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はじめに

本講究録は 2002 年度の数学史に関する研究集会の報告である.

今回は中国・酉北大学の曲安京氏の講演も行われた (演題は “How did Chinese study the
history of mathematics in last century?”). 国内からはもちろんであるが, 国際的に参加

者が増えることは喜ばしいことであり, 2003 年度以降ますます海外からの参加者が増える
ことも予想される.

報告の配列は昨年同様, 講演の順序によらずおおむね地域別, 隼代順になっている.

代表小松彦三郎 (東京理科大学・理)

副代表 小川束 (四日市大学・環境情報)
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