


日　本　藻　類　学　会

2015‒2016 年役員

会 長：田中次郎（東京海洋大学）
庶務幹事：鈴木秀和（東京海洋大学）
庶務幹事：関田諭子（高知大学）（国内会員事務担当）
庶務幹事：阿部信一郎（茨城大学）（外国会員事務担当）
庶務幹事：阿部信一郎（茨城大学）（海外担当）
庶務幹事：仲田崇志（慶應義塾大学）（広報担当）
会計幹事：松岡孝典（日本歯科大学）
評 議 員：出井雅彦（文教大学）
　　　　　大谷修司（島根大学）
　　　　　川井浩史（神戸大学）
　　　　　川口栄男（九州大学）
　　　　　河地正伸（国立環境研究所） 
　　　　　倉島　彰（三重大学）
　　　　　坂西芳彦（日本海区水産研究所） 
　　　　　寺田竜太（鹿児島大学）
　　　　　中山　剛（筑波大学） 
　　　　　南雲　保（日本歯科大学） 
　　　　　Nelson, Wendy A.（N. I. W. A.） 
　　　　　藤田大介（東京海洋大学）
　　　　　Boo, Sung-Min（忠南大学校） 
　　　　　峯　一朗（高知大学）
　　　　　宮下英明（京都大学） 
　　　　　宮村新一（筑波大学） 
　　　　　村岡大祐（東北区水産研究所） 
　　　　　本村泰三（北海道大学）
　　　　　Zuccarello, Giuseppe C. (Victoria Univ. Wellington）

和文誌編集委員会

委 員 長：嶌田　智（お茶の水女子大学）

副委員長：岩滝光儀（東京大学）
副委員長：上井進也（新潟大学）
副委員長：須田彰一郎（琉球大学）

実行委員：仲田崇志（慶應義塾大学）
　　　　　四ツ倉典滋（北海道大学）
　　　　　神川龍馬（京都大学）
　　　　　羽生田岳昭（神戸大学）
　　　　　坂山英俊（神戸大学）
　　　　　寺田竜太（鹿児島大学）
　　　　　北山太樹（国立科学博物館）
　　　　　中山　剛（筑波大学）
　　　　　加藤亜記（広島大学）

委 員：田中次郎（東京海洋大学）
　　　　　本村泰三（北海道大学）
　　　　　堀口健雄（北海道大学）
　　　　　野呂忠秀（鹿児島大学）
　　　　　奥田一雄（高知大学）

日本藻類学会は 1952 年に設立され，藻学に関心をもち，本会の趣旨に賛同する個人及び団体の会員からなる。本会は定期刊行物
Phycological Research（英文誌）を年 4 回，「藻類」（和文誌）を年 3 回刊行し，会員に無料で頒布する。普通会員は本年度の年
会費 8,000 円（学生は 5,000 円）を前納するものとする。団体会員の会費は 20,000 円，賛助会員の会費は 1 口 30,000 円とする。

問い合わせ，連絡先 :
（庶務）〒 108-8477　東京都港区港南 4-5-7　東京海洋大学　大学院海洋科学技術研究科海洋環境学部門
　　　鈴木秀和　Tel & Fax 03-5463-0528　E-mail hsuzuki@kaiyodai.ac.jp

（国内会員事務担当：入退会，住所変更，会費）〒 950-2181　新潟市西区五十嵐 2 の町 8050　新潟大学　理学部
　　　上井進也　Tel 025-262-6173　E-mail uwai@env.sc.niigata-u.ac.jp

（外国会員事務担当：入退会，住所変更，会費）（海外担当）〒 310-0056　茨城県水戸市文京 2-1-1　茨城大学　教育学部
　　　阿部信一郎　Tel & Fax 029-228-8446　E-mail shinabe@mx.ibaraki.ac.jp

（広報担当）〒 997-0052　山形県鶴岡市覚岸寺字水上 246-2　慶應義塾大学　大学院政策・メディア研究科／先端生命科学研究所
　　　仲田崇志　Tel 0235-29-0528　Fax 0235-29-0574　E-mail naktak@ttck.keio.ac.jp

（会計）〒 102-8159　東京都千代田区富士見 1-9-20　日本歯科大学　生命歯学部生物学教室
　　　松岡孝典　Tel 03-3261-8601　E-mail takanori@tky.ndu.ac.jp

和文誌「藻類」への投稿：〒 112-8610　東京都文京区大塚 2-1-1　お茶の水女子大学　基幹研究院 自然科学系
　　　嶌田　智　Tel 03-5978-5356　E-mail shimada.satoshi@ocha.ac.jp

英文誌 Phycological Research への投稿：以下ジャーナルホームページ「Submit an Article」メニューから投稿
　　　http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1440-1835

　下記の出版物をご希望の方に頒布いたしますので，学会事務局（庶務）までお申し込み下さい（価格は送料を含む）。

１．「藻類」バックナンバー
各号， 会員価格 1,750 円， 非会員価格 3,000 円； 30 巻 4 号（創立 30 周年記念増大号，1–30 巻索引付き）のみ会員価格
5,000 円，非会員価格 7,000 円； 欠号 1–2 巻全号，4 巻 1，3 号，5 巻 1，2 号，6–9 巻全号。

２．「藻類」索引
1–10 巻，会員価格 1,500 円，非会員価格 2,000 円； 11–20 巻，会員価格 2,000 円，非会員価格 3,000 円； 1–30 巻（創
立 30 周年記念），会員価格 3,000 円，非会員価格 4,000 円。

３．山田幸男先生追悼号
藻類 25 巻増補，1977，A5 判，xxviii + 418 頁。山田先生の遺影，経歴，業績一覧，追悼及び国内外の藻類学者より寄
稿された論文 50 篇（英文 26 篇，和文 24 篇）を掲載。価格 7,000 円。

４．日米科学セミナー記録
Contributions to the systematics of benthic marine algae of the North Pacific. I. A. Abbott ・ 黒木宗尚共編，1972，B5 判，
xiv + 280 頁，6 図版。昭和 46 年 8 月に札幌で行われた北太平洋産海藻に関する日米科学セミナーの記録で，20 篇の研
究報告（英文）を掲載。価格 4,000 円。

5．北海道周辺のコンブ類と最近の増養殖学的研究
1977，B5 判，65 頁。昭和 49 年 9 月に札幌で行われた日本藻類学会主催「コンブに関する講演会」の記録。4 論文と討
論の要旨。価格 1,000 円。

6．Proceedings of Algae 2002
藻類 52 巻特別号，2004，A4 変形判，253 頁。平成 14 年 7 月につくば市で開催された第 26 回日本藻類学会大会・日本
藻類学会 50 周年記念行事・第 3 回アジア太平洋藻類学フォーラム合同会議（Algae 2002）のプロシーディング集。43
篇の論文・レビューを掲載。価格 3,500 円（送料込み）。
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