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ふしぎな数の世界、p-進数    見えないけれどあるんだよ. . .     2018. 10. 12l

数学者の家には計算尺はない           2018. 10. 7

第2の福音.     英才教育への期待       2028. 10. 5

コングロマリット企業体の終焉       2018. 10. 4

ザ・ラグ・カントリー     三流国の自覚     2018. 10. 4

ロックオン        2018.9.23

愚かなヒューマンインタフェース変更     2018. 9. 22

Opinion & Objection (2010) 復刊の案内   2018. 9. 22

都市騒音対策       2018. 9. 21

モデル理論の最近の発展          2018. 9. 18

オタクにも違いがある            2018. 9. 3

技術の科学 (モデル化とアナロジー)        2018. 9. 2

サルでも分かるハム計算シリーズ     

電気回路の基本的用語           2018. 11. 14

初歩の電気物理           2018. 9. 23

電気回路の計算1       2018. 9. 23

キルヒホッフの法則 演習     2018.9. 30

等価回路          2018. 10.  1

デシベル換算表             2018. 9. 23

位相の進行と遅れ          2018. 9. 23

交流の平均値と実効値           Nov 5, 1018
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半導体・電子回路の計算          2018. 9. 24

論理回路         2018. o.29

周波数の変調の意味   積和公式  2018. 9. 26  

送受信機の回路       2018. 10.1

空中線の計算式 、   電波の電界強度、伝搬の計算、   2018. 10. 1

フリスの伝達公式      自由空間損失          2019. 2. 23

電源回路の計算、 測定の計算      2018. 9. 28

Online QSL cards 1. Landscape Rainbow,   2. Landscape Expo85,   3. Tinman by Lego, 

Math geek’ QSL list

初秋の観望会    2018. 8. 30

天才少年からの福音        2018. 8. 20

完備性について            2018. 7. 24

真夏の観望会     2018. 7. 20

コンパクトについて        2018. 7. 18

サイエンス少年の好奇心  2018. 7. 10

初めてのラジオ工作       2018, 10, 26

キッズ・ハンドクラフトラジオ  (サイエンスへの好奇心を誘う)   2018. 6. 4

老人うつと対処療法 

怠惰な身なりの青年  

CW自動エンコードとデコード  (DSCW評価) 2018.5. 5

パドルかストレートキーか？     2018. 4.12
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今、カンバック派が元気、半世紀ぶりのハム局再開設  2018.3. 19

皆既月食から月の大きさ、皆既日食から地球までの距離を計算する       2018. 2. 10

英会話イディオムとスラング辞典を改訂  2017. 10. 19

カテゴリー理論を圏論とした日本語訳は適切か

モデル理論と基数 p と t    モデル理論と集合論の2つの論理を関連づける 2017.9. 24

地球温暖化

いろいろな算数アルゴリズム (かけ算)

宇宙論者か数学者か 

ルービックキューブとあみだくじGhost legsの巡回群  July 11, 2017

ルービックキューブは解けていますか?

何でもガラパゴスにしないで 

マドンナの選挙

自宅で鶯の囀りを楽しんでいます 　

天才も加齢も雑音を嫌う


モジュール群、双曲平面、メービウス変換、楕円曲線を学ぶ

サイエンス講座を担当して    2017. 6. 18

数学分野について

バカの壁2

数学映画の中の水汲み問題 (原典と吹替版の比較 )

宇宙を語る数学

初めてのCプログラミング  超入門
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バカの壁

グロダンティエク宇宙

数学にも忖度がある

異質なものが、異質なものに嫌悪する 

グロタンディエク素数57の真実 
 
Grothendiec prime number 57 and aliquot series

2017年は、3個の素数の3乗の和で表せる

a = a + b の話   (再帰、漸化式)

Odor of old boys 

解析学からより広い数理科学の世界へ

異能者 (magician)

主張を証明するアプローチ  

Math Disciplines   (数学分野)

数学キーワードクイズ  おとなのためのサイエンス講座【数学】

The differences betweeb Geek, Freak, and Nerd  - バカの壁

The meeting is meaningless if there is no ideal

ソフトマター

雑学家 Browser

アスペルガーとギフト

生存への連立方程式

カタカナ英語にご注意　

初等力学回転系のおさらい   科学ミュージアムでの解説の誤解を説く
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エアバズーガの正しい遊び方

ニュートンビーズを科学する

人生ゲームという名のピタゴラスイッチ

スリンキードロップ問題

りんごの木とニュートン

豚のシッポ

移動プラネタリウムへの星座図プロジェクションマッピング

Deep Sky  最新の話題

ウロボロスの蛇に見た幻想.pdf

小学2年生が解いたピザ切り分けの定理

科学ミュージアムのおかしなジャイロ体験の解説

月は地球の重力圏にあるか？アポロニウスの円

暗黒物質無しの宇宙論
 

超越数を掴む確率は1 

数とプログラミング教室のはじめに 

数学絵遊び 

# smash 数学記号1 

極限と無限 

結局、大蛇にのまれてしまいました 

Pythonシェルで数学する 

数学は文学に似ている 
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最近、Rubyには嵌まっています  六則演算 

数学映画の楽しみ方 

数学とは何か？偉人たちの言葉  

人類が到達した意味ある最大数、モンスター単純群の位数 

オッグ素数とモジュラー曲線 2017. 1.17 revised 2017, 2. 24

バナッハ＝タルスキーのパラドックス　　(外部リンク)

オッグ素数、Supersingular Prime  (link to the outside)

モンストラウス・ムーンシャイン

数の群像2、黄金比に騙されるな

数の群像、自然数でない自然の数

ゼロは数ではない、量だ

大人のための数学「数とプログラミング」

大人のための数学 開講にあたって

科学ミュージアムと数学

 互換について 

選択と乱数 

万華鏡素数  　- 鏡の国のアリス　

アルティン予想

モンスターとムーンシャイン

Gの夢  (可解性の判定基準)

p進数と多次元宇宙、ハッセの原理

狐の恩返し
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素数という魔物

圏論はプラトニックじゃない 

量が質を変える　2016. 12. 29

Яキリル文字とΠギリシャ文字 

温故知新と科学

不易流行と不変量   2016. 12. 18

ベテランズディー  2016. 11. 11

プログラム意味論とトポロジー   2016. 11. 2 

FOPLって何？ AIと一階述語論理

海外から見たアベノミックス

レイドバック

モナド　2016. 10. 2

数学者の家には分度器はない

数学者のいたずら 2016. 9. 29

ジャーゴンの混乱 2016. 9. 28

ソフトウェア科学から数学への回帰 2016. 9. 22

モーダルロジック   2016. 9. 19 

ディメンション  2016. 9. 18 

アシモフの夢     2016. 9. 14

論理と数学と言語    

数学の深淵に淀む　A stagnant brain in math  
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