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新しい情報を取得するプロセスである学習と、将来の利⽤のために情
報を保持するメカニズムである記憶について、信頼のおける優れた研
究者 150 名以上の専⾨知識が整理された第 2 版。睡眠と記憶の関連性
についての研究情報が⼤幅に更新され、学習と記憶システムの特徴、
ニューロンのメカニズム、学習および記憶障害、⾼齢者の記憶低下と
いった主題について詳しく解説。認知⼼理学および神経⽣物学におけ
る学習と記憶に関する最新研究情報もカバー。神経科学の⽤語集も充
実し、複雑な内容を迅速に理解できるよう⼯夫がなされ、オンライン
版マルチメディアコンテンツも強化。参考⽂献への相互リンクも掲載
し、有⽤な情報源になっている。学習と記憶のメカニズムに関⼼のあ
る学⽣および研究者に最適な参考書。
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特定の研究領域、テーマに関する成果、知⾒を
収録する百科事典・全集タイプの書籍です。各
トピックを 1 ⼈の著者やチームが完結型に紹介
しており、単⾏本としても利⽤できる構成が特
徴 で 、 学 際 領 域ま で 網 羅 す る 貴 重 な 情 報 源で
す。冊⼦体では複数巻となる⼤型書籍のため、
電⼦化により読者の利便性が向上します。

レファレンスモジュール

レ フ ァ レン ス ワ ー ク を分 野 ご と に モジ ュ ー ル
化、収録章を定期的にレビュー、アップデート
し、研究の進歩に応じて新しい章を追加してい
ます。網羅性に加え最新性を担保した新しい形
のレファレンスです。
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