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EL show De Las Matematicas
著者： Jin Akiyama Jorge Urrutia
出版年：

2018 年

発行所：

XXXXX

総頁数：

68

解 説 ： Este libro contiene temas de el programa “El show de las
Matemáticas” de Jin Akiyama que ha entretenido a mucha gente alrededor
del mundo. Este espectáculo matemático presenta aspectos intelectuales y las
aplicaciones de las matemáticas de una forma divertida, apta para el público
general. El material de este libro refleja la forma entretenida y agradable de
“El show de las Matemáticas” que ha llevado Jin Akiyama por todo el
mundo.
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Math Spectacle Show
著者： Jin Akiyama
出版年：

2017 年

発行所：XXXXXX
総頁数：

49

解説：This small book is written for all kids who don’t like math. The
purpose of the book is to change your impression to math 180°.
The contents of the book are as follows:
Introduction
1. Math is fun!
a. Is this a rabbit?
b. Fortune Teller
c. Genius Monkey
2. Applications of Math
a. King’s Secret Room
b. ESWL
c. Error Correcting Codes
d. Optimal Stopping
e. Figures with Constant Width
3. Learn through Experience
a. Phytagorean Theorem & Three Elephants
b. Baumkuchen, Sliced Onion, Watermelon
c. Binomial Distribution
4. From Akiyama’s Theorems
a. Eagle ⇔ Pigeon, A King in a Cage
b. Fox ⇔ Snake, Pig ⇔ Ham, Pandas
c. Shark Head Theorem and Tile-Makers
d. Envelope Magic, Tiling and Transformation
Ending
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iDesde hoy puedes ser un mate-margo
著者： Jin Akiyama Jorge Urrutia
出版年：

2018 年

発行所：

XXXXX

総頁数：

68

解説：¿Te gustan las matemáticas?
¿Qué piensas de las matemáticas?
Cuando piensas en las matemáticas ¿vienen a tu mente cálculos difíciles,
fórmulas sin sentido, figuras poco interesantes, o historias aburridas?
Estoy aquí para mostrarte que las matemáticas son emocionantes y
maravillosas. Trataré de que veas que el uso cotidiano de las matemáticas
puede hacer tu vida diaria mas interesante, ingeniosa y placentera. Te
mostraré como las matemáticas aparecen no solo en la ciencia, también
aparecen día a día en nuestra vida ayudándonos a entender mejor nuestro
entorno y ampliando nuestro horizonte intelectual y artístico.

You can be a Mathe-magician from Today
著者： 秋山 仁, 松永 清子
出版年：

2010 年

発行所：

PHP 研究所

総頁数：

67 ページ

解説：Do you like math?
What is your impression for math?
Do troublesome calculations, unexciting properties of figures or boring
mathematical story problems occur to your mind?
I came here to let you know how exciting mathematics is!
With using mathematical knowledge, you can make your daily-life enjoyable,
convenient and smart.
And mathematics offer fresh insight into both scientific and daily-life
problems and broaden your horizon.
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数学に恋したくなる話

著者： 秋山 仁, 松永 清子
出版年：

2010 年

発行所：

PHP 研究所

総頁数：

252 ページ

解説：本書は2010年9月27日から第一NHKラジオで放送された全13回
のカルチャー講座でお話しした台本をもとにしたものです。この時期
にたまたまテレビの「数学講座」とラジオの「カルチャー講座」が重
なり、充分な準備の時間がありませんでした。そこで、神様が与えて
くれた特技「火事場の馬鹿力」を発揮して、台本をもとに一週間ぐら
いで本書を書き上げました。普段数学に親しみのない方々にも気軽に
楽しんでいただけるようにお話しする番組だったので、その雰囲気を
壊さないようにあまり込み入ったことは加筆せずにまとめました。
「数
学」だからといって、肩肘はらずに、落語に耳を傾けるような気持ち
で読んで下さい。皆さんが本書を通じて、数学の魅力や楽しさに少し
でも触れていただけたら筆者の望外の喜びです。

102

6. こどもから大人まで誰でも読める算数・数学の本

秋山仁のまだまだこんなところにも数学が！

著者： 秋山 仁, 松永 清子
出版年：

2010 年

発行所：

扶桑社

総頁数：

211 ページ

解説：私たちの身のまわりで活躍する数学を、秋山先生が分かりやす
く解説する産経新聞連載の大好評シリーズ文庫化第二弾！自然の中
で、生活の中で、歴史の中で、スポーツの中で活躍する数学とは？そ
して日常でも役立つ「数学的な発想」まで徹底解説！「なぜ数学を学
ぶのか？」秋山先生がその疑問に答えます！数学嫌いじゃ、もったい
ない！

【解説】

まだまだこんなところにも数学が EX 大衆 2011 年 1 月号 著者に会ってきました
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6. こどもから大人まで誰でも読める算数・数学の本

秋山仁のこんなところにも数学が！
☆韓国語への翻訳版あり

著者： 秋山 仁, 松永 清子
出版年：

2009 年

発行所：

扶桑社

総頁数：

247 ページ

解説：―何の変哲もない生活の中に、実は心ときめく数理がたくさん
散らばっているのです―（
「まえがき」より）
貝殻の螺旋、植物の葉の並び、折り紙と幾何学、宝くじと確率…、私
たちの生活に深くかかわっている数学のチカラ。日常に潜む数学の魅
力と不思議を“数学の伝道師”秋山仁先生が分かりやすく解説します。
数学ってこんなに身近でおもしろい！

앗 이런 곳에도 수학이
こんなところにも数学が！ 韓国語版

著者： 秋山 仁, 松永 清子
出版年：

2013 年

発行所：

dasanbooks

総頁数：

288 ページ
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女性のためのやさしい数学

著者： 木村 美紀
監修： 秋山 仁
出版年：

2008 年

発行所：

ブックマン社

総頁数：

151 ページ

解説：“数学と聞くとそれだけでジンマシンができる”なんて人がよ
くいますが、それは宿題をサボって授業に出て先生に叱られたり、数
学よりもっと面白いものを授業中内職でやっていて、試験で赤点をと
ってしまったことなどを思い出すからでしょう。私の感覚からいえば
『数学＝工夫すること』程度に気楽に考えています。本書は、青春真
っ只中のお嬢さん、木村美紀さんが、女性の生活の中で、ちょっとし
た工夫をすることによってオシャレができたり、スマートになれる方
法を紹介したものです。好きな所を適当につまみ読みして、あなた自
身の生活を豊かにして下さい。

脳を鍛えるドリル 大人のひと筆書き

監修：

秋山 仁

出版年：

2007 年

発行所：

二見書房

総頁数：

95 ページ

解説： 本書の中には、簡単なものから、複雑なものに至るまで、色々
な難易のレベルの図形が紹介されています。暇つぶし目的でも、老化
防止のための脳トレ目的でも構いません。まずは鉛筆を持って挑戦し
て下さい。大切なことは、本書を題材にみんなでエンジョイしていた
だくことです。ひと筆書きは、どこか人生に似ているところがござい
ます。失敗したら、もう一度頑張ってやり直して下さい。いつかはき
っと成功するからです。
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知性の織りなす数学美

著者： 秋山 仁
出版年：

2004 年

発行所：

中公新書

総頁数：

235 ページ

解説：数学の定理というと、私たちは方程式などの難しそうな
記号を思い浮かべる。しかし、「数学とは美の一つの表現方法だ」と
いう観点で日常身辺を眺めると、最小の紙での包装、平面を敷きつめ
るタイル張り、ケーキの中身も含めた均等分割、折り紙の一刀切りな
どにも、美しい定理を見出すことができる。本書は、最近発見された
ばかりの定理づくりを読者とともに体験する試みである。数学嫌いの
読者にも、秋山流数学の魅力をどうぞ。

知性の織りなす数学美 韓国語版

著者： 秋山 仁
翻訳者名：Kim Boo Yoon, Chung Young Woo
出版年：

2019 年

発行所：

BosengkakPub

【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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中学生の教科書 今ここにいるということ

秋山 仁 （分担執筆：71-109 ページ）
出版年：

2001 年

発行所：

四谷ラウンド

総頁数：

235 ページ

解説：何を何のために学ぶんだ。
人は気が付けばもう、すでに、生き始めている。「社会」や「国家」
美しいもの、醜いもの、愛すべきもの、赦すまじきもの、それらのど
真ん中に存在してしまっている。だから学ぶのだ。愛し方を、赦し方
を。そして「今ここにいる」と宣言するのだ。21世紀の行きついたこ
の不思議な袋小路を、若き君たちが破ってみせるのだ。

数学は生きている
原著者：Theoni Pappas
訳者：秋山 仁, 松永 清子, 中村 義作, 小舘 崇子
出版年：

2000 年

発行所：

東海大学出版会

総頁数：

314 ページ

解説：あっ、こんなところにも数学があったのか！私たちの身のまわ
りには、思いもよらないところに数学が使われているものです。ちょ
っと見方を変えれば、嫌いな数学も好きになるかもしれません。逃げ
てばかりいないで、楽しくお付き合いをしてみてはいかがですか。
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誰かに解かせたくなる算数・数学の本

著者： 秋山 仁
出版年：

1999 年

発行所：

幻冬舎

総頁数：

313 ページ

解説：
「初対面の人と、共通の友人がいた。このような偶然が起こる確
率を数学的に示せ。「大相撲千秋楽、優勝決定巴戦は数学的に公平か」
「20 人の相手と見合いし、もっとも望ましい相手と結婚する方法は?」
算数から専門領域まで、ちょっと数学的な考え方を導入するだけで、
我々の生活はぐっと面白くなる。考えて楽しい知って納得の数学バラ
エティー!

【紹介】 誰かに解かせたくなる算数・数学の
本幻冬舎文庫ブックリスト紹介
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「確率」の人生学

監修：秋山 仁, 中村義作
著者 : 田中義厚
出版年：

1999 年

発行所：

青春出版社

総頁数：

202 ページ

解説： 確率というと、「何かむずかしい話をするんじゃないか」と勘
ぐる読者がいると思う。しかし、そんな高級な話はこの本のどこにも
出てこない。その証拠に、本屋の立ち読みでよいから、どこかのペー
ジをパラリと開いてみてほしい。数式は一つもなく、あなたは交通事
故にどれくらいの割合で出遭うかとか、ゴルフのホールインワンはど
の程度の可能性を秘めているかとか、宝くじの 1 等にどの位当たるか
とかいう日常生活の中の卑近な話ばかりである。しかも軽妙な筆致で
話を展開しているため、「あっ！」という間に読み進んでしまう。そ
れでいて、急所はちゃんと抑えている。1 年間の結婚カップル数や野
球の完全試合の回数など、具体的な数字を調査して、常識感覚での確
率を巧みに導入している。そこには、当たり前のものから、思いもか
けない意外なものまで、夜店に並んだ骨董品の様に、たくさんの話題
が勢ぞろいしている。
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朝日ワンテーママガジン あぶない数学

秋山 仁 （分担執筆：257-267 ページ）
出版年：

1995 年

発行所：

朝日新聞社

総頁数：

267 ページ

解説：この本は「あぶない数学者」たちが執筆していますが、彼らは
クスリをやりすぎたわけでも、凶器を振り回すわけでもありません。
一見、みんな「まとも」です。そもそも「あぶない」の意味が、普通
の使われ方と全く違います。学問を究めるという事は、神秘や不思議
の正体を突き止めることに留まらず、もっと深い神秘や不思議に近づ
くこともあるでしょう。そのとき、かつての“常識”は通用しなくな
り、その“常識”が再点検を迫られる場面も出てくるに違いありませ
ん。

みんな数学が嫌いだった

原著者：シンシア・アーレム
監訳：秋山 仁
出版年：

1994 年

発行所：

クレスト社

総頁数：

178 ページ

解説 ：本書は、米国の大学でカウンセラーをしている著者が、数学嫌
いの学生を、数学の呪縛から解き放つのに成功したプログラムを具体
的に紹介したものである。数学嫌いの学生だけでなく、そういう子ど
もを指導する教員や保護者の方々にもぜひ、読んでいただきたい一冊
である。モノごとは、ちょっとしたキカッケで好きにも嫌いにもなる。
また、いったん好きになったものは、さほど苦にもならず努力するの
で上達する。上達すれば、人から誉められたり、尊敬されたりするの
で、ますます好きになり、やる気もでる―という、よい循環に入る。
本書の目的はこういうよい循環を作ることにある。ちょっとしたこと
に不思議を感じ、好奇心を抱く。そして、それを追究していく。まさ
にこれが数学の原点である。こうしたことによって、子どもたちの“感
性”や独創性”が養われていく。数学が好きになれば、成績がアップす
るだけでなく、これから繰り広げられていく、人生の可能性を広げる
ことに繋がるのである。
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秋山仁の遊びからつくる数学

著者： 秋山 仁
聞き手：吉永 良正
出版年：

1994 年

発行所：

講談社

総頁数：

191 ページ

解説：数学が苦手でもこの本ならば楽しめる!
①数学への興味は遊びから、②離散数学は視覚的だ! ③グラフ理論 10
の傑作とは? ④数学が好きになる方法はこれだ! ⑤現代数学と、ど
うつきあうか?

秋山仁 皆殺しの数学

著者： 秋山 仁
出版年：

1994 年

発行所：

KK ベストセラーズ

総頁数：

159 ページ

解説：1992 年に全 13 回にわたってフジテレビ系の深夜テレビで放映
された過激でマニアックな番組“皆殺しの数学”の書籍化。

朝日ワンテーママガジン 数学ゲンダイ
著者：秋山 仁 (8-22 ページ),
森 毅, 加藤 和也, 柏原 正樹, 深谷 賢治
出版年：

1993 年

発行所：

朝日新聞社

総頁数：

220 ページ

解説：フリーターとレゲエ数学者の非数学雑話
「数学ができる」人は「頭がよい」か
パズラーが贈る数学者への挑戦
女の数学 妻と母と数学者は鼎立が可能です
新しい「宇宙」への夢 20 世紀数学の歩みを追跡する
哲学する現代数学者たち
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マンガ秋山仁の数学トレーニング〈1〉

著者： 秋山 仁
出版年：

1993 年

発行所：

東京図書

総頁数：

195 ページ

解説：公式や計算をただ丸暗記するだけの学校の数学にうんざりして
しまっているあなたに、一味も二味もちがう数学をお目にかけよう。
きっと「こんなことも数学でできるんだ!」と思うに違いない。

マンガ秋山仁の数学トレーニング〈2〉

著者： 秋山 仁
出版年：

1993 年

発行所：

東京図書

総頁数：

195 ページ

解説：
「数学なんて、何の役にもたたない」と思っているあなたに、身
のまわりある数学のユニークな話題をお目にかけよう。
「数学っておも
しろい」と思ってもらえれば大成功。これであなたも数学が好きにな
る!

数学流生き方の再発見

著者： 秋山 仁
出版年：

1990 年

発行所：

中公新書

総頁数：

218 ページ

解説：大学入試の数学に自信のない受験生やその父母の中には、
数学のオ能は特別で、これは遺伝によるものと諦めている人が多い。
ところが、そうではない、数学的な能力は日常生活をキチンと送れる
能力と大差はないのだと著者は力説する。そのため、映画の主人公「寅
さん」や一流の数学者に登場願い、その生き方と能力を分析し、また
一味違う例題の解法と解説を通して、数学嫌いの読者にやる気と自信
を引き出してくれるのが本書である
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【書評】
日本経済新聞 1990 年 11 月 18 日“新書紹介”

産経新聞夕刊 1990 年 11 月 29 日“読書”

現代 1990 年 11 月号 ”随想” 数学とカレーライス
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公明新聞 1990 年 9 月 30 日“北斗七星”
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