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数学

理工系から経済・ビジネスまで活用できる

数学eBookコレクション

Product ID 底本 ISBN 書　　　　　名 巻号 著　者　名 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00012373 9784320019812 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 201106 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012374 9784320019829 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 201106 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012375 9784320019836 知っておきたい幾何の定理 3 前原濶、桑田孝泰 201106 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012376 9784320019843 大学数学の基礎 4 酒井文雄 201105 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012377 9784320019850 あみだくじの数学 5 小林雅人 201108 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012378 9784320019867 ピタゴラスの三角形とその数理 6 細矢治夫 201111 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012379 9784320019874 円錐曲線：　歴史とその数理 7 中村滋 201112 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012380 9784320019881 ひまわりの螺旋 8 来嶋大二 201201 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012381 9784320019898 不等式 9 大関清太 201203 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012382 9784320019904 常微分方程式 10 内藤敏機 201203 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012383 9784320019911 統計的推測 11 松井敬 201206 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012384 9784320019928 平面代数曲線 12 酒井文雄 201206 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012385 9784320019935 ラプラス変換 13 國分雅敏 201207 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012386 9784320019942 ガロア理論 14 木村俊一 201211 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012387 9784320019959 素数と 2次体の整数論 15 青木昇 201212 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012388 9784320019966 群論，これはおもしろい：　トランプで学ぶ群 16 飯高茂 201301 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012389 9784320019973 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 201301 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012390 9784320019980 体論，これはおもしろい：　方程式と体の理論 18 飯高茂 201301 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012391 9784320110618 射影幾何学の考え方 19 西山享 201311 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012392 9784320110649 絵ときトポロジー：　曲面のかたち 20 前原濶、桑田孝泰 201312 ¥4,950 ¥7,425 
KP00012393 9784320019997 多変数関数論 21 若林功 201312 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012394 9784320110625 円周率：　歴史と数理 22 中村滋 201311 ¥5,610 ¥8,415 
KP00000013 9784320110632 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、長谷川愛美 201402 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012396 9784320110656 わかる！使える！楽しめる！ベクトル空間 24 福間慶明 201403 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012397 9784320110663 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 201405 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012398 9784320110670 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 201406 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012399 9784320110687 コンパスと定規の幾何学：　作図のたのしみ 27 瀬山士郎 201408 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012400 9784320110694 整数と平面格子の数学 28 桑田孝泰、前原濶 201504 ¥5,610 ¥8,415 
KP00012401 9784320110700 早わかりルベーグ積分 29 澤野嘉宏 201509 ¥6,270 ¥9,405 
KP00012402 9784320110717 ウォーミングアップ微分幾何 30 國分雅敏 201510 ¥6,270 ¥9,405 
KP00019037 9784320110724 情報理論のための数理論理学 31 板井昌典 201708 ¥6,270 ¥9,405 

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 著　者　名 出版社 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00024375 9784767434803 英語の数量表現辞典　増補改訂版 研究社辞書編集部【編】
トム・ガリー【監修】 研究社 201703 ¥8,360 ¥12,540 

KP00012232 9784764903838 数学用語英和辞典 -Mathematical Terms English-Japanese Dictionary 蟹江幸博、神保道夫 近代科学社 201311 ¥9,900 ¥19,800 

KP00013596 9784000802093 岩波数学入門辞典 青本和彦、上野健爾、
加藤和也、砂田利一 岩波書店 200509 ¥20,350 ¥61,050 

KP00014850 9784000803090 岩波数学辞典　第 4版 日本数学会【編】 岩波書店 200703 ¥55,000 ¥165,000 

KP00017707 9784254111255 朝倉　数学辞典 川又雄二郎、坪井俊、
楠岡成雄、新井仁之【編】 朝倉書店 201606 ¥59,400 ¥118,800 

KP00017671 9784254101973 法則の辞典 山崎昶【編著】 朝倉書店 200609 ¥55,000 ¥110,000 
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 近代科学社 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 近代科学社 201501 ¥9,240 ¥18,480 

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 著　者　名 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00012286 9784764904767 ストラング：微分方程式と線形代数 ギルバート ストラング【著】渡辺 辰矢【訳】201711 ¥29,700 ¥59,400 

数学レファレンス

共立出版　■数学のかんどころ　シリーズ
電子化済 34 冊　合計同時アクセス１：￥191,400　同時アクセス３：￥287,100

近代科学社■世界標準ＭＩＴ教科書
電子化済 3 冊　合計同時アクセス１：￥85,800　同時アクセス３：￥171,600

株式会社 紀伊國屋書店
ICT営業本部  電子書籍営業部

〒153-8504 東京都目黒区下目黒3-7-10
TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

ict_ebook@kinokuniya.co.jp

無料トライアル・各種お問い合わせ・ご注文は最寄りの営業所または下記まで

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　　者 出版社名 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

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 近代科学社 201810 ¥8,250 ¥16,500 

KP00014082 9784582531534 岡潔 数学を志す人に（STANDARD BOOKS） 岡潔 平凡社 201512 ¥3,080 ¥4,620 
KP00009993 9784130633635 精霊の箱：チューリングマシンをめぐる冒険（上） 川添愛 東京大学出版会 201610 ¥5,720 ¥8,580 
KP00009992 9784130633642 精霊の箱：チューリングマシンをめぐる冒険（下） 川添愛 東京大学出版会 201610 ¥5,720 ¥8,580 
KP00009994 9784130633574 白と黒のとびら：オートマトンと形式言語をめぐる冒険 川添愛 東京大学出版会 201304 ¥6,160 ¥9,240 
KP00006306 9784759813586 和算の再発見：東洋で生まれたもう一つの数学 DOJIN選書 城地茂 化学同人 201406 ¥4,950 ¥7,425 
KP00006298 9784759813388 日常に生かす数学的思考法：屁理屈から数学の論理へ DOJIN選書 竹山美宏 化学同人 201103 ¥3,850 ¥5,775 
KP00007846 9784274211478 理工系学生のための高校数学ドリル 西沢正樹 オーム社 201201 ¥6,325 ¥7,590 
KP00020727 9784860034665 初歩の数学演習：分数式・方程式から微分方程式まで 小林毅範、福田覚、本田信広 医療科学社 200003 ¥5,500 ¥11,000 
KP00005890 9784274212437 身近な数学の記号たち 岡部恒治、川村康文、長谷川愛美、本丸諒 オーム社 201208 ¥6,050 ¥7,260 
KP00005864 9784274069062 アートを生み出す七つの数学 牟田淳 オーム社 201301 ¥5,500 ¥6,600 
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】近代科学社 201207 ¥13,860 ¥27,720 
KP00024171 9784764905962 黄金比：美の数学的言語 フェルナンド・コルバラン【著】　柳井浩【訳】近代科学社 201908 ¥11,880 ¥23,760 
KP00018536 9784785315412 大人の初等数学：式と図形のおもしろ数学史 片野 善一郎 裳華房 200605 ¥3,960 ¥5,280 
KP00018535 9784785315382 素顔の数学者たち：数学史に隠れた 152 のエピソード 片野善一郎 裳華房 200504 ¥3,960 ¥5,280 

KP00016156 9784887308800 円錐曲線論 アポッロニオス【著】ポール・ヴェ
ル・エック【仏訳】　竹下貞雄【和訳】大学教育出版 200901 ¥4,180 ¥8,360 

KP00022401 9784798143880 知って得する！ おうちの数学 松川文弥 翔泳社 201810 ¥4,950 ¥10,890 

KP00022331 9784798142456 プログラマ脳を鍛える数学パズル：シンプルで高速なコードが書けるようになる 70 問 増井敏克 翔泳社 201510 ¥8,470 ¥18,700 

KP00022346 9784798154787 Unity でわかる！ゲーム数学 加藤潔 翔泳社 201806 ¥11,110 ¥24,530 
KP00012346 9784764905474 京都のアルゴリズム 岩間 一雄 近代科学社 201709 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012319 9784764905146 数学の作法 蟹江 幸博 近代科学社 201607 ¥8,250 ¥16,500 

裳華房
■基礎演習シリーズ　電子化済 5冊　合計同時アクセス１：￥22,400　同時アクセス３：￥29,920

■基礎数学選書　電子化済 12 冊　合計同時アクセス１：￥72,600　同時アクセス３：￥96,800

■基礎解析学コース　電子化済 4 冊　合計同時アクセス１：￥9,240　同時アクセス３：￥12,320

近代科学社
■大学数学 スポットライト・シリーズ
　電子化済 8冊　合計同時アクセス１：￥65,010　同時アクセス３：￥130,020

数学教養書・読み物・数学の初歩

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 著　　者 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00006287 9784785381141 線形代数 茂木勇、間下克哉 199111 ¥4,125 ¥5,500 
KP00006286 9784785381134 微分積分 田代嘉宏、熊原啓作 198911 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006291 9784785381073 関数論 栗林暲和 198705 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006290 9784785381035 微分方程式 藤本淳夫 198610 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006353 9784785381080 物理のための応用数学 小野寺嘉孝 198803 ¥4,455 ¥5,940 

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 巻号 著　　者 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00006273 9784785311278 現代微分幾何入門 25 野水克己 198105 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006278 9784785311254 テンソル解析 23 田代嘉弘 198102 ¥6,600 ¥8,800 
KP00006277 9784785311162 計量微分学幾何学 14 松本誠 197505 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006270 9784785311155 代数的整数論入門　復刊　下 13B 藤崎源二郎 197502 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006269 9784785311148 代数的整数論入門　復刊　上 13A 藤崎源二郎 197502 ¥4,950 ¥6,600 
KP00006272 9784785311117 座標 11 栗田稔 197410 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006294 9784785311100 群と表現 10 横田一郎 197301 ¥6,930 ¥9,240 
KP00006271 9784785311070 初等幾何学 7 清宮俊雄 197205 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006274 9784785311063 線形空間 6 柴岡泰光 197109 ¥6,270 ¥8,360 
KP00006293 9784785311056 群と位相 5 横田一郎 197101 ¥6,600 ¥8,800 
KP00006295 9784785311049 立体解析幾何学 4 矢野健太郎 197001 ¥5,940 ¥7,920 
KP00006296 9784785311025 平面解析幾何学 2 矢野健太郎 196901 ¥6,270 ¥8,360 

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 著　　者 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00006267 9784785310943 ベクトル解析 矢野健太郎、石原繁 199510 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006265 9784785310974 応用解析 矢野健太郎、石原繁 199609 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006268 9784785310899 複素解析 矢野健太郎、石原繁 199509 ¥2,310 ¥3,080 
KP00006266 9784785310868 微分方程式 矢野健太郎、石原繁 199411 ¥2,310 ¥3,080 

Product ID 底本 ISBN 書　　　名 巻号 著　　者 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00012287 9784764904781 シローの定理 1 佐藤 隆夫 201504 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012288 9784764904798 論理数学 2 太原 育夫 201504 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012310 9784764905030 数理物理と数理情報の基礎 3 大矢 雅則、原 利英 201604 ¥7,260 ¥14,520 
KP00012317 9784764905115 多様体への道 4 榎本 一之 201606 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012322 9784764905177 イデアル論入門 5 新妻 弘 201609 ¥8,580 ¥17,160 
KP00012334 9784764905337 群の表示 6 佐藤 隆夫 201702 ¥7,920 ¥15,840 
KP00012352 9784764905542 可換環論の様相：クルルの定理と正則局所環 7 新妻 弘 201712 ¥9,240 ¥18,480 
KP00012360 9784764905658 変分問題：直接法と解の正則性 8 立川 篤 201804 ¥8,250 ¥16,500 
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Product ID 底本 ISBN 書　　　　　名 巻号 著　者　名 底本
出版年

同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00019038 9784320110731 可換環論の勘どころ 32 後藤四郎 201708 ¥6,270 ¥9,405 
KP00019039 9784320110748 複素数と複素数平面―幾何への応用― 33 桑田孝泰、前原濶 201708 ¥5,610 ¥8,415 
KP00019040 9784320110755 グラフ理論とフレームワークの幾何 34 前原濶、桑田孝泰 201710 ¥5,610 ¥8,415 

実教出版
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00018150 9784407344608 専門へのステップアップ　理工系の基礎数学 Primary大学テキスト 金原粲【監修】 北原直人 中上川友樹 西宮信夫 水町龍一 201710 ¥6,050 
KP00009139 9784407332506 これだけはおさえたい確率統計 Primary大学テキスト 塚田真一 , 杉山高一【監修】 201403 ¥5,225 
KP00009070 9784407318302 これだけはおさえたい理工系の基礎数学 Primary大学テキスト 北原直人 中上川友樹 西宮信夫 水町龍一  金原粲【監修】200910 ¥6,050 
KP00009110 9784407325133 よ・く・わ・か・る！基礎数学 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 松田秀樹 今井仁司 201211 ¥2,750 
KP00009108 9784407325119 よ・く・わ・か・る！微分積分 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 松田秀樹 今井仁司 201112 ¥2,750 
KP00009109 9784407325126 よ・く・わ・か・る！線形代数 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 松田秀樹 今井仁司 201112 ¥2,750 
KP00009030 9784407310801 基礎数学 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 200709 ¥2,640 
KP00009031 9784407310818 線形代数 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 200701 ¥2,640 
KP00009032 9784407310825 微分積分 Primary大学ノート 藤田岳彦  石村直之 藤岡敦 200701 ¥2,640 

岩波書店
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00014848 9784000298704 物理のための数学 物理入門コース　新装版　１０ 和達三樹 201712 ¥7,920 ¥23,760 
KP00013130 9784000055338 数学史 佐々木力 201002 ¥33,000 ¥99,000 
KP00019394 9784000052696 群論 寺田至  原田耕一郎 200608 ¥10,450 ¥31,350 
KP00019406 9784000058759 非可換環 谷崎俊之 200607 ¥7,480 ¥22,440 
KP00019397 9784000054577 実関数とフーリエ解析 高橋陽一郎 200607 ¥12,100 ¥36,300 
KP00019405 9784000058742 微分方程式と固有関数展開 小谷眞一  俣野博 200606 ¥8,250 ¥24,750 
KP00019392 9784000051989 可換環と体 堀田良之 200606 ¥10,780 ¥32,340 
KP00019408 9784000059534 複素解析 藤本坦孝 200605 ¥7,480 ¥22,440 
KP00019403 9784000056502 楕円型・放物型偏微分方程式 村田實  倉田和浩 200605 ¥8,800 ¥26,400 
KP00019401 9784000056113 双曲型偏微分方程式と波動現象 井川満 200604 ¥8,030 ¥24,090 
KP00019393 9784000052436 幾何学的変分問題 西川青季 200604 ¥8,250 ¥24,750 
KP00019389 9784000050517 位相幾何 佐藤肇 200602 ¥6,050 ¥18,150 
KP00019391 9784000051972 関数解析 岡本久 200601 ¥9,350 ¥28,050 
KP00019395 9784000053198 現代数学の広がり１ 上野健爾、青本和彦 砂田利一 深谷賢治 200511 ¥7,480 ¥22,440 
KP00019396 9784000053204 現代数学の広がり 2 木村達雄、高橋陽一郎 村瀬元彦 木上淳 坂内英一 200505 ¥7,480 ¥22,440 
KP00019398 9784000055277 数論１：　Fermat の夢と類体論 加藤和也、黒川信重  斎藤毅 200501 ¥12,650 ¥37,950 
KP00019399 9784000055284 数論２：　岩澤理論と保型形式 黒川信重、栗原将人  斎藤毅 200502 ¥8,800 ¥26,400 
KP00019402 9784000056496 代数幾何 上野健爾 200510 ¥16,500 ¥49,500 
KP00019407 9784000059527 複素幾何 小林昭七 200509 ¥11,000 ¥33,000 
KP00019390 9784000051965 確率微分方程式 舟木直久 200506 ¥7,700 ¥23,100 
KP00019404 9784000058735 微分形式の幾何学 森田茂之 200503 ¥11,000 ¥33,000 

森北出版
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00021309 9784627080430 基礎応用 第三角法図学　第 3版 岩井實  石川義雄 喜山冝志明 佐久田博司 201906 ¥5,500 ¥8,250 
KP00020499 9784627817128 誤り訂正符号入門　第 2版 阪田省二郎、栗原正純、松井一、藤沢匡哉【訳】、イエルン・ユステセン 201904 ¥9,350 ¥14,025 
KP00020032 9784627854710 計算モデルとプログラミング 猪股俊光、山田敬三 201904 ¥8,800 ¥13,200 
KP00017665 9784627073326 ベクトル解析の基礎（第 2版） 長谷川正之、稲岡毅 201811 ¥5,500 ¥8,250 
KP00015498 9784627082014 工学系のための応用数学 松井信行　【監修】、市村正也、森田良文　【著】201809 ¥6,050 ¥9,075 
KP00004773 9784627810822 離散数学　第２版 情報工学レクチャーシリーズ 陳慰、和田幸一 201710 ¥7,150 ¥10,725 
KP00004772 9784627052024 大学新入生のためのリメディアル数学　第２版 中野友裕 201710 ¥6,600 ¥9,900 
KP00004768 9784627096714 線形代数：　ベクトルからベクトル空間・線形写像まで 川嶌俊雄 201709 ¥7,150 ¥10,725 
KP00001027 9784627061910 例題で学ぶ集合と論理 鈴木登志雄 201601 ¥6,050 ¥9,075 
KP00001022 9784627057319 線形代数 工学系数学テキストシリーズ 上野健爾【監修】工学系数学教材研究会【編】201512 ¥5,225 ¥7,837 
KP00001023 9784627057418 応用数学 工学系数学テキストシリーズ 上野健爾【監修】工学系数学教材研究会【編】201511 ¥6,875 ¥10,312 
KP00001021 9784627057210 微分積分 工学系数学テキストシリーズ 上野健爾【監修】工学系数学教材研究会【編】201412 ¥6,050 ¥9,075 
KP00001020 9784627057111 基礎数学 工学系数学テキストシリーズ 上野健爾【監修】工学系数学教材研究会【編】201410 ¥5,225 ¥7,837 
KP00001033 9784627093836 Ｃによる数値計算法入門　第２版　新装版 堀之内総一、酒井幸吉、榎園茂 201511 ¥6,050 ¥9,075 
KP00001035 9784627096615 線形代数と幾何：　ベクトル・行列・行列式がよくわかる 林義実 201509 ¥6,050 ¥9,075 
KP00001142 9784627852914 はじめて学ぶオートマトンと言語理論 藤原暁宏 201507 ¥6,600 ¥9,900 
KP00001106 9784627734623 大学１年生のための電気数学　第２版：　電気回路・電磁気学の基礎数学 高木浩一、猪原哲、佐藤秀則、高橋徹、向川政治 201412 ¥6,600 ¥9,900 
KP00001147 9784627921818 数理計画法入門 坂和正敏、西崎一郎 201411 ¥6,600 ¥9,900 
KP00001017 9784627026131 ラプラス変換とフーリエ解析要論　第２版　新装版 田代嘉宏 201411 ¥4,950 ¥7,425 
KP00001125 9784627801530 数値計算法　第２版　新装版 三井田惇郎、須田宇宙 201402 ¥5,500 ¥8,250 
KP00001025 9784627061514 例題と演習でわかる離散数学 加納幹雄 201312 ¥6,600 ¥9,900 
KP00001030 9784627076716 基礎からの微分方程式：　実例でよくわかる 稲岡毅 201205 ¥6,875 ¥10,312 
KP00001139 9784627849112 はじめての情報理論 稲井寛 201107 ¥6,600 ¥9,900 
KP00001031 9784627076914 例題で学ぶ微分積分学 阿部剛久、井戸川知之、古城知己ほか 201106 ¥5,500 ¥8,250 

翔泳社
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00022397 9784798155364 技術者のための線形代数学：　大学の基礎数学を本気で学ぶ 中井悦司 201808 ¥8,580 ¥18,810 
KP00022398 9784798155357 技術者のための基礎解析学：　機械学習に必要な数学を本気で学ぶ 中井悦司 201801 ¥8,580 ¥18,810 
KP00022407 9784798141107 その数式、プログラムできますか？：　数式は如何にしてプログラムに翻訳されるのか アレクサンダー・Ａ．・ステパノフ、ダニエル・Ｅ．・ローズ【著】、クイープ【訳】 201505 ¥8,580 ¥18,810 

朝倉書店
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00024338 9784254116175 幾何学百科ＩＩ　幾何解析 酒井隆、小林治、芥川和雄、西川青季、小林亮一 201811 ¥24,090 ¥48,180 
KP00017784 9784254117523 コンピュータと数学 現代基礎数学 2 高橋正子 201605 ¥9,240 ¥18,480 
KP00017786 9784254117684 曲面と可積分系 現代基礎数学 18 井ノ口順一 201510 ¥10,890 ¥21,780 
KP00018538 9784254117660 圏と加群 現代基礎数学 16 清水勇二 201803 ¥13,200 ¥26,400 
KP00017785 9784254117608 応用微分方程式 現代基礎数学 10 小川卓克 201704 ¥10,560 ¥21,120 

日本評論社
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00007472 9784535806351 代数学入門：　先につながる群 , 環 , 体の入門 日評ベーシック・シリーズ 川口周 201709 ¥7,590 ¥11,385 
KP00006208 9784535608894 物理数学における微分方程式 数理物理学方法序説 保江邦夫 200206 ¥5,500 ¥8,250 
KP00006206 9784535608870 連続群論 数理物理学方法序説 保江邦夫 200102 ¥4,840 ¥7,260 
KP00006200 9784535608818 複素関数論 数理物理学方法序説 保江邦夫 200011 ¥4,840 ¥7,260 
KP00006207 9784535608887 微分幾何学 数理物理学方法序説 保江邦夫 200009 ¥4,840 ¥7,260 
KP00006201 9784535608825 ヒルベルト空間論 数理物理学方法序説 保江邦夫 200005 ¥4,840 ¥7,260 

共立出版　■数学のかんどころ　シリーズ（続） 裳華房
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00021311 9784785306410 Introduction to Calculus in English：　英語で学ぶ微分積分学 Jan B ezina, 柳田英二 共著 201903 ¥4,950 ¥6,600 
KP00011401 9784785315726 微分積分リアル入門：　イメージから理論へ 髙橋 秀慈 201709 ¥4,455 ¥5,940 
KP00018042 9784785315719 具体例から学ぶ 多様体 藤岡敦 201703 ¥4,950 ¥6,600 
KP00018040 9784785315702 本質から理解する 数学的手法 荒木修、齋藤智彦、 201611 ¥3,795 ¥5,060 
KP00006252 9784785322502 力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 松下貢 201607 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006258 9784785315658 複素関数論の基礎 山本直樹 201511 ¥3,960 ¥5,280 
KP00006246 9784785315634 曲線と曲面　改訂版：　微分幾何的アプローチ 梅原雅顕、山田光太郎 201502 ¥4,785 ¥6,380 
KP00006234 9784785315627 物理と工学のベーシック数学：　大学初年級でマスターしたい 河辺哲次 201411 ¥4,455 ¥5,940 
KP00011399 9784785315610 経済・経営のための 数学教室：　経済数学入門 小林 道正 201411 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006264 9784785315603 数値計算 理工系の数理 柳田英二、中木達幸、三村昌泰【共著】 201410 ¥4,455 ¥5,940 
KP00006260 9784785310103 代数学と幾何学　復刊 矢野健太郎 201203 ¥6,270 ¥8,360 
KP00018534 9784785315337 数学用語と記号ものがたり 片野善一郎 200308 ¥4,125 ¥5,500 
KP00021313 9784785315269 続 微分積分読本：　多変数 小林昭七 200108 ¥3,795 ¥5,060 
KP00021312 9784785315214 微分積分読本：　１変数 小林昭七 200004 ¥3,795 ¥5,060 
KP00006255 9784785315184 微分積分：　理工系入門 石原繁、浅野重初、浅野瑞枝 199909 ¥3,135 ¥4,180 
KP00021314 9784785315160 円の数学 小林昭七 199906 ¥2,805 ¥3,740 
KP00021315 9784785310912 曲線と曲面の微分幾何　改訂版 小林昭七 199509 ¥4,290 ¥5,720 
KP00006251 9784785310691 一般力学系と場の幾何学 大森英樹 199109 ¥8,250 ¥11,000 
KP00006250 9784785310646 変分法と調和写像 浦川肇 199011 ¥7,590 ¥10,120 
KP00021316 9784785310585 接続の微分幾何とゲージ理論 小林昭七 198905 ¥7,755 ¥10,340 
KP00006254 9784785310509 数論序説 小野孝 198701 ¥5,940 ¥7,920 

近代科学社
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00021709 9784764905924 大学数学のお作法と無作法 藤原毅夫 201906 ¥8,250 ¥16,500 
KP00020781 9784764905863 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 201905 ¥8,580 ¥17,160 
KP00020210 9784764905856 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 201903 ¥8,580 ¥17,160 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
KP00012314 9784764905078 数学の道具箱 Mathematica 基本編 宮岡 悦良 201604 ¥12,540 ¥25,080 
KP00012306 9784764904996 日常現象からの解析学 岡本 久 201602 ¥11,880 ¥23,760 
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 
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 
KP00012367 9784764910546 はじめての離散数学 小倉 久和 201103 ¥7,920 ¥15,840 
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 
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 

コロナ社
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00018893 9784339061116 徹底解説　応用数学：　ベクトル解析，複素解析，フーリエ解析，ラプラス解析 桑野泰宏 201609 ¥8,250 ¥12,375 
KP00018889 9784339028591 プログラムで愉しむ数理パズル：　未解決の難問や AI の課題に挑戦 伊庭斉志 201608 ¥9,240 ¥13,860 
KP00018881 9784339028539 実践サイバーセキュリティモニタリング 八木毅、青木一史、秋山満昭、幾世知範、高田雄太 201604 ¥8,910 ¥13,365 
KP00018876 9784339046465 高校数学でマスターする　計測工学：　基礎から応用まで 小坂学、岡田志麻【共著】 201603 ¥8,580 ¥12,870 
KP00012462 9784339032185 高校数学でマスターする 現代制御とディジタル制御：　本質の理解からMat@Scilab による実践まで 小坂学 201509 ¥8,580 ¥12,870 
KP00012445 9784339008760 高校数学でマスターする 電気回路：　水の流れで電気を実感 小坂学 201504 ¥7,920 ¥11,880 
KP00018873 9784339028508 はじめて学ぶコンピュータ概論：　ハードウェア・ソフトウェアの基本 寺嶋廣克、朴鍾杰、安岡広志、平野正則【共著】201602 ¥6,930 ¥10,395 
KP00012455 9784339024975 例題で学ぶ知能情報入門 大堀隆文　ほか 201508 ¥8,580 ¥12,870 
KP00012432 9784339061086 大学新入生のための基礎数学 桑野泰宏 201502 ¥7,920 ¥11,880 
KP00008543 9784339024890 数理論理学：　合理的エージェントへの応用に向けて 加藤暢、高田司郎、新出尚之 201410 ¥9,240 ¥13,860 
KP00008552 9784339061079 基礎からの線形代数 桑野泰宏 201409 ¥8,580 ¥12,870 
KP00008571 9784339061062 工学系の微分方程式入門：　書き込み式 田中聡久 201404 ¥7,260 ¥10,890 
KP00008573 9784339061055 基礎からの微分積分 桑野泰宏 201403 ¥7,920 ¥11,880 

オーム社
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00024369 9784274222764 7 日間集中講義！ Excel 回帰分析入門：　ツールで拡がるデータ解析＆要因分析 米谷学 201810 ¥7,425 ¥8,910 
KP00024316 9784274222368 R による多変量解析入門：　データ分析の実践と理論 川端一光、岩間徳兼、鈴木雅之 201807 ¥9,350 ¥11,220 
KP00011687 9784274219696 発見・予想を積み重ねる ―それが整数論 安福　悠【著】 201612 ¥8,800 ¥10,560 
KP00005923 9784274219580 The R Tips 第 3 版 ：　データ解析環境Ｒの基本技・グラフィックス活用集 舟尾暢男 201610 ¥9,900 ¥11,880 
KP00005768 9784274218279 対応分析入門：　原理から応用まで Clausen, Sten-Erik 藤本一男【訳】 201511 ¥7,150 ¥8,580 
KP00005817 9784274216527 やさしい経済数学テキスト：　高校数学からはじめる 鈴木孝弘 201410 ¥5,500 ¥6,600 
KP00005760 9784274069314 ４４の例題で学ぶ計量経済学 唐渡広志 201309 ¥8,800 ¥10,560 
KP00005859 9784274069253 Excelで学ぶ共分散構造分析とグラフィカルモデリング：　Excel　2013／2010／2007対応版 小島隆矢、山本将史 201308 ¥10,450 ¥12,540 
KP00005782 9784274069147 Ｅｘｃｅｌで学ぶ多変量解析入門：　Ｅｘｃｅｌ　２０１３／Ｅｘｃｅｌ　２０１０対応版 菅民郎 201304 ¥7,700 ¥9,240 
KP00005771 9784274212789 やさしく語る線形代数 数学チュートリアル 西岡康夫 201210 ¥6,325 ¥7,590 
KP00009859 9784274212239 やさしく語る微分積分 数学チュートリアル 西岡康夫 201207 ¥6,325 ¥7,590 
KP00005809 9784274068881 Ｅｘｃｅｌで学ぶ微分積分 山本将史 201208 ¥6,600 ¥7,920 
KP00010353 9784274503917 大人の算数・数学再学習：　小中高１２年 饒村曜 201206 ¥5,775 ¥6,930 
KP00009876 9784274211652 リフレッシュ数学：　高校数学から大学数学へ 大石彰 201202 ¥6,325 ¥7,590 
KP00005973 9784274068195 マンガでわかる電気数学 田中賢一、松下マイ 201111 ¥6,050 ¥7,260 
KP00005656 9784274068232 マンガでわかる虚数・複素数 相知政司【著】石野人衣【作画】 201011 ¥5,225 ¥6,270 
KP00005944 9784274067860 マンガでわかる微分方程式 佐藤実、あづま笙子、 200911 ¥6,050 ¥7,260 
KP00007884 9784274066177 マンガでわかるフーリエ解析 渋谷道雄、晴瀬ひろき、 200603 ¥6,600 ¥7,920 
KP00010322 9784274066320 マンガでわかる微分積分 小島寛之【著】十神真【作画】 200512 ¥5,225 ¥6,270 

大学教育出版
Product ID 底本 ISBN 書　　　名 シリーズ名 著　者　名 底本

出版年
同時アクセス数１
本体価（税別）

同時アクセス数３
本体価（税別）

KP00016156 9784887308800 円錐曲線論 アポッロニオス【著】ポール・ヴェル・エック【仏訳】　竹下貞雄【和訳】200901 ¥4,180 ¥8,360 
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