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1 秋山仁の遊びからつくる数学 : 離散数学の魅力  (ブルーバックス ; B-1007). 秋山仁, 吉永良正著 講談社 1994.2

2 美の幾何学 : 天のたくらみ,人のたくらみ ; 554  (中公新書 ; 554).
伏見康治, 安野光雅, 中
村義作著

中央公論社 1979.10

3 数学がおもしろくなる12話  (岩波ジュニア新書 ; 113). 片山孝次著 岩波書店 1986.6

4 ルイス・キャロルの生涯 : 不思議の国の数学者
デレック・ハドスン著 ;
高山宏訳

東京図書 1976.10

5 ガウスの生涯 : 科学の王者 ; 新装版
ダニングトン著 ; 銀林浩
[ほか]訳

東京図書 1992.5

6 関孝和 : その業績と伝記. --  増補 平山諦著 恒星社厚生閣 1974.9

7 無限の天才 : 夭逝の数学者・ラマヌジャン
ロバート・カニーゲル著
; 田中靖夫訳

工作舎 1994.9

8 オイラー : その生涯と業績
E. A. フェルマン著 ; 山
本敦之訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

2002.4

9 ガロア : 天才数学者の生涯  (中公新書 ; 2085). 加藤文元著 中央公論新社 2010.12

10 ガウスが切り開いた道  (シュプリンガー数学クラブ ; 2).
S. G. ギンディキン著 ;
三浦伸夫訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

1996.6

11 景気を読みとく数学入門. --  初版  (角川文庫 ; 16749). 小島寛之 [著] 角川学芸出版 2011.3

12 親子で楽しむ図形パズル ; 3:アラカルト 岡野公二郎著 共立出版 1986.9

13 折り紙算数・折り紙数学  (「数学教室」別冊 ; 3).
数学教育協議会, 銀林
浩編

国土社 1994.4

14 自然界の秘められたデザイン : 雪の結晶はなぜ六角形なのか?
イアン・スチュアート著 ;
梶山あゆみ訳

河出書房新社 2009.7

15 自然の中に隠された数学  (サイエンス・マスターズ ; 5).
イアン・スチュアート著 ;
吉永良正訳

草思社 1996.10

「毎日がちょっと楽しくなる数学本」～読む数学・遊ぶ数学～
展示期間：2012年10月1日(月)～11月30日(金) 展示場所：1Fアメニティゾーン

私たちの生活は数学があふれています。
普段は意識していなかったことも、数学によって成り立っていることに気づけば毎日がちょっと楽しくなるかも！？

新たな視点を、ここにある一冊で見つけてみましょう！

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20000026
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00065867
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00060716
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00046123
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00021967
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00046095
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00030430
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00017914
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059513
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00067319
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061194
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055034
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00031299
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00051393
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20000477
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16 いかにして問題をとくか. --  追補第8版
G.ポリア著 ; 柿内賢信
訳

丸善 1964.5

17 人生に必要な数学50  (知ってる?).
トニー・クリリー著 ; 対
馬妙訳

近代科学社 2009.10

18 世にも美しい数学入門  (ちくまプリマー新書 ; 011). 藤原正彦, 小川洋子著 筑摩書房 2005.4

19 数学は生きている : 身近に潜む数学の不思議
Theoni Pappas [著] ; 中
村義作, 松永清子, 小舘
崇子訳

東海大学出版会 2000.7

20 数学オリンピックチャンピオンの美しい解き方
テレンス・タオ著 ; 寺嶋
英志訳

青土社 2010.8

21 フィールズ賞物語  (数学セミナー ;  増刊 . 数学セミナー・リーディングス ; 1985). 日本評論社編 日本評論社 1985

22 関孝和 : 250年祭記念 平山諦著 恒星社 1959.3

23 数学の切手コレクション  (シュプリンガー数学クラブ).
R.J.ウィルソン著 ; 熊原
啓作訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

2003.7

24
数学を育てた天才たち : 確率、解析への展開  (数学を切りひらいた人びと / マイケル・J・ブ
ラッドリー著 ; 松浦俊輔訳 ; 2).

マイケル・J・ブラッド
リー著 ; 松浦俊輔訳

青土社 2009.4

25
数学を拡げた先駆者たち : 無限、集合、カオス理論の誕生  (数学を切りひらいた人びと / マ
イケル・J・ブラッドリー著 ; 松浦俊輔訳 ; 3).

マイケル・J・ブラッド
リー著 ; 松浦俊輔訳

青土社 2009.4

26
数学最前線をになう挑戦者たち : 難問の解決、ゲーム理論の展開  (数学を切りひらいた人
びと / マイケル・J・ブラッドリー著 ; 松浦俊輔訳 ; 5).

マイケル・J・ブラッド
リー著 ; 松浦俊輔訳

青土社 2009.5

27 天才の栄光と挫折 : 数学者列伝  (新潮選書). 藤原正彦著 新潮社 2002.5

28 偉大な数学者たち  (ちくま学芸文庫). 岩田義一著 筑摩書房 2006.12

29 数学者列伝 : オイラーからフォン・ノイマンまで ; 1  (シュプリンガー数学クラブ ; 18, 19).
I.ジェイムズ著 ; 蟹江幸
博訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

2005.12

30 数学者列伝 : オイラーからフォン・ノイマンまで ; 2  (シュプリンガー数学クラブ ; 18, 19).
I.ジェイムズ著 ; 蟹江幸
博訳

シュプリンガー・フェア
ラーク東京

2007.12

31 数学人群像 : プロフィルとインタビュー
D. J. アルバース, G. L.
アレクサンダーソン編 ;
一松信監訳

近代科学社 1987.12

32 秋山仁の数学渡世  (朝日文庫). 秋山仁著 朝日新聞社 1996.3

33 数学で読み解くあなたの一日
ジェイソン・I・ブラウン著
; 田淵健太訳

早川書房 2010.9

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00038056
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056450
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00039659
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00028938
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054270
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00018762
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20008840
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045716
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061123
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061123
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061176
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061176
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061177
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061177
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00018050
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055048
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045718
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00045718
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00042178
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00060672
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054323
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34 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
ツェンスベルガー著 ;
ロートラウト・ズザンネ・
ベルナー絵 ; 丘沢静也
訳

晶文社 1998.9

35 パズルより面白い中学入試の算数 : 深読みすれば宝の山 ピーター・フランクル著 講談社 1994.3

36 ピーター・フランクルの算数名問題 : これだけできれば恐いものなし ピーター・フランクル著 講談社 1995.5

37 怠け数学者の記 小平邦彦著 岩波書店 1986.5

38 夢仕掛け人・秋山仁 : 日本グラフ理論誕生史談 加納幹雄著 海鳴社 1994.11

39 数学で考える 小島寛之著 青土社 2007.10

40 数学の楽しみ : 身のまわりの数学を見つけよう  (ちくま学芸文庫 ; [ハ-25-1]).
テオニ・パパス著 ; 安原
和見訳

筑摩書房 2007.10

41 もっとも美しい対称性
イアン・スチュアート著 ;
水谷淳訳

日経BP社 2008.10

42 数学の魔法の宝箱
イアン・スチュアート著 ;
水谷淳訳

ソフトバンククリエイティ
ブ

2010.8

43 数学が日本を救う! : 価格破壊やデリバティブもよくわかる 芳沢光雄著 総合法令出版 1995.2

44 数学ガール 結城浩著
ソフトバンククリエイティ
ブ

2007.6

45 フェルマーの最終定理  (数学ガール / 結城浩著). 結城浩著
ソフトバンククリエイティ
ブ

2008.8

46 ゲーデルの不完全性定理  (数学ガール / 結城浩著). 結城浩著
ソフトバンククリエイティ
ブ

2009.11

47 乱択アルゴリズム  (数学ガール / 結城浩著). 結城浩著
ソフトバンククリエイティ
ブ

2011.3

48 数学とことばの迷い路 細井勉著 日本評論社 1992.10
49 数学のまなび方  (ちくま学芸文庫 ; [イ-37-1]). 彌永昌吉著 筑摩書房 2008.11

50 エインリの数学パズル
S.エインリ著 ; 高木茂男
訳

培風館 1981.6

51 パズルで語る新しい数学
C.バ-トウィスル著 ; 三
橋重男訳

東京図書 1972

52 ピーター・フランクルのらくらく数学パズル塾  (朝日文庫). ピーター・フランクル著 朝日新聞社 1996.8

53 覆面算パズル
Steven Kahan著 ; 片桐
善直訳

共立出版 1987.11

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00040695
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00056396
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00056395
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00000588
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00060699
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00061191
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054969
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047939
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054328
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00045151
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054201
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054202
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054421
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056570
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00021235
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054976
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00039789
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00039735
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00065748
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005643
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54 虫食算=覆面算・桂馬とび遊び : 数の遊び 加納敏著 富山房 1984.6
55 ミステリ・ナンバー  (遊びの百科全書 ; 9). 高木茂男編 日本ブリタニカ 1980.11
56 頭のパズル 三橋重男著 東京図書 1981.6
57 魔方陣 大森清美著 富山房 1973.6
58 虫食算パズル700選 ; [正] 大駒誠一[ほか]著 共立出版 1985.4
59 虫食算パズル700選 ; 続 大駒誠一[ほか]著 共立出版 1988.6
60 パズル四重奏 ; 「α」  (サイエンス叢書 ; P-1)(ライブラリ遊びと科学 ; 4). 高木茂男[ほか]著 サイエンス社 1980.3

61 数学パズル美女か野獣か? : 楽しみながらゲーデルの謎にせまる
レイモンド・スマリヤン
原著 ; 阿部剛久訳

森北出版 1996.3

62 その扉をひらく  (少年と素数の物語 / Paulo Ribenboim著 ; 吾郷孝視, 真庭久芳訳編 ; 1).
Paulo Ribenboim著 ; 吾
郷孝視, 真庭久芳訳編

共立出版 2011.2

63 はるかなる旅へ  (少年と素数の物語 / Paulo Ribenboim著 ; 吾郷孝視, 真庭久芳訳編 ; 2).
Paulo Ribenboim著 ; 吾
郷孝視, 真庭久芳訳編

共立出版 2011.8

64 楽しい数学イラストの世界 : 絵による1次変換入門 小沢健一, 木村良夫著 サイエンティスト社 1985.7

65 完全なる証明 : 100万ドルを拒否した天才数学者
マーシャ・ガッセン著 ;
青木薫訳

文藝春秋 2009.11

66 ポアンカレ予想 : 世紀の謎を掛けた数学者、解き明かした数学者
ジョージ・G・スピーロ著
; 鍛原多惠子 [ほか] 訳

早川書房 2007.12

67 計算とは何か  (Math stories / 上野健爾, 新井紀子監修). 新井紀子, 新井敏康著 東京図書 2009.10

68 和算の歴史 : その本質と発展  (ちくま学芸文庫 ; [ヒ10-1]). 平山諦著 筑摩書房 2007.7

69 学術を中心とした和算史上の人々  (ちくま学芸文庫 ; [ヒ-10-2]). 平山諦著 筑摩書房 2008.4

70 和算家の旅日記 佐藤健一著 時事通信社 1988.5

71 江戸のミリオンセラ-『塵劫記』の魅力 : 吉田光由の発想 佐藤健一著 研成社 2000.2

72 關孝和全集 : 全
[関孝和著] ; 平山諦, 下
平和夫, 広瀬秀雄編著

大阪教育図書 1974.8

73 江戸時代の数学 田崎中著 総合科学出版 1983.3

74 関孝和の数学 竹之内脩著 共立出版 2008.6

75 和算の時代 : 日本人の数学力をたどる 京都大学附属図書館編 京都大学附属図書館 2003.11

76 数覚とは何か? : 心が数を創り、操る仕組み
スタニスラス・ドゥアンヌ
著 ; 長谷川眞理子, 小
林哲生訳

早川書房 2010.7

77 建築には数学がいっぱい!? 竹内薫, 藤本壮介著 彰国社 2012.2

https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00010195
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00001323
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00039723
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00039719
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005467
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00005467
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00039716
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00066657
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056435
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056437
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00003320
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054314
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00047661
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00056483
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055143
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055144
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00044245
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW20025761
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00041653
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TW00049255
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00055009
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00038760
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00054327
https://opac.lib.kit.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00059995
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78 芸術における数学. --  復刊版
マイケル・ホルト [著] ;
西田稔訳

紀伊國屋書店 2000.6

79 アートのための数学 牟田淳著 オーム社 2008.5

80 デザインのための数学 牟田淳著 オーム社 2010.10

81 野球に勝てる数学 : 数字から見た勝つための条件  (DSライブラリー). 木下栄蔵著 電気書院 1992.1

82 算法少女  (少年少女歴史小説シリーズ).
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