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シュプリンガー数学コンテストから学ぶ   

数学発想 レクチャーズ 

          数学リーディングス 第 19 巻 

著者：秋山 仁・酒井利訓 

出版年： 2016 年 

発行所： 丸善出版株式会社 

頁数：  338 ページ 

解説：シュプリンガー数学コンテスト(審査委員長:秋山仁)は、明日の

世界の自然科学研究および産業の担い手となる若い世代が、柔軟な発

想力や最後まで問題を考え抜く粘り強さを、数学を通して学ぶことを

奨励する目的で、日本全国の 20 歳以下の青少年を対象として、出版社

のシュプリンガージャパンの主催で 2004 年から 2010 年にわたり 30

回開催されました。 

 本書Ⅰ部では問題解決の基本的な発想法やテクニックの習得を目指

し、「場合分けの技術」「対称性の活用法」など、テーマごとに代表的

な例題を精選、第Ⅱ部では全 30 回のコンテストで出題された、ユニー

クでレベルの高い問題を題材に、「第Ⅰ部の発想法をどのように使えば

難問が解けるのか」を具体的に解説しています。エレガントな模範解

答を示すのみならず、実際にシュプリンガー・ジャパン編集部に寄せ

られた解答の講評を通してさまざまな別解や、問題の拡張まで議論し

ているのが特色で、読み物としても楽しめます。 

 基本事項のまとめとハイレベルな応用問題を両方カバーする本書

は、数学の発想力を鍛えたいと願う、すべての学生や数学ファンにと

って得るものの大きいテキストとなるでしょう。 
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数学の技巧的な解きかた 

発見的教授法による数学シリーズ 2 

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 336 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。1. 対称性を活かした解答のつくり方。2. 対称性の上手な導入の

しかた。3. 次数に着目した解法。4. 動きの分析のしかた、が扱われて

いる。 

数学の証明のしかた 

発見的教授法による数学シリーズ 1 

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 296 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。1. 論理のしくみ 2. 全称命題と存在命題の照明のしかた 3. 場

合分けの動機と基準 4. 上手な場合分けのしかた 5. 上手な議論のし

かた、が解説されている。 
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数学の視覚的な解きかた 

発見的教授法による数学シリーズ 4 

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 240 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。1. 視覚を刺激する方法。2. 情報の図による表現のしかた。3. グ

ラフへ帰着させる方法。が解説されている。 

数学の発想のしかた 

発見的教授法による数学シリーズ 3 

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 256 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。1. 規則性の発見のしかたと具体化の方法。2. 着想の転換のしか

た。3. 柔軟な発想のしかた。4. 使うべき道具(定理や公式)の検出法と

それらの活かした使い方、が解説されている。 
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1次変換のしくみ 線形代数へのウォーミングアップ 

 発見的教授法による数学シリーズ 別巻 1 

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 192 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。 

本書では、 

第一章 直線のベクトル表示と不動直線のしくみ 

第二章 1 次変換の幾何学的考察のしかた 

が詳しく解説されている。 

立体のとらえかた 

発見的教授法による数学シリーズ 5 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 144 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避け、どうすれば

解けるかを発見的に探す。この教授法によって問題解決力を育てる本。

この本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版さ

れ、ベストセラーになった。その後、一般向けに森北出版より復刻さ

れた。1. 立体の把握法。2. 立体の体積の求め方。が解説されている。 
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数学の計算回避のしかた  

発見的教授法による数学シリーズ 別巻 2 

著者： 秋山 仁 

出版年： 2014 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 160 ページ 

解説：“こうすれば解ける”と天下り的に教えるのを避けどうすれば解

けるかを発見的に探す。この方法によって問題解決力を育てる本。こ

の本のオリジナルは、駿台文庫から受験生向けに 1990 年に出版され、

ミリオンセラーになった、その後、一般向けに森北出版より復刻され

た。本書では、第一章 次数の考慮、第二章 図の利用、第三章 対

称性の利用、第四章 やさしいものへの帰着、第五章 置き換えや変

形の工夫、第六章 積分計算の簡略法が詳しく解説されている。 

数学の証明のしかた 韓国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1994 年 

発行所： 미래사 

総頁数： 253 ページ 
 

数学の技巧的な解きかた 韓国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1994 年 

発行所： 미래사 

総頁数： 317 ページ 
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数学の発想のしかた 韓国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1994 年 

発行所： 미래사 

総頁数： 237 ページ 

一次変換のしくみ 韓国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1994 年 

発行所： 미래사 

総頁数： 261 ページ 

数学の視覚的解きかた 韓国語版 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1994 年 

発行所： 미래사 

総頁数： 229 ページ 
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秋山仁 数学センスをみがこう 基礎編  

著者： 秋山 仁 

出版年： 2007 年 

発行所： NHK 出版 

総頁数： 102 ページ 

解説：本書は NHK 教育テレビ高校講座「数学基礎」をもとにしてい

ます。日常生活に直結した面白い数学的話題を満載。ものごとを数学

的に観察し、分析することができるようになり、さらに考える習慣が

つきます。“努力すれば、必ずわかる！” そして“数学は面白い！”

と実感すること請け負いです。 

秋山仁 数学センスをみがこう 生活応用編  

著者： 秋山 仁 

出版年： 2008 年 

発行所： NHK 出版 

総頁数： 115 ページ 

解説：本書は NHK 教育テレビ高校講座「数学基礎」をもとにしてい

ます。数学は難しい、不得意だなどと思っていませんか？友達になっ

てやろう、できれば恋人にしようという姿勢で関わっていけば、きっ

と数学の方があなたに微笑むでしょう。 “努力すれば、必ずわか

る！” そして“数学は面白い！”と実感すること請け負いです。 

高校数学、居酒屋で教えるとこうなります 

監修: 秋山 仁 

著者： 門間 明 

出版年： 2011 年 

発行所： NHK 出版新書 

総頁数： 200 ページ 

解説：sin, cos, tan, Σ, ∫ , log …そんな記号を見ただけで高校時代の悪

夢を思い出す「文系人間」は数知れない。一度は挫折した「高校数学」

しかし本当はこれほど人生に役立ちおもしろい科目はないのだ。数学

の伝道師たちが、小難しい数式や教科書的な解説を極力排して、「高校

数学」に秘められた豊かな着想や魅力を伝える一冊。 

 

  

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4140812346/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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秋山・大貫のもっとわかる数学 I・A 

著者： 秋山 仁, 大貫 金吾 

出版年： 1998 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 287 ページ 

解説：本書は、教科書の内容、すなわち、さまざまな概念や定義、定

理、公式を読者の頭にしっかりと定着させる参考書であると同時に、

その段階から、標準レベルの受験問題が解ける段階へとスムーズに実

力アップできるように構成された問題集です。主に各章の問題は、共

著者であり、秋山の高校時代の恩師である大貫金吾先生が、五十年近

くもの間受験問題を研究され、蓄積してきた膨大なデータの中から数

学 I・A の各テーマに関するさまざまなタイプの珠玉の問題を選びまし

た。 

秋山・大貫のもっとわかる数学Ⅱ・B 

著者： 秋山 仁, 大貫 金吾 

出版年： 1999 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 311 ページ 

解説：本書は、教科書の内容、すなわち、さまざまな概念や定義、定

理、公式を読者の頭にしっかりと定着させる参考書であると同時に、

その段階から、標準レベルの受験問題が解ける段階へとスムーズに実

力アップできるように構成された問題集です。主に各章の問題は、共

著者であり、秋山の高校時代の恩師である大貫金吾先生が、五十年近

くもの間受験問題を研究され、蓄積してきた膨大なデータの中から数

学Ⅱ・B の各テーマに関するさまざまなタイプの珠玉の問題を選びま

した。 

エレガントな解答をもとむ 

著者：数学セミナー編集部  

出版年： 2001 年 

発行所： 日本評論社 

総頁数： 253 ページ 

解説 ： 1988 年 6 月号～99 年 12 月号の 280 題の中から約 50 題を厳

選した本。 
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【関連記事】 

 

 

  

邦友会発行 1999 年 7 月 1 日（第 8 号）出版記念会 
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作って試して納得数学―発見的高校数学入門 (第１集) 

著者： 秋山 仁, 他 5 名 

出版年： 1999 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 189 ページ 

解説：本書では、三平方の定理、円から三角比へ、円や球の話、整数

の世界、個数の処理のしかた、図形の軌跡・掃過領域、平面幾何学の

威力、を扱います。 

作って試して納得数学―発見的高校数学入門 (第２集) 

著者： 秋山 仁, 他 5 名 

出版年： 1999 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 206 ページ 

解説：本書の趣旨は第 1 集と同じです。本巻では、ベクトルと重心、

最短経路、最大・最小問題、2 次方程式の解の測定、体積の測定、黄

金比と正 20 面体、放物線の性質を扱います。 

名作から学ぶ奇想天外数学的発想法 

著者： 秋山 仁, 他 2 名 

出版年： 1999 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 110 ページ 

解説：本書で取り上げる問題は、発想力や洞察力を養うための 43 問で

ある。この中には、解き方に発想力を要求する問題はもちろんのこと、

出題に発想力を必要とするものも含まれている。「あっ! こんな問題も

あったのか」と認識させられることも、発想力のトレーニングになる。

マッチ棒やお盆による作図など、おそらく考えたこともないだろう。

また、正面から取り組むと非常に難渋する問題も発想 1 つで「パカッ!」
と解ける。ここに取り上げたほとんどの問題は、多かれ少なかれ、そ

の要素を備えている。1 問ごとにじっくり取り組んで、頭の回路を磨

いてもらいたい。 
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大数学者に学ぶ入試数学 IA―高校数学の解法のルーツを探る 

☆ 韓国語への翻訳版あり  

著者： 秋山 仁, 他 3 名 

出版年： 1997 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 206 ページ 

解説：歴史上の大数学者から数学の本質を学ぶシリーズですの第 1 巻

目です。本書の内容は、ピタゴラスの小石並べ、幾何学・整数論的側

面、相加・相乗・調和平均、ユークリッドの互除法、パスカルの数三

角形、期待値による戦略、～黄金比と調和、論証の構造、天体の幾何

学、数学の論理性と証明法。 

 

  高校生がミスしやすい多発誤答パターン数学 IA,ⅡB 

著者： 秋山 仁 

編集：東海大学教育研究所高校数学研究会 

出版年： 1997 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 156 ページ 

解説：高校生や受験生の間に多発するミスは大雑把に分類すると 2 種

類あります。一つは、定義や定理、公式を正しく理解していないがた

めに引き起こされる、いわば、“単純なミス”です。 

もう一つは、基礎学力を有しているに拘わらず内容が高度で、皆が間

違い易い“論理的エラー”です。前者のミスは勉強さえすればすぐに防

げますが、後者のミスは本質を理解しない限り克服することはできな

い、深刻なミスです。そこで、本書は高校生、受験生の犯しがちな 2

種類の誤答の典型的なパターン(本書で解説した単純ミスの範疇に属

するものは約 40 パターン、論理エラーの範疇に属するものは約 30 パ

ターンです) を集めると同時に、そのような誤りを犯した原因を分析

し、誤答をしないようにする方法を解説しました。 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4410137212/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4410137115/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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大数学者に学ぶ入試数学ⅡB―高校数学の解法のルーツを探る 

☆ 韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁, 他 3 名 

出版年： 1997 年 

発行所： 数研出版 

総頁数： 190 ページ 

解説：本書の内容は、ネーピアによる計算法の簡素化、虚数の扱い方、

3 次方程式の一般解、作図の意味、面積・体積と定積分、円錐の切り

口と放物線、楕円・双曲線の性質。 

大数学者に学ぶ入試数学 IA 韓国語版 

著者： 秋山 仁, 川尻 信夫, 平野 葉一, 松永 清子 

出版年： 2015 年 

発行所： Kyung Moon Publishers 

総頁数： 228 ページ 

大数学者に学ぶ入試数学ⅡB 韓国語版 

著者：秋山 仁, 川尻 信夫, 平野 葉一, 松永 清子 

出版年： 2015 年 

発行所： Kyung Moon Publishers 

総頁数： 212 ページ 
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편의점에서 배우는 수학  
コンビニで数学しよう 韓国語版 

監修者： 秋山 仁 

出版年： 2005 年 

発行所： myunggin 

総頁数： 230 ページ 

コンビニで数学しよう  

☆韓国語への翻訳版あり 

監修：秋山 仁 

出版年： 1998 年 

発行所： 森北出版 

総頁数： 194 ページ 

解説： “convenience (便利)” という意味の通り、朝早くから夜遅くま

で(あるいは 24 時間) 営業していて、いつでも必要なものを手に入れ

る事ができます。皆さんは、数学もこのように便利なものという事を

ご存知でしょうか。たいていの人は、数学というと、難しい公式や証

明などで悩まされたことが思い浮かび、“便利なもの”、“役に立つもの”

と感じる人は少ないかも知れません。この本は、コンビニでおこる様々

な事柄を中心にして、実際の生活に直接関わる数学の話題をまとめた

ものです。内容としては、特に、“実数とその作図”に関わるものが多

く取り上げられていますが、それ以外にも、数や図形に関わるものを

広く取り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4627016611/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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【関連記事】 

  

 

 

 

 

 

  

中日新聞 1998 年８月 20 日中日春秋 
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数学オリンピック全問題 1984～1991  

著者： 秋山 仁, ピーター・フランクル 

出版年： 1992 年 

発行所： 日本評論社 

総頁数： 194 ページ 

解説：国際数学オリンピックの過去の問題と解答、解説。 

完全攻略 数学オリンピック  

著者： 秋山 仁, ピーター・フランクル 

出版年： 1991 年 

発行所： 日本評論社 

総頁数： 190 ページ 

解説：著者らは、日本数学オリンピックの第 2 次選抜合格者を対象と

して毎春トレーニングのコーチとして、何冊かのテキストを編集して

きました。それらを基盤として体系的に編集しなおしたものが本書で

す。本書は、2 つの篇から構成され、その第一篇は高度な問題を解く

ための具体的な攻略法を解説して、読者に実戦力が身につくよう配慮

した戦略篇です。また、第 2 篇には IMO レベルの問題を精選して収録

し、約 80 題を 4 つの分野 (代数、幾何、解析、組合せ論) に大別して

解説しました。 

戦略的計算テクニック文系編  

著者：秋山 仁 

出版年： 1995 年 

発行所： ベネッセ 

総頁数： 104 ページ 

解説： 今まで計算に貴重な時間を費やしてきた君に、余計な計算をす

べて排除してしまう、とっておきの計算テクニックを伝授します。 

 

 

  

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4535781958/ekakinscribbl-22/ref=nosim/
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数学オリンピック全問題 韓国語版 

著者： 秋山 仁, Peter Frankl 

出版年： 1991 年 

発行所： Gasowon Books 

総頁数： 226 ページ 

数学オリンピック全問題詳解  1984～1989  

著者： 秋山 仁, Peter Frankl 

出版年： 1990 年 

発行所： 日本評論社 

総頁数： 162 ページ 
解説：世界の難問に挑戦してみよう。世界各国の高校生が集まり、数

学の力を競い合う「国際数学オリンピック」(IMO)の過去 6 年間の全問

題と解答を収録。出題範囲は日本の高校生のカリキュラムとそう変わ

りないが、ケタはずれの超難問ぞろい。 
 

数学オリンピック 全問題 1984～1990  

著者： 秋山 仁, Peter Frankl 

出版年： 1990 年 

発行所： 日本評論社 

総頁数： 178 ページ 

解説：世界の難問に挑戦してみよう。世界各国の高校生が集まり、数

学の力を競い合う「国際数学オリンピック」(IMO) の過去 6 年間の全

問題と解答を収録。出題範囲は日本の高校生のカリキュラムとそう変

わりないが、ケタはずれの超難問ぞろい。 
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해법수학 IMO (국제 수학 올림피아드)  

完全攻略数学オリンピック 韓国語版 

著者： 秋山 仁, Peter Frankl 

出版年： 2007 年 

発行所： 천재문화 

総頁数： 191 ページ 

数学の証明のしかた  

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 277 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 

数学の技巧的な解きかた  

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 317 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 
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数学の発想のしかた  

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 237 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 

1次変換のしくみ  

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 174 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 

数学の視覚的な解きかた  

☆韓国語への翻訳版あり 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 221 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 
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立体のとらえかた  

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 125 ページ 

解説：大学受験生から好評を博した、全 6 巻＋別巻の合計 7 冊から成

るシリーズ。高校カリキュラムの変更に伴い、2002 年に絶版。その後、

2014 年に森北出版より復刻版が刊行される。 

戦略的計算テクニック 45  

著者： 秋山 仁 

出版年： 1989 年 

発行所： 福武書店 

総頁数： 160 ページ 

解説：入試直後に受験生にインタビューして,1 番多い感想は 

“時間が足りなかった”というものである。では、来るべき入試で少

しでも早く、かつ正確に解答を作るためには諸君はどのようにすべき

なのであろうか。試験中、誰だって真剣に問題に取り組み、一刻でも

早く計算を済ませようと考えているのだから、“迅速、かつ正確に計

算を済ませよう”と思っているだけでは、あまり効果は見込めない。

計算を早く済ませる、より具体的な方策を諸君は身につけなければな

らないのだ。そこで本書では、受験生が“時間が足りなくなる”最大

の元凶である“計算”に焦点を合わせ、隣の人より“20 分”も早く試

験を終わらせることができるようになるコツを徹底的に解説すること

にした。このコツは言うまでもなく、“やらないで済ませる事の出来

る計算は一切やらないで済ませる技法”を習得することである。 
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数学講義の実況中継 (上)  

著者： 秋山 仁 

出版年： 1987 年 

発行所： 語学春秋社 

総頁数： 201 ページ 

解説：この本 (上・下 2 巻) は、著者が駿台予備校にて「解法のプロ

セス」というテーマで 1 年間にわたって (全 40 時間) 講義したものを、

その内容と雰囲気を忠実に再現する形でまとめたものです。 
皆さんはこの本を手にとってみると、いままでの教科書や参考書とど

こか違うな、と感じるでしょう。どこが違うのか。皆さんが持ってい

る教科書、参考書が、方程式の章、数列の章、ベクトルの章といった“タ
テ割り構造” をもっているのに対して、この本は、いわば“ヨコ割りの

構造” をもっています。そして、各回の講義では、テーマとする考え

方 (戦略) を使って解決していきます。112 刷りまで出版されたミリオ

ンセラー。 

数学講義の実況中継 (下) 

著者： 秋山 仁 

出版年： 1987 年 

発行所： 語学春秋社 

総頁数： 243 ページ 

解説：この本 (上・下 2 巻)は、著者が駿台予備校にて「解法のプロセ

ス」というテーマで 1 年間にわたって(全 40 時間)講義したものを、そ

の内容と雰囲気を忠実に再現する形でまとめたものです。 
皆さんはこの本を手にとってみると、いままでの教科書や参考書とど

こか違うな、と感じるでしょう。どこが違うのか。皆さんが持ってい

る教科書、参考書が、方程式の章、数列の章、ベクトルの章といった“タ
テ割り構造” をもっているのに対して、この本は、いわば“ヨコ割りの

構造” をもっています。そして、各回の講義では、テーマとする考え

方(戦略)を使って解決していきます。112 刷りまで出版されたミリオン

セラー。 
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新 数学Ⅰ入門  

著者： 長岡 亮介, 吉本 武史, 秋山 仁 

出版年： 1986 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 131 ページ 

解説：本書は、一通りの勉強は終えたはずなのに、入試問題がさっぱ

り解けないという諸君に、正しい数学勉強法をつかんでもらえる本で

ある。そのために、各単元の最重要ポイントの理解を深めるためにふ

さわしい問題を、入試問題を素材として作り直しました。さらに、そ

れらにありきたりの解法をつけて「解法パターン」を理解させるかわ

りに、解法の根拠や意味・おもしろさが、つまり、数学のエッセンス

が伝わる解説をつけました。 

 数学Ⅰ入門  

著者： 長岡 亮介, 吉本 武史, 秋山 仁 

出版年： 1981 年 

発行所： 駿台文庫 

総頁数： 189 ページ 

解説：“数学が得意の人の受験用参考書ではなく、苦手な人が受験勉強

に入っていくためのいわば受験用教科書をつくる。従来の総花的参考

書と違い、数学Ⅰで学習する数学事項のうち、特に必要かつい重要な

ものだけをピックアップして重点的に解説する。受験対策上必要不可

欠なものは、教科書レベルよりも詳しく扱うが、他方必ずしもそうで

ない事項は、思い切って削除する。つまり、本書だけで受験勉強の完

成を目指すのではなく、本書をマスターできたなら、その後は勉強量

に比例して実力が自然についていくような基礎を徹底的に固めるもの

とする。 
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