
２００８年度日本数学会役員・社員名簿 

理事長    谷島 賢二        

 
理 事    金井 雅彦  河澄 響矢 

       川又雄二郎  小島 定吉 

       真島 秀行  山口 孝男 

      ＊岩崎 克則  ＊小澤  徹 

           ＊小谷 元子  ＊宍倉 光広 

           ＊中村  周  ＊谷島 賢二 

（＊印は 2008，2009 年度理事） 

 
監 事    岡本 和夫  松本 幸夫 
       森田 康夫 

 

評 議 員 

 支   部 

［北  海  道］ 相川 弘明 和地 輝仁 

［東   北］ 小川 卓克 仲田 正躬 

［関   東］ 斉藤 義久 中居  功 
        渚   勝 山田  陽 

        蔵野 和彦 山崎 昌男 

［中   部］ 楯  辰哉 田村 博志 
        土田 哲生       

［京   都］ 熊谷  隆 小磯 深幸 
        竹井 義次       

［阪   神］ 森元 勘治 梅原 雅顕 
        栗木 進二       

［中国・四国］ 杉江 実郎 藤田 和憲 
        鎌田 聖一       

［九   州］ 辻井 正人 近藤 正男 
        山田 直記       

 分 科 会 

［数学基礎論］ 松原  洋 志村 立矢 

［代 数 学］ 松本 耕二 栗原 将人 

［幾 何 学］ 加須栄 篤 小谷 元子 

［函 数 論］ 上田 哲生 宍倉 光広 

［函数方程式論］ 小澤  徹 中村  周 

［実 函 数 論］ 田中 直樹 小森 康雄 

［函数解析学］ 山上  滋 大鍛治隆司 

［統 計 数 学］ 杉田  洋 谷口 正信 

［応 用 数 学］ 中木 達幸 森田 善久 

［トポロジー］ 中西 康剛 河澄 響矢 

 編 集 会  根上 生也 満渕 俊樹 

 理事会推薦  岩崎 克則 平田 典子 
        谷島 賢二       

 

代 議 員 

［北 海 道］ 大本  亨 由利美智子 

［東    北］ 押切  源一 藤原  耕二 

        塩谷   隆       

［関    東］ 寺田   至 坂井  秀隆 

        高山  茂晴 関口  英子 

        倉田  和浩 戸田  正人 

        谷口  雅治 川中  子正 

        竹内   潔 太田  雅人 

        関川  浩永 中神  潤一 

        久保木久孝 渡辺  秀司 

        下村  勝孝 志村  隆彰 

        玉野  研一 西沢  清子 

        下村   俊 小林  隆夫 

        松山  善男 佐々木隆二 

［中   部］ 真次  康夫 糸  健太郎 

        林    誠 亀山   敦 

        濱名  正道 川向  洋之 

［京   都］ 押目  頼昌 杉江   徹 

        塚本  千秋 二宮  広和 

［阪   神］ 宇野  勝博 石井  克幸 

        土居  伸一 田川  裕之 

        田畑   稔 吉田  雅通 

［中国・四国］ 松崎  克彦 木村  真琴 

        橋本  隆司 森本  宏明 

        河本  直紀       

［九   州］ 鈴木  昌和 辻川   亨 

        三沢  正史 村田  嘉弘 

        山里   真       

 
（以上，全員非常勤） 


