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No.2017-106 

No. 書名 著編者 発行年 ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 

（本体） 
商品コード 

1 ガウス 整数論への道  加藤 明史 2009  9784768703854  ¥4,950 ¥7,425 1024298459 

2 コーシー 近代解析学への道  一松 信 2009  9784768703861  ¥4,950 ¥7,425 1024298460 

3 オイラー 無限解析の源流  高橋 浩樹 2010  9784768703878  ¥6,325 ¥9,487 1024298461 

4 リーマン 現代幾何学への道  中村 英樹 2010  9784768703885  ¥6,930 ¥10,395 1024298462 

5 ライプニッツ 普遍数学への旅 河田 直樹 2010  9784768703892  ¥7,425 ¥11,137 1024298463 

6 ゲーデル 不完全性発見への道  北田 均 2011  9784768703915  ¥4,950 ¥7,425 1024298464 

7 カントル 神学的数学の原型  落合 仁司  2011  9784768703922  ¥4,950 ¥7,425 1024298465 

8 ガロア 偉大なる曖昧さの理論  梅村 浩 2011  9784768703939  ¥6,325 ¥9,487 1024298466 

9 高木貞治 類体論への旅  弥永 健一  2012  9784768703946  ¥7,425 ¥11,137 1024298467 

10 関孝和 算聖の数学思潮  小寺 裕 2013  9784768704301  ¥4,950 ¥7,425 1024298468 

11 アーベル（前編） 不可能の証明へ 高瀬 正仁  2014  9784768704325  ¥5,500 ¥8,250 1024298469 

12 岡潔 多変数関数論の建設  大沢 健夫 2014  9784768704387  ¥6,325 ¥9,487 1024298470 

13 フーリエ 現代を担保するもの  吉川 敦 2015  9784768704455  ¥7,425 ¥11,137 1024298471 

14 ラマヌジャン ζの衝撃 黒川 信重 2015  9784768704479  ¥5,775 ¥8,662 1024298472 

15 フィボナッチ アラビア数学から西洋中世数学へ 三浦 伸夫  2016  9784768704493  ¥7,700 ¥11,550 1024298473 

16 アーベル（後編） 楕円関数論への道 高瀬 正仁 2016  9784768704554  ¥5,775 ¥8,662 1024298474 

大数学者の数学 シリーズ 

現代数学社 

B C 

明快複素解析 ―ゼロからスタート―  

同時1アクセス ¥6,325(本体) 同時3アクセス ¥9,487(本体) 

著編者 小寺 平治 ISBN 9784768704639 

発行年 2017 商品コード 1024254299 

論理は明快、計算は単純に。本書は、コーシーにはじまる留数による実積分の計算を一応の目標にしました．理工系
学部の複素解析（90分／回×15回）の内容をほぼカバーし、新しい概念には、数値的具体例を付けるよう務めました。 

数理解析学概論 新訂版 

同時1アクセス ¥12,375(本体) 同時3アクセス ¥18,562(本体) 

著編者 北田 均 ISBN 9784768704622 

発行年 2016 商品コード 1024298478 

数学の論理性を明確に示す数理解析学概論のテキスト。実数の概念を集合論から構成する立場に立ち詳しく解説する
ほか、多変数の解析学を学ぶ際に必須の事柄である線型代数についても取り上げる。問題および問題略解も収録。 

  「大数学者の数学シリーズ」 揃価格 同時1アクセス（本体） ￥97,680 
 同時3アクセス（本体） ￥146,516 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.gensu.co.jp/index.php


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

※ 表示価格は税抜きです。 
2017年8月 

まずは 1968年5月号の創刊号から10年分が、 
Maruzen eBook Library にて2017年1月発売！ 

本文検索もできます。ぜひご購入をご検討ください。 

各冊単位での購入も可能！ 
10年分纏めての購入だと特別価格に!  

10年分をご購読いただいた場合、創刊号から10年分の 
全文横断検索が可能になります!! 

現 代 数 学 
げん        だい         すう          がく 

（ 創刊号執筆者： 森 毅   矢野健太郎 など ） 

歴史ある数学雑誌のバックナンバーが電子書籍版で待望の復刊！ 

【推薦の言葉】 
 

 

 

 

50年前の 『 現代数学 』 誌の電子化を喜ぶ  
 

 

 

 
 

1990年フィールズ賞受賞 京都大学高等研究院院長， 
国際数学連合総裁  森重文先生 
 

 
 

 

 

現代数学のバックナンバー電子化は誠に嬉しいニュー
スだ。特に、1969年入学の私の学年は大学紛争の最中
に高校数学から大学数学への変化を経験したので、発
刊まもない現代数学は頼もしい読み物だった。今、著者
陣を眺めるだけでも、当時を思い出す貴重な資料だ。 
 

 

 

 

 

東京工業大学 理学院数学系教授  黒川信重先生 
 

 

 

 
 

月刊雑誌『現代数学』は1968年5月に創刊されたユニー
クな数学雑誌である。間もなく創刊50周年を迎える。               
この機会に創刊号以来の初期『現代数学』が創刊号か
ら10年間分が電子化される。これは、半世紀前の雑誌を
読むことが一般には困難な状況の中で夢のようなことで
ある。私は創刊当時、高校生であった。毎月『現代数学』
によって、数学の最先端に背伸びして接することが楽し
みであった。『現代数学』には時代の息吹も感じる こと
ができた。その頃は世界中が学生運動等で動いていた
のである。『現代数学』はゆっくりとした語り口の談義も魅
力的である。数学は古びることはない。50年前からの
『現代数学』を読み直して未来を見つめよう。 
 
 

 

 
 

 

東京工業大学 理学院教授  加藤文元先生 
 
 

初期の『現代数学』が電子化されるということで大変  
嬉しく思う。当時の一線の数学者たちの快刀乱麻を断つ
ような記事を読むと、電子ブックの向こうから錚々たる
人々の生き生きとした知性の躍動が感じられる。数学を
勉強する人々や教師の方々に参考となるばかりではなく、
数学を文章で印象的に説明するためには、こういうふう
にすればよいのだという実例の宝庫でもある。       
できるだけ多くの人たちに推奨したいと思う。 

数学3大雑誌の1つ！ 

現代数学社 

期間 同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

10年分 1968年5月号～1978年4月号 セット特価 ¥297,000  ¥534,600  

1年分 
2013年4月号～2014年3月号/2014年4月号～2015年3月号/ 
2015年4月号～2016年3月号/2016年4月号～2017年3月号/ 
2017年4月号～2018年3月号 

各 ¥31,399  各 ¥56,499  

1968年 5月号～1978年 4月号 各冊価格 同時1アクセス(本体) ¥2,750  同時3アクセス(本体) ¥4,950  

2013年 4月号～2018年 8月号 各冊価格 同時3アクセス(本体) ¥2,799  同時3アクセス(本体) ¥4,999  

（※価格修正 2018年10月） 

http://www.gensu.co.jp/index.php

