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近代科学社 

近 代 科 学 社 の定番数学書  
ロングセラー翻訳書  

近代科学社の数学書の中でも、特に評判が高くお薦めのラインナップ！ 

セジウィック:アルゴリズムC第1〜4部 
 ―基礎データ構造整列探索― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥29,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥59,400 

冊子版ISBN 9784764905603  

著編者名 R.セジウィック 発行年 2018 商品コード 1027116537 

2004年に刊行した『アルゴリズムC 新版』の復刊である。 本書は、世界の標準教科書として大変
高い評価を得ている。直感的でわかりやすい説明、アルゴリズムの振舞いを示す数多くの見事な
図、簡潔で具体的なコード、最新の研究成果に基づく実用的アルゴリズムの選択、難解な理論的
結果のほどよい説明などがその特長である。 アルゴリズムに係わる研究者、技術者、大学院生、
学生必携必読の書である。 

ストラング:計算理工学  
（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥29,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥59,400 

冊子版ISBN 9784764904231  

著編者名 ギルバート・ストラング 発行年 2017 商品コード 1024523350 

この本は工学と理学の学部学生を対象として、応用数学や計算数学の立場から、研究から開発ま
で一生涯携わっていく仕事の基礎となる事項について非常に興味深くかつ体系的に導入を行って
いる教科書あるいは参考書である。 理工学を学ぶには、物理あるいは数学を中心として、すべて
を見渡す方法があるが、本書は計算の数理を中心として理工学全般を学ぶのに適している。 

ストラング 
 ―微分方程式と線形代数― 
（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥29,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥59,400 

冊子版ISBN 9784764904767  

著編者名 ギルバート・ストラング 発行年 2017 商品コード 1026405297 

微分方程式と線形代数を縦横無尽に学べる!! MITの名物教授ストラング先生の最新書籍の邦訳。
大学数学の基本である微分方程式、線形代数を、今までのセオリー通り独立して学ぶことはもちろ
ん、交互にどのように関連付いているのかを、具体的事例を提示しつつ基礎から学べるよう工夫し
てある。また、実際に利用する際にどのように考えればよいかを記述しているので、工学を学ぶ読
者にも大変適している。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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ロングセラー翻訳書  

ストラング線形代数イントロダクション  
（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥26,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥52,800 

冊子版ISBN 9784764904057  

著編者名 ギルバート・ストラング 発行年 2015 商品コード 1022526853 

簡単なベクトル、行列、部分空間と順を追って進み、「数」ではなく「行ベクトル」や「列ベクトル」に注
目することにより、行列の演算をわかりやすく解説。「工学における行列」等の応用や、数値線形代
数なども取り上げる。 

アルゴリズムイントロダクション  
第3版, 総合版 
（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥46,200 

同時3アクセス 
（本体） 

¥92,400 

冊子版ISBN 9784764904088  

著編者名 T. コルメン 発行年 2013 商品コード 1026888932 

世界標準 MIT 教科書!!原著は、計算機科学の基礎分野で世界的に著名な4人の専門家がMITで
の教育用に著した計算機アルゴリズム論の包括的テキストであり、その第3版。前版までで既にア
ルゴリズムとデータ構造に関する世界標準教科書としての地位を確立しているが、より良い教科書
を目指して再び全面的な記述の見直しがなされ、それを基に新たな章や節の追加なども含めて、
大幅な改訂がなされている。 

折り紙のすうり 
 ―リンケージ・折り紙・多面体の数学― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,860 

同時3アクセス 
（本体） 

¥27,720 

冊子版ISBN 9784764904217  

著編者名 ジョセフ・オルーク 発行年 2012 商品コード 1027212497 

「折り紙」を数学的に解き明かそうという、全く新しい分野の入門書である。予備知識は高校数学ま
でで十分である。 1次元―ロボットアーム―から始め、2次元―折り紙―、3次元―多面体―まで進
む。想定読者を数学初学者としているため、数学用語の丁寧な説明や演習問題が随所にある。著
者の、折り紙の楽しさや数学の楽しさを読者に味わってもらおうという気持ちが、大変分かりやすい
邦訳で理解できる。 

グラフ理論入門 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥15,840 

冊子版ISBN 9784764902961  

著編者名 R.J. ウィルソン 発行年 2001 商品コード 1028860031 

グラフ理論は、今日では計算機科学だけでなく、電気･電子工学、経営工学等の基礎理論として欠
くことのできない重要な概念であり、各分野への広汎な応用がなされている。本書は、大変長い間
好評を得ている「グラフ理論」原書第４版の翻訳で、きわめてわかりやすく説明された入門的教科
書である。数学的予備知識を仮定せずに簡明に書かれているので、大学初年級学生でも十分読
み進むことができる。 
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スッキリわかる数学シリーズ  
丁寧な記述で好評！ 

大学初年次に学ぶべき基基本の数学を分かりやすく解説するシリーズ。 

書名 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 

(同時) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

基礎からスッキリわかる微分積分 
 ―アクティブ・ラーニング実践例つき― 

2019 9784764905856 ¥8,580  ¥17,160  1030361010 

スッキリわかる確率統計 ―定理のくわしい証明つき― 2015 9784764904835 ¥8,910  ¥17,820  1022526802 

スッキリわかる線形代数 ―解法テクニックつき― 2011 9784764910539 ¥8,250  ¥16,500  1022526852 

スッキリわかる微分積分演習 ―誤答例・評価基準つき― 2008 9784764910515 ¥7,920  ¥15,840  1022526851 

スッキリわかる微分方程式とベクトル解析 
 ―誤答例・評価基準つき― 

2007 9784764910492 ¥8,250  ¥16,500  1022526849 

スッキリわかる複素関数論 ―誤答例・評価基準つき― 2007 9784764910508 ¥9,240  ¥18,480  1022526850 

スッキリわかる線形代数演習 ―誤答例・評価基準つき― 2006 9784764910478 ¥7,920  ¥15,840  1022526848 

皆本 晃弥 著 
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数学入門書アラカルト  
数って不思議!!…∞ ―1+1=2?で始まる数学の世界― 

（孫と一緒にサイエンス） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784764905825  

著編者名 蟹江 幸博 発行年 2018 商品コード 1028700622 
1＋1=2はなぜ成り立つのかという素朴な疑問を、数式をほとんど使わず、知人とその孫との会話形式のみで理解できるよう工夫した異色
の数学読み物。中心テーマ「1＋1=2はなぜ成り立つのか」は、数論の基本への理解にもつながっている。数学には関心があるが、数式は
苦手という読者や、数学の面白さを数式抜きに理解したいという読者、中・高校の教師にお薦めである。 

数学の道具箱Mathematica 基本編 
同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥25,080 

冊子版ISBN 9784764905078  

著編者名 宮岡 悦良 発行年 2016 商品コード 1022526823 
数式処理ソフトMathematicaの入門書。高校から大学初年度の数学で学んだことが、Mathematicaではどのように扱われる
のかを、具体的に数式とコマンドを対比しながら解説。バージョン10.3に対応。 

数学の作法 
同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥16,500 

冊子版ISBN 9784764905146  

著編者名 蟹江 幸博 発行年 2016 商品コード 1022526856 
掛け算は足し算より強いの? 有理数は無理数より少ない? いまさら聞けない算数・数学のモヤモヤに答える。勉強の作法
をまとめた「実践虎の巻A」、大学数学のための手引き「実践虎の巻B」も掲載。 

大学の数学 （高校-大学数学公式集 第2部） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784764904682  

著編者名 大矢 雅則 発行年 2015 商品コード 1022526794 
微分積分、ベクトル・行列・線形空間、論理・集合・写像など、大学2年もしくは3年までに習う数学の公式を掲載。その意味
と使い方を例を付して説明する。高校で習う数学が大学で習う数学とどうつながっているかも解説。 

高校の数学 （高校-大学数学公式集 第1部） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥18,480 

冊子版ISBN 9784764904675  

著編者名 大矢 雅則 発行年 2014 商品コード 1022526795 
集合、場合の数と確率、複素数と方程式、平面上のベクトル、複素数平面など、主に高校で習う数学の公式を掲載。その
意味と使い方を例を付して説明する。高校で習う数学が大学で習う数学とどうつながっているかも解説。 

数学用語英和辞典 
同時1アクセス（本体） ¥9,900 

同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784764903838  

著編者名 蟹江 幸博 発行年 2013 商品コード 1023746044 
数学、数理科学、数学史、数学教育、応用数学、統計学、保険数学、経済数学など、多岐にわたる数学分野の英語用語
を収録。各見出し語に対して派生語を多数掲載する。 

離散数学への入門 
 ―わかりやすい離散数学― 

同時1アクセス（本体） ¥7,920 

同時3アクセス（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764903210  

著編者名 小倉 久和 発行年 2005 商品コード 1024896451 
情報科学や工学においての基礎となる離散数学について体系的に説明し、簡潔にわかりやすく記述。各章末には多数の
演習問題を配置し、初学者の理解を助ける入門書。 
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好評・アルゴリズム関連書  

セジウィック:アルゴリズムC第1〜4部 
 ―基礎データ構造整列探索― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥29,700 

同時3アクセス 
（本体） 

¥59,400 

冊子版ISBN 9784764905603  

著編者名 R.セジウィック 発行年 2018 商品コード 1027116537 

2004年に刊行した『アルゴリズムC 新版』の復刊である。 本書は、世界の標準教科書として大変
高い評価を得ている。直感的でわかりやすい説明、アルゴリズムの振舞いを示す数多くの見事な
図、簡潔で具体的なコード、最新の研究成果に基づく実用的アルゴリズムの選択、難解な理論的
結果のほどよい説明などがその特長である。 アルゴリズムに係わる研究者、技術者、大学院生、
学生必携必読の書である。 

Pythonで体験してわかるアルゴリズム
とデータ構造 

同時1アクセス 
（本体） 

¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） 

¥15,840 

冊子版ISBN 9784764905702  

著編者名 西澤 弘毅 発行年 2018 商品コード 1027882438 

15の課題でアルゴリズムとデータ構造を学ぶ。各章の前半で具体的な事例から原理を理解する。
確実に身につけるために各章に練習問題とその解答を配置。また後半ではPythonを使ってアルゴ
リズムのプログラムを組み、実際にどのように動くかを体験できる。原理部分の理解と、プログラミ
ング部分が分かれているので、原理が理解できていないのか、プログラムが理解できていないの
かが、明確に区別できる。 

アルゴリズムの基礎とデータ構造 
 ―数理とCプログラム― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,910 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,820 

冊子版ISBN 9784764905351  

著編者名 浅野 孝夫 発行年 2017 商品コード 1024523337 

基本となる必須のアルゴリズムとデータ構造のみに焦点をあて、丁寧に数理を理解しながら習得
できるよう解説。初学者が直感的に把握できるよう、手作業で確認するように工夫してある。すべ
てのアルゴリズムにC言語によるプログラムを掲載。また、豊富な演習課題と詳細な解答を掲載し、
自学自習ができる。しっかりアルゴリズムとデータ構造を理解しようとする読者には必携の書であ
る。 

グラフ・ネットワークアルゴリズムの
基礎 （数理とCプログラム） 

同時1アクセス 
（本体） 

¥8,910 

同時3アクセス 
（本体） 

¥17,820 

冊子版ISBN 9784764905368  

著編者名 浅野 孝夫 発行年 2017 商品コード 1024680200 

グラフ・ネットワークアルゴリズムの入門用テキスト。グラフ・ネットワーク問題に対して高速性を発
揮するアルゴリズムの基盤となる基本的な内容に限定して、例題と図を多く用いて解説。章末演習
問題とその解答例も収録。 
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アンサンブル法による機械学習 
 ―基礎とアルゴリズム― 

同時1アクセス 
（本体） ¥13,860 

同時3アクセス 
（本体） ¥27,720 

冊子版ISBN 9784764905375  

著編者名 Zhou Zhi-Hua 発行年 2017 商品コード 1025091808 

グラフ・ネットワークアルゴリズムの背後に横たわる数理を、例題と図を多用して、直観的なイメージを抱いて思考を巡らせながら
理解できるよう、配慮。また、ほとんどのアルゴリズムにC言語によるプログラムを与え、出力結果を確認できるようにしている。さ
らに、各章での内容を効果的に復習できるように、章末の演習問題とともに多くの問題でその解答例を付している。また、著者の
『アルゴリズムの基礎とデータ構造：数理とC プログラム』の続編でもある。アルゴリズムの基礎を学んだ読者が、より有用性の
あるグラフ・ネットワークアルゴリズムを習得するためには必携の良書である。 

コンピュータ科学とプログラミング入門 
 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎― 

同時1アクセス 
（本体） ¥7,590 

同時3アクセス 
（本体） ¥15,180 

冊子版ISBN 9784764904941  

著編者名 小高 知宏 発行年 2015 商品コード 1022526832 

工学系基礎教育としてのコンピュータ教育およびプログラミング教育を実現するための教科書。コン
ピュータとプログラムの原理、手続き的処理、さまざまなプログラミング言語などを解説する。章末に演
習問題を収録。 

はじめてのアルゴリズム 

同時1アクセス 
（本体） ¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764904491  

著編者名 上原 隆平 発行年 2013 商品コード 1022526807 

アルゴリズムの入門書。基本的な手法やアルゴリズムを選び、独習でも学べるよう随所に演習問題を
配置して詳しく説明する。読書案内も収録。 

アルゴリズムイントロダクション 第3版, 
総合版（世界標準MIT教科書） 

同時1アクセス 
（本体） ¥46,200 

同時3アクセス 
（本体） ¥92,400 

冊子版ISBN 9784764904088  

著編者名 T. コルメン 発行年 2013 商品コード 1026888932 

世界標準 MIT 教科書!!原著は、計算機科学の基礎分野で世界的に著名な4人の専門家がMITでの教育用に著し
た計算機アルゴリズム論の包括的テキストであり、その第3版。前版までで既にアルゴリズムとデータ構造に関す
る世界標準教科書としての地位を確立しているが、より良い教科書を目指して再び全面的な記述の見直しがなさ
れ、それを基に新たな章や節の追加なども含めて、大幅な改訂がなされている。 

あるごりずむ 

同時1アクセス 
（本体） ¥7,920 

同時3アクセス 
（本体） ¥15,840 

冊子版ISBN 9784764903203  

著編者名 広瀬 貞樹 発行年 2006 商品コード 1022526860 

大学や高専、専門学校等での情報工学、情報科学を専門とする学科のアルゴリズムに関する講義の
教科書に適した一冊。アルゴリズムとは何かから、基本的なデータ構造やグラフまで、演習問題を交え
つつわかりやすく解説する。 

好評・アルゴリズム関連書  
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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。 2019年6月 

大学数学  スポットライト・シリーズ  
大学教育において扱われる数学の中から特に重要で興味深いと思われるテーマを抽出し、 
その基礎概念ならびに応用の点について様々な観点から掘り下げた解説を行うシリーズ。 

編集幹事：伊藤 浩行・大矢 雅則・眞田 克典・立川 篤・新妻 弘・古谷 賢朗・宮岡 静雄・矢部 博 

書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 

(同時) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

シローの定理 （1） 佐藤 隆夫 2015 9784764904781 ¥7,920  ¥15,840  1022526793 

論理数学 （2） 太原 育夫 2015 9784764904798 ¥7,920  ¥15,840  1022526796 

数理物理と数理情報の基礎 （3） 大矢 雅則 2016 9784764905030 ¥7,260  ¥14,520  1022526826 

多様体への道 （4） 榎本 一之 2016 9784764905115 ¥7,920  ¥15,840  1022526845 

イデアル論入門 （5） 新妻 弘 2016 9784764905177 ¥8,580  ¥17,160  1022526865 

群の表示 （6） 佐藤 隆夫 2017 9784764905337 ¥7,920  ¥15,840  1024523339 

可換環論の様相 
 ―クルルの定理と正則局所環―（7） 

新妻 弘 2017 9784764905542 ¥9,240  ¥18,480  1026405298 

変分問題 ―直接法と解の正則性―（8） 立川 篤 2018 9784764905658 ¥8,250  ¥16,500  1027441296 
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8冊 揃価格 
同時１アクセス(同時) 同時３アクセス(本体) 

¥65,010 ¥130,020 
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数学のさらなる深淵へ  

量子力学の数学理論  
―摂動論と原子等のハミルトニアン― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥26,400 

同時3アクセス 
（本体） 

¥52,800 

冊子版ISBN 9784764905450  

著編者名 加藤 敏夫 発行年 2017 商品コード 1026405296 

シュレーディンガー方程式への応用で決定的な貢献があった加藤敏夫先生の生誕100周年
に際し、未発表の原稿を、弟子の黒田成俊教授が書き起こす。孫弟子にあたる岡本 久教授、
中村 周教授の現代的解説も収録。加藤敏夫先生の偉業を感じることのできる「最新の書」で
ある。 

日常現象からの解析学 

同時1アクセス 
（本体） 

¥11,880 

同時3アクセス 
（本体） 

¥23,760 

冊子版ISBN 9784764904996  

著編者名 岡本 久 発行年 2016 商品コード 1022526820 

非線形力学の諸問題は、数学、特に解析学の応用に格好の材料である。主として日常現象
に見られる非線形力学現象を、理解の助けとなるよう具体的に計算した例を多数用いて、数
学の立場から解説する。 

関数とは何か 
 ―近代数学史からのアプローチ― 

同時1アクセス 
（本体） 

¥13,860 

同時3アクセス 
（本体） 

¥27,720 

冊子版ISBN 9784764904590  

著編者名 岡本 久 発行年 2014 商品コード 1022526810 

関数概念は、狭くは解析学の、広くは数理的科学全体の中心的な存在といえる。長い歴史を
通じて発展してきた関数概念の持つ様々な“顔”の違いや、それぞれの数学的陰影を、豊富
な演習問題を交えながら明らかにする。 
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