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これからレポート・卒論を書く若者のために 
 第2版 

同時1アクセス（本体） ¥5,940  

同時3アクセス（本体） ¥8,910  

冊子版ISBN 9784320005983  

著編者名 酒井 聡樹 発行年 2017 商品コード 1027882446 

本書第2版では、説明の内容と説明の仕方を大幅に練り直した。たとえば、ほとんどの章の冒頭に要点をまとめたボックスを置
き、大切な部分がすぐに理解できるようにした。例の説明では、良い例・悪い例・良い例をわざと改悪した例・悪い例を改善した
例を示し、どこに問題があるのかを明確にしている。また、初版はどちらかというと卒論寄りだったが、第2版ではレポートに関
する説明を充実させ、【大学で書くであろうあらゆるレポートに役立つ】ものとなった。 

人工知能  
―AIの基礎から知的探索へ― 

同時1アクセス（本体） ¥8,250  

同時3アクセス（本体） ¥12,375  

冊子版ISBN 9784320124196  

著編者名 趙 強福 発行年 2017 商品コード 1027882447 

急速な発展と広がりを見せた人工知能関連分野は、ますます高度化・細分化の傾向にあり、初学者には全体像を見渡すことが困難になってい
る。人工知能を健全に発展させるためには、中心となる概念をしっかり理解し、さまざまな知識や技術をその中心概念で結びつけることが不可欠
である。世の中にあるさまざまな問題は、それを適切に定式化すれば、すなわち数式や計算機言語などで表現すれば、探索アルゴリズムで解決
することができる。「探索」は人工知能の中心的概念であり、全貌を理解するための「カギ」の役割を有する。本書は、探索に着目し、その観点か
ら人工知能の全体像が理解できるように工夫している。 

社会科学系学生のための基礎数学 
同時1アクセス（本体） ¥7,260  

同時3アクセス（本体） ¥10,890  

冊子版ISBN 9784320111332  

著編者名 塩出 省吾 発行年 2017 商品コード 1026405268 

本書では経済学部や経営学部などの社会科学を学ぶのに必要な数学の知識を説明する。数学が得意でない学生のために、少しでも理解を進
めるためにはどうすればよいか、また就職のときに役に立つほうが学習する動機を与えられるのではないか、と考えて執筆した。高校で学んだ
数学を復習し、そのうえで専門科目に必要な数学を学べるよう配慮した。実践問題を通じて、数学が現実の社会にどのように役立っているか学
習する。また、公務員試験や就職試験のSPI等で必要な数学を意識して、それらの内容も盛り込んだ。 

経済・経営統計入門 第4版 
同時1アクセス（本体） ¥7,590  

同時3アクセス（本体） ¥11,385  

冊子版ISBN 9784320111318  

著編者名 稲葉 三男 発行年 2017 商品コード 1026634685 

本書は、経済・経営系の学生をはじめとして、高校まで統計学を学んだことのない人々も読者対象として含めた入門書である。
統計学の基礎的な概念や手法を具体的・個別的事例から始めて、一般的な公式・法則へ導いて話を進めていくので、読者は
統計学を体系的に学習することができる。第4版では、第3版と同様6章の構成としているが、一部データを更新・追加した。 

数学小辞典 第2版増補 
同時1アクセス（本体） ¥18,480  

同時3アクセス（本体） ¥27,720  

冊子版ISBN 9784320113190  

著編者名 矢野 健太郎 発行年 2017 商品コード 1027296259 

初版の小項目主義と、広く一般の方々に役立てていただけるようにという趣旨を継承しつつ、時代に即したものにさらに改善す
ることを目指して編集を行った。多数の既存項目を見直して修訂増補する他に、約100件の新規項目を追加し、既存項目の増
補修訂では、特に重要なものは紙幅を惜しまず詳しく解説した。 

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 

古典的名著に学ぶ微積分の基礎 高瀬 正仁 2017 9784320113206 ¥8,250  ¥12,375  1028301489 

構造的因果モデルの基礎 黒木 学 2017 9784320113176 ¥12,210  ¥18,315  1028301490 

最小二乗法・交互最小二乗法 （統計学one point 3） 森 裕一 2017 9784320112544 ¥7,260  ¥10,890  1028301491 

数理モデル解析の講究 （数理生物学講義 展開編） 齋藤 保久 2017 9784320057821 ¥14,520  ¥21,780  1028301492 

天気のしくみ ―雲のでき方からオーロラの正体まで― 森田 正光 2017 9784320047310 ¥4,950  ¥7,425  1028301493 

2018年 新規配信タイトル 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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数学のかんどころ シリーズ 

2018年12月 

NEW! 

No. 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 

1 内積・外積・空間図形を通してベクトルを深く理解しよう （1） 飯高 茂 2011 9784320019812 ¥4,950  ¥7,425  1026881966 

2 理系のための行列・行列式 ―めざせ!理論と計算の完全マスター―（2） 福間 慶明 2011 9784320019829 ¥5,610  ¥8,415  1026881967 

3 知っておきたい幾何の定理 （3） 前原 濶 2011 9784320019836 ¥4,950  ¥7,425  1026881968 

4 大学数学の基礎 （4） 酒井 文雄 2011 9784320019843 ¥4,950  ¥7,425  1026881969 

5 あみだくじの数学 （5） 小林 雅人 2011 9784320019850 ¥4,950  ¥7,425  1026881970 

6 ピタゴラスの三角形とその数理 （6） 細矢 治夫 2011 9784320019867 ¥5,610  ¥8,415  1026881971 

7 円錐曲線 ―歴史とその数理―（7） 中村 滋 2011 9784320019874 ¥4,950  ¥7,425  1026881972 

8 ひまわりの螺旋 （8） 来嶋 大二 2012 9784320019881 ¥4,950  ¥7,425  1026881973 

9 不等式 （9） 大関 清太 2012 9784320019898 ¥5,610  ¥8,415  1026881974 

10 常微分方程式 （10） 内藤 敏機 2012 9784320019904 ¥6,270  ¥9,405  1026881975 

11 統計的推測 （11） 松井 敬 2012 9784320019911 ¥5,610  ¥8,415  1026881976 

12 平面代数曲線 （12） 酒井 文雄 2012 9784320019928 ¥5,610  ¥8,415  1026881977 

13 ラプラス変換 （13） 国分 雅敏 2012 9784320019935 ¥5,610  ¥8,415  1026881978 

14 ガロア理論 （14） 木村 俊一 2012 9784320019942 ¥5,610  ¥8,415  1026881979 

15 素数と2次体の整数論 （15） 青木 昇 2012 9784320019959 ¥6,270  ¥9,405  1026881980 

16 群論,これはおもしろい ―トランプで学ぶ群―（16） 飯高 茂 2013 9784320019966 ¥4,950  ¥7,425  1026881981 

17 環論,これはおもしろい ―素因数分解と循環小数への応用―（17） 飯高 茂 2013 9784320019973 ¥4,950  ¥7,425  1026881982 

18 体論,これはおもしろい ―方程式と体の理論―（18） 飯高 茂 2013 9784320019980 ¥4,950  ¥7,425  1026881983 

19 射影幾何学の考え方 （19） 西山 享 2013 9784320110618 ¥6,270  ¥9,405  1026881984 

20 絵ときトポロジー ―曲面のかたち―（20） 前原 濶 2013 9784320110649 ¥4,950  ¥7,425  1026881985 

21 多変数関数論 （21） 若林 功 2013 9784320019997 ¥6,270  ¥9,405  1026881986 

22 円周率 ―歴史と数理―（22） 中村 滋 2013 9784320110625 ¥5,610  ¥8,415  1026881987 

23 連立方程式から学ぶ行列・行列式 ―意味と計算の完全理解―(23） 岡部 恒治 2014 9784320110632 ¥6,270  ¥9,405  1017819902 

24 わかる！使える！楽しめる！ベクトル空間 （24） 福間 慶明 2014 9784320110656 ¥6,270  ¥9,405  1017973285 

25 早わかりベクトル解析 ―3つの定理が織りなす華麗な世界―（25） 澤野 嘉宏 2014 9784320110663 ¥5,610  ¥8,415  1018441523 

26 確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用―（26） 石村 直之 2014 9784320110670 ¥6,270  ¥9,405  1018683954 

27 コンパスと定規の幾何学 ―作図のたのしみ―（27） 瀬山 士郎 2014 9784320110687 ¥5,610  ¥8,415  1019023654 

28 整数と平面格子の数学 （28） 桑田 孝泰 2015 9784320110694 ¥5,610  ¥8,415  1026881988 

29 早わかりルベーグ積分 （29） 澤野 嘉宏 2015 9784320110700 ¥6,270  ¥9,405  1020296396 

30 ウォーミングアップ微分幾何 （30） 国分 雅敏 2015 9784320110717 ¥6,270  ¥9,405  1020598991 

31 情報理論のための数理論理学 （31） 板井 昌典 2017 9784320110724 ¥6,270  ¥9,405  1028063236 

32 可換環論の勘どころ （32） 後藤 四郎 2017 9784320110731 ¥6,270  ¥9,405  1028063235 

33 複素数と複素数平面 ―幾何への応用―（33） 桑田 孝泰 2017 9784320110748 ¥5,610  ¥8,415  1028063234 

34 グラフ理論とフレームワークの幾何 （34） 前原 濶 2017 9784320110755 ¥5,610  ¥8,415  1028063233 

本シリーズは、数学の「かんどころ」ともいえる要の部分をそれぞれコンパクトにまとめたものである。1976年刊「数学ワンポイント双
書」（矢野健太郎・田島一郎編 全37巻）の精神を受け継ぎ、数学の「急所と思われる部分、学生が理解に困難を感じると
思われる部分、また数学全体の理解に役立つと思われる部分を、経験豊かな先生方に解説していただこう」という趣旨を継承し
つつ、現代の時代背景を考慮しながら再編された。 
 各巻のテーマは、高校数学と大学数学のギャップをうめるため、授業で躓きやすいところをフォローするため、数学をツールとして使
うときのため、数学を楽しむためなど、大学生や一般読者のそれぞれの目的に応えるテーマをそろえた。 
 さらに、以前はB6判であった判型をA5判と拡大し、紙面にゆとりをもたせた。ところどころにイラストを配置しコラムを盛り込むなど、
読みやすさ・親しみやすさにも配慮されている。 

全34冊揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥191,400  

同時3アクセス(本体)： ¥287,100  
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No. 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 

1 素数とゼータ関数 （6） 小山 信也 2015 9784320112001 ¥13,200 ¥19,800 1020598992 

2 確率微分方程式 （7） 谷口 説男 2016 9784320112018 ¥13,200 ¥19,800 1024943407 

3 粘性解 ―比較原理を中心に―（8） 小池 茂昭 2016 9784320112025 ¥13,200 ¥19,800 1025881775 

4 3次元リッチフローと幾何学的トポロジー （ 9） 戸田 正人 2017 9784320112032 ¥14,850  ¥22,275  1026888941 

5 保型関数 ―古典理論とその現代的応用―（10） 志賀 弘典 2017 9784320112049 ¥14,190  ¥21,285  1027659405 

D加群  
（共立講座 数学の輝き 11） 

同時1アクセス（本体） ¥14,850  

同時3アクセス（本体） ¥22,275  

冊子版ISBN 9784320112056  

著編者名 竹内 潔 発行年 2017 商品コード 1028063237 

本書は、グラフ理論とその応用例として、平面上のフレームワークに関する話題を取りあげた入門書である。前半では、木・全
域木、オイラーグラフ・ハミルトングラフ、辺彩色・頂点彩色といった、グラフ理論の重要テーマを扱う。特に彩色のところでは、
有名な「四色問題」についても詳しく触れている。後半では平面フレームワークの入門的な内容を扱う。 

数学の最前線ではどのような研究が行われているのでしょうか？
大学院にはいっても、すぐに最先端の研究をはじめられるわけで
はありません。一歩一歩読み進めていけばいつのまにか視界が開
け、数学の世界の広がりと奥深さに目を奪われることでしょう。現
在活発に研究が進みまだ定番となる教科書がないような分野も
多数とりあげ、初学者が無理なく理解できるように基本的な概
念や方法を紹介し、最先端の研究へと導きます。 

6冊揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥83,490  

同時3アクセス(本体)： ¥125,235 

NEW! 

No. 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 

1 スピン流とトポロジカル絶縁体 ―量子物性とスピントロニクスの発展―（1） 齊藤 英治 2014 9784320035218 ¥6,600 ¥9,900 1017819898 

2 マルチフェロイクス ―物質中の電磁気学の新展開―（2） 有馬 孝尚 2014 9784320035225 ¥6,600 ¥9,900 1017819899 

3 大規模構造の宇宙論 ―宇宙に生まれた絶妙な多様性―（4） 松原 隆彦 2014 9784320035249 ¥6,600 ¥9,900 1020700085 

4 LHCの物理 ―ヒッグス粒子発見とその後の展開―（7） 浅井 祥仁 2016 9784320035270 ¥6,600 ¥9,900 1022699213 

5 不安定核の物理 ―中性子ハロー・魔法数異常から中性子星まで―（8） 中村 隆司 2016 9784320035287 ¥6,600 ¥9,900 1023366748 

6 ニュートリノ物理 ―ニュートリノで探る素粒子と宇宙―（9） 中家 剛 2016 9784320035294 ¥6,600 ¥9,900 1023366749 

7 ミュオンスピン回転法 ―謎の粒子ミュオンが拓く物質科学―（10） 門野 良典 2016 9784320035300 ¥6,600 ¥9,900 1024943409 

8 光誘起構造相転移 ―光が拓く新たな物質科学―（11） 腰原 伸也 2016 9784320035317 ¥6,600 ¥9,900 1025193955 

9 多電子系の超高速光誘起相転移 ―光で見る・操る・強相関電子系の世界―（12） 岩井 伸一郎 2016 9784320035324 ¥6,600 ¥9,900 1025376233 

10 格子QCDによるハドロン物理 ―クォークからの理解―（13） 青木 慎也 2017 9784320035331 ¥6,600 ¥9,900 1025881777 

11 X線の非線形光学 ―SPring-8とSACLAで拓く未踏領域―（14） 玉作 賢治 2017 9784320035348 ¥6,600 ¥9,900 1025881778 

12 中間子原子の物理 ―強い力の支配する世界―（15） 比連崎 悟 2017 9784320035355 ¥6,600 ¥9,900 1026405270 

13 ARPESで探る固体の電子構造 ―高温超伝導体からトポロジカル絶縁体―（16） 高橋 隆 2017 9784320035362 ¥6,600 ¥9,900 1027296262 

本シリーズでは、大学初年度で学ぶ程度の物理の知識をもとに、基本法則から
始めて、物理概念の発展を追いながら最新の研究成果を読み解きます。それ
ぞれのテーマは研究成果が生まれる現場に立ち会って、新しい概念を創りだした
最前線の研究者が丁寧に解説しています。日本語で書かれているので、初学
者にも読みやすくなっています。物理の世界は奥が深く、また楽しいものです。読
者の皆さまも本シリーズを通じてぜひ、その深遠なる世界を楽しんでください。 

 13冊揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥85,800 

同時3アクセス(本体)： ¥128,700 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

数学の輝き シリーズ 

基本法則から読み解く物理学最前線 シリーズ 
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No. 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 

1 海の生き物はなぜ多様な性を示すのか ―数学で解き明かす謎―（1） 山口 幸 2015 9784320009011 ¥5,940  ¥8,910  1020782153 

2 宇宙食 ―人間は宇宙で何を食べてきたのか―（2） 田島 真 2015 9784320009028 ¥5,280  ¥7,920  1020782154 

3 次世代ものづくりのための電気・機械一体モデル （3） 長松 昌男 2015 9784320009035 ¥5,940  ¥8,910  1021588096 

4 現代乳酸菌科学 ―未病・予防医学への挑戦―（4） 杉山 政則 2015 9784320009042 ¥5,280  ¥7,920  1021588097 

5 オーストラリアの荒野によみがえる原始生命 （5） 杉谷 健一郎 2016 9784320009059 ¥5,940  ¥8,910  1022024233 

6 行動情報処理 ―自動運転システムとの共生を目指して―（6） 武田 一哉 2016 9784320009073 ¥5,280  ¥7,920  1022024234 

7 サイバーセキュリティ入門 ―私たちを取り巻く光と闇―（7） 猪俣 敦夫 2016 9784320009066 ¥5,280  ¥7,920  1022295714 

8 ウナギの保全生態学 （8） 海部 健三 2016 9784320009080 ¥5,280  ¥7,920  1024019806 

9 ICT未来予想図 ―自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて―（9） 土井 美和子 2016 9784320009097 ¥5,280  ¥7,920  1024195219 

10 美の起源 ―アートの行動生物学―（10） 渡辺 茂 2016 9784320009103 ¥5,940  ¥8,910  1024589641 

11 インタフェースデバイスのつくりかた ―その仕組みと勘どころ―（11） 福本 雅朗 2016 9784320009110 ¥5,280  ¥7,920  1025599584 

12 現代暗号のしくみ ―共通鍵暗号, 公開鍵暗号から高機能暗号まで―（12） 中西 透 2017 9784320009127 ¥5,280  ¥7,920  1025881774 

13 昆虫の行動の仕組み ―小さな脳による制御とロボットへの応用―（13） 山脇 兆史 2017 9784320009134 ¥5,940  ¥8,910  1026405271 

14 まちぶせるクモ ―網上の10秒間の攻防―（14） 中田 兼介 2017 9784320009141 ¥5,280  ¥7,920  1026634683 

15 無線ネットワークシステムのしくみ ―IoTを支える基盤技術―（15） 塚本 和也 2017 9784320009158 ¥5,940  ¥8,910  1026888943 

16 ベクションとは何だ!? （16） 妹尾 武治 2017 9784320009189 ¥5,940  ¥8,910  1027441300 

17 シュメール人の数学 ―粘土板に刻まれた古の数学を読む―（17） 室井 和男 2017 9784320009165 ¥5,940  ¥8,910  1027659404 

18 生態学と化学物質とリスク評価 （18） 加茂 将史 2017 9784320009172 ¥5,940  ¥8,910  1027882448 

19 キノコとカビの生態学 ―枯れ木の中は戦国時代―（19） 深澤 遊 2017 9784320009196 ¥5,940  ¥8,910  1027882449 

自然科学の各分野におけるスペシャリストがコーディネーターとな
り、「面白い」「重要」「役立つ」「知識が深まる」「最先端」をキー
ワードにテーマを選びました。第一線で研究に携わる著者が、自
身の研究内容も交えつつ、それぞれのテーマを面白く、正確に、
専門知識がなくとも読み進められるようにわかりやすく解説します。
日進月歩を遂げる今日の自然科学の世界を、気軽にお楽しみ
ください。 

No. 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 

1 集団生物学 （1） 日本生態学会 2015 9784320057449 ¥11,880  ¥17,820  1026282053 

2 地球環境変動の生態学 （2） 日本生態学会 2014 9784320057418 ¥11,220  ¥16,830  1026282054 

3 人間活動と生態系 （3） 日本生態学会 2015 9784320057432 ¥11,220  ¥16,830  1026282055 

4 生態学と社会科学の接点 （4） 日本生態学会 2014 9784320057425 ¥10,560  ¥15,840  1026282056 

5 行動生態学 （5） 日本生態学会 2012 9784320057388 ¥11,220  ¥16,830  1026282057 

6 感染症の生態学 （シリーズ現代の生態学 6） 日本生態学会 2016 9784320057463 ¥11,880  ¥17,820  1022699212 

7 エコゲノミクス ―遺伝子からみた適応―（7） 日本生態学会 2012 9784320057401 ¥11,220  ¥16,830  1026282058 

8 森林生態学 （8） 日本生態学会 2011 9784320057364 ¥11,220  ¥16,830  1026282059 

9 淡水生態学のフロンティア （9） 日本生態学会 2012 9784320057371 ¥11,220  ¥16,830  1026282060 

10 海洋生態学 （シリーズ現代の生態学 10） 日本生態学会 2016 9784320057456 ¥11,220  ¥16,830  1022295717 

11 微生物の生態学 （11） 日本生態学会 2011 9784320057395 ¥9,900  ¥14,850  1026282061 

今日の生態学に求められる学術的・社会的ニーズはきわめて高く、かつ多様化している。これらのニーズに応えるべく、
多様化する生態学の第一線で活躍している研究者を執筆陣に迎えた教科書シリーズとして企画した。時代を越え
て変わらない普遍的な生態学原理から、近年めざましく発展した新しい分野までを大きくまとめ、さらなる生態学の
普及と啓蒙を推進する。単に最新の知見を網羅するのではなく、研究の基盤となる原理から重要な研究が着想さ
れるに至った経緯までをわかりやすく解説することを目指す。現在における生態学の中心的な動向をスナップショット
的に切り取り、今後の方向性を探る道標としての役割を果たしたいと考えた。本シリーズが次世代の生態学を担う若
者の育成の場に活用され、さらなる生態学の発展と普及の一助になれば幸いである。 

全19冊揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥106,920  

同時3アクセス(本体)： ¥160,380  

見つかる, 深まる, 広がる 
（未来）  （知識）  （世界） 

全11冊揃価格 

同時1アクセス(本体)： ¥122,760  

同時3アクセス(本体)： ¥184,140  

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

NEW! 

共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 

シリーズ現代の生態学 
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