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２００８年度日本数学会各種委員会委員について

受賞候補推薦委員
松原 洋 松本 耕二
山口 孝男 宍倉 光広
儀我 美一 小林 和夫
大鍛冶隆司 久保木久孝
中木 達幸 中居 功

出版委員会 中村 周（委員長）
藤木 明 中村 周
戸瀬 信之 齋藤 政彦
河野 俊丈

（以上運営委員）
学術委員会 古田 幹雄（委員長）

小谷 元子（担当理事）
中島 啓 新井 仁之
古田 幹雄 小谷 元子
金子 昌信 堤 誉志雄
舟木 直久 （以上運営委員）

広報委員会 福井 敏純（委員長）
金井 雅彦（担当理事）
楫 元 福井 敏純
筒井 亨 太田 克弘

教育委員会 黒木 哲徳（委員長）
新井 紀子（副委員長）
真島秀行（担当理事）
黒木 哲徳 新井 紀子
岡部 恒治 金光 三男
森田 康夫 西森 敏之

（以上運営委員）
小山 陽一 斎藤 秀司
望月 清 松山 善男
安井 孜 宇野 勝博
徳永 浩雄 伊藤 仁一
松岡 隆 （以上専門委員）

記念基金委員ICM90
谷島 賢二 （委員長）
柏原 正樹 深谷 賢治
古田 幹雄

教育研究資金問題検討委員会
森田 康夫(委員長)
真島 秀行(担当理事)
中尾 充宏 森田 康夫
小澤 徹 齋藤 政彦
坪井 俊 宮川 鉄朗
宮岡 礼子 二木 昭人
福山 克司

男女共同参画社会推進委員会
松井 泰子（委員長）
山口 孝男（担当理事）
石井志保子 高山 茂晴
小林 京子 越谷 重夫
山本 義郎 松井 泰子
広中由美子 小林みどり

情報システム運用委員会
戸瀬 信之（委員長）
戸瀬 信之 足立 匡義

山下 靖 濱田 龍義
（ ）以上運営委員

濱田 龍義 久保 仁
藤森 祥一 長谷川暁子

（以上専門委員）
編集委員会
ジャーナル 満渕 俊樹（委員長）

宮岡 洋一（委員長）
満渕 俊樹 辻 元
森本 芳則 齋藤 政彦
宮地 晶彦 松元 重則
松本 裕行 織田 孝幸
二木 昭人 新井 敏康
泉 正己 宮岡 洋一
藤原 英徳 田村 英男
谷崎 俊之 堤 誉志雄
宮地 淳一

数学 根上 生也（委員長）
今井 淳 江田 勝哉
岡沢 登 北詰 正顕
長澤 壯之 西山 陽一
本多 宣博 上原 北斗
金子 宏 齊藤 宣一
志甫 淳 泊 昌孝
松井 宏樹 （以上常任）
会田 茂樹 落合 啓之
久保 英夫 田口雄一郎
浅岡 正幸 石井 亮
示野 信一 高橋 浩樹
長 宗雄 長山 雅晴
濱名 裕治 原 伸生
増本 誠 荒川 知幸
観音 幸雄 勘甚 裕一
蛭川 潤一 秋吉 宏尚
後藤 竜司 齋藤 睦
高橋 雅朋

数学通信 岩崎 克則(委員長)
和地 輝仁 小川 卓克
渚 勝 田村 博志
小磯 深幸 森元 勘治
杉江 実郎 辻井 正人
根上 生也 張 良

Advanced Studies in Pure Mathematics
河野 俊丈（委員長）
小島 定吉（担当理事）
儀我 美一 橋本喜一朗
河野 俊丈 宮岡 洋一
石井志保子 小島 定吉
小谷 元子 野海 正俊
竹田 雅好 宮嶋 公夫
織田 孝幸

日本数学会メモアール
宮岡 洋一（委員長兼編集局長）
小澤 徹（担当理事）
宇沢 達 岡本 久
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国場 敦夫 谷口 説男
野口潤次郎 柳田 英二
小澤 徹 小林 亮一
坪井 俊 舟木 直久
宮岡 洋一 有木 進
金子 昌信 高山 信毅
古田 幹雄 山口 孝男

ジャパニーズ・ジャーナル
小林 俊行（委員長，委員代表)
河東 泰之（委員長）
小島 定吉（担当理事）
小野 薫 中島 啓
齋藤 毅


