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参考文献：講義で引用する際は「[∗] (P**)」 のように記述します．

古典力学・力学史
[藤] 藤原 邦男，「物理学序論としての力学」(東京大学出版会). ※実験データが豊富.

[山] 山本 義隆，「力学の形成―ニュートンからラグランジュへ」(日本評論社).

解析力学 (薄い本)

[畑] 畑 浩之,「解析力学」基幹講座物理学 (東京図書).

[江] 江沢 洋，「解析力学」培風館新物理学シリーズ 36.

[大] 大貫 義郎, 「解析力学」テキストシリーズ 2 (岩波書店).

[小] 小出 昭一郎, 「解析力学」物理入門コース 2 (岩波書店).

[深K] 深谷 賢治，「解析力学と微分形式」現代数学への入門 (岩波書店).

解析力学 (厚い本)

[山中] 山本 義隆，中村孔一，「解析力学 I，II」朝倉物理学大系.

[大吉] 大貫 義郎, 吉田 春夫,「力学」現代物理学選書 (岩波書店).

[A] V. I. Arnold, “Mathematical Methods of Classical Mechanics,” (Springer).

(邦訳) アーノルド, 「古典力学の数学的方法」(岩波書店).

[G] H. Goldstein, “Classical Mechanics,” (Addison-Wesley).

(邦訳) ゴールドスタイン，「古典力学〈上・下〉」 (吉岡書店).

[LL] L. D. Landau, E.M. Lifshitz, “Mechanics,” (Butterworth-Heinemann).

(邦訳) ランダウ＝リフシッツ理論物理学教程「力学 (増補第 3版)」(東京図書).

シンプレクティック幾何学
[GS] V. Guillemin, S. Sternberg, “Symplectic Techniques in Physics,” (Cambridge UP).

[深 S] 深谷 賢治,「シンプレクティック幾何学」(岩波書店)

[植] 植田 一石,「数物系のためのシンプレクティック幾何学入門」(サイエンス社)

解析力学＆量子論初歩
[須] 須藤 靖，「解析力学・量子論」(東京大学出版会).

(非相対論的)量子力学
[砂] 砂川重信,「量子力学」(岩波書店). ※外函入りのハードカバー版
[S] J. J. Sakurai, “Modern Quantum Mechanics,” (Pearson India).

(邦訳) サクライ，「現代の量子力学 (上・下)」 (吉岡書店).

[猪川] 猪木 慶治・川合 光,「量子力学 I, II」(講談社).

[清] 清水 明,「新版 量子論の基礎」(サイエンス社).

相対論的量子力学
[西] 西島 和彦,「相対論的量子力学」(培風館新物理学シリーズ 13).
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電磁気学
[深D] 深谷 賢治，「電磁場とベクトル解析」現代数学への入門 (岩波書店).

[砂] 砂川 重信，「理論電磁気学」(紀伊国屋書店).

特殊相対性理論
[風] 風間 洋一,「相対性理論入門講義」(培風館).

一般相対性理論
[LL] L. Landau, E. Lifshitz, “The Classical Theory of Fields,” (Butterworth-Heinemann).

(邦訳) ランダウ＝リフシッツ理論物理学教程「場の古典論」(東京図書).

[ア] A. アインシュタイン (内山龍雄訳) ,「相対性理論」(岩波文庫). ※原論文の邦訳
[E] A. Einstein et al, “The Principle of Relativity,” (Dover). ※論文選集
[MTW] Misner, Thorne, Wheeler, “Gravitation,” (Princeton UP). ※「電話帳」

ゲージ場の古典論 (数学)

[茂伊] 茂木 勇, 伊藤 光弘，「微分幾何学とゲージ理論」(共立出版).

[小] 小林 昭七，「接続の微分幾何とゲージ理論」(裳華房).

ゲージ場 (重力場含む)の理論 (物理，主に古典論)

[内] 内山 龍雄，「一般ゲージ場論序説」(岩波書店).

リー群・リー環
[山杉] 山内 恭彦, 杉浦 光夫, 「連続群論入門」(培風館).

[小大] 小林 俊行, 大島 利雄, 「リー群と表現論」(岩波書店).

今後の予定 (変更の可能性は十分あります)：

4/18(金) 数学と物理学
4/25(金) ニュートン力学
5/01(金) ラグランジュ形式の力学
5/08(金) 変分原理
5/15(金) 対称性と保存則
5/22(金) ハミルトン形式の力学
5/29(金) ポアソン括弧
6/05(金) 前期量子論
6/12(金) 量子力学の基本原理
6/19(金) 調和振動子、経路積分
6/26(金) 古典物理学の対称性 (力学・電磁気学)

7/03(金) 特殊相対性理論
7/10(金) テンソル・相対論的定式化
7/17(金) ゲージ理論
7/31(金) 予備日 or発展した話題？
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