
 

アプリでいつでもどこでも便利に学習しよう！ 
 

近代科学社 
学生向け 数学書おすすめタイトル 

  

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト
機能など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

図書館向け 全42点 
 

同時アクセス１本体価（税抜）    518,760円 

同時アクセス３本体価（税抜） 1,037,520円 
※単品でのご購入も可能です。 

No.KD0097    2020年3月 

KinoDenなら 学外からスマホで読めるから 学習がはかどる 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に 

②無料アプリ 
bREADER Cloudをスマホに

ダウンロードしてログイン 

①学内でKinoDenの 
アカウントを作って読みたい本を 
My本棚に追加 

株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501  Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

アプリなら好きな
ページにしおりや
マーカーをつけて 
いつでも呼び出し！ 



§ロングセラー翻訳書

書名 編著者名 発行年 冊子版ISBN 商品コード
同時1アクセス

（本体）
同時3アクセス

（本体）

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 KP00012239 ¥26,400 ¥52,800

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】

2017 9784764904767 KP00012286 ¥29,700 ¥59,400

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【著】
日本応用数理学会【監訳】
今井桂子/岡本　久【監訳幹事】

2017 9784764904231 KP00012247 ¥29,700 ¥59,400

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. CORMEN/C. LEISERSON/R.
RIVEST/C. STEIN【共著】
浅野哲夫【訳】

2013 9784764904088 KP00012240 ¥46,200 ¥92,400

セジウィック
：アルゴリズムC 第1～4部

ロバート・セジウィック【著】
野下浩平/星　守【訳】

2018 9784764905603 KP00012357 ¥29,700 ¥59,400

グラフ理論入門
ロビン・Ｊ．ウィルソン【著】
西関隆夫/西関裕子【訳】

2001 9784764902961 KP00016566 ¥7,920 ¥15,840

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【著】
上原隆平【訳】

2012 9784764904217 KP00012245 ¥13,860 ¥27,720

¥183,480 ¥366,960

§スッキリわかる数学シリーズ

書名 編著者名 発行年 冊子版ISBN 商品コード
同時1アクセス

（本体）
同時3アクセス

（本体）

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 KP00012361 ¥7,920 ¥15,840

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 KP00012363 ¥8,250 ¥16,500

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 KP00012364 ¥8,250 ¥16,500

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 KP00012365 ¥7,920 ¥15,840

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 KP00012366 ¥8,250 ¥16,500

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 KP00012292 ¥8,910 ¥17,820

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 KP00020210 ¥8,580 ¥17,160

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 KP00020781 ¥8,580 ¥17,160

¥66,660 ¥133,320

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。

近代科学社の数学書の中でも、特に評価が高くお薦めのラインナップ！



§好評・アルゴリズム関連書

書名 編著者名 発行年 冊子版ISBN 商品コード
同時1アクセス

（本体）
同時3アクセス

（本体）

離散数学への入門 小倉久和 2005 9784764903210 KP00012213 ¥7,920 ¥15,840

高校－大学　数学公式集 大矢雅則/戸川美郎 2014 9784764904675 KP00012280 ¥9,240 ¥18,480

高校－大学　数学公式集 大矢雅則/戸川美郎 2015 9784764904682 KP00012281 ¥9,240 ¥18,480

数学の道具箱 Mathematica 基本編 宮岡悦良 2016 9784764905078 KP00012314 ¥12,540 ¥25,080

数学用語英和辞典 蟹江幸博 2013 9784764903838 KP00012232 ¥9,900 ¥19,800

数学の作法 蟹江幸博 2016 9784764905146 KP00012319 ¥8,250 ¥16,500

孫と一緒にサイエンス
数って不思議！！…∞

蟹江幸博 2018 9784764905825 KP00016568 ¥8,250 ¥16,500

大学数学のお作法と無作法 藤原毅夫 2019 9784764905924 KP00021709 ¥8,250 ¥16,500

離散幾何学フロンティア 秋山　仁 2020 9784764906075 KP00026402 ¥14,850 ¥29,700

あるごりずむ 広瀬貞樹 2006 9784764903203 KP00012212 ¥7,920 ¥15,840

はじめてのアルゴリズム 上原隆平 2013 9784764904491 KP00012265 ¥7,920 ¥15,840

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 KP00012302 ¥7,590 ¥15,180

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 KP00012336 ¥8,910 ¥17,820

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 KP00012337 ¥8,910 ¥17,820

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】

2017 9784764905375 KP00012338 ¥13,860 ¥27,720

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 2018 9784764905702 KP00013403 ¥7,920 ¥15,840

¥151,470 ¥302,940



§大学数学 スポットライト・シリーズ

書名 編著者名 発行年 冊子版ISBN 商品コード
同時1アクセス

（本体）
同時3アクセス

（本体）

1　シローの定理 佐藤隆夫 2015 9784764904781 KP00012287 ¥7,920 ¥15,840

2　論理数学 太原育夫 2015 9784764904798 KP00012288 ¥7,920 ¥15,840

3　数理物理と数理情報の基礎 大矢雅則/原　利英 2016 9784764905030 KP00012310 ¥7,260 ¥14,520

4　多様体への道 榎本一之 2016 9784764905115 KP00012317 ¥7,920 ¥15,840

5　イデアル論入門 新妻　弘 2016 9784764905177 KP00012322 ¥8,580 ¥17,160

6　群の表示 佐藤隆夫 2017 9784764905337 KP00012334 ¥7,920 ¥15,840

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 KP00012352 ¥9,240 ¥18,480

8　変分問題
：直接法と解の正則性

立川　篤 2018 9784764905658 KP00012360 ¥8,250 ¥16,500

¥65,010 ¥130,020

§数学のさらなる深淵へ

書名 編著者名 発行年 冊子版ISBN 商品コード
同時1アクセス

（本体）
同時3アクセス

（本体）

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】

2017 9784764905450 KP00012344 ¥26,400 ¥52,800

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 2014 9784764904590 KP00012272 ¥13,860 ¥27,720

日常現象からの解析学 岡本　久 2016 9784764904996 KP00012306 ¥11,880 ¥23,760

¥52,140 ¥104,280

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・宮岡悦良・宮島静雄・矢部　博


