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2008年度に行われた談話会
第14回 Hui Ma

講演者 : Hui Ma 氏 (Tsinghua University, 大阪市立大学)
題目 : On Lagrangian submanifolds in complex hyperquadrics obtained from
isoparametric hypersurfaces
日時 : 平成21年3月5日 (木) 16:30 17:30

第13回 澤田 伸晴

講演者 : 澤田 伸晴 氏 (東京理科大学理工学部)
題目 : Polyhedral realization of crystal base $B (\infty)$ for $C^{ (1)}_n$
日時 : 平成21年2月27日 (金) 16:00 17:00

第12回 入江 博

講演者 : 入江 博 氏 (東京電機大学未来科学部)
題目 : タイトラグランジュ部分多様体の分類問題
日時 : 平成20年12月3日 (水) 16:30 17:30

第11回 平場 誠示

講演者 : 平場 誠示 氏 (東京理科大学理工学部)
題目 : 多次元吸収壁安定運動に関連する無限マルコフ粒子系
日時 : 平成20年11月28日 (金) 16:30 17:30
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第10回 Ovidiu Calin

講演者 : Ovidiu Calin 氏 (Eastern Michigan University)
題目 : Non-holonomic geometry
日時 : 平成20年11月26日 (水) 16:30 17:30

第09回 Khosrow Chadan

講演者 : Khosrow Chadan 氏 (Paris Sud XI University)
題目 : The Schrödinger Equation: Old and New
日時 : 平成20年11月20日 (木) 16:30 17:30

第08回 勝良 健史

講演者 : 勝良 健史 氏 (慶應義塾大学理工学部)
題目 : C*環論の紹介
日時 : 平成20年11月5日 (水) 16:00 17:00

第07回 内藤 久資

講演者 : 内藤 久資 氏 (名古屋大学大学院多元数理科学研究科)
題目 : 結晶格子の視覚化
日時 : 平成20年10月28日 (火) 16:30 17:30
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第06回 山崎 隆雄

講演者 : 山崎 隆雄 氏 (東北大学理学研究科)
題目 : Higher dimensional class ﬁeld theory and symbols on algebraic groups
日時 : 平成20年10月24日 (金) 16:30 17:30

第05回 市村 文男

講演者 : 市村 文男 氏 (茨城大学理学部)
題目 : Hilbert-Speiser Number Fields and Stickelberger Ideals
日時 : 平成20年10月17日 (金) 16:30 17:30

第04回 木村 太郎

講演者 : 木村 太郎 氏 (東京理科大学 理工学部)
題目 : Totally Geodesic Submanifolds in Compact Symmetric Spaces and Their
Stability
日時 : 平成20年7月22日 (火) 15:00 16:00

第03回 前島

信

講演者 : 前島 信 氏 (慶應義塾大学 理工学部数理科学科)
題目 : 無限分解可能分布のサブクラス列の極限について
日時 : 平成20年6月26日 (木) 16:30 17:30

第02回 若林 徳子
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講演者 : 若林 徳子 氏 (近畿大学総合理工学研究科)
題目 : 多重ゼータ値と一般超幾何関数について
日時 : 平成20年6月20日 (金) 16:30 17:30

第01回 松尾 信一郎

講演者 : 松尾 信一郎 氏 (東京大学 数理科学研究科)
題目 : インスタントンの近似
日時 : 平成20年4月25日 (金) 16:30-17:30
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