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２０１４年度日本数学会各種委員会委員について

出版委員会 越谷 重夫（委員長）

戸瀬 信之（担当理事）

徳永 浩雄（担当理事）

越谷 重夫 岩崎 克則

山下 靖 高山 茂晴

（以上運営委員）

学術委員会 野海 正俊（委員長）

梅原 雅顕（担当理事）

堤 誉志雄 野海 正俊

寺尾 宏明 金井 雅彦

山本 昌宏 佐伯 修

並河 良典 杉本 充

（ ）以上運営委員

広報委員会 橋本 義武（委員長）

大槻 知忠（担当理事）

小林 正典 橋本 義武

志賀 啓成 斎藤 明

教育委員会 宇野 勝博（委員長）

高橋 哲也（副委員長）

徳永 浩雄（担当理事）

宇野 勝博 小島 定吉

坪井 俊 真島 秀行

高橋 哲也 伊藤 仁一

（ ）以上運営委員

清水 勇二 竹山 美宏

藤田 岳彦 神 直人

牛瀧 文宏 海老原 円

菅原 邦雄 上 正明

松井 優

（ ）以上専門委員

記念基金委員ICM90

舟木 直久 （委員長）

楠岡 成雄 野海 正俊

教育研究資金問題検討委員会

森田 善久（委員長）

小薗 英雄（担当理事）

川島 秀一 金銅 誠之

森田 善久 谷口 説男

納谷 信 河野 俊丈

玉川安騎男 杉本 充

男女共同参画社会推進委員会

宮岡 礼子（委員長）

（ まで）2014.10.31

芥川 和雄（委員長）

（ から）2014.11.1

小磯 深幸（担当理事）

柏原 賢二 片長 敦子

清水 扇丈 大島 和幸

葛巻 孝子 平田 典子

金 英子 小磯 深幸

男女共同参画学協会連絡会

第 期幹事学会運営委員12

平田 典子（委員長）

小磯 深幸 宮岡 礼子

平田 典子 芥川 和雄

杉山 由恵 柏原 賢二

酒井 高司 小谷 元子

片長 敦子 大島 和幸

葛巻 孝子 金 英子

清水 扇丈 太田 香

西浦 廉政 小磯 憲史

橋口 秀子 高山 晴子

角皆 宏 張 良

高市 典子 高良 淑子

情報システム運用委員会

山下 靖（委員長）

松本 眞（担当理事）

戸瀬 信之（担当理事）

行木 孝夫 内藤 久資

藤森 祥一 山下 靖

酒井 高司 麻生 和彦

（以上運営委員）

藤森 祥一 高沢 光彦

木村 巌 梅垣 敦紀

沼田 泰英 長谷川暁子

（ （ ））以上専門委員 ウエッブ管理

ニュースレター委員会

戸瀬 信之（委員長・担当理事）
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宮岡 洋一（顧問）

大鹿 健一 清水 勇二

杉本 充 田村 誠

オンラインシステム管理委員会

久保 仁（委員長）

戸瀬 信之（担当理事）

内藤 久資

編集委員会

Journal of the Mathematical Society of Japan

二木 昭人（委員長）

川又 雄二郎（委員長）

大沢 健夫 土居 伸一

相川 弘明 小薗 英雄

並河 良典 泉屋 周一

種村 秀紀 芥川 和雄

溝口 紀子 池田 保

塩谷 真弘 小沢 登高

野村 隆昭 枡田 幹也

尾角 正人 橋本 光

数学

福井 敏純（委員長）

徳永 浩雄（担当理事）

川上 拓志 倉田 俊彦

下川 航也 白 石 博

白 川 健 長友 康行

山 内 博 池田 京司

池田 幸太 桒田 和正

小森 洋平 都築 正男

山 下 真 （以上常任）

宇 野 力 河田 成人

中井 英一 野村 祐司

榎 一 郎 佐藤 得志

長郷 文和 本多 尚文

渡邉 忠之 勝 田 篤

貞 末 岳 成田 宏秋

Elliott Ginder松 本 詔

境 圭 一 澁川 陽一

鷲見 直哉 高橋 宣能

増田 俊彦 柳 原 宏

山崎 義徳

数学通信 徳永浩雄(委員長)

加藤 正和 原田 昌晃

大場 清 谷内 靖

奥山 裕介 入江幸右衛門

山崎 正之 田口雄一郎

福井 敏純 張 良

（以上常任）

吉永 正彦 山崎隆雄

村山 光孝 田中 利史

葉廣 和夫 竹内 敦司

岡 晋平 石井 豊

Advanced Studies in Pure Mathematics

織田 孝幸（委員長）

大槻 知忠（担当理事）

竹田 雅好 織田 孝幸

小木曽啓示Martin Guest

利根川吉廣 雪江 明彦

平地 健吾 大鹿 健一

増田 佳代 納谷 信

小池 達也

日本数学会メモアール

金子 昌信（委員長兼編集局長）

戸瀬 信之（担当理事）

坂上 貴之 尾角 正人

松本 裕行 辻 元

二宮 広和 小島 定吉

並河 良典 林 仲夫

吉田 朋広 落合 啓之

有木 進 金子 昌信

高山 信毅 古田 幹雄

山口 孝男

Japanese Journal of Mathematics

小林 俊行（委員長，委員代表)

河東 泰之（委員長）

二木 昭人（担当理事）

小野 薫 中島 啓

斎藤 毅


