
◆コメント◆

多くの有機化学の教科書では、化学反応を官能基
別に記載・解説しているが、この本では反応の種
類別に解説している。このため有機化学反応を暗
記ではなく、体系的・理論的に学ぶのに非常に適し
た本である。本書の第1版の訳書｢ウォーレン有機
化学｣(東京化学同人)もあるが、第1版よりも章どう

しの繋がりが分かりやすく、またネット上のデータ

【有機化学】

◆コメント◆

化学分析では電気化学を利用したものが多
くあるが、その原理を学ぶのは分析化学の
本だけでは難しい。本書では電気化学を電
気回路、熱力学的平衡、移動現象などの
様々な側面から解説しており、電気化学の
原理を一から学ぶのに適している。分析化
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しの繋がりが分かりやすく、またネット上のデータ
ベースとの親和性が強くなっている。有機化学の
学習には最適な本である。 (応用化学科)

原理を一から学ぶのに適している。分析化
学の参考書としても十分に活用できる。

(応用化学科)

◆コメント◆

本書は、原子・分子を扱う時のミクロな視点
と、熱力学が担うマクロな視点を分かりやす
く結び付けて説明している。数式も必要最低
限に留めてあり、化学系生徒でも読みやす
いように解説されている。原子・分子の化学
と熱力学、それらを結ぶ統計力学の基礎を
学ぶのに適した一冊である。 (応用化学科)
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◆コメント◆

固体物理を学ぶ人必携の名著。基本格子から磁
性体、誘電体まで固体物理に関する現象は大体
取り上げられている。本文中に豊富に載っている
図表や章末の演習問題（解答は別冊→“固体物
理学演習―キッテルの理解を深めるために“）は

読者の理解を助けてくれる。多少定量性には欠け
ているものの、固体物理の諸現象を概観し定性的
に理解するのに最適だと思う。 (電気電子工学科)
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◆コメント◆

分子構造を理解する際には群論は非常に重要な
ものであるが、多くの群論の本は、化学を理解する
のに必要な知識以上の記述があり、化学系向けの
本は少なかった。本書は演習形式に群論を解説し
ており、内容も分子の対称性・群論に絞っているた
め、化学系学生が学習するのに適したものになっ
ている。無機化学、物理化学の理解を深めるのに
も大いに役立つ本である。

(応用化学科)

【無機化学、物理化学】

◆コメント◆

本書は、無機化学の教科書の中でも数多くの図
表を用いており、物質の構造についての理解が
深まりやすい作りになっている。また、Boxという

名のコラムが多数あり、化学の基礎と論理的背
景から、様々な分野での実用例、実験例に関す
る記述が豊富にあるため、読み物としても適して
いる。他の無機化学の教科書の補助にも用いる
ことができる。

(応用化学科)
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◆コメント◆

本書は有機化学反応の中でも人名反応に特化し
て、約750個の反応を記載している。単に人名反

応を紹介するだけでなく、実際の実験条件と結果、
主要なリファレンスについても述べており、研究に
直結した本になっている。巻末には試薬別、反応
の種類別の索引もついており使い勝手も良い。機
構や反応の有用性に関する情報は少ないが、有
機反応の辞書の一つとして大いに役立つ。

(応用化学科)
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◆コメント◆

化学工学に関して丁寧に解説された一冊。各章
がある程度独立しており、また基礎から説明され
ているため、必要な分野だけ絞って学習したい
場合にも非常に役立つ。反応・反応器に関する
図表も豊富な点も良い。これ一冊で化学工学は
広くカバーできると思われる。

(応用化学科)



◆コメント◆

本書は、化学反応のミクロなメカニズムを扱う
｢反応動力学｣に関して詳細に述べている。これ
は化学反応が起こる際に原子の長さ・時間のス
ケールで考察する分野であり、その基礎的事項
を解説している。リアルタイムで化学反応を観測
する技術や、表面化学反応の動力学などにも触
れており、反応全般への理解を深めるのに最良
である。 (応用化学科)

【物理化学】

◆コメント◆

他の無機化学の本よりも図表は少ないが、無機
化学の様々な分野に関して理論からしっかりと
説明している。特に配位化合物の理論に関する
記述は非常に充実しているため、この分野への
理解を深めたい場合には本書が最適だと思われ
る。無機化学の理論を鍛えたい方にお薦め。

(応用化学科)
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【有機化学】

◆コメント◆

本書は、有機化学の基礎的な概念・内容に関
する質問とそれに対する回答で構成されている。
基礎的な質問ではあるが、基礎的な事柄ほど
説明が難しく、あやふやなまま通り過ごしている
ことが多くある。本文を読む前に本書の目次(質
問内容)を読み、自分で回答できるかをテストす

るのが良い。十分に回答できない質問を見つけ
たら、本書を読むべきである。

(応用化学科)
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※H23-24年度選書ジュニアTAの全推薦図書は
ブクログ「東京大学 工学・情報理工学図書館の
本（http://booklog.jp/users/englibtodai）
でご覧いただけます。
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