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新しい算数の話 5年生 

著者： 秋山 仁, 松永 清子 

出版年： 2014 年 

発行所： 東京書籍 

総頁数： 143 ページ 

解説：考える力を養う算数読み物シリーズの中の一巻、1 年生から 4

年生までを坪田耕三先生が執筆し、5 年、6 年生を秋山仁先生と松永清

子さんが執筆した。 

算数が面白くなる話がいっぱい！ 

・ものさしを使わないで紙を 3 等分 

・いろいろな図形の一刀斬り 

・エッシャーの繰り返し模様の作り方 

・多角形から長方形への整形手術 

 

新しい算数の話 6年生 

著者： 秋山 仁, 松永 清子 

出版年： 2014 年 

発行所： 東京書籍 

総頁数： 167 ページ 

解説：考える力を養う算数読み物シリーズの中の一巻、1 年生から 4

年生までを坪田耕三先生が執筆し、5 年、6 年生を秋山仁先生と松永清

子さんが執筆した。 

算数が面白くなる話がいっぱい！ 

・立方体の 11 種類の展開図 

・キツネからヘビへ変身 

・詰め込みマジックの作り方 

・立体の「元素」ペンタドロン 
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みんなで遊ぼう! 算数ゲームブック 

☆中国語への翻訳版あり 

監修： 秋山 仁 

出版年： 2013 年 (2016 年中国語版発刊予定) 

発行所： 学研教育出版 

総頁数： 64 ページ 

解説： この本の特長：すべて競技型のゲームなので、家族や友だち、

みんなで遊べる。ゲームを楽しみながら、算数の基礎となる計算や図

形センスが自然に身につく。さいころとボードがついているのですぐ

に遊べる。 
この本で学べる算数のテーマ： 
くり上がりのあるたし算、くり下がりのあるひき算、かけ算の九九、

分数の計算、図形の組合せ、時計の読み方、道のり、速さ、時間、論

理力など。 

かがみでみつけるかずかたち 

著者： グループ・コロンブス 

監修： 秋山 仁 

出版年： 2010 年 

発行所： 文化出版局 

総頁数： 23 ページ 

解説：本書は、自立の原動力である考える力を培うために作られた本

である。そのために、自然科学の中で最も重要な概念の一つである「対

称性」を題材にしている。鏡で不思議を見つけさせ、子どもたちを知

的興奮のるつぼに誘おうという作戦である。子どもたちが「不思議を

透視する鏡」で遊ぶことにより、知らず知らずのうちに考えたり、想

像することの楽しさを体験させる本である。 

みんなで遊ぼう！算数ゲームブック 中国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2016 年 

発行所： 未定 
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アメリカの数のえほん  

100万ってどれくらい？ 

日本語監修 : 秋山 仁 

著者 : デビット・M・シュワルツ 

訳者 : 須美子・サライン 

出版年： 2007 年 

発行所： 文研出版 

総頁数： 40 ページ 

解説： 大きな数の世界へ、ようこそ！あなたは、算数の勉強っていう

と、どんなことを思い浮かべますか？計算練習ですか？どういうこと

かなのかわからなくても、繰り返し練習して、やり方を覚えることが、

勉強だと思っていませんか？本当の勉強とは、新しい知識を本で読ん

だり、先生から聞いたことを「なぜだろう？」「本当かな？」って、自

分の頭の中で、いろいろ想像して、わくわくドキドキしながら、色々

な方法を考えることなんだよ。この本では、100 万とか 10 億、1 兆な

んていう大きな数について、それらの数がどれくらい大きいのか、マ

ーベラシモと一緒に想像の世界を旅します。イメージをうーんと膨ら

ませて、これらの数のドデカさにビックリして楽しもうね。 

アメリカの数のえほん  

100万ドルあったなら 

日本語監修 : 秋山 仁 

著者 : デビット・M・シュワルツ 

訳者 : 須美子・サライン 

出版年： 2007 年 

発行所： 文研出版 

総頁数： 40 ページ 

解説： お金の世界へ、ようこそ！ 
きみの生活の中で、計算しなくちゃいけない時って、どんな時かな？

買い物をして、お金の計算をするときが一番多いんじゃないかな？僕

たちにとって、お金の世界は、とても大切な数の世界なんだ。お金の

仕組みについて考えるってことは、自分が何を大切にして社会でどう

いう風に生きていくかを考えることに繋がっていくことでもあるん

だ。本の中に出てくる子どもたちは、たくさんお金があったら、カバ

を買いたい、お城を買いたい、銀行に預けるなど、考えはいろいろだ。

「自分だったら、どうかなぁ？」と、考えながら、楽しんでください。

さざ、マーベラシモとお金の世界へ出発！ 
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アメリカの数のえほん  

100万をはかってみよう 

日本語監修 : 秋山 仁 

著者 : デビット・M・シュワルツ 

訳者 : 須美子・サライン 

出版年： 2007 年 

発行所： 文研出版 

総頁数： 36 ページ 

解説： 学校では、体重や身長を測る「身体測定」があるよね。そのと

きは、センチメートルやキログラムなどの単位を使って、クラスで一

番大きいのは誰なんて、較べたりするね。ジュースやアイスクリーム、

おかしなどのビンや袋には、その中にどれくらいの量が入っているか、

ミリリットルやグラムの単位を使って書いているね。単位は、色々な

ものを測るときにとっても大切なものなんだ。この本では、生活の中

で使われている、長さや重さなどの単位について紹介します。大昔に

どうやって長さや重さをはかっていたのか、マーベラシモと大昔の冒

険をするところから始まるよ。 

IQパズル大百科 1  

☆中国語への翻訳版あり 

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説： この巻では、平面図形のパズルの中から手作りできるものを中

心に紹介してます。図形を操作する力や発想力、観察力など数学的な

センスを養えます。この巻のパズルは、紙さえあれば作れるものが多

く、比較的手軽に作れますが、厚紙やカラーのスチロール板などで工

作すると、よりしっかりとした美しい作品が作れます。簡単に試せる

ようにコピーできるページやコピーして使える型紙も用意してありま

すので、ご活用下さい。 
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IQパズル大百科 2  

☆中国語への翻訳版あり 

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説：立体図形のパズルや移動を伴うパズルの中から手作りできるも

のを中心に紹介しています。図形を操作する力や発想力、論理的な考

え方など数学的なセンスを養えます。この巻のパズルには、厚紙やス

チロール板、角材や針金などの工作材料を使います。材料や道具につ

いては、1 巻の巻末資料編をご覧ください。できるだけ簡単にパズル

が作れる方法を紹介していますが、コピーして手軽にパズルを作れる

型紙も用意してありますので、ご活用ください。 

 

IQパズル大百科 3  

☆中国語への翻訳版あり 

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説：数字を使ったパズルや推理して解くパズルの中からオリジナル

の作品を比較的簡単に作れるものを選んで紹介します。論理的に考え

る力、計算力、発想力など数学的センスを養えます。この巻のパズル

は、紙に書いて解いたり作ったりするものが中心です。また、掲載し

た問題を解くためにコピーできるページやより手軽にパズルが作れる

ように、パズル用紙も用意してありますので、ご活用ください。 
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IQパズル大百科 4  

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説：言葉や文字を使ったパズルを、作り方に重点を置いて紹介して

います。語彙力、論理的に考える力、発想力など日本語のセンスを養

うことができます。この巻のパズルは、紙に書いて解いたり作ったり

するものが中心です。より手軽にパズルが作れるように、パズル用紙

も用意してありますので、ご活用ください。 

IQパズル大百科 5  

☆中国語への翻訳版あり 

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説： さまざまな種類の迷路を紹介し、作り方に重点を置いて解説し

ています。解くことによって、観察力や忍耐力、作ることによって創

造力や表現力を養うことができます。この巻のパズルは、紙に書いて

解いたり作ったりするものが中心です。掲載した問題を解くためにコ

ピーできるページやより手軽に迷路が作れるように、迷路用紙も用意

してありますので、ご活用ください。 
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IQパズル大百科 6  

☆中国語への翻訳版あり 

監修:  秋山 仁 

著者:  秋山 久義 

出版年： 2006 年 

発行所： 学研 

総頁数： 56 ページ 

解説： イラストや写真などビジュアル表現を使ったパズルを紹介し、

作り方に重点を置いて解説しています。解くことによって、観察力や

忍耐力、作ることによって創造力や表現力を養うことができます。こ

の巻のパズルは、見て楽しめるものを中心にしていますが、作るには

パソコンやデジタルカメラを利用します。パズルを作るために役立つ

パソコンやデジタルカメラの簡単な知識も掲載しています。 

 

  

愈玩愈聰明 IQ遊戲大百科 1 

作る! 解く! IQパズル大百科 中国語版１ 

監修: 秋山 仁 

訳：  汪淑玲 

出版年： 2013 年 

発行所： 天下雑誌股份有限公司 

総頁数： 56 ページ 

解説：ソフトカバー版あり(2007 年) 

愈玩愈聰明 IQ遊戲大百科 2 

作る! 解く! IQパズル大百科 中国語版 2 

監修: 秋山 仁 

訳：  汪淑玲 

出版年： 2013 年 

発行所： 天下雑誌股份有限公司 

総頁数： 56 ページ 

解説：ソフトカバー版あり(2007 年) 
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愈玩愈聰明 IQ遊戲大百科 3 

作る! 解く! IQパズル大百科 中国語版 3 

監修: 秋山 仁 

訳：  汪淑玲 

出版年： 2013 年 

発行所： 天下雑誌股份有限公司 

総頁数： 56 ページ 

解説：ソフトカバー版あり(2007 年) 

愈玩愈聰明 IQ遊戲大百科 4 

作る! 解く! IQパズル大百科 中国語版 4 

監修: 秋山 仁 

訳：  汪淑玲 

出版年： 2013 年 

発行所： 天下雑誌股份有限公司 

総頁数： 56 ページ 

解説：ソフトカバー版あり(2007 年) 

愈玩愈聰明 IQ遊戲大百科 5 

作る! 解く! IQパズル大百科 中国語版 5 

監修: 秋山 仁 

訳：  汪淑玲 

出版年： 2013 年 

発行所： 天下雑誌股份有限公司 

総頁数： 56 ページ 

解説：ソフトカバー版あり(2007 年) 
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秋山仁先生のスーパー個人授業 

そうか! 算数ってこんなにおもしろかったんだ! 

☆タイ語への翻訳版あり 

監修： 秋山 仁 

出版年： 2006 年 

発行所： 主婦と生活社 

総頁数： 127 ページ 
解説： この本に盛り込んだ内容は小学生のカリキュラムに必ずしも沿

っていませんが、よく考えさえすれば、小学生にも十分わかり、楽し

める内容を選びました。また、ものづくりや作業を通して、五感を総

動員し算数の愉しさ、不思議さに気付き、考える事の素晴らしさを実

感していただけるように配慮しました。読者の皆さんはハサミとノリ

とマッチ棒と碁石などを準備して、遊びながら算数の美しさ、深さ、

面白さに感動してくれれば、とてもうれしく思います。 

ออ๋! เลขสนกุอยา่งน ี�น ีเ่อง (สําหรบั ช ั�น ม.ตน้) 

そうか！算数ってこんなにおもしろかったんだ！タイ語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2006 年 

発行所： แพรวเยาวชน (amarinpocketbook) 

総頁数： 119 ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書評】三菱ウエルファーマ 小児科最新医療情報 Pedi Vol.１４ ２００６年１２月号 
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数の大常識 

監修：秋山 仁 

出版年： 2006 年 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 141 ページ 

解説： 算数がもっとおもしろくなる！不思議な数の世界へようこそ！ 

小町算ってなに？/ 0 はこうやって発見された！/ メートル法はどうや

ってできた？/ 三角定規のひみつをさぐれ！ 
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絵ときさんすうじてん タイ語版 

監修：秋山 仁 

出版年： 2006 年 

発行所： Nanmee 社 

総頁数： 320 ページ 

 

絵ときさんすうじてん 

☆タイ語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

出版年： 2002 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 319 ページ 

解説：小学校で習う算数の問題を各章ごとにまとめてありますので、

飛び級学習することができます。しかし各章の後ろの頁に行くほど、

他の章で習う事柄が必要な場合も出てきます。その場合、指示に従い

他章の頁を参照してください。1 章から 10 章では、左頁のゲーム・パ

ズルがすぐに解けない場合もあります。そのときは、先に右頁の解説

を読んで、その後で再度ゲーム・パズルにチャレンジするように指導

してあげてください。 
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パズルで算数アタマをみがく本 中学入試攻略編 

著者：秋山 仁 

出版年： 2000 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 175 ページ 
解説：算数はおもしろい！中学入試に出てきた問題もパズルのように

楽しく解くことを、ジン先生が教えてくれる。「算数アタマ」が身につ

くうえ、算数が大好きになっちゃうよ！ 
・順番を考える「たぬきとうさぎのおしどりパズル」 
・「変なサイコロゲーム」を組合せで解こう！ 
・「ふしぎな分数の数列」は法則を見つけろ！ 
・「見えない長さ」は補助線でわかる！ 
中学入試の算数問題もこわくない！パズルを解くように、楽しく解き

まくろう！ 

秋山仁のダントツ授業 パズルで算数アタマをみがく本〈下〉 

タイ語への翻訳版あり  

著者： 秋山 仁 

出版年： 1998 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 175 ページ 
解説：「算数は、苦手だ」と言うキミでも、きっとおもしろくてやめら

れなくなる!そして、いつか算数が好きになっている、とくいになって

いる。そんな、パズルを秋山先生が、紹介してくれたよ。 

パズルワールド上級編にチャレンジ!中学の数学にも強くなる! 中学

受験にもバツグンの効果! 

  

秋山仁のダントツ授業 パズルで算数アタマをみがく本〈上〉 

タイ語への翻訳版あり  

著者： 秋山 仁 

出版年： 1998 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 175 ページ 
解説：「算数なんて、つまらない、大キライ」そう思っているキミ。キ

ミは算数のホントのおもしろさを知らない! この本でジン先生が算数

のおもしろさを教えてくれるよ。 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4092535120/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/409253504X/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4092535058/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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【書評】 

 

 

 

  

  

パズルで算数アタマをみがく本 グリー

ンコープ おしゃれ生活 2003 年 ８ 
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【インタビュー】 

 

 

 

 

  

パズルで算数アタマをみがく本 小学館おかあ

さん塾 1998 年春号 ナマ授業シリーズ 
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秋山仁のダントツ授業 パズルで算数アタマをみがく本〈上〉 

タイ語版  

著者： 秋山 仁 

出版年： 2003 年 

発行所： Nanmee 社 

総頁数： 155 ページ 

秋山仁のダントツ授業 パズルで算数アタマをみがく本〈下〉 

タイ語版  

著者： 秋山 仁 

出版年： 2003 年 

発行所： Nanmee 社 

総頁数： 160 ページ 
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算数がメチャとくいになれる本  

☆タイ語への翻訳版あり（刊行予定） 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1997 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 173 ページ 

解説：「いまの学校の教え方では、子どもたちが算数ぎらいになるだ

け！」このままではダメだ…と、ついに秋山先生が小学生のための授

業を開始！楽しくなければ、算数じゃない！ぼくの授業を聞いている

うちに算数がみるみる得意になっちゃうぞ！ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書評】 

  

 

 

  

算数がメチャ得意になれる本 グリーンコープ 

おしゃれ生活 2003 年 ８ 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4092535023/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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算数がメチャとくいになれる本  

タイ語版（刊行予定） 

著者： 秋山 仁 

出版年： 未定 

発行所： Nanmee 社 

総頁数： 未定 

秋山仁先生のたのしい算数教室(1) 

身長と体重はたし算できるかな?－数と計算― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 47 ページ 

解説 ： 「数」の誕生/ いろいろな数え方/いろいろな数字/ じゅうい

ちはどうして 101 と書かないか？/ 1 億タイルを作ってみよう！/ とて

も大きな数/足せるもの、足せないもの/ ふしぎな足し算/ バラモンの

塔/ かけ算って、なんだ？/ いろいろなかけ算 

テントウ虫コミックス 算数王子① 

監修：秋山 仁   

まんが : 中山雅也 

出版年： 1997 年 

発行所： 小学館 

総頁数： 203 ページ 

解説 ：秋山仁の本から、面白い定理をいろいろ選び、マンガにして解

説した本。 
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秋山仁先生のたのしい算数教室(3) 

ジャングルジムは何角形?－図形(2)立体― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ： ジャングルジムの中は、直角がたくさん集まっている。ジャ

ングルジムの中は何角形？考えると頭が痛くなる。でも大丈夫。中の

頂点は関係ない。一番外側だけ考えればいい。 

ぐにゃぐにゃ図形で遊ぼう/ シャボン玉で遊ぼう/ やわらかい形を描

いてみよう/ 面から立体の世界へ/ 眼の記憶/ 錯覚からイメージが生

まれる 

秋山仁先生のたのしい算数教室(2) 

りんごの皮をむくとできる形は? ―図形(1)立体― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ： 目に見えるものには、みんな形がある。丸、三角、四角、平

らな面、凸凹の面、自然のままの形、人間が人工的に作った形・・・。

私たちは、いろいろな形に囲まれて生きている。 

かたちの“もと”ってなんだ？/ かたちにはそれぞれわけがある/ つ

りあいのとれたかたち/ にたものの図形―合同と相似 
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秋山仁先生のたのしい算数教室(4) 

丸いピザと四角いピザ、どっちが大きい?－面積― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ：広さを「朝」で測った国/面積を測ってみよう/重さでも面積が

測れる/ 封筒で面積調べ/ 三角形と台形の面積/タングラムで遊ぼう/ 

消えた面積、増えた面積？/ 形は変えても面積同じ/ 「ぐるんぱ」を

つくろう！/ 円周率ってなあに？/ πでパイの面積を求める/ ぐるっ

と回る環状線/ リング型じゅうたんの面積は？ 

秋山仁先生のたのしい算数教室(5) 

片足で体重はかると軽くなる?―重さと時間― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ：重さのカンの違い/ いろいろなはかり/ ストローでてんびんを

作ろう/ 重いもの、軽いもの/ 重さの実験/ 時間は流れる/ 時間をあら

わす/ 地球の歴史を見てみよう 
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秋山仁先生のたのしい算数教室(7) 

センチやメートル、どうやって決めたの?―単位と体積― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ：どちらが大きい？/ 体積を水におきかえる/ 「1cm3 製造マシー

ン」を作ろう/ 王様の冠は純金じゃない！/ 自分の体積を測ろう！お風

呂で算数/ ふえる体積、へる体積/ 体積を求める/ ぐにゃぐにゃな体積

/ 錐の体積を求める/ いろいろな単位/ メートルの誕生 

秋山仁先生のたのしい算数教室(6) 

算数ならわってもおこられない!－分数と少数― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説 ： はんぱをどうする/ 単位を 10 等分して小数/ はんぱをもとに

して分数/ 2 本のケーキを 3 人で分ける/ エジプト人の分数/ 小数・分

数のいろいろ/ 循環小数のひみつ/ いろいろな無限/ 無限に続く図形/ 

おもしろい無限 
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秋山仁先生のたのしい算数教室(9) 

一筆書きに秘められた算数のひ・み・つ 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 47 ページ 

解説 ： うずのできないコーヒーカップはあるか？/ ゴムひもとねん

土でできる形/ ケーニスベルグの橋/ 必勝！迷路通りぬけ！/ メビウ

スの輪で遊ぼう/ ネットワークパズル/ 押してもだめなら引いてみな 

秋山仁先生のたのしい算数教室(8) 

むかしといま、算数どうちがう?－むかしの算数・いまの算数― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 48 ページ 

解説：幾何学の生まれ/ 直角をつくる/ ピラミッドの高さをはかる/ た

ち木の長をつもること/ 船までの距離をはかる/ 地球をはかる/ 2 進法

とコンピュータ/ 2 進法で「えと」をあてる/ ギザギザ図形の不思議 
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秋山仁先生のたのしい算数教室(10) 

きみもなれる算数パズルチャンピオン―伝統的な算数パズル― 

☆中国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1994 年 (新装版：2010 年) 

発行所： ポプラ社 

総頁数： 45 ページ 

解説 ： この巻では、昔からある有名な問題をたくさん載せたよ。面

白い問題ばかりだからじっくり挑戦してみよう！ 

つるかめ算/ 油わけ算/にせ金の問題/ 渡し船の問題/ ラクダ 17 頭の分

配/作ってみよう清少納言の知恵の板/ かんたんに作れるナットパズル

/ 魔法陣/ 色ぬりぬり/ 消えた面積・ふえた面積/パズルで大もうけ？な

んだか変だぞ？お米の量は？/ 碁石パズル 

秋山仁先生のたのしい算数教室 2 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 

秋山仁先生のたのしい算数教室 1 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 
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秋山仁先生のたのしい算数教室 3 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 

秋山仁先生のたのしい算数教室 4 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 

秋山仁先生のたのしい算数教室 5 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 
総頁数： 47 ページ 

秋山仁先生のたのしい算数教室 6 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 45 ページ 
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秋山仁先生のたのしい算数教室 7 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 

秋山仁先生のたのしい算数教室 8 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 45 ページ 

 

秋山仁先生のたのしい算数教室 9 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 47 ページ 

 

秋山仁先生のたのしい算数教室 10 中国語版 

監修：秋山 仁 

著者 : 木幡 寛 

出版年： 1995 年 

発行所： 彙豪國際股份有限公司 

総頁数： 45 ページ 
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