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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

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） ギルバート・ストラング 2015 9784764904057 ¥26,400 ¥52,800 1022526853 

ストラング ―微分方程式と線形代数―（世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング 2017 9784764904767 ¥29,700 ¥59,400 1026405297 

ストラング:計算理工学 （世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング 2017 9784764904231 ¥29,700 ¥59,400 1024523350 

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） T. コルメン 2013 9784764904088 ¥46,200 ¥92,400 1026888932 

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―

R.セジウィック 2018 9784764905603 ¥29,700 ¥59,400 1027116537 

グラフ理論入門 R.J. ウィルソン 2001 9784764902961 ¥7,920 ¥15,840 1028860031 

折り紙のすうり ―リンケージ・折り紙・多面体の数学― ジョセフ・オルーク 2012 9784764904217 ¥13,860 ¥27,720 1027212497 

ロングセラー翻訳書 近代科学社の数学書の中でも、特に評価が高くお薦めの
翻訳書！

おすすめ数学書シリーズ

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

はじめての数理統計学 古島幹雄 2007 9784764910485 ¥6,600 ¥13,200 1022526801 

はじめての離散数学 小倉 久和 2011 9784764910546 ¥7,920 ¥15,840 1022526803 

はじめての確率論 小杉 のぶ子 2011 9784764910553 ¥8,250 ¥16,500 1022526804 

はじめての応用数学 ラプラス変換・フーリエ変換編 小坂 敏文 2013 9784764904408 ¥7,920 ¥15,840 1022526808 

はじめての最適化 関口 良行 2014 9784764904507 ¥8,910 ¥17,820 1022526806 

はじめてのシリーズ 教科書利用のみならず、幅広い読者に好評のシリーズ！

7冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥183,480 ¥366,960

5冊揃価格

同時1アクセス
(本体)

同時3アクセス
(本体)

¥39,600 ¥79,200



● 表示価格は税抜きです。 2020年7月

おすすめ数学書シリーズ

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。

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

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

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

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

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

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

7 可換環論の様相 ―クルルの定理と正則局所環― 新妻 弘 2017 9784764905542 ¥9,240 ¥18,480 1026405298 

8 変分問題 ―直接法と解の正則性― 立川 篤 2018 9784764905658 ¥8,250 ¥16,500 1027441296 

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
基本の数学を分かりやすく解説するシリーズ。

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

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

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― 皆本 晃弥 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― 皆本 晃弥 2007 9784764910508 ¥9,240 ¥18,480 1022526850 

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

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

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

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― 皆本 晃弥 2019 9784764905856 ¥8,580 ¥17,160 1030361010 

基礎からスッキリわかる線形代数 ―アクティブ・ラーニング実践例つき― 皆本 晃弥 2019 9784764905863 ¥8,580 ¥17,160 1030590899 
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8冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥67,650 ¥135,300

8冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥65,010 ¥130,020



● 表示価格は税抜きです。 2020年7月

巻 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 確率的シミュレーションの基礎 手塚 集 2018 9784764905573 ¥11,880 ¥23,760 1026888934 

2 数学テクノロジー入門 ―画像技術を支える数学― 岡田 勘三 2018 9784764905733 ¥12,210 ¥24,420 1028301512 

3
格子暗号解読のための数学的基礎
―格子基底簡約アルゴリズム入門―

青野 良範 2019 9784764905986 ¥13,200 ¥26,400 1030988248 

IMIシリーズ：進化する産業数学 純粋数学・応用数学を技術開発
現場に届ける！

数学入門書アラカルト

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

離散数学への入門 ―わかりやすい離散数学― 小倉 久和 2005 9784764903210 ¥7,920 ¥15,840 1024896451 

高校の数学 （高校-大学数学公式集 第1部） 大矢 雅則 2014 9784764904675 ¥9,240 ¥18,480 1022526795 

大学の数学 （高校-大学数学公式集 第2部） 大矢 雅則 2015 9784764904682 ¥9,240 ¥18,480 1022526794 

数学の道具箱Mathematica 基本編 宮岡 悦良 2016 9784764905078 ¥12,540 ¥25,080 1022526823 

数学用語英和辞典 蟹江 幸博 2013 9784764903838 ¥9,900 ¥19,800 1023746044 

数学の作法 蟹江 幸博 2016 9784764905146 ¥8,250 ¥16,500 1022526856 

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）

蟹江 幸博 2018 9784764905825 ¥8,250 ¥16,500 1028700622 

大学数学のお作法と無作法 藤原 毅夫 2019 9784764905924 ¥8,250 ¥16,500 1030682611 

理工系のための微分積分学 神谷 淳 2020 9784764960107 ¥6,072 ¥12,144 1031873819

おすすめ数学書シリーズ
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3冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥37,290 ¥74,580

9冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥79,662 ¥159,324

数式は苦手という人や、これから数学を学びたいという
初心者におすすめの入門書を集めました！
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● 表示価格は税抜きです。 2020年7月

好評・アルゴリズム関連書

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

あるごりずむ 広瀬 貞樹 2006 9784764903203 ¥7,920 ¥15,840 1022526860 

はじめてのアルゴリズム 上原 隆平 2013 9784764904491 ¥7,920 ¥15,840 1022526807 

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―

小高 知宏 2015 9784764904941 ¥7,590 ¥15,180 1022526832 

アルゴリズムの基礎とデータ構造 ―数理とCプログラム― 浅野 孝夫 2017 9784764905351 ¥8,910 ¥17,820 1024523337 

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） 浅野 孝夫 2017 9784764905368 ¥8,910 ¥17,820 1024680200 

アンサンブル法による機械学習 ―基礎とアルゴリズム― Zhou Zhi-Hua 2017 9784764905375 ¥13,860 ¥27,720 1025091808 

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） T. コルメン 2013 9784764904088 ¥46,200 ¥92,400 1026888932 

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― R.セジウィック 2018 9784764905603 ¥29,700 ¥59,400 1027116537 

Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造 西澤 弘毅 2018 9784764905702 ¥7,920 ¥15,840 1027882438 

数学のさらなる深淵へ

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

量子力学の数学理論 ―摂動論と原子等のハミルトニアン― 加藤 敏夫 2017 9784764905450 ¥26,400 ¥52,800 1026405296 

関数とは何か ―近代数学史からのアプローチ― 岡本 久 2014 9784764904590 ¥13,860 ¥27,720 1022526810 

日常現象からの解析学 岡本 久 2016 9784764904996 ¥11,880 ¥23,760 1022526820 

応用のための積分幾何学
―図形の測度:道路網・市街地・施設配置―

腰塚 武志 2019 9784764905931 ¥11,550 ¥23,100 1030831461 

離散幾何学フロンティア ―タイル・メーカー定理と分解回転合同― 秋山 仁 2020 9784764906075 ¥14,850 ¥29,700 1031439210 

おすすめ数学書シリーズ

4

9冊揃価格

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体)

¥138,930 ¥277,860

5冊揃価格

同時1アクセス
(本体)

同時3アクセス
(本体)

¥78,540 ¥157,080

アルゴリズムを習得するために必携の書を
ご紹介します。

数学を更に深く読み解くために…


