
学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した 
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです 

● 表示価格は税抜きです。 

大数学者の数学 シリーズ 

No.2019-570 

2019年11月 

現代数学社 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

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

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

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

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

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

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

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

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

高木貞治類体論への旅 （9） 彌永  健一 2012 9784768703946 ¥7,425  ¥11,137  1024298467 

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

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

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

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

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

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

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

フェルマ数と曲線の真理を求めて （17） 高瀬  正仁 2019 9784768705001 ¥5,500  ¥8,250  1030183765 

17冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥103,180  ¥154,766 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

パズルな数学・数学なパズル （第1集） 2018 9784768704950 ¥6,875  ¥10,312  1029489927 

パズルで数学・数学でパズル （第2集） 2018 9784768704967 ¥6,875  ¥10,312  1029489928 

パズルが数学・数学がパズル （第3集） 2018 9784768704998 ¥6,875  ¥10,312  1030183766 

数学パズルにトドメをさす?! シリーズ 斉藤  浩 著 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

現代の大学入試数学Ⅰ.図形編 2018 9784768704929 ¥6,325  ¥9,487  1027979118 

現代の大学入試数学Ⅱ 場合の数・確率・整数編 2018 9784768704943 ¥6,600  ¥9,900  1029489925 

現代の大学入試数学Ⅲ. 極限・微分・積分編 2018 9784768704981 ¥6,875  ¥10,312  1029489926 

現代の大学入試数学 
   ―もしこの問題に出会わなかったとしたら?― 

鶴迫  貴司 著 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
http://www.gensu.co.jp/index.php
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

初めて学ぶトポロジー ―天才・数学者読むべからず―新装版 石谷 茂 2019 9784768705155 ¥7,150  ¥10,725  1031064009 

表示変形論 応用編 （演算子的に見た微分・積分の代数 2） 大森 英樹 2019 9784768705032 ¥7,150  ¥10,725  1030183764 

新・独修微分積分学 新版 梶原 壤二 2019 9784768705056 ¥8,800  ¥13,200  1030183768 

新修解析学 : 新装版 梶原 壤二 2019 9784768705049 ¥8,250  ¥12,375  1030183769 

無限大の魔術 ―数学の芸術性―復刊 石谷 茂 2019 9784768705094 ¥5,225  ¥7,837  1030526696 

リーマンに学ぶ複素関数論 ―1変数複素解析の源流― 高瀬 正仁 2019 9784768705100 ¥5,775  ¥8,662  1031064004 

零点問題集 ―ゼータ入門― 黒川 信重 2019 9784768705117 ¥6,325  ¥9,487  1031064006 

現場で出会う微積分・線型代数 ―数学オフィスアワー―新訂版 小林 幸夫 2019 9784768705131 ¥10,450  ¥15,675  1031064007 

初学者のための偏微分 ∂を学ぶ 井ノ口 順一 2019 9784768705162 ¥6,600  ¥9,900  1031064010 

オイラーのゼータ関数論 黒川 信重 2018 9784768704974 ¥6,600  ¥9,900  1029489929 

初めて学ぶ人のための群論入門 新装版 横田 一郎 2019 9784768705179 ¥7,425  ¥11,137  1031064011 

相対論とゲージ場の古典論を嚙み砕く 
 ―ゲージ場の量子論を学ぶ準備として― 

松尾 衛 2019 9784768705087 ¥5,500  ¥8,250  1030526695 

対話・確率過程入門 宮沢 政清 2019 9784768705025 ¥6,050  ¥9,075  1030183767 

幾何学は微分しないと 新装版 ―微分幾何学入門― 中内 伸光 2019 9784768705070 ¥4,950  ¥7,425  1030526694 

ラングレーの問題にトドメをさす! 
 ―〜4点の作る小宇宙完全ガイド〜― 

斉藤 浩 2009 9784768703403 ¥7,425  ¥11,137  1030183770 

創作数学演義 続 一松 信 2019 9784768705063 ¥7,975  ¥11,962  1030526693 

復刊 行列と群とケーリーと 矢ヶ部 巌 2019 9784768705124 ¥4,950  ¥7,425  1031064005 

ニュートン無限級数の衝撃 （双書・大数学者の数学 18） 長田 直樹 2019 9784768705148 ¥7,975  ¥11,962  1031064008 

大学数学への道 
 ―入試問題研究 : 受験だけの数学で終らせないために― 

米谷 達也 2013 9784768704257 ¥5,500  ¥8,250  1030183771 

ε‐δ・∀と∃に泣く （数学の盲点とその解明） 石谷 茂 1990 9784768701942 ¥7,425  ¥11,137  1029489930 
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1968年5月号(創刊号)～1978年4月号の10年分が、 
Maruzen eBook Library にて発売中！ 
本文検索もできます。ぜひご購入をご検討ください。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,750 ¥4,950 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

10年分(10％off) ¥297,000 ¥534,600 

現代数学 
（ 創刊号執筆者：森 毅   矢野健太郎 など ） 

【推薦の言葉】 
 
 
 
 

50年前の 『 現代数学 』 誌の電子化を喜ぶ  
 
 
 
 
 

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。 
 
 
 

数学3大雑誌の1つ！ 

BASIC数学 
1978年5月号～1998年5月号の20年分(241冊)が、
Maruzen eBook Library にて発売中！ 
雑誌「現代数学」とあわせてご購入をご検討ください。 

 
 
 
 
 

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。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,750 ¥4,950 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

20年分(20％off) ¥532,999 ¥971,999 

  各巻の詳細はお問合せください。 

歴史ある数学雑誌バックナンバーが 

創刊号から最新号までバックナンバーが電子版で揃います!! 
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  各巻の詳細はお問合せください。 

現代数学 
2013年4月号から最新号まで、 
電子版でMaruzen eBook Library にて発売開始！ 
継続でのご注文もご検討ください！ 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,799 ¥4,999 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

全巻セット ¥424,600 ¥770,999 

1998年6月号～2013年3月号の約15年分(178冊)が、 
Maruzen eBook Library にて発売開始！ 
雑誌「現代数学」とあわせてご購入をご検討ください。 

価格 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 

各冊 ¥2,799 ¥4,999 

1年分(5％off) ¥31,399 ¥56,499 

創刊号から最新号までバックナンバーが電子版で揃います!! 
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