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No.2018-045 

物理の基礎的13の法則 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784621301890  

著編者 細谷暁夫著 発行年 2017年 商品コード 1025599595 

物理学の根幹をなす基礎法則を対話形式で解説。古典力学、電磁気学、特殊相対性理論、熱力学、統計力学、量子力学などの基礎
の基礎を、先生と二人の生徒が探究する。「一般物理」「基礎物理学」に相当する内容。 

構造物性物理とX線回折（※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301951  

著編者 若林裕助著 発行年 2017年 商品コード 1026405282 

  本書は普通の物質の普通の性質を明確にすることを第1の目標とする。そのうえで電子間の相互作用が生む効果を概観し、構造の
観点で観測した際にどう見えるかまで解説。  

相転移・臨界現象とくりこみ群（※） 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784621301562  

著編者 高橋和孝・西森秀稔著  発行年 2017年 商品コード 1024775730 

 多体系の典型的現象である相転移とそれに伴う臨界現象の具体的状態や普遍的性質を統計物理学の基礎理論から解説し、様々な
模型と近似法を用いて実践的理解を促す。  

深化する一般相対論（※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784621302316  

著編者 田中貴浩著 発行年 2017年 商品コード 1026888918 

日常感覚では捉えにくい一般相対論の世界を、特殊相対論の基礎から始め、重力波など話題のトピックスを物理的に解説し論理的思
考を重ねることで、実感できるよう解説。 

現代理論物理学シリーズ1超弦理論・ブレイン・Ｍ理論 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784621062302  

著編者 太田信義著 稲見武夫・川上則雄編 発行年 2012年 商品コード 1024591726 

Ｍ理論は、何種類もある超弦理論を統一し、現実世界の現象をもっともよく記述する理論と考えられる。本書は、ＤブレインによるM理
論の解析等、超弦理論の近年の発展に焦点を当て、その基本をわかりやすく説明する。 

現代理論物理学シリーズ2幾何学的量子力学 

同時1アクセス（本体） ¥17,160 

同時3アクセス（本体） ¥25,740 

冊子版ISBN 9784621063798  

著編者 倉辻比呂志著 稲見武夫・川上則雄編 発行年 2012年 商品コード 1024591727 

量子力学への幾何学的およびトポロジー的アプローチの入門的な話題を提供する．前半は幾何学的量子力学のもとで統制されうる一
般的理論を解説，後半では量子物質系と場の理論的現象への応用を扱う． 

●2017年～2018年 最新刊●  
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物理 

現代理論物理学シリーズ3格子上の場の理論 

同時1アクセス（本体） ¥15,840 

同時3アクセス（本体） ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621062432  

著編者 青木慎也著 稲見武夫・川上則雄編 発行年 2012年 商品コード 1024591728 

格子上の場の理論の基礎的な教科書。基礎編で、格子理論の定義、概念、特徴を述べ、格子QCDの数値計算の実践編で「モンテカ
ルロ法によるハドロン質量の計算」を解説。  

現代理論物理学シリーズ4 超伝導転移の物理 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621065075  

著編者 池田隆介著 稲見武夫・川上則雄編  発行年 2012年 商品コード 1025863933 

類書とは異なり、超流動が超伝導理解の基礎になっている、という視点を強調し、超伝導相への相転移に関する理解の現状や臨界
揺らぎに関する内容を特に詳しく解説。「磁場下の超伝導」の現代的理論の理解に役立つ書です。 

現代理論物理学シリーズ6 トポロジカル絶縁体・超伝導体（※） 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784621301036  

著編者 野村健太郎著 稲見武夫・川上則雄編  発行年 2016年 商品コード 1024589634 

量子力学とトポロジーの初等的な説明からはじまり、トポロジカル絶縁体・超伝導体を導入し、その理論の基礎を固めます。そして、
Weyl半金属や、トポロジカル電磁応答などの第一線の物性物理学の研究を丁寧に解説します。 

［新装復刊］パリティブックス 
いま、もう一つの素粒子論入門（※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784621301616  

著編者 益川敏英著 パリティ編 集委員会編  発行年 2017年 商品コード 1025193945 

物質の存在形態や運動法則を明らかにする素粒子物理学を学ぶには、基礎物理の知識や数学的手法の習得が必須。本書では、
相対論・量子論の基礎から始めて素粒子の標準理論まで、コンパクトにまとめ全体を俯瞰できる。 

［新装復刊］パリティブックス 
いまさらエントロピー？ （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784621301623  

著編者 杉本大一郎著 パリティ編 集委員会編  発行年 2017年 商品コード 1025193944 

「エントロピー」は重要な概念・量であるが、非常にわかりにくい。現実世界の具体的な物や現象と関連づけ、様々な視点からアプ
ローチし、直感的に理解し実際に使えるようになることを意図して解説する。 

［新装復刊］パリティブックス 
歴史をかえた物理実験（※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621302071  

著編者 霜田光一著 パリティ編 集委員会・大槻義彦編  発行年 2017年 商品コード 1026634696 

光学系を中心に、世界観や考え方、学問の方向性を変えた歴史上重要な物理実験を取り上げ、わかりやすく解説。図も多用して、
昔の実験も具体的に把握でき、資料的にも有用。物理学の発展もわかる。 

［新装復刊］パリティブックス 
いまさら流体力学？（※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784621302088  

著編者 木田重雄著 パリティ編 集委員会・大槻義彦編  発行年 2017年 商品コード 1026634698 

身近な例を取り上げて流体力学の基本的考え方や解析の手法をわかりやすく解説。水や空気の流れ、コマや卵の回転などの現象
のおもしろさ、さらに気象現象や乗り物の抵抗などの裏にある流体現象についてもやさしく解説。 

丸善出版   
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［新装復刊］パリティブックス いまさら電磁気学？（※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,610 

同時3アクセス（本体） ¥8,415 

冊子版ISBN 9784621302095  

著編者 青野 修著 パリティ編 集委員会・大槻義彦編  発行年 2017年 商品コード 1026634699 

歴史的発見や身近な出来事を取り上げながら、そのなかで電磁気学が担う役割をわかりやすく解説。自然現象の大部分に関係する電磁気学
の基礎を、目に見えない電磁場のイメージがわきやすいよう図を多用して解説。 

［新装復刊］パリティブックス いまさら量子力学？（※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784621302200  

著編者 
町田 茂・原 康夫・中嶋貞雄著 パリティ編集委員会・
大槻義彦編  

発行年 2017年 商品コード 1026634697 

ミクロの世界の現象や法則が日常的な感覚とは異なり、わかりにくい量子力学について、キーとなる概念やよく話題となる典型的な現象を取り
上げて、その物理的意味や重要性を解説。 

サイエンス・パレット  
原子核物理—物質の究極の世界を覗く（※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784621301654  

著編者 Frank Close著 名越智恵子訳  発行年 2017年 商品コード 1024943403 

素粒子や宇宙科学へとつながる原子核物理分野の、また放射能・放射線の入門書。発展の歴史や思考のポイントの時間軸を追うことにより、
要点や医学分野への応用展開がわかる。 

カミオカンデとニュートリノ 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784621300497  

著編者 鈴木厚人監修 発行年 2016年 商品コード 1022205083 

ニュートリノの研究はどう進められ、カミオカンデをはじめとする観測装置はどう作られたか、ニュートリノ現象の物理的解説とその謎を解明して
いく研究者たちの挑戦を紹介。  

レベル別に学べる物理学 I ―カラー版―改訂版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784621089101  

著編者 末廣一彦・斉藤準・鈴木久男・小野寺彰著  発行年 2015年 商品コード 1018441513 

物理的概念と法則を学び定性的考察と定量的理解ができる力を養う教科書。豊富な図とイラスト、身近な題材でわかりやすく解説。各節や問
題のレベル付で理解に合せて学習可能。 

レベル別に学べる物理学 II ―カラー版―改訂版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,910 

同時3アクセス（本体） ¥13,365 

冊子版ISBN 9784621300275  

著編者 末廣一彦・斉藤 準・鈴木久男・小野寺彰著  発行年 2016年 商品コード 1020782148 

物理的概念と法則を学び定性的考察と定量的理解ができる力を養う教科書。豊富な図とイラスト、身近な題材でわかりやすく解説。各節や問
題のレベル付で理解に合せて学習可能。第II巻では、熱力学から電磁気学、光学までをカバー。 

物理 
丸善出版   
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素粒子の標準模型を超えて 
 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 5） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥27,225 

冊子版ISBN 9784621065099  

著編者 林 青司著 稲見武夫・川上則雄編  発行年 2015年 商品コード 1019315064 

ヒッグス粒子の発見で、素粒子の標準模型が確かなものになった一方で、標準模型で説明しきれない現象も明らかに
なっている。標準模型を解説するとともに、問題点や解決方法と考えられる理論について解説する。 

解析力学 新装復刊（パリティ物理学コース） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784621087237  

著編者 並木美喜雄著 発行年 2015年 商品コード 1018683949 

理論物理学のほとんどに用いられる解析力学の理論的枠組みを、偏微分の知識のみを前提に、読者の思考の流れに
配慮しつつ、初学者にも読みこなせるよう丁寧に解説。  

熱学・統計力学 新装復刊（パリティ物理学コース） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784621087244  

著編者 碓井恒丸著 発行年 2015年 商品コード 1018683950 

熱力学的現象を学ぶにあたり、統計力学的視点を取り入れて、新しい概念を丁寧に解説。知識よりも考え方の習得に力
点がおかれ，古典論から量子論への流れがとらえられる．  

相対論的宇宙論 新装復刊（パリティ物理学コース） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784621087251  

著編者 小玉英雄著  発行年 2015年 商品コード 1018683951 

宇宙の大域的構造を一般相対性理論の裏づけのもとに解説した教科書。宇宙モデル、物質の進化、構造の進化、物質
と構造の起源を観測・研究結果とともに問題点も含めて説明。  

先生、物理っておもしろいんですか? （※） 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 

同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784621089248  

著編者 パリティ編集委員会編  発行年 2015年 商品コード 1018683952 

パリティ誌連載コラムの単行本化。大学の先生を中心に69名が、物理や科学に対する考え方、世界観、生い立ちなどを
熱く語る。物理関係者でなくとも楽しめるエッセイ集。 

複素関数・ベクトル解析 （物理数学 1） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784621089972  

著編者 古賀昌久著 発行年 2015年 商品コード 1020083612 

物理学を学ぶうえで、数学的手法の習得は避けて通れない。数学的厳密さにも配慮しつつ物理的現象に対して実際に
使えることに主眼を置いて、ていねいに解説。頻出内容である複素関数・ベクトル解析について解説する。 

フーリエ解析とラプラス解析・偏微分方程式・特殊関数 
 （物理数学 2） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784621089743  

著編者 西森秀稔著 発行年 2015年 商品コード 1019315065 

力学、電磁気学、量子力学、統計力学など物理の重要分野との関連性の深い内容。フーリエ級数やフーリエ変換、ラプ
ラス変換、偏微分方程式の解法と境界値問題、特殊関数について解説する。 

変分原理と物理学 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥17,325 

冊子版ISBN 9784621300091  

著編者 鈴木増雄著 発行年 2015年 商品コード 1020083613 

自然法則のもっとも美しい表現形式である変分原理の基本から、物理学の諸分野でどのように用いられているかを解説。
非平衡統計物理学についての著者の研究成果も明示。 

物理 
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群と物理（※） 

同時1アクセス（本体） ¥10,560 
同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784621300848  

著編者 佐藤 光著 発行年 2016年 商品コード 1023846028 

物理学を体系的に学ぶうえで不可欠な群論、特にリー群について、数学的厳密性よりも物理的応用に重きを置いて
解説。物理的対象からの導入がわかりやすい初学者向け教科書。  

量子の匠 ―実験量子力学入門― 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 
同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784621084014  

著編者 勝本信吾著  発行年 2014年 商品コード 1015223809 

微細加工を利用した人工量子系など最新の実験結果を豊富に用い、視覚的感覚的に理解できるよう量子力学を解
説する。数式の内容を視覚的に表現し、直感的把握を促す。  

ヘリウェル特殊相対論  
―本質を理解するための3つの規則― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥12,870 
同時3アクセス（本体） ¥19,305 

冊子版ISBN 9784621086391  

著編者 T.M.Helliwell著 江里口良治訳  発行年 2014年 商品コード 1018683953 

時間の遅れ、ローレンツ収縮、同時性、といった特殊相対論で現れる現象は、３つの原則で理解できる。ユニークなイ
ラストと豊富な例題で、特殊相対論が確実に身に付く。 

ノーベル賞でたどる物理の歴史 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 
同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784621087107  

著編者 小山慶太著  発行年 2013年 商品コード 1014446541 

ノーベル賞が誕生してから現在までのすべての受賞者の業績とその半生を解説する。苛烈な業績争い、研究者間の
意外なつながりなども紹介、「科学とは人と時代によって進む」、そんな息づかいが感じられる一冊。 

自然科学のための はかる百科（※） 

同時1アクセス（本体） ¥39,600 
同時3アクセス（本体） ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621300480  

著編者 
渥美茂明・尾関 徹・越桐國雄・関 隆晴・ 
西村年晴・松村京子・横井邦彦編  

発行年 2016年 商品コード 1024014977 

物理・化学・生物・地学・生活分野の「はかる」ことに特化したトピックスごとの読切りの事典。「はかる」という視点で理
科4教科を横断的に統合した新しい試みの事典。 

光の百科事典 

同時1アクセス（本体） ¥44,000 
同時3アクセス（本体） ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621084632  

著編者 
谷田貝豊彦・桑山哲郎・柴田清孝・畑田豊彦・
藤原裕文・渡邊順次編  

発行年 2011年 商品コード 1008954403 

光技術やそれを支える材料の開発の経緯、あるいはアメニティとしての光の利用など、身の回りのさまざまな光現象
を理解できるよう、やさしく体系的に説明した。  

自然現象と物理法則のあいだ  
―物理の本質は公式だけではわからない― 

同時1アクセス（本体） ¥3,520 
同時3アクセス（本体） ¥5,280 

冊子版ISBN 9784621083307  

著編者 鹿児島誠一著  発行年 2011年 商品コード 1013867172 

振り子やバネ、球の衝突などを取り上げ、自然現象をどうとらえるかという科学の手法を学んでいく。物理法則や公式
がなぜ必要で、いかに使われ、どう役立つかがわかる。  
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電気・電子系に役立つ基礎物理 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621084359  

著編者 岸野正剛著  発行年 2011年 商品コード 1013867175 

電気・電子系の学生に役立つ物理の教科書。高校の物理でつまずいた経験のある学生、高校で物理を学ばずに大学
の電気・通信・電子系学科に入学した学生に適した一冊。 

機械系に役立つ基礎物理 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621084366  

著編者 岸野正剛・原利次著  発行年 2011年 商品コード 1013867173 

機械工学系の学生が専門課程に進んだ際に役立つように，力学と電気の物理を中心にした構成にし，やさしく解説。
例題や演習問題は本文を読めば誰でも解けるように工夫され，苦手な物理を克服できる教科書。 

化学系に役立つ基礎物理 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 

同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784621084991  

著編者 岸野正剛・小林光一著  発行年 2011年 商品コード 1013867174 

抽象的思考が苦手で物理が苦手な化学系学生や、物理を身につけたいと思っている学生が物理コンプレックスを払
拭できる教科書。例題，演習問題を多数掲載し，その解き方を丁寧に解説。 

オリンピック問題で学ぶ世界水準の物理入門 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 

同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784621082485  

著編者 
物理チャレンジ・オリンピック日本
委員会編  

発行年 2010年 商品コード 1013867169 

物理オリンピックの問題を解きつつ物理の面白さを再発見できる一冊。水をお茶より熱くする方法や星の一生を追体
験できる問題に加え「データ整理の十カ条」は理系学生必読。 

物理チャレンジ独習ガイド 
力学・電磁気学・現代物理学の基礎力を養う94題（※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,570 

同時3アクセス（本体） ¥14,355 

冊子版ISBN 9784621301210  

著編者 
物理オリンピック日本委員会編  
杉山忠男著  

発行年 2016年 商品コード 1024118014 

高校物理を基本として、物理チャレンジで扱われる内容の、力学、電磁気学、現代物理の基礎を丁寧に解説し、関連
する多くの問題を掲載。学習指導要領にはとらわれず、物理の面白さに触れられる問題を集めました。 

【叢書インテグラーレ015】 
左と右･対称性のサイエンス 

同時1アクセス（本体） ¥6,270 

同時3アクセス（本体） ¥9,405 

冊子版ISBN 9784621301180  

著編者 
広島大学大学院総合科学研究科 
編 佐藤高晴 責任編集 

発行年 2017年 商品コード 1024195226 

物理学、化学、生物学、地学、心理学、文化人類学、美学、スポーツ科学などの分野で、「左と右」といった対称性が持
つ意味を考察。複眼的に物事を見る楽しさを理解してもらうことを目的とする。 

サイエンス・パレット 微分方程式 
-物理的発想の解析学- 

同時1アクセス（本体） ¥3,300 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784621300770  

著編者 中西 襄 著 発行年 2016年 商品コード 1023846029 

本書は，素粒子物理を専門とし，物理，数学に卓越した著者が，微分方程式でどのようなことが論じられるかをコンパ
クトに描きます．高校数学の微積分からぐっと広がる解析学の世界と，物理的発想をお楽しみください． 
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