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数学者で大道芸人。
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固い頭を柔らかくしたい、人生を豊かにするヒントがほしい、そんな皆さん、この機会にピーター

ンクルさんの著書を読んでみて

この度、多数の著書の中から

る方は、別紙
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１. 頭のよくなる本

 初級編から難問編まで子供も大人も楽しめる面白算数パズルと、問題の間に

挟まれるエッセイがいっぱい。固い頭を柔らかくします！

  
２. 頭をよくする本

 シリーズ２冊目で、同じく面白い数学パズルと愉快でためになるエッセイ

がたくさん。

  
３. ピーター・フランクルの超数脳トレーニング

 頭のよくなるシリーズ３冊目で、様々な国を巡った面白エピソード満載の

エッセイと、頭の体操になる算数問題を楽しめます！

    

４. ピーター・フランクルの頭の良くなる英語

 本書の問題やゲームを遊び感覚で解いているうちに英語力はもちろん、

思考能力もアップする、前代未聞の英語勉強法。

    

５. algo ゲーム

 遊べば遊ぶほど集中力、記憶力、分析力が身につき、論理的思考力が向上

するカードゲーム。子供から大人まで脳のトレーニングに役立つ、頭のよく

なるゲーム。遊んで算数に強くなります！

    

６. ピーター流

 楽しく生きる秘訣は自分の人生の主人公になること。結果が過剰に重視さ

れた今の世界でも、やること一つ一つの過程を楽しむべき。人生を楽しくす

るための実践的で具体的なアドバイスが満載。

    

７． 子どもの学力を伸ばす

 子どもが勉強嫌いになるのは親に原因あり。自ら学び続ける子どもにする

ための親子の過ごし方を伝授します。ピーターの著書の最新刊で、子育て中

の方にお勧めです！
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