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■化学・生物学・医学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012371 9784764950276 ナノコロイド  合成・物性・機能（シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジー　第 3巻） 寺西 利治【編著】　鳥本 司　山田 真実 201406 ¥13,200 ¥26,400 

KP00012372 9784764950283 ナノバイオ・メディシン  細胞核内反応とゲノム編集（シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジー　第 4巻）
宇理須 恒雄【編著】　佐久間 哲史　高田 望　竹中 繁織　
小澤 岳昌　吉村 英哲　胡桃坂 仁志　越阪部 晃永　
原田 昌彦　束田 祐一　宮成 悠介　塩見 美喜子　大西 遼

201705 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012234 9784764903906 サバイバルデータの解析  生存時間とイベントヒストリデータ （バイオ統計シリーズ3）柳川 堯　赤澤 宏平 201007 ¥13,200 ¥26,400 
KP00012343 9784764905436 現場主義統計学のすすめ  野外調査のデータ解析（統計スポットライト・シリーズ 1）島谷 健一郎 201708 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012238 9784764904026 DNAナノエンジニアリング（ナチュラルコンピューティング・シリーズ 2）小宮 健　瀧ノ上 正浩　田中 文昭　浜田 省吾　村田 智 201104 ¥14,850 ¥29,700 
KP00012235 9784764903913 ゲノム創薬のためのバイオ統計  遺伝子情報解析の基礎と臨床応用（バイオ統計シリーズ6）舘田 英典　服部 聡 201006 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012233 9784764903876 バイオ統計の基礎  医薬統計入門（バイオ統計シリーズ 1） 柳川 堯　荒木 由布子 201002 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012277 9784764904644 医療・臨床データチュートリアル  医療・臨床データの解析事例集（バイオ統計シリーズ 4） 柳川 堯 201409 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012312 9784764905054 観察データの多変量解析  疫学データの因果分析（バイオ統計シリーズ5）柳川 堯 201605 ¥11,880 ¥23,760 
KP00012341 9784764905412 マインドフルネス：沈黙の科学と技法  日本語ー英語バイリンガル・ブック 松尾 正信 201708 ¥5,940 ¥11,880 
KP00012318 9784764905139 IT 技術者の長寿と健康のために   一般社団法人 情報通信医学研究所【編】　長野 宏宣　

中川 晋一　蒲池 孝一　櫻田 武嗣　坂口 正芳　ほか【編著】201606 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012252 9784764904309 臨床試験のデザインと解析  薬剤開発のためのバイオ統計（バイオ統計シリーズ2）角間 辰之　服部 聡 201209 ¥13,200 ¥26,400 

■工学（技術、建築、電気・電子工学他）
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012326 9784764905221 はじめてのMATLAB   北村 達也 201610 ¥8,910 ¥17,820 
KP00015047 9784764905733 数学テクノロジー入門  画像技術を支える数学（IMIシリーズ：進化する産業数学 2）岡田 勘三 201808 ¥12,210 ¥24,420 
KP00012369 9784764950252 ナノカーボン  炭素材料の基礎と応用（シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジー　第 1巻）

尾上 順【編著】　大澤 映二　松尾 豊　
高井 和之　榎 敏明　石橋 幸治　本間 芳和 201206 ¥12,540 ¥25,080 

KP00012260 9784764904439 人間中心設計の基礎（HCDライブラリー 1） 黒須 正明　松原 幸行　八木 大彦　山崎 和彦【編者】　黒須 正明 201305 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012261 9784764904446 Mメソッド  多空間のデザイン思考 デザイン塾【監修】　松岡由幸【編著】 201307 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012275 9784764904620 人間中心設計の国内事例（HCDライブラリー　第 3巻） 黒須 正明　松原 幸行　八木 大彦　山崎 和彦

【編者】　HCDライブラリー委員会【著】 201407 ¥11,550 ¥23,100 

KP00012313 9784764905061 人間中心設計入門  人間中心設計を基本にユーザビリティ、ユーザエクスペリエンス、デザイン思考を学べる教科書（HCDライブラリー 0）
山崎 和彦　松原 幸行　竹内 公啓【編著】　
黒須 正明　八木大彦【編】 201603 ¥8,250 ¥16,500 

KP00012304 9784764904972 ドイツに学ぶ科学技術政策   永野 博 201601 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012258 9784764904385 日本語 -英語バイリンガル・ブック 武藤博士の発明の極意  いかにしてアイデアを形にするか 武藤 佳恭 201303 ¥5,940 ¥11,880 
KP00012285 9784764904743 製品開発のための統計解析入門  ＪＭＰによる品質管理・品質工学（ＩＳＭシリーズ　進化する統計数理　４） 河村 敏彦 201501 ¥11,220 ¥22,440 
KP00012309 9784764905023 製品開発のための実験計画法  JMP による応答曲面法・コンピュータ実験 河村 敏彦 201602 ¥11,880 ¥23,760 
KP00012263 9784764904477 増補版 図解 実務者のためのコンクリート診断用語事典   小野 定 201310 ¥11,220 ¥22,440 
KP00012325 9784764905214 薬液注入の長期耐久性と恒久グラウト本設注入工法の設計施工  環境保全型液状化対策工と品質管理 米倉 亮三　島田 俊介 201610 ¥13,860 ¥27,720 
KP00012279 9784764904668 環境保全・再生のための土砂栄養塩類動態の制御   池田 駿介　菅 和利【監修】　国土文化研究所【編集】201410 ¥13,200 ¥26,400 
KP00015050 9784764905634 シミュレーションで探る災害と人間   井田 喜明 201807 ¥8,580 ¥17,160 
KP00018022 9784764905788 地熱資源をめぐる 水・エネルギー・食料ネクサス  学際・超学際アプローチに向けて 馬場 健司　増原 直樹　遠藤 愛子【編著】 201811 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012225 9784764903685 情報通信ネットワーク   ( ファーストステップ ) 浅井 宗海 201109 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012236 9784764903937 ネットコモンズ公式マニュアル 私にもできちゃった！　NetCommons 実践デザインカスタマイズ   新井 紀子【監修】　橋本 俊秀　藤原 りか 201008 ¥11,220 ¥22,440 

KP00012242 9784764904118 
ネットコモンズ公式マニュアル 私にもできちゃった！　Net-
Commons 実例でわかるサイト構築  ネットコモンズ公式マニュ
アル （ネットコモンズ公式マニュアル）

新井 紀子　平塚 知真子　松本 太佳司 201108 ¥9,240 ¥18,480 

KP00012249 9784764904279 Linked Data  Webをグローバルなデータ空間にする仕組み トム・ヒース　クリスチャン・バイツァー　武田 英明【監訳】201301 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012251 9784764904293 ネットコモンズ公式マニュアル 私にもできちゃった！　NetCommonsで本格ウェブサイト　第 2版   新井 紀子【編著】 201208 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012270 9784764904569 ウェブユニバーサルデザイン   篠原 弘道【監修】　NTT サービスエボリューション研究所【編著】 201406 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012301 9784764904934 モバイルネットワーク時代の情報倫理　第 2版  被害者・加害者にならないためのメディアリテラシー 山住 富也 201511 ¥5,280 ¥10,560 
KP00012308 9784764905016 デジタルコンテンツアセッサ入門  ＤＣＡ資格２級・３級テキスト 一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構【編】 201603 ¥7,920 ¥15,840 
KP00015049 9784764905757 ネットコモンズ公式マニュアル　NetCommons3  クラウド活用で安全・簡単に本格ウェブサイト（ネットコモンズ公式マニュアル）新井 紀子【監修】　永原 篤 201808 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012237 9784764904019 光計算（ナチュラルコンピューティング・シリーズ 1） 谷田 純 201103 ¥14,850 ¥29,700 
KP00012246 9784764904224 可逆計算 （ナチュラルコンピューティング・シリーズ 5） 森田 憲一 201203 ¥14,850 ¥29,700 
KP00012268 9784764904545 チューリング（コンピュータ理論の起源 1） 伊藤 和行【編】　佐野 勝彦【訳】　杉本 舞【訳】201401 ¥13,860 ¥27,720 
KP00012274 9784764904613 ＤＥＯＳ  変化しつづけるシステムのためのディペンダビリティ工学 所 眞理雄 201405 ¥18,150 ¥36,300 
KP00012283 9784764904712 万能コンピュータ  ライプニッツからチューリングへの道すじ マーティン デイビス【著】　沼田 寛【訳】 201611 ¥11,880 ¥23,760 
KP00012295 9784764904866 量子計算（ナチュラルコンピューティング・シリーズ 第 6巻） 西野 哲朗　岡本 龍明　三原 孝志【共著】 201510 ¥14,850 ¥29,700 

KP00012297 9784764904880 自然計算へのいざない （ナチュラルコンピューティング・シリーズ　第 0巻）
小林 聡　萩谷 昌己　横森 貴【編著】　山村 雅幸　
木賀 大介　礒川 悌次郎　ペパー フェルディナンド　
西田 泰伸　角谷 良彦　本多 健太郎　青野 真士【共著】

201511 ¥11,220 ¥22,440 

KP00012230 9784764903784 実践ロボットプログラミング  LEGO Mindstorms NXTで目指せロボコン! 藤吉 弘亘　藤井 隆司　鈴木 裕利　石井 成郎 200909 ¥7,590 ¥15,180 
KP00012284 9784764904736 ロボット制御学ハンドブック   松野 文俊　大須賀 公一　松原 仁　野田 五十樹　稲見 昌彦【編】 201712 ¥89,100 ¥178,200 
KP00012356 9784764905597 実践ロボットプログラミング　第2版  LEGO Mindstorms EV3で目指せロボコン！ 藤吉 弘亘　藤井 隆司　鈴木 裕利　石井 成郎 201804 ¥7,920 ¥15,840 
KP00018021 9784764905818 知能はどこから生まれるのか？  ムカデロボットと探す「隠れた脳」 大須賀 公一 201812 ¥7,590 ¥15,180 
KP00012340 9784764905405 体験する !! オープンソースハードウェア  NanoPi NEO, Arduino 他で楽しむ IoT 設計 武藤 佳恭 201705 ¥7,590 ¥15,180 
KP00012350 9784764905511 マルチメディア（ファーストステップ） 今井 崇雅 201709 ¥7,590 ¥15,180 
KP00015046 9784764905719 はじめての論理回路   飯田 全広 201807 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012327 9784764905238 はじめての半導体デバイス   執行 直之 201703 ¥7,590 ¥15,180 
KP00012370 9784764950269 ナノ粒子  物性の基礎と応用（シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロジー　第 2巻） 林 真至【編著】　隅山 兼治　保田 英洋 201307 ¥12,540 ¥25,080 



■情報工学（情報リテラシー、コンピュータ、プログラミング、アルゴリズム、人工知能、Python）
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012293 9784764904842 知のデザイン  自分ごととして考えよう 諏訪 正樹　藤井 晴行【共著】 201506 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012311 9784764905047 シンギュラリティ  限界突破を目指した最先端研究 NAIST-IS 書籍出版委員会【編】 201602 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012347 9784764905481 IT 研究者のひらめき本棚  ビブリオ・トーク：私のオススメ 情報処理学会 会誌編集委員会【編】 201709 ¥5,940 ¥11,880 
KP00012220 9784764903562 新人工知能の基礎知識   太原 育夫 200806 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012243 9784764904132 はじめての情報理論   小嶋 徹也 201109 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012254 9784764904323 カオスニューロ計算（ナチュラルコンピューティング・シリーズ3）堀尾 喜彦　安達 雅春　池口 徹 201211 ¥14,850 ¥29,700 
KP00012290 9784764904811 一人称研究のすすめ  知能研究の新しい潮流 人工知能学会【監修】　諏訪 正樹　堀 浩一【編著】　伊藤 毅志　

松原 仁　阿部 明典　大武 美保子　松尾 豊　藤井 晴行　中島 秀之 201504 ¥8,910 ¥17,820 

KP00012296 9784764904873 深層学習  Deep Learning 
人工知能学会【監修】　神嶌敏弘【編集】　麻生 英樹
安田 宗樹　前田 新一　岡野原 大輔　岡谷 貴之　
久保 陽太郎　ボレガラ ダヌシカ【著】

201510 ¥11,550 ¥23,100 

KP00012298 9784764904897 人工知能とは   
人工知能学会【監修】　松尾 豊【編著】　中島 秀之　
西田 豊明　溝口 理一郎　長尾 真　堀 浩一　浅田 稔　
武田 英明　池上 高志　山口 高平　山川 宏　栗原 聡【共著】

201605 ¥7,920 ¥15,840 

KP00012330 9784764905276 Rubyで数独  AIプログラミング入門 佐藤 理史 201610 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012331 9784764905290 超実践 アンサンブル機械学習   武藤 佳恭 201612 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012338 9784764905375 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【著】　宮岡 悦良　下川 朝有【訳】201706 ¥13,860 ¥27,720 
KP00013401 9784764905689 細胞膜計算（ナチュラルコンピューティング・シリーズ　第４巻）西田 泰伸 201805 ¥14,850 ¥29,700 
KP00015048 9784764905740 発見・創発できる人工知能 Otter  論理パズルからのアプローチ 安藤 類央　武藤 佳恭 201808 ¥12,210 ¥24,420 
KP00012223 9784764903661 コンピュータリテラシー （ファーストステップ） 中井 秀樹　朴 修賢 201204 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012224 9784764903678 IT の基礎（ファーストステップ） 國友 義久 201108 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012264 9784764904484 Microsoft Offi  ce2013を使った 情報リテラシーの基礎   切田 節子　三浦 信宏　小林 としえ　乙名 健 201402 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012302 9784764904941 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 201511 ¥7,590 ¥15,180 
KP00012328 9784764905245 データ市場  データを活かすイノベーションゲーム 大澤 幸生【編著】　早矢仕 晃章　秋元 正博　

久代 紀之　中村 潤　寺本 正彦 201702 ¥11,550 ¥23,100 
KP00012335 9784764905344 C 言語で学ぶ　コンピュータ科学とプログラミング   小高 知宏 201703 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012348 9784764905498 データ仮説構築  データマイニングを通して 岩下 基 201709 ¥8,250 ¥16,500 
KP00016567 9784764905207 Microsoft Offi  ce 2016を使った情報リテラシーの基礎   切田 節子　新 聖子　山岡 英孝　乙名 健　長山 恵子 201610 ¥8,250 ¥16,500 

KP00012349 9784764905504 不便益  手間をかけるシステムのデザイン 
川上 浩司【編著】　平岡 敏洋【共著】　小北 麻記子【共著】
半田 久志【共著】　谷口 忠大【共著】　塩瀬 隆之【共著】
岡田 美智男【共著】　泉 朋子【共著】　仲谷 善雄【共著】
西本 一志【共著】　須藤 秀紹【共著】　白川 智弘【共著】

201710 ¥10,560 ¥21,120 

KP00012351 9784764905528 アジャイル開発への道案内 日本プロジェクトマネジメント協会【編】
片岡 雅憲　小原 由紀夫　光藤 昭男 201709 ¥8,250 ¥16,500 

KP00012358 9784764905610 組込み開発のための実践的プログラミング   鷹合 大輔　田村 修 201803 ¥8,910 ¥17,820 
KP00015051 9784764905696 実践 UXデザイン  現場感覚を磨く知識と知恵 松原幸行 201807 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012227 9784764903708 実践的ソフトウェア工学  実践現場から学ぶソフトウェア開発の勘所（トップエスイー入門講座 1）

本位田 真一【監修】　
石田 晴久【監修】　浅井 治 200905 ¥8,910 ¥17,820 

KP00012219 9784764903555 ソフトウェア科学基礎  最先端のソフトウェア開発に求められる数理的基礎（トップエスイー基礎講座 1）
本位田 真一【監修】　田中 譲【監修】　
磯部 祥尚　粂野 文洋　櫻庭 健年　田口 研治 200809 ¥12,540 ¥25,080 

KP00012228 9784764903722 要求工学概論  要求工学の基本概念から応用まで（トップエスイー基礎講座 2）
本位田 真一【監修】　大西 淳【監修】　
妻木 俊彦　白銀 純子 200909 ¥12,540 ¥25,080 

KP00012215 9784764903470 Bメソッドによる形式仕様記述  ソフトウェアシステムのモデル化とその検証（トップエスイー実践講座 1）
本位田 真一【監修】　中島 震【監修】　
来間 啓伸 200712 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012216 9784764903487 ソフトウェアパターン  パターン指向の実践ソフトウェア開発 （トップエスイー実践講座 2）
本位田 真一【監修】　深澤 良彰【監修】　
鷲崎 弘宜　丸山 勝久　山本 里枝子　久保 淳人 200712 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012218 9784764903548 SPIN による設計モデル検証  モデル検査の実践ソフトウェア検証（トップエスイー実践講座 3）
本位田 真一【監修】　萩谷 昌己【監修】　
吉岡 信和　青木 利晃　田原 康之 200809 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012241 9784764904095 VDM++ による形式仕様記述  形式仕様入門・活用の第一歩 （トップエスイー実践講座 4）
本位田 真一【監修】　荒木 啓二郎【監修】　
石川 冬樹 201107 ¥12,540 ¥25,080 

KP00012253 9784764904316 UPPAAL による性能モデル検証  リアルタイムシステムのモデル化とその検証（トップエスイー実践講座 5）
本位田 真一【監修】　大須賀 昭彦【監修】　
長谷川 哲夫　田原 康之　磯部 祥尚 201209 ¥12,540 ¥25,080 

KP00012256 9784764904354 並行システムの検証と実装  形式手法 CSP に基づく高信頼並行システム開発入門（トップエスイー実践講座 6）
本位田 真一【監修】　東野 輝夫【監修】　
磯部 祥尚 201212 ¥15,180 ¥30,360 

KP00012217 9784764903531 SPIN モデル検査  検証モデリング技法 中島 震 200804 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012248 9784764904248 Event-B  リファインメント・モデリングに基づく形式手法 中島 震　來間 啓伸 201502 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012316 9784764905092 ソフトウェア工学   岸 知二　野田 夏子 201607 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012333 9784764905320 言語処理システムをつくる（実践・自然言語処理シリーズ　1）言語処理学会【編】　佐藤 理史 201702 ¥9,240 ¥18,480 
KP00016565 9784764905771 形態素解析の理論と実装（実践・自然言語処理シリーズ　２）工藤 拓 201809 ¥11,550 ¥23,100 
KP00012212 9784764903203 あるごりずむ   広瀬 貞樹 200611 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012229 9784764903739 効果的プログラム開発技法　第 5版   國友 義久 200906 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012240 9784764904088 世界標準MIT 教科書 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（世界標準ＭＩＴ教科書）

T. CORMEN　C. LEISERSON　R. RIVEST　C. STEIN
【著】　浅野 哲夫　岩野 和生 ほか【訳】 201312 ¥46,200 ¥92,400 

KP00012265 9784764904491 はじめてのアルゴリズム   上原 隆平 201310 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012278 9784764904651 JAVAとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング   半田 久志 201410 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012282 9784764904699 Python 言語によるプログラミングイントロダクション（世界標準ＭＩＴ教科書） Guttag John V.【著】　久保 幹雄【監訳】 201412 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012303 9784764904958 オブジェクト指向 Javaプログラミング入門　第 2版   樋口 昌宏【監修】　多田 昌裕　半田 久志　加藤 暢　波部 斉 201803 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012321 9784764905160 Python 言語によるビジネスアナリティクス  実務家のための 最適化・統計解析・機械学習 

久保 幹雄　小林 和博　斉藤 努　並木 誠　
橋本英樹 201608 ¥21,120 ¥42,240 

KP00012323 9784764905184 世界標準MIT 教科書 Python 言語によるプログラミングイントロダクション　第 2版  データサイエンスとアプリケーション 
Guttag John V.【著】　久保 幹雄【監訳】　麻生 敏正
木村 泰紀　小林 和博　斉藤 佳鶴子　ほか【訳】 201708 ¥15,180 ¥30,360 

KP00012336 9784764905351 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 201703 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012337 9784764905368 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 201704 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012357 9784764905603 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 ロバート・セジウィック　【共訳】野下 浩平　星 守　佐藤 創　田口 東 201802 ¥29,700 ¥59,400 
KP00013403 9784764905702 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　森田 光 201806 ¥7,920 ¥15,840 

■ビジネス・経済・社会
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012359 9784764905641 議席配分の数理  選挙制度に潜む 200 年の数学 一森 哲男 201804 ¥8,580 ¥17,160 
KP00012271 9784764904583 実践的プライバシーリスク評価技法  プライバシーバイデザインと個人情報影響評価 瀬戸洋一 201404 ¥10,560 ¥21,120 
KP00015052 9784764905726 プロジェクトの概念 第 2版  プロジェクトマネジメントの知恵に学ぶ 日本プロジェクトマネジメント協会【編】　神沼 靖子【監修】 201807 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012329 9784764905252 日本語 -英語バイリンガルブック モノづくり×モノづかいのデザインサイエンス  経営戦略に新価値をもたらす10の知恵（日本語ー英語バイリンガル・ブック）松岡 由幸 201712 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012231 9784764903821 企業の研究者をめざす皆さんへ  Research That Matters 丸山 宏 200910 ¥5,280 ¥10,560 
KP00016564 9784764905764 研究開発を成功に導くプログラムマネジメント   日本プロジェクトマネジメント協会 201809 ¥7,590 ¥15,180 

KP00012289 9784764904804 マルチンゲールアプローチ入門  デリバティブ価格理論の基礎とその実際（金融実務講座）村上 秀記 201507 ¥12,210 ¥24,420 
KP00012307 9784764905009 アクティブ・ラーニングで身につけるコミュニケーション力  聞く力・話す力・人間力 切田 節子　長山 恵子 201604 ¥5,940 ¥11,880 
KP00012262 9784764904453 緊急事態のための情報システム  多様な危機発生事例から探る課題と展望 バーテル・バンドワール【編】　村山 優子【監訳】201407 ¥26,400 ¥52,800 
KP00012332 9784764905306 気候変動下の水・土砂災害適応策  社会実装に向けて 国土文化研究所【監修】　池田 駿介　小松 利光

馬場 健司　望月 常好【編】 201611 ¥13,200 ¥26,400 
KP00012222 9784764903647 事例から学ぶサービスサイエンス  サービス価値計測手法 ―1の実例― 木下 栄蔵 200902 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012299 9784764904903 データサイエンティスト・ハンドブック   丸山 宏　山田 敦　神谷 直樹【共著】 201508 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012300 9784764904910 サプライチェーンリスク管理と人道支援ロジスティクス   久保 幹雄　松川 弘明【編著】　小林 和博　

中島 健一　花岡 伸也　間島 隆博【著】 201509 ¥23,100 ¥46,200 
KP00012291 9784764904828 観光情報学入門   観光情報学会【編】 201505 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012339 9784764905382 音楽・数学・言語  情報科学が拓く音楽の地平 東条 敏　平田 圭二 201705 ¥14,520 ¥29,040 
KP00012269 9784764904552 「伝わる日本語」練習帳   阿部圭一　冨永敦子 201612 ¥5,940 ¥11,880 

■自然科学全般
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012214 9784764903463 ネットワーク科学の道具箱  つながりに隠れた現象をひもとく 林 幸雄【編著】　大久保 潤　藤原 義久　上林 憲行　
小野 直亮　湯田 聴夫　相馬 亘　佐藤 一憲 200712 ¥8,580 ¥17,160 

KP00012221 9784764903630 複雑ネットワーク  基礎から応用まで 増田 直紀　今野 紀雄 201004 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012273 9784764904606 自己組織化する複雑ネットワーク  空間上の次世代ネットワークデザイン 林 幸雄 201405 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012315 9784764905085 システムのレジリエンス  さまざまな擾乱からの回復力 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 新領域

融合研究センター システムズ・レジリエンスプロジェクト 201603 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012294 9784764904859 研究者の省察   黒須 正明 201508 ¥7,260 ¥14,520 

■数学・統計学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012213 9784764903210 離散数学への入門  わかりやすい離散数学 小倉 久和 200512 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012247 9784764904231 世界標準MIT 教科書 ストラング：計算理工学  世界標準MIT教科書（世界標準ＭＩＴ教科書）

ギルバート ストラング【著】　日本応用数理学会【監訳】
今井 桂子【監訳幹事】　岡本 久【監訳幹事】 201701 ¥29,700 ¥59,400 

KP00012280 9784764904675 高校－大学　数学公式集 第Ⅰ部 高校の数学 大矢 雅則　戸川 美郎 201411 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012281 9784764904682 高校－大学　数学公式集 第Ⅱ部 大学の数学 大矢 雅則　戸川 美郎 201501 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012319 9784764905146 数学の作法   蟹江 幸博 201607 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012367 9784764910546 はじめての離散数学   小倉 久和 201103 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012232 9784764903838 数学用語英和辞典  Mathematical Terms English-Japanese Dictionary 蟹江 幸博 201311 ¥9,900 ¥19,800 
KP00016568 9784764905825 孫と一緒にサイエンス　数って不思議！！…∞  １+１＝２？で始まる数学の世界 蟹江 幸博 201810 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012288 9784764904798 論理数学   ( 大学数学スポットライト・シリーズ　2) 太原 育夫 201504 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012239 9784764904057 世界標準MIT 教科書 ストラング：線形代数イントロダクション  原書第 4版（世界標準ＭＩＴ教科書）

ギルバート ストラング　松崎 公紀【訳】　
新妻 弘【訳】 201512 ¥26,400 ¥52,800 

KP00012361 9784764910478 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 200611 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012366 9784764910539 スッキリわかる線形代数  解法テクニックつき 皆本 晃弥 201101 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012334 9784764905337 群の表示（大学数学 スポットライト・シリーズ 6） 佐藤 隆夫 201702 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012287 9784764904781 シローの定理（大学数学スポットライト・シリーズ　1） 佐藤 隆夫 201504 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012352 9784764905542 クルルの定理と正則局所環（大学数学 スポットライト・シリーズ 7）新妻 弘 201712 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012322 9784764905177 イデアル論入門（大学数学 スポットライト・シリーズ 5） 新妻 弘 201609 ¥8,580 ¥17,160 
KP00012365 9784764910515 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 200804 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012272 9784764904590 関数とは何か  近代数学史からのアプローチ 岡本 久　長岡 亮介 201407 ¥13,860 ¥27,720 
KP00012364 9784764910508 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 200709 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012259 9784764904408 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　吉本 定伸 201304 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012286 9784764904767 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【著】　渡辺 辰矢【訳】 201711 ¥29,700 ¥59,400 
KP00012306 9784764904996 日常現象からの解析学   岡本 久 201602 ¥11,880 ¥23,760 
KP00012363 9784764910492 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 200704 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012360 9784764905658 変分問題  直接法と解の正則性（大学数学スポットライト・シリーズ 8）立川 篤 201804 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012245 9784764904217 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　上原 隆平【翻訳】 201207 ¥13,860 ¥27,720 
KP00013402 9784764905672 計算折り紙入門  あたらしい計算幾何学の世界 上原 隆平 201806 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012317 9784764905115 多様体への道（大学数学 スポットライト・シリーズ 4） 榎本 一之 201606 ¥7,920 ¥15,840 
KP00016566 9784764902961 グラフ理論入門（原書第 4版）   ロビン・Ｊ．ウィルソン【著】　西関 隆夫【訳】　西関 裕子【訳】200111 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012226 9784764903692 わかりやすい数学モデルによる多変量解析入門 第 2版   木下 栄蔵 200904 ¥8,250 ¥16,500 
KP00012244 9784764904149 マルチンゲール理論による統計解析（ＩＳＭシリーズ　ＩＳＭシリーズ　進化する統計数理 1） 西山 陽一 201110 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012250 9784764904286 フィールドデータによる統計モデリングとAIC（ＩＳＭシリーズ　ＩＳＭシリーズ　進化する統計数理 2） 島谷 健一郎 201208 ¥12,210 ¥24,420 
KP00012255 9784764904330 あたらしい数理最適化  Python 言語とGurobi で解く 久保 幹雄　ジョア・ペドロ・ペドロソ　村松 正和　アブドゥール・レイス 201211 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012266 9784764904507 はじめての最適化   関口良行 201401 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012267 9784764904514 Excel で学ぶオペレーションズリサーチ   大野勝久　逆瀬川浩孝　中出康一 201401 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012276 9784764904637 法廷のための統計リテラシー  合理的討論の基盤として（ＩＳＭシリーズ　進化する統計数理　3）

石黒 真木夫　岡本 基　椿 広計　宮本 道子　弥
永 真生　柳本 武美 201408 ¥11,880 ¥23,760 

KP00012292 9784764904835 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 201506 ¥8,910 ¥17,820 
KP00012305 9784764904989 データ分析とデータサイエンス   柴田 里程 201512 ¥11,550 ¥23,100 
KP00012320 9784764905153 極値統計学 （ISMシリーズ：進化する統計数理 5） 髙橋 倫也　志村 隆彰 201608 ¥13,860 ¥27,720 
KP00012324 9784764905191 モデリングの諸相  ORと数理科学の交叉点（シリーズ：最適化モデリング 5）

室田 一雄　池上 敦子　土谷 隆【編】　山下 浩　蒲地 政文
畔上 秀幸　斉藤 努　枇々木 規雄　滝根 哲哉　金森 敬文 201609 ¥10,560 ¥21,120 

KP00012342 9784764905429 ロバスト統計  外れ値への対処の仕方（ISMシリーズ：進化する統計数理 6）藤澤 洋徳 201707 ¥11,550 ¥23,100 
KP00012345 9784764905467 ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程（統計スポットライト・シリーズ 2）島谷 健一郎 201710 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012353 9784764905559 角度データのモデリング（ISMシリーズ：進化する統計数理 7）清水 邦夫 201801 ¥12,210 ¥24,420 
KP00012354 9784764905573 確率的シミュレーションの基礎（IMIシリーズ：進化する産業数学 1）手塚 集 201801 ¥11,880 ¥23,760 
KP00012355 9784764905580 問題把握とモデリング（シリーズ：最適化モデリング 3） 池上 敦子 201802 ¥9,900 ¥19,800 
KP00012362 9784764910485 はじめての数理統計学   古島 幹雄　市橋 勝　坂西 文俊 200703 ¥6,600 ¥13,200 
KP00018020 9784764905801 データ分析ライブラリーを用いた最適化モデルの作り方（Py-thon による問題解決シリーズ 1） 斉藤 努 201812 ¥10,560 ¥21,120 
KP00012368 9784764910553 はじめての確率論   小杉 のぶ子　久保 幹雄 201106 ¥8,250 ¥16,500 
KP00018023 9784764905832 P 値  その正しい理解と適用（統計スポットライト・シリーズ 3）柳川 堯 201811 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012346 9784764905474 京都のアルゴリズム   岩間 一雄 201709 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012314 9784764905078 数学の道具箱 Mathematica 基本編 基本編  宮岡 悦良 201604 ¥12,540 ¥25,080 

■物理学
ProductID 底本 ISBN 書　　　　　　　名 著　　　者　　　名 プリント版

出版年月
同時アクセス数１
本体価格（税別）

同時アクセス数３
本体価格（税別）

KP00012344 9784764905450 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【著】　黒田 成俊【編】 201711 ¥26,400 ¥52,800 
KP00012310 9784764905030 数理物理と数理情報の基礎（大学数学 スポットライト・シリーズ 3）大矢 雅則　原 利英 201604 ¥7,260 ¥14,520 


