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シュプリンガー数学コンテストから学ぶ数学発想レクチャーズ  
（シュプリンガー数学リーディングス 第19巻） （※） 

秋山 仁 2016 9784621065037 ¥9,240 ¥13,860 1024195227 

発想力を鍛える珠玉の難問の数々を掲載。 

脳はいかにして数学を生みだすのか 武田 暁 2016 9784621301029 ¥10,560 ¥15,840 1024118016 

数を認知し、抽象化して統合し推論する脳の機能とは。 

和算百科 和算研究所 2017 9784621301746 ¥19,140 ¥28,710 1026634695 

日本独特の数学文化である和算の百科。 

数と図形のパズル百科 David Wells 2017 9784621301814 ¥22,440 ¥33,660 1026634694 

古代エジプトから現代に至る傑作パズル集。 

対称性 ―不変性の表現―（サイエンス・パレット 035） （※） Ian Stewart 2017 9784621302033 ¥3,300 ¥4,950 1026634693 

対称性とは何か。その起源から本質・応用まで。 

  ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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関数の基礎とファイナンス数学 （初歩からの数学 1） （※） 
Raymond A. 
Barnett 

2015 9784621089828 ¥7,590 ¥11,385 1019748897 

数学を専門としない学生に向け、ビジネスや社会科学、生命科学などの事例を配し、初歩からわかりやすく書かれた教科書。 

線形方程式と線形計画法 （初歩からの数学 2） （※） 
Raymond A. 
Barnett 

2015 9784621089835 ¥7,920 ¥11,880 1019748898 

数学を専門としない学生に向け、線形方程式と線形計画法を初歩から丁寧に解説した教科書。 

論理・確率とマルコフ連鎖 （初歩からの数学 3） （※） 
Raymond A. 
Barnett 

2015 9784621089842 ¥8,580 ¥12,870 1019748899 

数学を専門としない学生に向け、論理・集合・確率などを初歩から丁寧に解説した教科書。 

微分積分 上 （初歩からの数学 4） （※） 
Raymond A. 
Barnett 

2015 9784621089859 ¥8,580 ¥12,870 1020083610 

数学を専門としない学生に向け、微分積分学を初歩から丁寧に解説した教科書。 

微分積分 下 （初歩からの数学 5） （※） 
Raymond A. 
Barnett 

2016 9784621089866 ¥8,580 ¥12,870 1020083611 

数学を専門としない学生に向け、微分積分学を初歩から丁寧に解説した教科書。 

多面体百科 宮崎 興二 2016 9784621300442 ¥19,140 ¥28,710 1023846027 

おもしろくて不思議で魅力的な多面体を解説。 

多角形百科 細矢 治夫 2015 9784621089408 ¥19,140 ¥28,710 1019315071 

身の回りにあふれる「多角形」について興味深く解説します。 

MEL分野別カタログ 数学 



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。 2018年1月   ● タイトル末尾の(※)はダウンロード不可です。 

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 

微分方程式 ―物理的発想の解析学― 
（サイエンス・パレット 032） 

中西 襄 2016 9784621300770 ¥3,300 ¥4,950 1023846029 

微分方程式から見える解析学の世界 

数の世界 ―概念の形成と認知―（サイエンス・パレット 021） 一松 信 2015 9784621088920 ¥3,300 ¥4,950 1017973273 

「数とは一体何なのだろう?」 その答えがここに。 

化学工学のための数学の使い方 化学工学会 2014 9784621088500 ¥9,240 ¥13,860 1017819870 

化学工学に必須な数学のポイントを学びなおせる一冊。 

群と物理 （※） 佐藤 光 2016 9784621300848 ¥10,560 ¥15,840 1023846028 

量子力学、リー群とリー代数に重点を置き、物理への応用方法を記した書 

教科書を飛び出した数学 藤川 大祐 2013 9784621086056 ¥2,860 ¥4,290 1013867159 

学校で学ぶ数学が生活の中でどのように役立つかを実例で解説。 

いかにして問題をとくか・実践活用編 芳沢 光雄 2012 9784621085295 ¥3,080 ¥4,620 1011987460 

中学数学の知識だけで理解できる『いか問』入門書の決定版。数学的な論理力と応用力がみるみる身につく 

ラマヌジャン ―その生涯と業績に想起された主題による 
十二の講義―（シュプリンガー数学クラシックス 第30巻） （※） 

G.H.ハー
ディ 

2016 9784621065297 ¥18,480 ¥27,720 1023366618 

ラマヌジャンの師、ハーディによるラマヌジャン解説の決定版。 
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丸善出版株式会社のタイトルは新刊が配信されております！ 
毎月の新刊ハイブリッドモデルカタログもぜひご覧ください！ 

※カタログのお問い合わせはMaruzen eBook Library担当まで！ 

2018年1月 

★学術書の最新刊を《冊子体》＋《電子書籍》のセットにし、年間を通じて                     
継続的にご提供する新サービスです。                        
★「機関向けの電子書籍は既刊書が多い」というこれまでの状況を打破す
るために、学術専門の出版社にご協力をいただき、2014年9月より最新刊     
の電子書籍提供サービスを開始しました。 

毎月新刊が
配信中‼ 
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