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タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号

1 ビューティフル・マインド : 天才数学者の絶望と奇跡 シルヴィア・ナサー〔著〕 ; 塩川優訳 新潮社 2002.3 289.3/N

2 数の悪魔 : 算数・数学が楽しくなる12夜

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガ―著 ; ロ

―トラウト・ズザンネ・ベルナ―絵 ; 丘沢静也

晶文社 1998.9 410/E

3 例題と演習で学ぶ文系のための数学入門 藤本佳久 学術図書出版社 2009.3 410/F

4 パソコンで開く数の不思議世界 飯高茂 岩波書店 2004.9 410/I

5 "疑問"に即座に答える算数数学学習小事辞典 仲田紀夫 黎明書房 2010.3 410/N

6 マンガおはなし数学史 : これなら読める!これならわかる! 仲田紀夫原作 ; 佐々木ケン漫画 講談社 2000.12 410/O

7 大学数学の基礎 酒井文雄 共立出版 2011.5 410/S

8 数学ガール（２）フェルマーの最終定理 結城浩 ソフトバンククリエイティブ2008.8 410/Y

9 数学ガール（３）ゲーデルの不完全性定理 結城浩 ソフトバンククリエイティブ2009.11 410/Y

10 数学ガール（４）乱択アルゴリズム 結城浩 ソフトバンククリエイティブ2011.3 410/Y

11 数学ガール（５）ガロア理論 結城浩 ソフトバンククリエイティブ2012.6 410/Y

12 朝倉数学ハンドブック（基礎編） 飯高茂, 楠岡成雄, 室田一雄編集 朝倉書店 2010.5-2011.8 410.36/I

13 朝倉数学ハンドブック（応用編） 飯高茂, 楠岡成雄, 室田一雄編集 朝倉書店 2010.5-2011.8 410.36/I

14 マンガ・数学小事典 : 基本をおさえる 岡部恒治著 ; おやまだ祥子画 講談社 1988.1 410.4/O

15 秋山仁と算数・数学不思議探検隊 都数研・不思議調査班編 森北出版 1994.8 410.4/T

16 数学感覚をやしなう : 算数がわかれば数学はわかる 高野一夫 講談社 1980.12 410.4/T

17 数学ガール（１） 結城浩 ソフトバンククリエイティブ2007.6 410.4/Y

18 算数・数学の迷い路 : ことばと論理をめぐる20章 細井勉 日本評論社 2011.6 410.7/H

19 Ｐｒｏｌｏｇで作る数学の世界 : Ｐｒｏｌｏｇそして集合−位相−群 飯高茂 朝倉書店 1990.6 410.7/I

20 数学パズル・パンドラの箱 : 楽しい、くやしい、おもしろい！ ブライアン・ボルト著 ; 木村良夫訳 講談社 1994.10 410.79/B

21 わくわくする数学 : 日常生活の中に見つける美と驚きの世界 ロブ・イースタウェイ著 ; 岩谷宏訳 ソフトバンククリエイティブ2009.5 410.79/E

22 パズルで鍛える数学力 Ｙ．ペレルマン著 ; 金沢養訳 白揚社 2000.10 410.79/P

23 数・計算クイズ ワン・ステップ編 金の星社 2011.2 410.79/W

24 代数幾何学　１ 飯高茂 岩波書店 1976.6-1977.6 410.8/I

25 代数幾何学　２ 飯高茂 岩波書店 1976.6-1977.6 410.8/I

26 代数幾何学　３ 飯高茂 岩波書店 1976.6-1977.6 410.8/I

27 可換環論 飯高茂 岩波書店 1989 410.8/I

28 線形代数 : 基礎と応用 飯高茂 朝倉書店 2001.9 410.8/I/3

29 射影空間の幾何学 川又雄二郎 朝倉書店 2001.10 410.8/K/11

30 楽しく学ぶ線型代数 飯高茂 紀伊国屋書店 1987.1 411.3/I

31 マンガでわかる線形代数 高橋信著 : 井上いろは作画 オーム社 2008.11 411.3/T

32 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福間慶明 共立出版 2011.6 411.35/F

33 行列の数学 植野義明 朝倉書店 2012.9 411.35/U

34 群論, これはおもしろい : トランプで学ぶ群 飯高茂 共立出版 2013.1 411.6/I

35 環論, これはおもしろい : 素因数分解と循環小数への応用 飯高茂 共立出版 2013.1 411.72/I

36 体論, これはおもしろい : 方程式と体の理論 飯高茂 共立出版 2013.1 411.73/I

37 ガウスとオイラーの整数論 : 中学入試算数が語るもの 吉田信夫著 ; アップ研伸館編 技術評論社 2011.3 412/Y

38 マンガｔｈｅびぶん・せきぶん : 算数からｓｔａｒｔ！ 樋口禎一他 森北出版 1990.12 413.3/H

39

マンガでわかる微分積分 : 微積ってなにをしているの?どうし

て教科書はわかりにくいの?

石山たいら, 大上丈彦共著 ; メダカカレッジ監修ソフトバンククリエイティブ2007.12 413.3/I

40 マンガでわかるフーリエ解析 渋谷道雄著 ; 晴瀬ひろき作画 オーム社 2006.3 413.59/S

41 マンガでわかる微分方程式 佐藤実著 ; あづま笙子作画 オーム社 2009.11 413.6/S



42 マンガ幾何入門 : 頭脳が楽しく鍛えられる 岡部恒治著 ; 藤岡文世絵 講談社 1996.9 414/O

43 マンガ数学が驚異的によくわかる H.スワン, J.ジョンソン著 ; 山崎直美訳 白揚社 1995.10 420/S

44 算法少女 遠藤 寛子 筑摩書房 2006.8 913.6/E

45 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社 2003.8 913.6/O

46 天地明察（上） 冲方 丁

角川書店(角川グルー

プパブリッシング)

2012.5 913.6/U

47 天地明察（下） 冲方 丁

角川書店(角川グルー

プパブリッシング)

2012.5 913.6/U

48 プルーフ・オブ・マイ・ライフ

デイヴィッド・オーバーン脚本 : レベッカ・ミ

ラー脚本 : 池谷律代〔ノベライズ〕編訳

竹書房 2006.1 933.7/A

AVAVAVAV

1 ビューティフル・マインド : Ａ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｍｉｎｄ ロン・ハワード監督

ユニバーサル・ピク

チャーズ・ジャパン（発

売）

2002

2 博士の愛した数式 小泉堯史監督・脚本 ; 小川洋子原作

アスミック (発売)

角川エンタテインメント

(販売)

2006

3 プルーフ・オブ・マイ・ライフ ジョン・マッデン アミューズソフトエンタテインメント2006


