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はしめに

山口大学教育学部
北本卓也 (Takuya Kltamoto)

本講究録は、2007年 7月 4日{̃}6日に京都大学数理解析研究所で開催された
RIMS共同研究「数式処理研究の新たな発展」の報告集てある。本共同研究て
は 14件の講演と 2件のチュー一一 n一トリアルかあった。内容は数学、工学、情報科学、
教育学の各分野に渡り、タイトル通り、これからの数式処理研究のあり方の一
端を示すものとなった。1つの発表に 30分から 40分の時間を取り、しっく
りと議論を行うことで研究集会の参加者の間で密接に情報の共有かてき、研究
の今後の展望の検討か行えたのてはないかと思われる。
種々の理由により講究録の刊行か遅くなってしまったことをお詫ひする。
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New development of research on Computer Algebra
RIMS共同研究報告集
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