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は し が き

少し遅くなりましたが,昨年 7月に行われた研究集会の報告集をお届け致します.今回

も御蔭様で多くの方々の御協力を頂き,大変充実したものとなりました.この場を借りて

再度御礼申し上げます なおいつものように,御原稿をお出し下さらなかった方々につい

ては,小生が勝手に自分のノートから代筆したものを載せました 講究録の完成が遅れた

主な理由はこのためです.まじめに期日までに原稿をお出し下さった方々には申し訳ござ

いませんでした 代筆したのは目次中の次の番号のものです

3, 6, 7, 10

(小生の自作ワープロの字なので一一目で判別できると思います )これらの文責が小生に

あることはもちろんです 教室主任の雑用等に追われてやっと今頃になって手をつけたの

ですが,既に半年以上経っており書かれた内容は自分でもさっぱり理解できませんでした

そんな訳であまり役に立たぬかもしれませんが,重要な講演が多いので御出席できなかっ

た方々に雰囲気だけでもお伝えしたいと思い,敢えて載せる次第です。興味を持たれた方

は正確な資料をこれらの講演者に直接御請求下されば幸いです
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