した，理系学生必携．

科学の技法
東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト

東京大学教養教育高度化機構初年次教育部門・増田 建・坂口菊恵 編

ISBN978-4-13-062315-5　2012年4月　A5判　194頁　税込2,420円

東大の人気講義を書籍化．学問，産業のグローバル化が進むなか，論文執筆からプレゼン
テーションの技法，議論の進め方まで，必須の共通言語である英語を最大限に活かすた
めのコツをコンパクトにまとめたテキスト．

使える理系英語の教科書
ライティングからプレゼン，ディスカッションまで

森村久美子

ISBN978-4-13-009101-5　2015年4月　A5判　250頁　税込3,960円

東京大学工学系大学院の講義を中心にまとめた科学英語のライティングテキスト．基礎
編では論理構築の方法を解説，実習編では豊富な例題を使い文法に重点を置いた説明，
参考編は関連単語を綱羅し正しい使い方をあげる．練習問題・解答付．初版1986年．

科学英文技法
兵藤申一

ISBN978-4-13-003204-9　2005年11月　A5判　308頁　税込3,080円

環境，食糧，医療，災害，情報など，科学／技術と社会との接点で起こる問題が増えている
現在，境界領域の問題を扱う科学技術社会論（STS）の役割は大きい．その具体的事例か
ら方法論・思想までをまとめた，初のテキスト．

科学技術社会論の技法
藤垣裕子 編

ISBN978-4-13-082131-5　2012年10月　B5判　272頁　税込3,080円

Active English for Science
英語で科学する――レポート，論文，プレゼンテーション

東京大学教養学部ALESSプログラム 編

東大教養学部で理系全学生が必修のアクティブ・ラーニングの思想による科学英語講座
のエッセンスを一書に再現．英語で考え，実験・研究し，書き，プレゼンテーションできる
ようになるまでを，ていねいにナビゲートし，楽しい議論にいざなう．
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統 計 数 学

ISBN978-4-13-062921-8　2016年10月　A5判　360頁　税込3,080円

著者たちの長年にわたる講義にもとづき，豊富な図を用いて，統計学を学ぶ動機づけから，
社会や経済への応用までを丁寧に説明．数学と統計ソフトについてもやさしく解説．が詰
まった，生きた学問としての「統計学」を学ぶための最適の書．統計検定2級対応．統計質
保証推進協会推薦．

統計学
久保川達也・国友直人

ISBN978-4-13-042065-5　1991年7月　A5判　320頁　税込3,080円

文科と理科両方の学生のために，統計的なものの考え方の基礎をやさしく解説するととも
に，統計学の体系的な知識を与えるように，編集・執筆された．豊富な実際例を用いつつ，図
表を多くとり入れ，視覚的にもわかりやすく親しみながら学べるよう配慮した．

統計学入門  基礎統計学Ⅰ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-042066-2　1994年7月　A5判　424頁　税込3,190円

現代社会においては，さまざまなデータを正しく扱うことが全てに優先する．本書は，われ
われの生活や社会と直接・間接にかかわりをもつ分野で用いられている統計的方法の基礎
から応用までを，具体例に即してわかりやすく解説する．

人文・社会科学の統計学  基礎統計学Ⅱ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-042067-9　1992年8月　A5判　392頁　税込3,190円

自然科学・工学・医学等への応用をめざしつつ，さまざまな統計学的考え方を紹介し，その基
礎をわかりやすく解説する．Ⅰと同様に，豊富に実際例を用いつつ，図表を多くとり入れて，
視覚的にもわかりやすく統計学を親しみながら学べるよう編集した．

自然科学の統計学  基礎統計学Ⅲ
東京大学教養学部統計学教室 編

ISBN978-4-13-062322-3　2022年8月　A5判　320頁　税込6,050円　 NEW

初版刊行から27年．製薬企業や大学・研究機関における多くの学生，統計家や臨床家に読ま
れている，この分野の基本テキストの待望の改訂版．SASバージョン9.4（SAS/STAT 15.1）
に対応し，プログラム内容や図表を変更．新たなトピックも追加．

生存時間解析  ［第2版］
SASによる生物統計

大橋靖雄・浜田知久馬・魚住龍史

線型代数の最も標準的なテキスト．平面および空間のベクトル，行列，行列式，線型空間，
固有値と固有ベクトルなど7章の他，附録をつけ線型代数の技術が習熟できる．各章末に
演習問題があり，巻末に略解を付す．
ISBN978-4-13-062001-7　1966年3月　A5判　292頁　税込2,090円

線型代数入門  基礎数学 【1】
齋藤正彦

東大教養学部における長年の講義経験に基づいて書き下ろした解析学の本格的入門書．
豊富な練習問題をまじえながら，独自の論理構成でていねいに解き明かす．〈主要目次〉
Ⅰ 実数と連続／Ⅱ 微分法／Ⅲ 初等函数／Ⅳ 積分法／Ⅴ 級数
ISBN978-4-13-062005-5　1980年4月　A5判　430頁　税込3,080円

解析入門Ⅰ  基礎数学 【2】
杉浦光夫

東大教養学部における長年の講義経験に基づいて書き下ろした解析学の本格的入門書．
豊富な練習問題をまじえながら，独自の論理構成でていねいに解き明かす．〈主要目次〉
Ⅵ 陰函数／Ⅶ 積分法（続き）／Ⅷ ベクトル解析／Ⅸ 複素解析
ISBN978-4-13-062006-2　1985年4月　A5判　432頁　税込3,740円

解析入門Ⅱ  基礎数学 【3】
杉浦光夫

『線型代数入門』の姉妹編としての総合演習書．基本事項に続き，各節ごとに基礎的な練
習問題，各章ごとに多数の演習問題を配した．その一部は『入門』の不足分を補う形で，
数値処理法の準備にもなる．全問解答つき，教科書・自習書に最適．
ISBN978-4-13-062025-3　1985年3月　A5判　332頁　税込2,640円

線型代数演習  基礎数学 【4】
齋藤正彦

多様体は，現代数学の中心的な概念のひとつである．本書は初めて多様体を学ぶ人のた
めにできるだけわかりやすく記述するという立場を貫き，扱う題材も基礎的なものに
絞ってていねいに解説した．応用をめざす人にとってもさらに高度な理論をめざす人に
とっても好適．
ISBN978-4-13-062103-8　1988年9月　A5判　350頁　税込3,520円

多様体の基礎  基礎数学 【5】
松本幸夫
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多様な数理現象を解明するための基礎となる常微分方程式を中心とする本書は，微積分
と線型代数を修了した学生を対象に書かれたものであるが，理工系の学部学生・院生・研
究者にも利用できるよう，例題や索引を充実させた．とくに力学系の理論を重視した．
ISBN978-4-13-062104-5　1988年12月　A5判　170頁　税込2,860円

微分方程式入門  基礎数学 【6】
高橋陽一郎

本書はおもに理工系学部進学予定の大学1，2年を対象とした微積分法の演習書である．
重要事項や定理を各章の最初にまとめ，基本的な例題からやや進んだ問題までを精選し，
それぞれについてくわしい解説を付した．
ISBN978-4-13-062105-2　1989年11月　A5判　416頁　税込3,190円

解析演習  基礎数学 【7】
杉浦光夫・清水英男・金子 晃・岡本和夫

ISBN978-4-13-062106-9　1990年1月　A5判　240頁　税込2,860円

読みやすい関数論の入門書をめざした本書は，一方に関数論の歴史的な発展を追いなが
ら，理論構成の背景・動機を明らかにすることにつとめ，同時に定義・定理はあくまでも厳
密に記述するように心がけた．

複素解析  ［新版］  基礎数学 【8】
高橋礼司

ISBN978-4-13-062130-4　1991年3月　A5判　290頁　税込3,740円

数学を専攻する学生のみならず，物理学やその他の専攻で数学を本格的に活用しようと
する人の幾何学への入門書．上巻では多様体論の基礎を中心に扱う．

微分幾何入門  【上】  基礎数学 【9】
落合卓四郎

ISBN978-4-13-062131-1　1993年3月　A5判　240頁　税込4,070円

数学を専攻する学生のみならず，物理学やその他の専攻で数学を本格的に活用しようと
する人の幾何学への入門書．下巻ではリー群とリーマン幾何の入門を扱う．

微分幾何入門  【下】  基礎数学 【10】
落合卓四郎

ISBN978-4-13-062922-5　2018年12月　A5判　408頁　税込5,280円

『物理数学入門』刊行から24年．東京大学での講義をベースに，微積分，線形代数，関数
論の初歩を学んだ学生が，自然科学の理解のために必要な数学的素養を身につけること
を目的として書かれた同書を，証明や記述などよりわかりやすい内容に全面改訂．問題
や例も追加．

数理物理入門  ［改訂改題］  基礎数学 【11】
谷島賢二

ISBN978-4-13-062903-4　1998年2月　A5判　360頁　税込3,740円

理工系の学生が偏微分方程式を使えるようになることを目標にした教科書．方程式の立
て方・解き方といった実際的な内容を中心とし，さらに学びたい人のために理論を追加し
た．具体例をもとに一つ一つていねいに解説しており，自習書としても最適．

偏微分方程式入門  基礎数学 【12】
金子 晃

数学の各分野だけではなく，計算機科学など最先端科学とも密接な関係をもつ整数論．
素因数分解などの基礎から，アデールを使ったゼータ関数の理論までをていねいに解説
する．演習問題も豊富に用意し，教科書としても最適．
ISBN978-4-13-062904-1　1999年3月　A5判　288頁　税込5,060円

整数論  基礎数学 【13】
森田康夫

ISBN978-4-13-062909-6　2002年8月　A5判　296頁　税込3,080円

すべての数学は集合論の上に築かれる――集合と位相，そして実数論は，現代数学を学ぶう
えでもっとも重要な基礎知識のひとつである．定評ある『線型代数入門』の著者が，それらを
初学者向けに丁寧に解説．豊富な問題と詳細な解答が理解を深め，テキストとしても好適．

数学の基礎  基礎数学 【14】
集合・数・位相

齋藤正彦

ISBN978-4-13-062951-5　2004年3月　A5判　136頁　税込1,760円

現代数学の基礎となる群と環．その初歩を，東京大学数学科で行われている講義「代数学
Ⅰ」のシラバスに基づきつつ，具体例を交えてわかりやすく解説．テーマをしぼり，コン
パクトにまとめる新しい教科書シリーズの第一冊目．演習問題も多数．

代数学Ⅰ 群と環  大学数学の入門 【1】
桂 利行

ISBN978-4-13-062952-2　2007年3月　A5判　160頁　税込2,640円

ベクトル空間の一般化である環上の加群は，数学を学ぶ学生にとって身につけておくべ
き基礎知識である．本書は，その理論について，具体例を交えていねいに解説．理解を確
実にしたい読者のために，演習問題多数．

代数学Ⅱ 環上の加群  大学数学の入門 【2】
桂 利行

ISBN978-4-13-062953-9　2005年9月　A5判　144頁　税込2,640円

五次以上の方程式には根の公式は存在しない――数学の基本理論であるガロア理論は，
最も美しい理論のひとつである．さらに現在，抽象幾何学や暗号理論など様々な分野に
も応用されている．その基礎を，初学者のためにわかりやすく解説．

代数学Ⅲ 体とガロア理論  大学数学の入門 【3】
桂 利行
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ISBN978-4-13-062955-3　2016年2月　A5判　320頁　税込3,850円

図形を分類し，その多様性を知るための手法であり，現代の幾何学を学ぶうえでかかせ
ないホモロジー理論．本書はその基礎からていねいに解説する教科書である．図版も豊
富に掲載し，読者の理解を助ける．また，詳細な解答のついた例題・問題も多数．

幾何学Ⅱ ホモロジー入門  大学数学の入門 【5】
坪井 俊

ISBN978-4-13-062956-0　2008年5月　A5判　244頁　税込2,860円

現代数学や物理学において，最も重要な道具の一つである微分形式．本書では多様体上
の微分形式および関連する多様体の構造をていねいに解読する．読者が具体的にイメー
ジしやすいよう，図版も豊富に掲載．また，詳細な解答のついた例題・問題も多数．

幾何学Ⅲ 微分形式  大学数学の入門 【6】
坪井 俊

ISBN978-4-13-062957-7　2007年10月　A5判　288頁　税込3,080円

現代数学を支える線形代数．本書は，ジョルダン標準形や，双対空間，商空間，テンソル積
などを解説した，さらに進んだ内容を学びたい人たちのための教科書である．数学特有
の「ことば」や「考え方」についても随所で説明．基本的例題・問題も多数．

線形代数の世界  大学数学の入門 【7】
抽象数学の入り口

斎藤 毅

ISBN978-4-13-062958-4　2009年9月　A5判　288頁　税込3,080円

現代数学の土台となる集合と位相．本書はその基礎を，20世紀後半に発展した圏論的考
え方にしたがって，ていねいに解説するものである．また，初学者のために，数学特有の
「ことば」や「考え方」についても随所で説明．例題・問題も多数．詳解付．

集合と位相  大学数学の入門 【8】
斎藤 毅

ISBN978-4-13-062959-1　2012年10月　A5判　304頁　税込3,300円

微分積分学や線形代数学に現れる諸問題――連立一次方程式，非線形方程式，定積分，常
微分方程式などをコンピュータを用いて数値的に解くための方法と，その数学的理論を，
具体的事例や問題を豊富にとり入れ基礎から解説．

数値解析入門  大学数学の入門 【9】
齊藤宣一

ISBN978-4-13-062960-7　2015年8月　A5判　364頁　税込3,740円

工学，物理学など多くの応用分野を持ち，豊富な題材を備える常微分方程式論．本書は，
初学者に向けて，その初等的な内容を網羅的かつ簡潔にまとめたテキストである．具体
例や図も豊富に取り入れ，論理的にも直観的にも理解しやすいよう工夫をする．

常微分方程式  大学数学の入門 【10】
坂井秀隆

ISBN978-4-13-062971-3　2013年10月　A5判　288頁　税込3,960円

自然界を記述する言葉を与え，リーマン幾何学やアインシュタイン多様体，ゲージ理論，
シンプレクティック幾何学など，さまざまな分野との関係も深い微分幾何学．本書は，東
京大学で行われた講義をもとに基礎概念を体系的に解説．周辺分野との関連も紹介する．

微分幾何学  大学数学の世界 【1】
今野 宏

ISBN978-4-13-062972-0　2015年2月　A5判　196頁　税込3,520円

オプションに代表されるデリバティブ証券の価格決定はどのようにして決まるのか．そ
してなぜそれが確率過程論と結びつくのか．ファイナンス用語をはじめ，基本的事項か
ら数理モデルの立て方まで，その基礎理論をていねいに解説する．

数理ファイナンス  大学数学の世界 【2】
楠岡成雄・長山いづみ

ISBN978-4-13-062923-2　2019年4月　B5判　280頁　税込2,640円

ISBN978-4-13-063904-0　2020年4月　A5判　360頁　税込3,630円

高校までに学んだ数学との違いにとまどいをおぼえる新入生へ――東大理系1年の必修
科目として開講される「数理科学基礎」の内容に詳細な解答と解説を加えて書籍化．抽
象数学の言葉や公式の意味を理解し，大学数学の学習をはじめよう．

数学は1つである――線形代数と微積分を柱に，集合と位相のことばで書かれた現代数
学の基礎の先にはどのような世界が広がるのだろう．代数・幾何・解析が有機的に結合，
交差し，数学をつくりあげるようすを圏論的視点から解説する，「21世紀の『数学原論』」．

大学数学ことはじめ
新入生のために

数学原論

東京大学数学部会 編／松尾 厚

斎藤 毅

ISBN978-4-13-062914-0　2012年3月　A5判　370頁　税込3,520円

現代数学の基礎であり，将来数学を扱う人たちにとって必携の知識となる線型代数学．
行列や複素数に関する知識がまったくない人でも読めるよう記述を工夫し，基礎的な内
容を網羅した初学者向けテキスト．

線型代数学
足助太郎

ISBN978-4-13-062954-6　2005年4月　A5判　216頁　税込2,860円

現代数学において最も重要な概念のひとつである多様体．その基礎理論について，東京
大学数学科で行われている講義「幾何学Ⅰ」のシラバスに基づき，ていねいに解説．美し
い図版を豊富に用い，読者の直観的理解を助ける．演習問題も多数．

幾何学Ⅰ 多様体入門  大学数学の入門 【4】
坪井 俊
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ISBN978-4-13-062911-9　2003年12月　A5判　224頁　税込3,080円

力学，電磁気学，流体力学など様々な物理現象を記述するベクトル解析．本書では，それ
を初学者が「使える」ようになるよう，基礎から丁寧に解説．また，流体など目に見える
現象を例に，図を豊富に用いて直観的に理解できるよう工夫する．計算問題も多数．

ベクトル解析入門
小林 亮・高橋大輔

ISBN978-4-13-062927-0　2021年4月　A5判　610頁　税込5,940円

予備知識を仮定せず，数学基礎論の基本的結果とその技法やアイディアを広くていねい
に解説した本格的教科書，待望の増補版．不完全性定理の意義，算術的完全性定理，ロビ
ンソンによるモデル完全性の初歩事項や演習問題なども追加し，より充実した内容に．

数学基礎論  ［増補版］
新井敏康

ISBN978-4-13-062462-6　2021年8月　A5判　304頁　税込3,740円

パソコンで数学を理解しよう！　近年，社会全体で，統計解析や通信などのデータ科学
が，重要な手段となっている．その基礎となる数学の基礎「微分積分」「線形代数」を，
MATLABを使って学ぶ書．将来役に立つスキルを身につけ，数学を体験してみよう．

データ科学のための微分積分・線形代数
MATLABで体験する数学基礎

藤原毅夫・藤堂眞治

ISBN978-4-13-063903-3　2017年10月　A5判　244頁　税込3,960円

速度や体積を計算する微積分，世の中の現象を表す微分方程式，データ解析に有効な確率
統計．社会で役立つ解析学の基礎を，高校数学を使って学んでみよう．「極限」や「収束」な
どの概念を用いて，あなたも数学を活用してみませんか．

「極限」を使いこなす
微積分・微分方程式・確率統計

小谷 潔

ISBN978-4-13-061312-5　2018年8月　A5判　288頁　税込4,620円

与えられた条件を満たす図形の数を数えてみよう！　代数幾何学や組み合わせ論，表現
論，数理物理学などさまざまな分野に現れる数え上げ問題．あなたも講義に参加し，線型
代数学を活用して実際に計算しながら，数える楽しみを味わってみませんか．

数え上げ幾何学講義
シューベルト・カルキュラス入門

池田 岳

ISBN978-4-13-062928-7　2021年10月　A5判　328頁　税込3,850円　 NEW

空間の概念をいかにとらえるか？  そして，宇宙のかたちとは？  変換群の考え方を明確
にしながら，曲率と幾何構造，トポロジーを題材に，ユークリッド『原論』から，ポアンカ
レ予想，ブラックホールの幾何学など現代までの数学の流れをていねいに解説．

曲率とトポロジー
曲面の幾何から宇宙のかたちへ

河野俊丈

ISBN978-4-13-062929-4　2022年3月　A5判　304頁　税込3,520円　 NEW

線型代数学からその先に広がる世界へと誘う待望の教科書．ジョルダン標準形の理論，
そしてテンソル代数から群の表現論までの道すじを，明確に動機付けながら案内する．
豊富な具体例と演習問題により，理論的にも直感的にも理解が深められる．

テンソル代数と表現論
線型代数続論

池田 岳

ISBN978-4-13-062459-6　2021年1月　A5判　224頁　税込2,750円

MATLABを用いて，基礎から応用までのさまざまな計算ができるようになることを目指
した自習書．MATLABの豊富なライブラリを利用し，数学の基礎から深層学習までを扱
う．初学者でも容易に扱えるようマニュアル形式でまとめる．

MATLABクイックスタート
数式処理から機械学習まで

藤原毅夫

ISBN978-4-13-062915-7　2012年3月　A5判　320頁　税込3,300円

哲学系・数学系・情報系・言語系などのさまざまな分野で必須とされる論理学の基礎を，バ
ランスよく学ぶことができるテキスト．予備知識はいっさい仮定せず，一からていねいに
解説する．具体例や演習問題も豊富．

数理論理学
戸次大介

ISBN978-4-13-062925-6　2022年6月　A5判　336頁　税込3,960円　 NEW

ホモロジー群の基本性質からポアンカレの双対定理とその応用までを網羅したテキス
ト．トポロジー初学者および隣接分野を含めた非専門家を読者対象とし，徹底的にてい
ねいに解説．本文で学んだ内容の理解を深めるため，各節ごとに演習問題を用意し，くわ
しい解答もつける．上巻ではホモロジー群と基本群について詳述する．

トポロジーの基礎  【上】
河澄響矢

ISBN978-4-13-062918-8　2013年9月　A5判　328頁　税込3,080円

数学の基盤となる微積分について，現代的な視点から見通しよくコンパクトにまとめたテ
キスト．高校の内容との違いや数学に特有な論理的表現についてもくわしく解説し，基本
から理解できるように工夫．また物理学に現れるさまざまな微分方程式についてもふれる．

微積分
斎藤 毅

ISBN978-4-13-062926-3　2022年6月　A5判　416頁　税込4,840円　 NEW

ホモロジー群の基本性質からポアンカレの双対定理とその応用までを網羅したテキス
ト．トポロジー初学者および隣接分野を含めた非専門家を読者対象とし，徹底的にてい
ねいに解説．本文で学んだ内容の理解を深めるため，各節ごとに演習問題を用意し，くわ
しい解答もつける．下巻ではホモトピー群をはじめとした発展的な概念を扱う．

トポロジーの基礎  【下】
河澄響矢
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ISBN978-4-13-065318-3　2018年9月　A5判　224頁　税込3,520円

ISBN978-4-13-061314-9　2020年5月　A5判　392頁　税込6,380円

射影，一般逆行列，特異値分解などの諸概念を有限次元の線形ベクトル空間における線形
変換という観点から統一的に解説．これらの概念が，数値計算や多変量解析などの応用分
野において有効であることも示す．学生，研究者のみならず実務家も必携．初版1983年．

18世紀以降，多くの数学者を魅了し，また，符号理論や数理物理学など，現代においても
さまざまな分野で活用されている楕円関数論．幾何学的な視点から全体像を明快に捉え，
基礎から応用までを平易に解説．

UP応用数学選書10
射影行列・一般逆行列・特異値分解  ［新装版］

楕円関数論  ［増補新装版］
楕円曲線の解析学

柳井晴夫・竹内  啓

梅村 浩

ISBN978-4-13-062924-9　2020年6月　A5判　528頁　税込4,290円

さらに使いやすいテキストへ――初版刊行から10年．読者の声にこたえ，より理解しや
すい内容へと記述を修正．また，標準責任準備金計算用の生命表の更新に伴い，最新の情
報にアップデート．初学者だけではなく，アクチュアリー試験受験者・実務者にも配慮し
た決定版．

生命保険数学の基礎  ［第3版］  アクチュアリー数学入門
山内恒人

ISBN978-4-13-065316-9　2018年9月　A5判　214頁　税込3,520円

線形代数，とくにジョルダン標準形は，システム的思考・方法が重視される社会では必要
不可欠の知識である．本書は直観的で平易な記述を心がけ，最短距離でその本質的理解
に到達すべく工夫．初版1982年．

UP応用数学選書❽
ジョルダン標準形  ［新装版］

韓  太舜・伊理正夫

ISBN978-4-13-065317-6　2018年9月　A5判　192頁　税込3,520円

幾何学的な論理と感覚とは，科学技術にたずさわる人にとって必ずは身につけておくべ
きものである．本書は，微分幾何学と一般相対論と宇宙論とを，一つの入門書になるよう
に，まとめたものである．初版1983年．

UP応用数学選書❾
幾何学と宇宙  ［新装版］

木原太郎

ISBN978-4-13-065315-2　2018年9月　A5判　216頁　税込3,520円

実験データを解析する際に必要な知識を，数値計算と統計解析の両面から解説．著者等
の作成した最小二乗法プログラムSALSに即して，実践的に記述．実験に携わる人に必携
の書．初版1982年．

UP応用数学選書❼ 
最小二乗法による実験データ解析  プログラムSALS  ［新装版］

中川  徹・小柳義夫

ISBN978-4-13-062916-4　2013年9月　A5判　216頁　税込3,520円

動物の模様，感染症の流行，交通渋滞や経済不況など，私たちの身のまわりにあるさまざ
まな現象を数理的に解明する方法とは？　それぞれの分野の第一人者が，「シミュレー
ション」「数値解析」「モデリング」の３つの視点から初心者向けにわかりやすく解説．

現象数理学入門
三村昌泰 編

ISBN978-4-13-062917-1　2013年8月　A5判　240頁　税込3,520円

数学を道具として使う学生のために，振り子モデルや電気回路，捕食者－被捕食者モデル
など，工学や生物学で実際に現れる現象モデルを使って，微分方程式についてわかりやす
く解説したテキスト．シミュレーション結果も多数掲載し，視覚的にも理解を助ける．

応用微分方程式講義
振り子から生態系モデルまで

野原 勉

ISBN978-4-13-062920-1　2015年6月　A5判　320頁　税込5,060円

時間とともに空間構造が変化する様子を記述する反応拡散方程式．生物学，物理学，化
学，集団遺伝学，神経生理学などさまざまな分野に現れる現象を記述する，この方程式の
理論をはじめて学ぶ読者のために，基礎からていねいに解説．初の本格的入門書．

反応拡散方程式
柳田英二

ISBN978-4-13-009100-8　2015年4月　A5判　256頁　税込3,520円

電磁気学，流体力学，数値計算など，多様な場面で応用される複素関数論．本書はその「役
に立つ」側面を中心に，基礎となる要点を整理し，さまざまな応用例についてもくわしく
解説する．各章末に問題（解答付）を用意．例題・図版多数．初版1999年．

理工系の複素関数論
殿塚 勲・河村哲也
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ISBN978-4-13-063362-8　2016年5月　四六判　240頁　税込2,640円

高校初等レベルの数学で，力学から相対論・素粒子論の考え方を本格的に学ぶ．理論だけ
でなく，科学者たちの未知の問題への取り組みと解決の仕方まで扱う．なかでもアインシュ
タインのアクロバティックな思考法を理解できることは本書の大きな魅力となっている．

高校数学でわかるアインシュタイン
科学という考え方

酒井邦嘉

ISBN978-4-13-062624-8　2022年1月　A5判　400頁　税込4,180円　 NEW

なるほど，そうだったのか！  数理や法則にもとづく横糸と，直感的に理解する縦糸がう
まく交差したとき，物理学の真の理解に到達する．宇宙物理学の視点も交えて「活きた物
理学」を身につける手引きの書．

目からウロコの物理学 1
力学・電磁気学・熱力学

牧島一夫

ISBN978-4-13-062071-0　1984年9月　A5判　280頁　税込2,640円

力学を通して物理学の姿を紹介．多くの実験データをもとに経験数理科学としての物理
学を活きいきと描くことに努め，力学のつくられてゆく歴史的過程を教材として積極的に
とり入れた．研究者を志す人々にとって教科書としては勿論のこと自習書としても最適．

基礎物理学 【1】  物理学序論としての力学
藤原邦男

ISBN978-4-13-062073-4　1987年3月　A5判　198頁　税込2,640円

簡潔性・使いやすさを主眼に電磁気学全体の枠組を捉える．東京大学教養課程の講義に
沿って，半年間の講義で全体を概観できるよう，必要にして十分な基礎を明解に記述する．

基礎物理学 【3】  電磁気学
加藤正昭

ISBN978-4-13-062072-7　1980年1月　A5判　216頁　税込3,080円

熱力学的方法だけでは十分説明できないところを，統計力学的方法で補う．豊富な問題
とその詳解を入れ，これ一冊で熱学の基本をマスターできるように工夫した．自習用に
も最適．

基礎物理学 【2】  熱学
小出昭一郎

ISBN978-4-13-062622-4　2021年3月　A5判　352頁　税込3,300円

熱力学は，物理学の骨格をなす理論体系でありながら，量子論や統計力学に比べても難
解な論理構造をもっている．熱力学を再構成し，簡潔で美しく普遍的な理論として提示
した定評ある教科書の改訂版．第 I巻では，標準的カリキュラムの内容を高い視点から解
説する．【全2巻】

熱力学の基礎  ［第2版］ Ⅰ  熱力学の基本構造
清水 明

ISBN978-4-13-062607-1　2005年7月　A5判　248頁　税込2,750円

携帯電話やテレビ，望遠鏡，そして地震など，日常生活のあらゆるところに存在する，振
動・波動現象．その基礎について，フルートやピアノ，ヴァイオリンなど楽器を中心とす
る身近な現象を例にていねいに解説する．理工系学生必携の教科書．

振動と波動
吉岡大二郎

ISBN978-4-13-062618-7　2019年5月　A5判　320頁　税込3,080円

最小作用の原理による古典力学の定式化を紹介し，量子論へと至る論理的道筋をわかり
やすく解説した好評入門書の待望の改訂版．数式の背後にある物理的意味や導出方法も
省くことなく記述している．改訂にあたり，小澤の不等式などの内容を追加．

解析力学・量子論  ［第2版］
須藤 靖

ISBN978-4-13-063609-4　2021年2月　A5判　224頁　税込2,750円

宇宙の存在は，偶然なのか，必然なのか――ものの大きさに沿って自然界の階層をたどり，
それらの相互関係について考える．最新の系外惑星研究やマルチバースの内容も追加し，
より読み応えのある内容に充実させた，物理学の面白さを伝える待望の改訂版．

ものの大きさ  ［第2版］
自然の階層・宇宙の階層

須藤 靖

ISBN978-4-13-062623-1　2021年8月　A5判　248頁　税込2,970円

熱力学は，物理学の骨格をなす理論体系でありながら，量子論や統計力学に比べても難
解な論理構造をもっている．熱力学を再構成し，簡潔で美しく普遍的な理論として提示
した定評ある教科書の改訂版．第 II巻では，化学熱力学や相分離を伴う相転移まで透徹
した論理で解説する．【全2巻】

熱力学の基礎  ［第2版］ Ⅱ  安定性・相転移・化学熱力学・重力場や量子論
清水 明

ISBN978-4-13-062601-9　1995年6月　A5判　270頁　税込3,080円

原子や分子の集合体を巨視的に扱う熱力学から，物質を原子あるいは分子からなる不連
続な構造として微視的に記述する量子論が，いかにして誕生したのだろうか？　古典統
計力学から量子統計力学の初歩まで，学問発展のプロセスをたどりながら，熱学を学ぶ．

熱学入門
マクロからミクロへ

藤原邦男・兵頭俊夫
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ISBN978-4-13-062613-2　2012年3月　A5判　370頁　税込3,850円

原子の世界から宇宙の果てまで，物理現象を支配する法則である電磁気学の基礎を網羅
した入門テキスト．〈主要目次〉空の青，海の青／電場／ポテンシャル関数／導体／分極
／電流／磁場／磁気モーメント／電流に働く力／磁化／変動電磁場／電磁気学と数学

電磁気学の基礎Ⅰ
太田浩一

ISBN978-4-13-062612-5　2010年6月　A5判　400頁　税込4,180円

科学技術の進展に伴い飛躍的に発展を続け，素粒子論や一般相対性理論，統計力学など
さまざまな分野とも密接な関係をもつ現代の宇宙論．読者が最前線の研究分野へと進ん
でいくために必要な基礎的素養が身に付くよう，広い視点からていねいに解説する．

現代宇宙論
時空と物質の共進化

松原隆彦

ISBN978-4-13-062615-6　2014年12月　A5判　336頁　税込4,620円

現代宇宙論の理論を詳しく解説した決定版テキスト．宇宙論の理解に必要な最小限の事
項から丹念に説明し，物理的事柄はすべて第一原理から導出する．〈主要目次〉1 相対性理
論／2 一様等方宇宙モデル／3 相対論的な古典場／4 場の量子化／5 素粒子標準モデル

宇宙論の物理  【上】
松原隆彦

ISBN978-4-13-062616-3　2014年12月　A5判　352頁　税込4,180円

〈主要目次〉6 相対論的運動学／7 線形摂動論／8 インフレーション理論と初期密度ゆら
ぎ／9 線形摂動の時間発展／10 諸成分の線形進化

宇宙論の物理  【下】
松原隆彦

ISBN978-4-13-062619-4　2019年8月　A5判　528頁　税込6,490円

固体電子論は，量子論の確立以降急速に発展している．格段の進歩を遂げたその広がり・
内容の深化両面をバランスよく習得できる決定版テキスト．著者の長年の講義内容をも
とに，基礎から飛躍なしに解説することで，最後まで独習できるように工夫されている．

固体電子の量子論
浅野建一

ISBN978-4-13-062614-9　2012年3月　A5判　352頁　税込3,850円

〈主要目次〉マクスウェル‒ローレンツ理論／電磁波／輻射／電磁気学と相対論／電磁気
学と解析力学／電磁気学と量子論／物質中の変動電磁場／波動／さらに勉強するために

電磁気学の基礎Ⅱ
太田浩一

ISBN978-4-13-063607-0　2014年9月　四六判　256頁　税込2,860円

「粒子は波である」「確定は確率的不定である」「不可知は完全な知である」――奇怪で不可
思議で美しい，私たちの世界をつくる量子力学．その考え方の基本と量子生物学や宇宙論・
情報理論などのテーマを，物理と哲学と文学を絶妙にからめたユニークな文体でつづる．

エキゾティックな量子
不可思議だけど意外に近しい量子のお話

全 卓樹
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ISBN978-4-13-062011-6　1977年9月　A5判　216頁　税込1,760円

大学教養課程における化学実験の手引き．理工系進学者が研究実験を行う際に必要な基
礎的技術，方法，心構えを体得できるよう典型的実験を精選．器具の改良等に伴い，東大
教養学部のプログラムに見合うよう全面的に改訂．

化学実験  ［第3版］
東京大学教養学部化学教室化学教育研究会 編

ISBN978-4-13-062501-2　2003年9月　B5判　192頁　税込2,750円

構造化学・物性化学を中心に無機・有機までの化学の重要トピックス77を解説した新し
いかたちの資料集．77講すべてを見開きページで構成し，豊富な図版を用いて独習用の
テキストとしても使えるように工夫されている．化学の基礎を学ぶ大学生必携．

化学の基礎77講
東京大学教養学部化学部会 編

ISBN978-4-13-062505-0　2007年3月　A5判　258頁　税込2,750円

有機反応論の立場から有機化合物の基礎を解説する．分子構造論の電子に関する理解
と，熱力学のマクロな取り扱いを踏まえて反応論を学べるように工夫した．化学を専攻
としない学生もこれ一冊で有機化学の基礎知識を習得できる．

有機化学
有機反応論で理解する

村田 滋

ISBN978-4-13-062511-1　2017年1月　A5判　320頁　税込4,290円

分子軌道（MO）法の解説には，高度な数学的知識と多くの数式が必要とされるのが通例
である．しかし，本書は必要最小限の数式だけを用いることで，軌道相互作用の原理を基
盤したMO法のエッセンスを理解できるよう工夫した．初学者にもやさしい教科書．

分子軌道法
定性的MO法で化学を考える

友田修司

ISBN978-4-13-009145-9　2021年1月　A5判　244頁　税込3,080円

化学を，その考え方から理解したい学生のための決定版教科書．量子論・量子化学の考え
方からはじめ，その最もふさわしい応用としての化学結合論までを丁寧に解説する．問題
を解きながら読み進めていくことにより，本当の化学の考え方が身につくであろう．初版
2007年．

化学結合論入門  量子論の基礎から学ぶ
高塚和夫

ISBN978-4-13-062512-8　2018年9月　A5判　256頁　税込3,300円

放射性物質の元素とその性質について解説した入門書として，化学・生物学系の学生や，
アイソトープ関連の研究者や技術者に定評のあるテキストを最新の内容に改訂．ニホニ
ウムをはじめ，新たに認定された原子や放射性廃棄物処分場に関する話題などを追加．

放射化学概論  ［第4版］
富永 健・佐野博敏

ISBN978-4-13-062508-1　2014年3月　A5判　308頁　税込3,740円

大学入学まで化学を学習してこなかった学生，化学を学ぶすべての読者を対象に，化学
の基礎を丁寧にわかりやすく解説．コラムには生命科学に関連する話題が充実．

生命科学のための基礎化学
原田義也

ISBN978-4-13-009133-6　2017年10月　A5判　208頁　税込2,750円

有機化学の初歩から解説した生命科学の教科書の決定版．難しい有機化学反応などにはで
きるだけ触れずに，ゲノム解析など最新の研究成果まで解説している．身近な話題を扱った
コラムや練習問題を充実し，化学の初学者にも学びやすいものとなっている．初版2004年．

生命科学のための有機化学Ⅰ
有機化学の基礎

原田義也
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ISBN978-4-13-060218-1　2007年9月　B5判　600頁　税込15,400円

単細胞動物から脊椎動物まで，さまざまな動物を紹介しながら生物多様性の視点で体系
化した動物生理学テキストの決定版！　分子レベルと個体レベルの記述のバランスに配
慮し，環境への適応についても詳述．

動物生理学  ［原書第5版］
環境への適応

クヌート シュミット = ニールセン／沼田英治・中嶋康裕 監訳

ISBN978-4-13-062222-6　2013年5月　A5判　130頁　税込2,860円

解剖学への第一歩――動物のからだについて学ぶために「形を見る」センスを身につけよ
う．魚類から哺乳類まで，脊椎動物の豊富な事例をバランスよく解説しながら，さまざま
な臓器や器官の「歴史」を読み解く．動物学や獣医学などで解剖学を学ぶ人たちの入門書．

動物解剖学
遠藤秀紀

ISBN978-4-13-063346-8　2016年9月　四六判　296頁　税込3,740円

動物法のパイオニアワークを動物愛護管理法の最新の改正をふまえて改訂．BSEや鳥イ
ンフルエンザに係る家畜伝染病予防法，外来種に係る外来生物法の改正にも対応．さら
に「動物の権利」について，法学の視点からの検証を試みる．

日本の動物法  ［第2版］
青木人志

ISBN978-4-13-074021-0　2019年7月　A5判　224頁　税込4,180円

草原のランナー――乗用，使役，そして食料として，さまざまなかたちで人類とかかわっ
てきたウマ．かれらの進化，行動，生理などにスポットをあてながら，動物としての全体
像を描き，競走馬，流鏑馬，セラピーホースなどのウマの世界をみる．

アニマルサイエンス 【1】  ウマの動物学  ［第2版］
近藤誠司

ISBN978-4-13-074022-7　2019年8月　A5判　232頁　税込4,180円

究極の反芻獣――大地の覇者としてのウシ．原牛から家畜ウシへの道のりをたどりなが
ら，最大の特徴でもある反芻胃をはじめ，進化，形態，そしてバラエティーに富んだ品種
など，かれらの生物学とともに人類との関係について詳述する．

アニマルサイエンス 【2】  ウシの動物学  ［第2版］
遠藤秀紀

ISBN978-4-13-074023-4　2019年11月　A5判　240頁　税込4,180円

野生から友人へ――イヌは私たちにとってたいへん身近な動物である．オオカミを祖先
にもつといわれるかれらは，どのようにして人類の〈友人〉となっていったのだろうか．
かれらの進化，感覚，行動，そしてヒトとの関係をとおして，生きものとしてのイヌの魅
力をさぐる．

アニマルサイエンス 【3】  イヌの動物学  ［第2版］
猪熊 壽・遠藤秀紀

ISBN978-4-13-060165-8　1996年7月　A5判　264頁　税込3,520円

「生物の多様性」とはなにか――その意味，仕組，進化を明らかにし，多様性の保全を進め
るために基礎となる理論と方法を示す．さらに野生生物の保全のあり方について，希少
種と普通種のさまざまな事例をまじえながらわかりやすく解説する．

保全生物学
樋口広芳 編

ISBN978-4-13-074024-1　2019年9月　A5判　196頁　税込4,180円

寝る子は育つ――よく食べ，よく眠り，清潔好きなブタ．かれらのからだや行動をわかり
やすく解説し，食糧だけではなく，実験動物や伴侶動物としてのブタについてもアニマ
ルウェルフェアに着目しながら紹介する．

アニマルサイエンス 【4】  ブタの動物学  ［第2版］
田中智夫

ISBN978-4-13-062310-0　2009年2月　A5判　464頁　税込4,180円

高校生から専門家まで，生命システムの最先端に興味を抱くすべての読者へ――．理論・
モデル・実験から，「生命」現象の本質へと迫り，複雑系生命科学へと誘う書，待望の改訂
版．とくに「適応」「進化」に関する内容を充実させた．

生命とは何か  ［第2版］
複雑系生命科学へ

金子邦彦

ISBN978-4-13-062620-0　2019年10月　A5判　322頁　税込3,960円

生命一般に成立する普遍的性質を求めて――非常に多様な成分をもち，維持・再生産する
ユニークな能力をもつ生命の「複製・適応・記憶・分化・進化」の原理をいかにしてみいだ
すか？  『生命とは何か』から16年――生命を探究する新たなステージへ読者をいざなう．

普遍生物学
物理に宿る生命、生命の紡ぐ物理

金子邦彦

ISBN978-4-13-062621-7　2020年4月　A5判　352頁　税込4,180円

形，構造，運動など「生きている」生物の性質をいかにして記述するか？  生命現象のダ
イナミクスに焦点をあて，数理的方法の初歩とその手法を，主に細胞スケールに適用して
明らかにされる「生命の論理」について詳細に解説した，待望のテキスト．

細胞の理論生物学
ダイナミクスの視点から

金子邦彦・澤井 哲・高木拓明・古澤 力
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ISBN978-4-13-009127-5　2017年7月　A5判　152頁　税込2,860円

生物はいったい何種いるのか――地球上は未知の生物であふれている．その種数は少な
く見積もっても1000万種，最大では，1億種を超えるともいわれている．生物多様性を理
解するために重要な分類学を学ぶ人たちに格好のテキスト．初版2009年．

動物分類学
松浦啓一

ISBN978-4-13-072066-3　2019年5月　A5判　168頁　税込3,080円

獣医師とはどんな仕事をする人たちですか？  これから獣医学を学ぶみなさんや獣医系
の大学をめざすみなさんに向けて，大学の動物医療センターに勤務する獣医師がわかり
やすい文章で語ります．動物の医療や健康に関心のあるすべての人たちにぜひ読んでも
らいたい１冊です．

獣医学を学ぶ君たちへ　人と動物の健康を守る
中山裕之

ISBN978-4-13-062232-5　2022年3月　A5判　176頁　税込2,970円　 NEW

あなたは動物園が好きですか？　この本では，環境エンリッチメント，アニマルウェル
フェア，種の保存などの新しい潮流にスポットをあてています．世界の最先端の動物園
と比較しながら，これからの日本の動物園のあり方を一緒に考えましょう．

動物園を考える
日本と世界の違いを超えて

佐渡友陽一

ISBN978-4-13-072067-0　2022年9月　A5判　152頁　税込2,970円　 NEW

獣医師という職業を知っていますか？  獣医師の仕事は犬や猫のお医者さんだけではあ
りません．動物臨床をはじめ，動物衛生，医薬品・食品の開発・研究，国際機関などの現場
で活躍する獣医さんたちへのインタビューにもとづき，かれらのキャリアパスも紹介．

獣医師を目指す君たちへ
ワンヘルスを実現するキャリアパス

中山裕之

ISBN978-4-13-073050-1　2005年6月　四六判　208頁　税込3,080円

アニマルウェルフェア――〈動物への配慮〉という発想．それは動物の命を大切にするこ
とであり，苦痛や苦悩からかれらを解放することである．人類とさまざまな関係を築いて
きた動物たちにとって幸せとはなにかを問い直す．

アニマルウェルフェア
動物の幸せについての科学と倫理

佐藤衆介

ISBN978-4-13-062231-8　2022年7月　A5判　416頁　税込4,400円　 NEW

哺乳類について学ぶすべての人たちへ――私たちにとって重要な存在である哺乳類の多
くの種は絶滅の危機に瀕している．一方，獣害問題ほか深刻な問題も生じている．進化，
形態，生態，そして保全をテーマに最新の知見をふまえて基礎から応用まで体系化．哺乳
類学の決定版教科書！

哺乳類学
小池伸介・佐藤 淳・佐々木基樹・江成広斗

ISBN978-4-13-064264-4　2020年1月　A5判　168頁　税込4,070円

さまざまな群れ，独特の繁殖様式，高い知能と個性あふれる行動，そしてそれらによって
織りなされる複雑で多様な社会．哺乳類の行動と社会を自然選択にもとづく適応論の立
場から解説した，哺乳類の行動生態学について学ぶために必須の入門書．初版1998年．

哺乳類の生物学 【4】  社会  ［新装版］
三浦慎悟

ISBN978-4-13-064265-1　2020年1月　A5判　160頁　税込4,070円

哺乳類と環境との関係について，分布，生息地，ホームレンジ，食性，個体群，種間関係，
植物との関係，さらに保全など，生態学にとって基礎的なテーマにそって，豊富な事例を
あげながらわかりやすく解説する．哺乳類の生態について学ぶために必須の入門書．初
版1998年．

哺乳類の生物学 【5】  生態  ［新装版］
高槻成紀

ISBN978-4-13-064261-3　2020年1月　A5判　160頁　税込4,070円

生物学の基礎としての分類学．その歴史とシステムをみながら，動物界における哺乳類
の位置を確認し，「種」とはなにかを考える．さらに野ネズミ類の研究から地理的変異
をとらえ，それらを通して日本の動物相のなりたちを探る．動物分類学入門の書．初版
1998年．

哺乳類の生物学 【1】  分類  ［新装版］
金子之史

ISBN978-4-13-064262-0　2020年1月　A5判　176頁　税込4,070円

生物の「かたち」を対象としてゲーテによって体系づけられた解剖学．哺乳類の形態と機
能について，解剖学にもとづき適応や進化との関係にふれながら解説する．ヒトに関す
る知識と比較しながら学ぶ肉眼解剖学入門の書．初版1998年．

哺乳類の生物学 【2】  形態  ［新装版］
大泰司紀之

ISBN978-4-13-064263-7　2020年1月　A5判　144頁　税込4,070円

野生動物としての哺乳類の生理について，内分泌，交尾，出産などおもに繁殖の問題を中
心に，成長，代謝，老化など生理学の基礎的なテーマにそって，豊富な事例をあげながら
わかりやすく解説する．哺乳類の生理について学ぶために必須の入門書．初版1998年．

哺乳類の生物学 【3】  生理  ［新装版］
坪田敏男

ISBN978-4-13-074025-8　2019年10月　A5判　208頁　税込4,180円

誇り高き小さな勇者――ニワトリ．かれらはかつて暗黒の世界の終焉，すなわち夜明けを
告げる神の使者だった．ヒトはかれらに憧れ，畏敬の念を抱き，一方では生きる糧として
きた．ヒトとのかかわりをたどりながら，ニワトリの真の姿を描写する．

アニマルサイエンス 【5】  ニワトリの動物学  ［第2版］
岡本 新
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ISBN978-4-13-072065-6　2015年11月　A5判　176頁　税込3,190円

森林と人々の暮らしについて考える林政学――東京大学農学部の名講義をわかりやす
く編纂した教科書の決定版！　林学や経済学の専門知識がなくても理解できるように解
説，経済学の知識を豊富に盛り込んでオリジナリティを高めた臨場感溢れる講義録．

林政学講義
永田 信

ISBN978-4-13-062320-9　2020年12月　A5判　196頁　税込2,860円

海に囲まれた日本――持続可能な発展を遂げていくために海は大きな可能性を持つ．環
境，水産，国際連携，海洋エネルギーなどの多様な分野について，海洋プラスチックごみ，
気候変動，商業捕鯨など最新の話題に触れながら，統合的に体系化したこれからの海洋
保全政策論．海について学ぶすべての人たちへの「羅針盤」．

日本の海洋保全政策  開発・利用との調和をめざして
牧野光琢

ISBN978-4-13-033090-9　2019年2月　A5判　160頁　税込2,420円

世界的な気候変動，人口爆発，環境汚染によって，私たちが利用できる水の質と量が大き
く変化している．本書は，人間が生きていくために必要な水を取り巻く状況とその可能性
を，身近な視点からグローバルな視点まで幅広く，わかりやすく紹介する．一橋大学で人
気の文理共鳴教育，待望の書籍化！

水と社会　水リテラシーを学ぶ8つの扉
林 大樹・西山昭彦・大瀧友里奈 編

ISBN978-4-13-063371-0　2019年1月　A5判　280頁　税込2,860円

環境学にかかわる多彩な研究分野の第一人者たちと環境問題研究の黎明期から助成を続
けてきた日本生命財団が，人と自然のあるべき姿を模索し，持続可能で密接なかかわりを
取り戻すための方策を提案する．

人と自然の環境学
公益財団法人日本生命財団 編

ISBN978-4-13-060320-1　2018年1月　A5判　448頁　税込5,060円

地域社会の環境問題から地球規模の環境問題へ――科学者，生産者，地域住民など，多様な
ステークホルダーにより生み出された科学知や在来知を統合した「地域環境知」に着目し，
環境問題の解決と持続可能性の実現をめざして，「地域環境学」として新たに体系化する．

地域環境学
トランスディシプリナリー・サイエンスへの挑戦

佐藤 哲・菊地直樹 編

ISBN978-4-13-060142-9　2016年1月　A5判　256頁　税込3,960円

アフリカのマラウィ湖，石垣島白保のサンゴ礁，アメリカのコロンビア川流域など，さま
ざまな地域をフィールドにしてきたサイエンティストが，多様なステークホルダーと協働
して「地域環境学」という問題解決指向の新しい学問を立ち上げていく知的探求の物語．

フィールドサイエンティスト
地域環境学という発想

佐藤 哲

ISBN978-4-13-062319-3　2020年2月　A5判　260頁　税込2,860円

広範囲にわたる環境問題に対し，日本ではこれまでどのように環境政策が展開してきた
かを，国際的動向を踏まえながら詳しく論じ，持続可能な開発目標（SDGs）のもとでの今
後の環境政策の展望を体系的に取りまとめる．

環境政策論講義
SDGs達成に向けて

竹本和彦 編

ISBN978-4-13-072101-1　2003年3月　A5判　480頁　税込5,940円

より良い品種をいかにして生みだすか？　イネ，トウモロコシ，ジャガイモ，トマトなど，
豊富な事例をもとに，育種の基礎から話題の遺伝子組換え食物までをていねいに解説．
学部学生以上のテキストとしてはもちろん，品種改良の現場に携わる人にも好適．

植物育種学
交雑から遺伝子組換えまで

鵜飼保雄

ISBN978-4-13-062227-1　2021年2月　B5判　224頁　税込2,970円

好評の生物実験テキストの改訂版．電気泳動からカエルの解剖まで，生物学を学ぶ学生
必修の17の実験を解説した実験書の決定版．付録には，材料入手や溶液調整法などを
掲載．

基礎生命科学実験  ［第3版］
東京大学教養学部基礎生命科学実験編集委員会 編

ISBN978-4-13-062221-9　2013年3月　A5判　162頁　税込3,080円

多様性生物学としての分類学――植物を対象に現代の分類学についてわかりやすく解
説．系統進化，生物地理など分類学の主要なテーマを詳述し，さらに分類学の新しいテー
マである生物多様性情報学について論述．これからの分類学を学ぶために最適の入門書．

植物分類学
伊藤元己

ISBN978-4-13-062229-5　2021年6月　A5判　208頁　税込3,190円

獣医学を学ぶみなさんへ――「野生動物学とはなにか」，そして「野生動物医学とはなに
か」について，寄生虫学や感染症学を専門とし，獣医師でもある著者が大学の講義にもと
づいてわかりやすく解説する．

野生動物医学への挑戦
寄生虫・感染症・ワンヘルス

浅川満彦

ISBN978-4-13-062226-4　2019年11月　A5判　180頁　税込2,970円

「破壊の世紀」から「再生の世紀」へ――獣害問題，外来動物問題，共通感染症問題……さ
まざまな野生動物問題は，すべて人間社会が生み出したものである．社会問題化した野
生動物問題とおよそ40年にわたり格闘を続けてきた研究者からの熱きメッセージ．

野生動物問題への挑戦
羽山伸一
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ISBN978-4-13-062725-2　2016年3月　A5判　320頁　税込3,080円

「気象学のバイブル」とも評されるロングセラーテキスト．大気の構造から放射，降水，大
気力学まで，平易でコンパクトな解説はそのままに，補訂版では地球環境問題に関する記
述をアップデートする．気象予報士試験のための知識を身につけるうえでも最適．

一般気象学  ［第2版補訂版］
小倉義光

ISBN978-4-13-060732-2　2000年8月　A5判　304頁　税込4,400円

総観気象学は，地上天気図でみる温帯低気圧や移動性高気圧・前線，高層天気図でみる気
圧の谷など，数千㎞規模の気象を扱う気象学の中心分野の一つで，天気予報を支える科
学である．本書は，日々の天気を変化させる素過程を，観測データに基づき記述する．

総観気象学入門
小倉義光

ISBN978-4-13-062721-4　2014年5月　A5判　248頁　税込3,300円

初めて気象学を学ぶ人を対象として，気象学のエッセンスを要領よくまとめたテキスト．
直感的な理解を重視し，高校で学ぶ物理・数学の知識で読めるよう配慮した．随所に書か
れた金星や木星などの惑星気象との比較は，地球の気象についての理解を深めるだろう．

気象学入門
基礎理論から惑星気象まで

松田佳久

ISBN978-4-13-062714-6　2009年4月　A5判　242頁　税込3,080円

地球システム科学の考え方をいち早く取り入れ，バランスのよい教科書として好評を博し
てきた『地球システム科学入門』の改訂版．惑星・宇宙までを含めたより広い視野から地球
システムをとらえ，地球環境問題などを考える上での基本的な知識を学ぶことができる．

地球惑星システム科学入門
鹿園直建

ISBN978-4-13-062728-3　2018年5月　A5判　242頁　税込3,740円

地球気候を気候システムという複雑系として捉え、その仕組みとダイナミクスを解説す
る基本書。長い歴史の中での気候変化から、「地球温暖化」といった人間活動の影響によ
る、現在・未来の問題までを統一的に理解することを試みる。

地球気候学
システムとしての気候の変動・変化・進化

安成哲三

ISBN978-4-13-062730-6　2019年5月　AB判　272頁　税込5,830円

豊富な写真と図で地形を読み解く地形学教科書のロングセラーに，新しい事例（雲仙普
賢岳の溶岩ドームと火砕流，東日本大震災と津波，北海道胆振東部地震の地すべりなど）
や解説（第四紀の新しい定義など）を増補した新装版．

写真と図でみる地形学  ［増補新装版］

貝塚爽平・太田陽子・小疇 尚・小池一之・野上道男・町田 洋・米倉伸之 編／
久保純子・鈴木毅彦 増補

ISBN978-4-13-022501-4　2018年5月　A5判　290頁　税込4,180円

ISBN978-4-13-063715-2　2020年6月　四六判　256頁　税込2,530円

地球環境や地域自然の全体的な理解のために，空間・時間・研究領域を俯瞰する「統合自
然地理学」を提唱する．細分化された分析的研究の枠をこえて，自然をシームレスにとら
えるこの新しい地理学の概念，論理と方法，実際の研究例を平易に解説する．

各分野の第一人者が，いま地球惑星科学の何が面白いのか，研究の最前線を紹介し，その
課題と今後の展望までをわかりやすく生き生きと語る．私たち人類を取り巻く自然の成
り立ちを理解し，これからの地球とともに生きるために最適の入門書．

統合自然地理学

地球・惑星・生命

岩田修二

日本地球惑星科学連合 編

ISBN978-4-13-063716-9　2021年3月　四六判　256頁　税込2,860円ISBN978-4-13-060760-5　2015年4月　A5判　416頁　税込4,950円

数百年から数千年の間隔で発生する過去の大地震や火山噴火の実態に，歴史学と地震学
の連携により迫る．東日本大震災の津波は平安時代の貞観津波の再来なのか，繰り返す
南海トラフの地震はどこまでわかっているのか．歴史から将来の災害予測につなげる文
理融合のアプローチを紹介する．

日本の四季の風物の美しさは素晴らしいが，その天気の移り変わりは時として暴走する．
ゲリラ豪雨，強風，竜巻，洪水などのさまざまな気象災害は，気象学の進歩により筋道だて
て理解することができるようになった．多種多様な天気の謎に迫る小倉気象学の決定版．

歴史のなかの地震・噴火  過去がしめす未来日本の天気
その多様性とメカニズム

加納靖之・杉森玲子・榎原雅治・佐竹健治小倉義光

ISBN978-4-13-009143-5　2020年3月　A5判　224頁　税込3,740円

古生物学を学ぶすべての人たちへ――古生物学の歴史をふまえ，記載や分類などの基礎
的な分野から，系統進化，生物地理，情報古生物学などの新しい分野まで，自らの経験に
もとづいて体系化し，初学者にもわかりやすく解説．ナチュラルヒストリーを究めた古生
物学者が書き下ろした待望のテキスト．初版2009年．

古生物学
速水 格
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ISBN978-4-13-060752-0　2008年11月　A5判　288頁　税込3,960円

地球的規模の環境問題を解決するためには，過去から現在に至る地球表層環境システムを
系統的に理解することが不可欠である．本書は，海洋での実例を通じて，固相に残された化
学的特徴の様々なパラメータを整理し，地球環境を支配する仕組みを解き明かしていく．

海洋地球環境学
生物地球化学循環から読む

川幡穂高

ISBN978-4-13-062723-8　2016年5月　A5判　320頁　税込4,180円

現在人類が直面している様々な問題，地震・津波災害，気候・環境変動，新たな資源開発な
どを解く鍵は海洋底にある．本書は，海洋底の誕生から消滅までの過程をたどりながら，
海洋地殻のテクトニクスとダイナミクスを丁寧に解説する．

海洋底地球科学
中西正男・沖野郷子

ISBN978-4-13-062719-1　2010年3月　A5判　288頁　税込3,960円

身近な太陽系から，恒星，銀河，そして宇宙論まで，宇宙科学を幅広く網羅し，解説した入
門書．改訂にあたって，系外惑星の発見やダークマター・ダークエネルギーの発見，また
太陽系構造の知見の発展など，最新の研究成果を加筆した．

宇宙科学入門  ［第2版］
尾崎洋二

ISBN978-4-13-063708-4　2011年12月　A5判　288頁　税込3,520円

星座を考え占星術を発達させた古代バビロニア．コペルニクスによる太陽中心説．ガリレオと
望遠鏡がもたらした新しい宇宙観．そして正体不明のダークエネルギー……．人類の宇宙観
と天文学はどう発展してきたのか――古代から現代までその歴史をたどる．図版・写真多数．

宇宙観5000年史
人類は宇宙をどうみてきたか

中村 士・岡村定矩

ISBN978-4-13-062727-6　2018年3月　A5判　288頁　税込4,620円

地球外生命は存在するのか――1995年に太陽系以外の惑星系が発見されてから，多くの
研究者がこの問題に興味をもつようになった．系外惑星を発見し，そしてその性質を知る
ための方法とは．本書はその探査の背景にある論理をわかりやすく体系立てて解説する．

系外惑星探査
地球外生命をめざして

河原 創

ISBN978-4-13-060762-9　2017年2月　A5判　252頁　税込5,280円

地球表面の7割は海洋で覆われているが，大部分の地震は海底で起こっている．生きてい
る地球を真に理解するためには，海洋の地震観測が決定的に重要である．本書は，近年進
展の著しい海洋地震観測の基礎的な科学的原理と方法を丁寧に解説し，海洋から見えて
くる地球の姿を解き明かしていく．

海洋地震学 
末広 潔

ISBN978-4-13-061162-6　2018年7月　A5判　288頁　税込5,390円

人類の永年の夢，宇宙旅行．その実現を間近に控え，技術のみならず，歴史から安全性・
マーケティング・経済効果・法律・健康問題まで，実現に必要とされるあらゆる課題を検討
し，日本での宇宙旅行実施への手引きとなるよう編まれた基本書．

宇宙旅行入門
高野 忠・パトリック コリンズ・日本宇宙旅行協会 編

ISBN978-4-13-062720-7　2011年7月　A5判　308頁　税込4,180円

多種多様なサブシステムから構成される地球表層環境システムは，密接な相互作用を及
ぼし合ってきた．地球表層環境システムと生物の進化の歴史を，最新の成果を盛り込み
ながら，地球史46億年を通して系統的に解説する．

地球表層環境の進化
先カンブリア時代から近未来まで

川幡穂高
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ISBN978-4-13-009063-6　2011年10月　A5判　250頁　税込3,080円

東大教養学部における講義を土台として，ひろく理科系学生のためにまとめた標準的テ
キスト．複面投象と単面投象にわかち，工学の基礎としての理論と応用を展開する．初版
1961年．

図学概論
須藤利一

ISBN978-4-13-062809-9　2004年9月　A5判　228頁　税込2,860円

本書は大学の機械工学系の学生のための工業熱力学の入門書である．豊富な図表と例題
で，熱力学の概念・基礎知識から実際の応用例にまで理解を深められるようになっている．
大学院受験，各種資格試験への演習書としても役立つよう各章末に演習問題を用意した．

工業熱力学  基礎編
河野通方・岡島 敏・角田敏一・氏家康成 監修

ISBN978-4-13-062826-6　1995年3月　A5判　280頁　税込3,520円

伝熱をはじめて学ぼうとする学生を対象に，伝熱学の基礎，すなわち熱伝導，熱伝達，熱
放射について，詳しく解説する．とくに，伝熱の基本形態である熱伝導については，プロ
フィル解法，差分法などのほか，逆問題やステファン問題なども取り上げる．

伝熱工学
庄司正弘

ISBN978-4-13-062802-0　1994年3月　A5判　248頁　税込4,840円

単に基礎とその計算法を概説だけでなく、計算法の物理学的な意味を示し、理解を深め
られるよう工夫したテキスト。基礎的な計算法からオイラー方程式への拡張を明示した
ことも特徴である。技術用語にはなるべく説明を付し、初学者にも便宜をはかった。

流体力学の数値計算法
藤井孝藏

ISBN978-4-13-065034-2　1982年3月　A5判　238頁　税込2,750円

各種製作法とその選択の基準を詳細に，分かりやすく解説する教科書．〈主要目次〉1．機
械製作法概要，2．素材製造法，3．造型加工（鋳造・鍛造・粉末冶金），4．成型加工（板金加
工），5．接合・切断加工，各章問題および参考文献，各章問題解答，索引．

機械製作法通論  【上】
千々岩健児・長尾高明・木内 学・畑村洋太郎

ISBN978-4-13-009056-8　2011年5月　A5判　224頁　税込3,520円

〈主要目次〉6．切削・研削加工，7．特殊精密加工および表面処理，8．機械加工品の検査・
試験，9．機械生産技術，10．機械構成材料とその性質，各章問題および参考文献，各章問
題解答，索引．初版1982年．

機械製作法通論  【下】
千々岩健児・長尾高明・木内 学・畑村洋太郎

ISBN978-4-13-062810-5　2005年10月　A5判　168頁　税込3,080円

機械力学の基礎科目「運動と振動」の解析を学ぶ新しいテキスト．1自由度系，2自由度
系を中心に，自由振動，強制振動から，回転運動，ラプラス変換，ラグランジュの方程式ま
で，初歩的・基礎的な問題を解きながら，実際の講義を聞くように習得できる．

機械振動学
保坂 寛

ISBN978-4-13-063812-8　2012年12月　四六判　248頁　税込2,750円

空を飛ぶものの力学を「飛行力学」という．風見安定，流れの本質，大きさの影響，さらに
は操縦の極意まで，紙ヒコーキから恐竜までを例にとり，飛行力学のもっとも重要な点を
やさしく解説する．いかにすれば空を飛べるか？　万人の疑問に答える待望の一冊．

飛ぶ力学
加藤寬一郎

ISBN978-4-13-061043-8　1982年11月　A5判　280頁　税込4,180円

現代の航空機力学は，航空機自体に関する理解と，制御理論の適用が二本の柱である．本
書は，機体そのものの理解を目的として，有次元の微係数および機体軸を用いる計算を
使い，必要最小限の重要事項を簡潔に要約した新しいテキスト．

航空機力学入門
加藤寬一郎・大屋昭男・柄沢研治

栗木恭一・荒川義博 編

電気推進ロケット入門
急速に実用化が進められている電気推進ロケットの内部現象の解明と性能解析を中心に
論述，基礎から実用例までを系統的にまとめる．21世紀の新しい宇宙開発の原動力とし
て，いま最も注目されている技術の教科書．
ISBN978-4-13-062805-1　2003年5月　A5判　274頁　税込5,060円

狼 嘉彰・冨田信之・中須賀真一・松永三郎

宇宙ステーション入門  ［第2版補訂版］

日本実験棟「きぼう」の稼動によって，ふたたび注目を浴び始めた国際宇宙ステーショ
ン．このシステムの歴史から制御理論，全体システムまで一望できるテキスト．補訂版で
は，宇宙ステーション建設の2008年以降の状況を加筆・変更した．
ISBN978-4-13-062841-9　2014年12月　A5判　344頁　税込6,160円
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酒井崇匡 編

高分子ゲルの物理学
構造・物性からその応用まで
高分子ゲルは吸収剤・食品などに使われ，生活に利便性と快適性をもたらす素材として，
私たちの身の回りにあふれている．液体と固体の二面性をもつため，理解が難しいとされ
る高分子ゲルの理論からその応用までを体系的に学べる初めての教科書である．
ISBN978-4-13-062843-3　2017年9月　A5判　212頁　税込3,740円

齋藤孝基・飛原英治・畔津昭彦

エネルギー変換  ［新版］

単なるエネルギー工学の解説にとどまらず，さまざまなエネルギーの利用，変換の原理，
蓄積方法などについても扱った特色ある教科書の改訂版．近年の急速な社会的，技術的
変化を踏まえ，地球温暖化に関連する話題や燃料電池などを充実した．
ISBN978-4-13-062827-3　2006年3月　A5判　248頁　税込3,960円

高橋 裕

河川工学  ［新版］

土木学会出版文化賞を受賞した定番教科書『河川工学』の改訂版．わかりやすい語り口
で，現場で活きる技術が身につく．環境や生態系に配慮した技術や河川事業への住民参
加などの話題も詳述し，近年の河川をめぐる課題に応える．
ISBN978-4-13-062817-4　2008年9月　菊判　336頁　税込4,180円

香山壽夫

野城智也・徳永 哲・飯田智彦 著

建築意匠講義

建築・まちづくりプロジェクトのマネジメント
持続可能な価値創造のために

建築の原点は何か？　人間は空間に対しどのような認識を持って建築をつくってきたか？　
本書は建築とは古今東西人々の共有のものであることを設計する側の立場から改めて見
直し，建築の諸要素を500枚の図版とともに示しつつ著者の到達した理論を展開する．

建築・まちづくりを「プロジェクト」としてとらえ，英語圏で体系化されてきた概念を背
景にし，日本の実情にあわせて，企画，設計，施工，運営のマネジメントの要点を解説．「共
に力を合わせて」よい建築・まちをつくっていくための実践的な教本．

ISBN978-4-13-062200-4　1996年11月　B5判　264頁　税込6,380円

ISBN978-4-13-063819-7　2022年7月　A5判　320頁　税込4,290円　 NEW

坂本雄三

建築熱環境
建築内部の温湿度環境は居住の重要な要素の一つである．本書では，室温形成の理論か
ら断熱，日射遮蔽，太陽熱利用などの省エネ方法論，そして湿度環境や結露現象まで総合
的に解説する．省エネ社会，また脱地球温暖化のため，研究者・実務者必携の一冊．
ISBN978-4-13-062850-1　2011年10月　A5判　176頁　税込3,080円

丹羽 清

技術経営論
技術が社会に多大な影響を与える高度技術社会の現在，企業に求められる新しい経営学
とは？　日米の大学での講義や企業セミナーなどの経験をふまえ，技術と経営の両面から
バランスよく体系立てて書かれた初の標準的教科書．現代社会を生きる企業人必読の書．
ISBN978-4-13-062814-3　2006年11月　A5判　386頁　税込4,180円

木村英紀

現代システム科学概論
システム思考を支える知の基盤
社会や技術が複雑化するにつれ実世界におけるシステムはますます進化している．さま
ざまな課題が提起されている現在，どのように解決へと導くか？　システムの意味や歴史
の紹介，またシステムの構築・運用・進化に欠かせない6つの分野の視点から概説する．
ISBN978-4-13-062844-0　2021年6月　A5判　352頁　税込4,840円

堀井秀之

社会技術論
問題解決のデザイン
東京大学でのイノベーション教育（i.school）や福島原発事故，ソーシャルエンタープラ
イズなどを事例に，複合的な要因が絡む社会問題を解決する手法を体系化．イノベー
ション・グローバル人材育成のための必読書．
ISBN978-4-13-062833-4　2012年7月　A5判　288頁　税込3,300円

田浦俊春

創造デザイン工学
技術が高度化し，ものがあふれる現代に必要とされる工学のデザインとは．社会の感性
や価値観，問題意識に整合するこれからのデザイン思考について，認知科学や知識科学
などと融合した学際的な視点から，具体的な方法論を紹介，解説する．
ISBN978-4-13-062837-2　2014年6月　A5判　192頁　税込3,300円

中川 武 編

世界建築史ノート
「人類の夢」を巡歴する
世界13の地域の建築研究者が，偏愛する建築史的に重要な都市・建築を精選し，歴史的
価値や建築的特徴を熱く語る．最新の学術成果に基づいて，「全体重をかけて見る」ため
の建築入門．
ISBN978-4-13-063814-2　2022年6月　A5判　248頁　税込4,180円　 NEW

ISBN978-4-13-042143-0　2016年5月　A5判　420頁　税込5,280円

なぜ，日本では思うようにイノベーションが進まないのか？　その疑問に答え，日本変革
へ一石を投じる書．現代イノベーションがもつダイナミズムの構造を，プロセスと組織
の「設計図」から読み取っていくことによって，いつでも，どこでも，だれでもがイノベー
ションに関与していく「国民皆革」の途を探っていく．

イノベーション・マネジメント　プロセス・組織の構造化から考える
野城智也
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情報科学・コンピュータ

森畑明昌

Pythonによるプログラミング入門  東京大学教養学部テキスト
アルゴリズムと情報科学の基礎を学ぶ
Pythonを用いて，プログラミングの初歩からデータ処理やシミュレーションの基礎まで
を学べるテキスト．読み進めるうちに，自然に情報科学の基礎が身につくよう工夫されて
いる．プログラミング初学者から，情報系技術に関わることになった社会人まで役立つ．
ISBN978-4-13-062458-9　2019年9月　A5判　240頁　税込2,420円

ISBN978-4-13-062457-2　2017年3月　A5判　304頁　税込2,090円

いまや仕事や生活に欠かせない情報技術．急激に変化する情報化社会に流されない普遍
的な知識を習得することをめざし，定番となったテキストを改訂．情報技術の原理から
情報社会論まで，その本質をわかりやすく解説する．

情報  ［第2版］
東京大学教養学部テキスト

山口和紀 編

ISBN978-4-13-062452-7　2010年6月　A5判　256頁　税込2,750円

情報科学の基本概念や思考方法を，プログラミング言語Rubyを用いて学べる新しいス
タイルのテキスト．情報科学の基礎からパターン認識のような比較的新しいテーマまで
わかりやすく説明する．学習の手助けとなるよう練習問題を多くつけた．

情報科学入門
Rubyを使って学ぶ

増原英彦・東京大学情報教育連絡会

ISBN978-4-13-062460-2　2021年10月　A5判　176頁　税込2,420円

株価分析，暗号解読，ゲーム作製など興味深いテーマを取り上げ，作って楽しみながらプ
ログラミングとプログラミング思考を学ぶ入門書．Pythonを用いながらも，特定の言語
にとらわれない解説を心掛け，これから学ぶ人だけでなく，再入門のためにも最適．

考え方から学ぶプログラミング講義
Pythonではじめる

森畑明昌

ISBN978-4-13-062142-7　2017年9月　A5判　232頁　税込2,970円

現代では情報処理の知識は必須となっている．本書初版（1995年刊）は，その基礎をなす
「計算機科学」を，著者の授業経験をもとに書き下し，好評を博した教科書である．この
20年の ITの劇的な変化を踏まえて，AI，ビッグデータなどの進展にも対応した改訂版．

コンピューティング科学  ［新版］
川合 慧

ISBN978-4-13-063455-7　2015年2月　A5判　176頁　税込3,190円

天気予報から，製品設計のシミュレーションまで，私たちの日常生活に深くかかわるスー
パーコンピュータ．本書は，スパコンとは何か，なぜ速く計算できるのか，世界1位・2位
はどうやって決めているのか，などの疑問に答え，体系的にわかりやすく解説する．

スパコンを知る
その基礎から最新の動向まで

岩下武史・片桐孝洋・高橋大介

ISBN978-4-13-062456-5　2015年5月　A5判　216頁　税込3,740円

メニーコア／マルチコアプロセッサ向けの並列化言語OpenMPとOpenACCの教科書・
演習書．初学者が間違えやすい点を最初に明示し，並列計算の考え方から学ぶことがで
きるよう工夫．サンプルコードと演習問題の解答をダウンロード形式で提供する．

並列プログラミング入門
サンプルプログラムで学ぶOpenMPとOpenACC

片桐孝洋

ISBN978-4-13-063456-4　2016年6月　四六判　264頁　税込3,080円

IoT，クラウド，ビッグデータ，ディープラーニングから，それらを活用した生産・交通・電力
エネルギーなどのシステムまで――進化を続けるインターネットのアーキテクチャを解
き明かし，その本質を組み込んだ新しいインフラ基盤の設計を提唱する．大川出版賞受賞．

インターネット・バイ・デザイン
21世紀のスマートな社会・産業インフラの創造へ

江㟢 浩

ISBN978-4-13-062450-3　2003年10月　A5判　248頁　税込3,190円

MATLABとScilabは習得が容易で，グラフなどの表示機能も優れたプログラム言語であ
る．豊富なプログラム例を実際にコンピュータ上で動かしながら，理論とアルゴリズムを
理解していく数値計算のテキストの決定版．

MATLAB/Scilabで理解する数値計算
櫻井鉄也

ISBN978-4-13-064085-5　2011年11月　B5判　288頁　税込3,740円

統計分野はもちろん，医薬，経済，金融，教育など多様な分野で使用されているコン
ピュータソフトウェアSAS．その基礎からデータ解析までを解説した入門書として定評
のあるテキストを全面改訂．Ver9.2に対応．

SASによるデータ解析入門  ［第3版］
SASで学ぶ統計的データ解析1

竹内 啓 監修／市川伸一・大橋靖雄・岸本淳司・浜田知久馬・下川元継・田中佐智子

ISBN978-4-13-062453-4　2013年3月　A5判　200頁　税込3,520円

スーパーコンピュータは，いまや科学技術の様々な分野において，設計やシミュレーショ
ンなどの用途で使われている．本書は，スパコンの実用を目的とし，並列計算とプログラ
ミング法の基礎をわかりやすく解説したテキストである．CD付 .

スパコンプログラミング入門
並列処理とMPIの学習

片桐孝洋
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ISBN978-4-13-062413-8　2015年10月　A5判　192頁　税込2,640円

人を対象とする医学・生命科学研究には，研究対象者への倫理的な配慮が不可欠である．
家族にも影響がおよぶゲノム情報の扱い方，ほかの研究で得られた試料や情報の使い方，
研究成果の伝え方などについて，最新の法律や指針もふまえて解説する．

医学・生命科学の研究倫理ハンドブック
神里彩子・武藤香織 編

ISBN978-4-13-014121-5　2008年5月　A5判　280頁　税込3,080円

死生学は新しい学問分野である――．今日，人びとは死を前にしてよりどころを喪失し，
強い不安のなかにいる．そのような時代に死生学が果たすべき役割は大きく，また切実で
ある．死生学の輪郭を明らかにするとともに，現代の死生観を多彩な執筆陣で探究する．

死生学 【1】  死生学とは何か
島薗 進・竹内整一 編

ISBN978-4-13-012063-0　2017年8月　四六判　272頁　税込2,860円

医療技術が進歩しつづける現代にあって，よりよく生き，その生の終わりも考え，ひとりひと
りが本人らしい豊かな人生の最終段階を過ごすために必要なことは何か．見送る側の心の
ケアも含め，新たな看取りの文化の構築をめざす「死生学」の考え方をわかりやすく示す．

医療・介護のための死生学入門
清水哲郎・会田薫子 編

ISBN978-4-13-051145-2　2020年4月　A5判　558頁　税込5,280円

国民皆保険や民間セクター中心の供給体制など日本の医療の構造を歴史分析と国際比較
により浮き彫りにし，現在の制度の問題点と政策のゆくえを展望する教科書．近年の大き
な制度の変化，社会状況の変化，新データの公開などを踏まえた8年ぶりの改訂版．

日本の医療  ［増補改訂版］
制度と政策

島崎謙治

私たちの生老病死にかかわる生命倫理の問いについて，レポート・論文の執筆を通じて深
く考えるためのガイドブック．問いを立てる，調べる，書くといった技法とともに，社会
学，歴史学，法学，倫理学などの多様なアプローチを紹介する．
ISBN978-4-13-062420-6　2018年4月　A5判　208頁　税込2,750円

生命倫理のレポート・論文を書く
松原洋子・伊吹友秀 編

ISBN978-4-13-060410-9　2014年4月　A5判　288頁　税込3,850円

千葉県柏市で行なわれている，高齢社会に対応するまちをつくる「柏プロジェクト」．本書は，
東京大学が参加する同プロジェクトで推進される，在宅医療を基本とした地域包括ケアのあ
り方を紹介する．高齢社会に突入した日本社会の，地域で「老い」を支える理論と実践を提示．

地域包括ケアのすすめ
在宅医療推進のための多職種連携の試み

東京大学高齢社会総合研究機構 編

ISBN978-4-13-060411-6　2015年4月　A5判　344頁　税込4,180円

社会的な健康格差の解消は，人間社会の大きな課題である．本書は，この課題に対して社
会科学と健康科学の研究者が協力し，様々な視点からの分析を試みる．日本のデータや
エビデンスを紹介し，社会政策に応用していく際のポイントにもふれる．

社会と健康
健康格差解消に向けた統合科学的アプローチ

川上憲人・橋本英樹・近藤尚己 編

人間・環境・社会は相互につながり，影響しあう存在である．そのつながりを「健康」を通
して科学する新しい学問が健康総合科学である．東大医学部健康総合科学科のスタッフ
が結集して，健康を支えるための実践知の意義と面白さを紹介するテキスト．
ISBN978-4-13-063406-9　2016年7月　B5判　148頁　税込2,750円

社会を変える健康のサイエンス
健康総合科学への21の扉

東京大学医学部健康総合科学科 編

「高齢化の最先進国」である日本．人生100年時代に人生設計をどうするか，社会システ
ムの構築をいかに行うか．健康，就労，お金，介護，年金，まちづくり……基礎知識を学び，
安心で活力ある未来をめざすための一冊．「高齢社会検定」公式テキスト．
ISBN978-4-13-062418-3　2017年3月　B5判　312頁　税込1,980円

東大がつくった高齢社会の教科書
長寿時代の人生設計と社会創造

東京大学高齢社会総合研究機構 編著

ISBN978-4-13-060413-0　2018年9月　A5判　352頁　税込7,260円

人と人，人と社会の関係を探り出すネットワーク理論．その方法論と手法を，若者の喫煙
行動や，健康維持のためのネットワークづくりなどの豊富な事例をもとに，やさしく丁寧
に解説する．いま話題の「健康格差」を考えるうえでも必読．

社会ネットワークと健康
「人のつながり」から健康をみる

トーマス W ヴァレンテ／森 亨・安田 雪 訳

ISBN978-4-13-062423-7　2022年2月　B5判　180頁　税込2,970円　 NEW

臨床現場の様々な倫理問題に直面して，医療・ケアチームはどのように対応すべきか．医
療・ケア従事者と研究者が共同で30年かけて開発した，臨床倫理事例検討法の決定版．
患者にとっての最善を探り，合意を目指す．意思決定支援を志すチーム・カンファレンス
に最適．

臨床倫理の考え方と実践  医療・ケアチームのための事例検討法
清水哲郎・会田薫子・田代志門 編
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脳・神経系の構造と機能について巧みに編集されたカラー図版と解説で構成された図譜．
各領域の人々がこの分野の解説書を待望していたが，高度な内容を視覚に訴えて，まこ
とに平易にくりひろげられた絵物語になっている．
ISBN978-4-13-062029-1　1969年11月　A4変型判　68頁　税込5,060円

目でみる脳
その構造と機能

時実利彦

かつて日本では脳卒中が死因の第一位を占め，幸い死を免れても後遺症に悩む人が今な
お多い．本書は一般医療システムの最前線への脳卒中リハビリテーションの普及のため
に，実際的手引書として書かれた．最高水準の内容を絵と写真でわかりやすく解説する．
ISBN978-4-13-062032-1　1981年6月　A4変型判　80頁　税込3,740円

目でみる脳卒中リハビリテーション
上田 敏

ISBN978-4-13-052706-4　2017年10月　A5判　256頁　税込3,080円

スポーツ選手のパフォーマンスを向上させるための食事摂取法とは？　運動と食事をど
のように組み合わせれば，健康の維持増進につながるのか？　本書はその基礎となる理論
を紹介しながら，細胞・分子レベルから解説．「なるほど」と納得できる役立つ内容が満載．

スポーツ栄養学
科学の基礎から「なぜ？」にこたえる

寺田 新

日本の現代的リハビリテーション医学の導入・定着・発展の中心をになってきた著者によ
る，リハ医学に携わる人必携の教科書の全面改訂版．科学としての「全人間的復権の医
学」を，カラー図版・写真を多用して“目でみて”わかるように具体的に示す．
ISBN978-4-13-062402-2　1994年8月　A4変型判　116頁　税込4,180円

目でみるリハビリテーション医学  ［第2版］
上田 敏

ISBN978-4-13-053702-5　2019年10月　A5判　304頁　税込3,080円

健康寿命をいかにのばすか？  自分のからだの状態を知るためのセルフチェック方法や
運動プログラム，肥満，骨粗しょう症，糖尿病，がん，うつ病などを予防するための運動
法，健康を維持するための食事と栄養について，エビデンスベースで解説．

スポーツでのばす健康寿命
科学で解き明かす運動と栄養の効果

深代千之・安部 孝 編

ISBN978-4-13-053704-9　2020年7月　A5判　224頁　税込2,420円

「見せる筋肉」「使える筋肉」など筋力トレーニングに纏わる誤った「常識」を正し，基礎
知識から実践までを丁寧に解説．初心者用のトレーニングから中級者への架け橋となる
各種の理論とコツ，怪我の予防法までを，理論・実践・指導・医療の第一人者が伝授する．

筋力強化の教科書
石井直方・柏口新二・髙西文利

医薬品情報学の基礎から応用までを体系的にまとめた教科書として定評あるロングセ
ラーの改訂版．最新の状況に対応して，医療用医薬品添付文書の項目改訂や薬局服薬指
導での情報提供などについて改訂・追加した．
ISBN978-4-13-062422-0　2021年3月　B5判　288頁　税込4,620円

医薬品情報学  ［第5版］
山崎幹夫 監修／望月眞弓・武立啓子・堀 里子 編

まちづくりに医療がどのように関わり，それが社会的包摂とSDGs推進にどうつながる
のかを，コロナ禍への対応も含めて，豊富な事例をもとに解説する．これからの地域医療
政策や，医療経営と介護経営，自治体運営を考える上での必須の書籍．
ISBN978-4-13-051147-6　2022年6月　A5判　368頁　税込4,180円　 NEW

地域包括ケアシステムの深化と医療が支えるまちづくり
ソーシャルインクルージョンとSDGs

田中 滋 監修／田城孝雄・内田 要 編

ISBN978-4-13-062419-0　2017年12月　A5判　272頁　税込3,850円

研究者から現場の医師まで幅広い執筆者による，関連分野との協働や学際的視点を取り入
れた入門書．医療サービスの質を，構造，過程，結果の3つの概念のいずれかに焦点をあて，
仮説を立てて分析をおこない，ウェルビーイングに向けた健康サービスの向上をめざす．

ヘルスサービスリサーチ入門
生活と調和した医療のために

田宮菜奈子・小林廉毅 編

既存資料，エスノグラフィックアプローチ，社会調査から情報を分析，地域での看護の課
題を明確にし，解決へつなげる地域看護診断．定番テキスト待望の改訂版．豊富な実際例
をもとに診断の過程と実際を詳述．看護職教育や看護施策立案へ必携の一冊．
ISBN978-4-13-062408-4　2011年12月　A5判　226頁　税込3,080円

地域看護診断  ［第2版］
金川克子・田髙悦子 編

ISBN978-4-13-060416-1　2020年10月　A5判　274頁　税込3,850円

深化を続ける地域包括ケアのまちづくりの試みとして，千葉県柏市で10年にわたり実践されて
きた「柏プロジェクト」．人口減少，高齢者就労，フレイル予防，多世代共生という視点も加味し， 
各地での応用展開の参考となる取り組みの体系と理論と実践をまとめた最新のメッセージ．

地域包括ケアのまちづくり
老いても安心して住み続けられる地域を目指す総合的な試み

東京大学高齢社会総合研究機構 編




