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● 表示価格は税抜きです。 

酸と塩基30講  
（やさしい化学30講シリーズ 3） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,250 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,500 

冊子版ISBN 9784254146738  

著編者名 山崎 昶 発行年 2014年 
商品
コード 

1018194190 

酸性食品とアルカリ性食品、苛性アルカリと緩性アルカリ、ドナー数とアクセプター数など、
酸と塩基に関する30のテーマをやさしく解説する。各講末ではテーマにかかわるさまざまな
トピックスも紹介。 

赤外分光30講  
（やさしい化学30講シリーズ 4） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,250 

同時3アクセス 
（本体） 

¥16,500 

冊子版ISBN 9784254146745  

著編者名 山崎 昶 発行年 2016年 
商品
コード 

1023891811 

機器測定法のひとつである赤外分光法についてまとめたテキスト。有機化学で繁用される
「中赤外線」領域のほか、もっと波長の短い「近赤外線」や波長の長い「遠赤外線」、および
「テラヘルツ波分光」にもふれる。 

化学英語30講  
―リーディング・文法・リスニング― 

（やさしい化学30講シリーズ 5） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥15,840 

冊子版ISBN 9784254146752  

著編者名 宮本 惠子 発行年 2017年 
商品
コード 

1027882458 

本書の第8講および第9講の学習用のオリジナル音源が、版元のウェブサイトよりダウン
ロードが可能です。詳細は第8講（39ページ）、第9講（46ページ）をご参照ください。 化学英
語恐るるに足らず。演習を解きながら楽しく化学英語を学ぶ。化学英語特有の文法も解説。
〔内容〕リーディング：語彙、レベル別英文読解、リスニング：発音、リピーティングとシャドー
イングほか、文法：文型、冠詞、複合名詞ほか 
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● 表示価格は税抜きです。 2018年7月 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

一般力学30講 （1） 戸田 盛和 1994年 9784254136319 ¥4,290 ¥8,580 1011798694 

流体力学30講 （2） 戸田 盛和 1994年 9784254136326 ¥4,290 ¥8,580 1011798695 

波動と非線形問題30講 （3） 戸田 盛和 1995年 9784254136333 ¥4,180 ¥8,360 1011798696 

熱現象30講 （4） 戸田 盛和 1995年 9784254136340 ¥4,180 ¥8,360 1011798697 

分子運動30講 （5） 戸田 盛和 1996年 9784254136357 ¥4,070 ¥8,140 1011798698 

電磁気学30講 （6） 戸田 盛和 1996年 9784254136364 ¥4,290 ¥8,580 1011798699 

相対性理論30講 （7） 戸田 盛和 1997年 9784254136371 ¥4,290 ¥8,580 1011798700 

量子力学30講 （8） 戸田 盛和 1999年 9784254136388 ¥4,290 ¥8,580 1011798701 

物性物理30講 （9） 戸田 盛和 2000年 9784254136395 ¥4,290 ¥8,580 1011798702 

宇宙と素粒子30講 （10） 戸田 盛和 2002年 9784254136401 ¥4,290 ¥8,580 1011798703 

全10冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥42,460 

同時３アクセス 
（本体） 

¥84,920 

●物理学30講シリーズ 
この物理学30講シリーズでは、テーマを積極的に取り
入れながら、物理学の各分野の特色を浮かび上がら
せる。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

微分・積分30講 （1） 志賀 浩二 1988年 9784254114768 ¥3,850 ¥7,700 1011798926 

線形代数30講 （2） 志賀 浩二 1988年 9784254114775 ¥4,070 ¥8,140 1011798927 

集合への30講 （3） 志賀 浩二 1988年 9784254114782 ¥4,070 ¥8,140 1011798928 

位相への30講 （4） 志賀 浩二 1988年 9784254114799 ¥4,070 ¥8,140 1011798929 

解析入門30講 （5） 志賀 浩二 1988年 9784254114805 ¥4,070 ¥8,140 1011798930 

複素数30講 （6） 志賀 浩二 1989年 9784254114812 ¥4,070 ¥8,140 1011798931 

ベクトル解析30講 （7） 志賀 浩二 1989年 9784254114829 ¥3,850 ¥7,700 1011798932 

群論への30講 （8） 志賀 浩二 1989年 9784254114836 ¥3,850 ¥7,700 1011798933 

ルベーグ積分30講 （9） 志賀 浩二 1990年 9784254114843 ¥4,070 ¥8,140 1011798934 

固有値問題30講 （10） 志賀 浩二 1991年 9784254114850 ¥4,070 ¥8,140 1011798935 

全10冊揃価格 
同時１アクセス 

（本体） 
¥40,040 

同時３アクセス 
（本体） 

¥80,080 

●数学30講シリーズ 
1講、1講の分量は、読者がたとえば通学・
通勤の途中でも読める程度のものである。 
しかし、もし1日1講を追って、1冊を1か月で
読み上げられるならば、そのときは取り上げ
た主題について、ひとまずの知識と理解を
得られたと感じられるだろう。 

数学・物理学30講シリーズ好評配信中 


	スライド番号 1
	スライド番号 2

