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記事でたどる 航海の軌跡 Vol.Ⅲ 

編集幹事： 松永 清子, 竹村 徹 

出版年： 2014 年 

発行所： 東京理科大学 秋山仁研究室 

総頁数： 377 ページ 

解説：2011 年から 2014 年 9 月までの活動記録をまとめた活動報告集。 

 
目次抜粋： 
第 1部 カラー記事・カラー写真 
  スペイン数学会主催の学会で招待講演 / パリ学会 GSI 2013 / 

Jorge Urrutia 教授の還暦を祝うメキシコ学会で招待講演 / フ
ィリピン数学会(Math Soc.Phillipines)主催の特別講演 / 内蒙
古大学講演 / ミシガン大学同窓会/ 東京理科大学数学体験館
オープン / 坊っちゃんの塔 建立される/ 日本アレルギー学
会・日本外傷学会 感謝状 / 藤嶋昭学長と対談 / 第 63 回読売
教育賞の審査委員を勤め、講評を述べました / 

 
第 2部 

『2011年度』 
  週刊教育資料「リーダーとは?」/ 

『2012年度』 
  文部科学省ライブ配信授業「算数・数学、勉強してどうなるの?」

/ 「復興支援先生元気プロジェクト in 宮城」にて特別講演 / 理
科大を科学教育の旗手に!/ 

  向井千秋さん、藤嶋学長、守口副学長と鼎談 / おんなのしんぶ
ん Tokiko’s Kiss 加藤登紀子×秋山仁 /“ペンタドロン”大発
見/ 岡宏子先生との出会いについて/ 

  Madridでも講演 / 「とやま夏期大学」で講演しました / 朝日
新聞『WEBRONZA』の執筆メンバーになりました / 広島中国新聞
ホールで記念講演 / 東京理科大学卒業式(於 武道館)にて記念
講演 / 

 『2013 年度』 
  秋田大曲仙北北医師会・秋田県医師会主催 特別講演 / 『新し 

い算数の話』5年生・6年生が出版されました / 
 『2014 年度』 
  「発見的教授法による数学シリーズ」全 7 巻のうち 5 巻が、森北

出版より復刻刊行されました / 「坊っちゃんの塔」完成/ 鳴門
市にて全国幼児教育研究協会主催講演会 / 「非ユークリッド幾
何学の世界」(寺阪英孝 著)の復刊に際し解説を寄稿/ 63 回読
売教育賞 最優秀賞受賞研究について審査講評を寄せました / 
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記事でたどる 航海の軌跡 Vol.Ⅱ 

編集幹事： 松永 清子, 酒井 利訓 

出版年： 2012 年 

発行所： 東海大学教育開発研究所 秋山教授定年退職記念 出版事業 

プロジェクトチーム 

総頁数： 552 ページ 

解説：2007 年から 2011 年までの活動記録をまとめた活動報告集。 

目次抜粋： 
第 1部 カラー記事・カラー写真 

  ハンガリー・ブタペストの学会 / モスクワでの数学講演 / ロシアアカデミー主催の招待講演者として参

加 / Kyoto CGGT学会での 秋山仁・小柴昌俊先生による特別講演/ 東芝の西田社長(当時)と対談 / 阿

川佐和子さんの「このひとと飲みたい第 3 回に登場/ coba さん主催のアコーディオンコンサートに特別

出演 / 妻夫木聡さんと共演の東京ガス TVCM /  

  京都芸術高等学校の名誉校長として芸術教育審議会に出席 / 日高未来塾文化講演会/ 人生の中での大切

な出会いについて綴るエッセイで 岡宏子先生との思い出を語る / 

第 2部 秋山仁 心の風景   2007年～2011年度の記事より 

 『2007年度』 

  ガーナ共和国縦断講演ツアー / Kyoto CGGT2007 / 秋山仁先生と小柴昌俊先生による特別講演が一般公開 

/ Festshrift 序文 / 産経新聞(夕刊)「わたしの失敗」に 4 夜連続で登場/ 小柴昌俊先生とピアニストの

遠山慶子さんとの交友録に秋山先生も登場/ 

 『2008年度』 

  2008 年度はサントリー・ザ・プレミアム・モルツの広告で始まりました / アコーディオン奏者の桑山哲

也氏とともにヤマハ主催の音楽イベントに出演 / 三浦朱門理事と出久根達郎理事の二人に推薦していた

だき、日本芸術家協会に入会 / 秋山先生・西田社長(当時)対談「体験的学習のすすめ」/ ハンガリー・フ

タペストでの学会での招待講演 / 映画「俺にさわるな!」(山家浩監督、主演:近藤善揮、速水今日由里)

に出演 / ヨーロッパ科学アカデミーの会員に選ばれ、会員になりました / M.J. Ruiz 先生と共著“A 

Day’s  Adventure in Math Wonderland”出版 / 

 『2009年度』 

  昨年に続き今年も YAMAHA 主催のコンサートに出演 / 敬愛する朝永先生と寅さんこと渥美清さんについて

綴る / 名誉校長を務める京都芸術高校の芸術祭で講演 / ロシアのウラジオストックで講演 / 東北大学

金属材料研究所テクニカルセンターにて講演  

 『2010年度』 

  4月から 1年間、妻夫木聡さんと共演の東京ガスの CMが TVで流れ話題になりました / cobaさん主催の

Bellows Lovers Night コンサートに今年も参加しました/ 2010年度は NHK教育 高校講座 「数学基礎」

と NHKラジオ第 2放送カルチャーアワー「目から鱗の数学講座」の収録に精力を注ぎました / 富良野にて、

脚本家 串田和美氏の映画『コーカサスの白墨の輪』に出演 / 島根県立安来高校 110周年記念講演/ 沖

縄県立首里高校創立 130年記念論説 / 『数学に恋したくなる話』が(株)PHP研究所から出版されました / 

バンコクとカンボジア・プノンペンで行なわれた 2つの学会に参加/ サイエンスポータルから「いま何が

数学に求められているか」とのインタビュー / 

 『2011年度』 

銀座・吉井画廊にて由美かおるさんと展覧会を開催しました / スペイン Alcala de Helenas で開かれた

Pro. Ferran Hurtado 還暦に出席 / 「頭がいいとはどういうことか」について、明治大学の斎藤孝教授

と対談/ 2011年 9月～12月には次のところに講演・集中講義に出掛けました。中国・上海大学、中国・

復旦大学、東京理科大学・ホームカミングデー2011記念講演、高知市西部中学校創立 50周年記念講演、

仙台市南吉成中学校で講演 / 
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記事でたどる 航海の軌跡 Vol.Ⅰ（改訂版） 

編集幹事： 松永 清子, 竹村 徹, 鈴木 政雄 

出版年： 2015 年 

発行所： 東京理科大学 秋山仁研究室 出版事業プロジェクトチーム 

総頁数： 669 ページ 

解説：1946 年から 2006 年までの活動記録をまとめた活動報告集。当

初の B5 版 (2007 年発刊) から、2014 年に記事を読みやすく改訂し、

A4 版で発行。 
新聞、雑誌の記事をベースにして、1946 年～2006 年までの秋山仁の足

跡をたどった記録です。 
専門の離散数学・グラフ理論はもとより専門分野以外でも、非常に多

岐多様に亘り膨大です。各分野で八面六臂の活動を見せる秋山先生の

ありのままの像を、これまでの先生自身の著作や先生の活動を報じた

新聞記事や刊行物からその軌跡を追跡したものです。 
 
目次抜粋: 
1. 幼少期 
2. 小学校時代 
3. 中学校時代 
4. 駒場東邦時代  
5. 大学時代  
6. 大学院時代  
7. 大学院修士課程修了(1972 年) 
8. 日本医科大学医学部教員時代(1973 年～1979 年)  
9. 米国、ミシガン大学医学部教員時代(1978 年～1979 年) 

“Another day, Another paper” 
10. 多分野への挑戦を開始(1980 年～)  
11. 東海大学教育開発研究所教授に就任 
12. 「男はつらいよ」に捧げるオマージュ  
13. 文部省教育課程審議会委員  
14. オホーツク数学ワンダーランド開館(2003 年)   
15. 数学伝道者としてその使命に邁進   
16. オホーツク数学ワンダーランド開館 
17. 数学伝道者としてその使命に邁進   
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秋山仁の落ちこぼれは天才だ 

著者：吉永 良正 

出版年： 2004 年 

発行所： 講談社 

総頁数： 256 ページ 

解説：読者は、秋山仁のあまりにも多方面への興味とその結果で味わ

う屈辱の日々の物語に引き込まれているうち、いつしか自分が秋山の

掌中にいることに気付くだろう。たとえどれほど不可能に見えようと

も、努力さえすれば必ず達成する事ができる。まさに「不可能を可能

にし、無から有を創り出す挑戦の日々」こそ秋山の信条であり、真骨

頂だと悟るのである。そしてあなたも日々これ挑戦と自分の人生をか

けたくなるのである。 

秋山仁の落ちこぼれは天才だァ 

☆文庫本も後に出版される 

著者：吉永 良正 

出版年： 1993 年 

発行所： 講談社 

総頁数： 304 ページ (デジタルブック版あり) 

解説：読者は、秋山仁のあまりにも多方面への興味とその結果で味わ

う屈辱の日々の物語に引き込まれているうち、いつしか自分が秋山の

掌中にいることに気付くだろう。たとえどれほど不可能に見えようと

も、努力さえすれば必ず達成する事ができる。まさに「不可能を可能

にし、無から有を創り出す挑戦の日々」こそ秋山の信条であり、真骨

頂だと悟るのである。そしてあなたも日々これ挑戦と自分の人生をか

けたくなるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【デジタルブック版】 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062739623/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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【書評】 

 

 

  

 

 

 

 

1993 年 10 月 27 日信濃毎日新聞夕刊人物像と教育観と 

高二チャレンジ 1995 年 12 月号 とにかく何かを始めたい GOOD BOOK 
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山形新聞 1993 年 11 月 27 日 
偏差値と落ちこぼれ 
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二十歳のころ 

編者：立花 隆, 東京大学教養学部立花隆ゼミ 

出版年： 2001 年 

秋山 仁 (分担インタビュー：49-59 ページ)  

発行所： 新潮社 (文庫本あり) 

総頁数： 633 ページ 

解説：輝ける青年期をどう過ごすかで、後の人生は大きく変わる。あ

の人の運命を変えた若き日の出来事とは？二十歳を生きる若者たち

が、熱い思いで突撃インタビュー。有名無名・老若男女、68 の青春模

様。 
私は、本書をできるだけ多くの二十歳前後の若者たちに読んでもらい

たいと思っている。二十歳前後というのは・・・、人が自分を発見す

るための時期である。自分の生き方を発見する時期である。それ故に

こそ、いちばん悩み多い時期でもある。誤りを犯しやすい時期でもあ

る。・・・人生の選択を迫られながら、選択ができない時期でもある。・・・

そういう時期なしには、どんな人生も成立しないのである。自分の二

十歳前後をうまく通過していくために、いろんな人の二十歳前後を知

る事が必要なのである。 
（「はじめに」より抜粋） 
 

夢仕掛け人・秋山仁 

著者：加納 幹雄 

出版年： 1994 年 

発行所： 海鳴社 

総頁数： 218 ページ 
解説：数学者・秋山仁の活動を、日本のグラフ理論の黎明期から身近

に研究者として接してきた著者は忘備録として記録してきた。それが

とりもなおさず、日本のグラフ理論誕生の歴史を語 
る貴重な資料となった。小さなサークルから出発し、国際会議の主催、

国際雑誌の編集など、秋山仁はじめ多くの人々の悪戦苦闘ぶりが、生

き生きと語られる。さらに著者は研究生活で気づいたさまざまな出来

事、知っておけば得をする事柄などを、軽妙なタッチでエッセイとし

てまとめた。とりわけ若い人たちに贈る著者の人生談義。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4875251637/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4101387222/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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変わり者が日本を救う 

著者： 佐高 信 

出版年： 2002 年 

発行所：（株）光文社 

総頁数：  305 ページ 

解説： 異端という才能 
   変わり者(異端)は、その人自身が日本を救うだけでなく、違った

鏡で、多くの日本人の歪んだ世界像を変えてくれる。(p286～p288) 
  秋山仁、田中真紀子、土井たか子、ほか・・・・・ 

対談集 佐高信が行く (天の巻) 

著者： 佐高 信 

出版年： 1998 年 

発行所：（株）ダイヤモンド社 

総頁数：  262 ページ 

解説： 知を散策する平成 14 人衆 
    かかる世のさわぎになりぬれば・・・・・・・ 
    過渡と頽廃の世の真姿を追尋して、旬の舌鋒で快談諧謼、 
    しばし哄笑。傑作自薦対談集。(p93～p103) 

  秋山仁、孫正義、井上陽水、ほか・・・・・ 
 
 

The Akiyama-Chvatal Festschrift 

編者：D.Avis,A.Bondy,M.Kano,N.Kato 

著者：J.Urrutia,M.Kano,M.J.Ruiz,D.Aris,A.Bondy,W.Cook,B.Reed 他 

出版年： 2007 年 

発行所：Springer 

総頁数： 378 ページ 

解説： 秋山仁, Vasek Chvatal,の還暦を祝して二人の数学者の業績を 
紹介 
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Educational Development 教育開発 Vol.2 別冊   

秋山 仁教授 還暦」記念号 

出版年： 2006 年 
 
発行所：東海大学教育開発研究所 
 
総頁数：  161 ページ 
 
目次： 
 
秋山仁さんの数学と人柄への賛辞（藤田 宏） ・・・・・・・・・・P5 
夢仕掛人 秋山仁 （加納幹雄） ・・・・・・・・・・・・・・・・P13 
目撃者の証言 （奈良知恵・Mari-Jo P. Ruiz） ・・・・・・・・・・・P21 
秋山仁と彼の幾何学に対するささやかな賛辞（酒井利訓・Jorge Urrutia）  

・・・・・・・・・・P31 
秋山仁教授のグラフ理論における学術業績（加納幹雄・松田晴英） 

・・・・・・・・・・P51 
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