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2012年度に行われた談話会
第14回 Peter Greiner

講演者 : Peter Greiner 氏 (Tronto 大学)
題目 : Heat kernels on spheres
日時 : 平成 25年 2月 19日 (火) 13：30 14：20

第13回 佐藤 好久

講演者 : 佐藤 好久 氏 (九州工業大学)
題目 : The geography of symplectic 4-manifolds and Lefschetz ﬁbrations
日時 : 平成 25年 1月 24日 (木) 16：30 17：30

第12回 滝本 和広

講演者 : 滝本 和広 氏 (広島大学)
題目 : The existence and uniqueness of boundary blowup solutions to $k$-curvature
equation
日時 : 平成 25年 1月 21日 (月) 16：30 17：30

第11回 坂元 (奥田) 孝志

講演者 : 坂元 (奥田) 孝志 氏 (気象大学校)
題目 : 反応拡散系に現れる振動ダイナミクス
日時 : 平成 24年 12月 19日 (水) 16:30 17:30

東京理科大学理工学部 数学科 - https://wiki.ma.noda.tus.ac.jp/rs/

Last update: 2017/11/28 11:50

seminar:2012:start https://wiki.ma.noda.tus.ac.jp/rs/seminar/2012/start

第10回 Alexander Vasiliev

講演者 : Alexander Vasiliev 氏 (Bergen大学)
題目 : Gaussian free ﬁeld approach to CFT
日時 : 平成 24年 12月 7日 (金) 16:30 17:30

第09回 Wolfram Bauer

講演者 : Wolfram Bauer 氏(ゲッチンゲン大学)
題目 : On the structure of a class of commutative Banach algebras generated by
Toeplitz operators on the unit ball
日時 : 平成 24年 11月 22日 (木) 10:10 11:00

第08回 三村 与士文

講演者 : 三村 与士文 氏 (東京理科大学)
題目 : Wasserstein距離とKeller-Segel系への応用
日時 : 平成24年11月12日 (月) 16：30 17：30

第07回 坂田 裕

講演者 : 坂田 裕 氏 (早稲田大学高等学院)
題目 : Jacobi 形式のレベルと指数を入れ替える写像の構成について
日時 : 平成24年11月5日 (月) 16：30 17：30

第06回 戸松 玲治

講演者 : 戸松 玲治 氏 (北海道大学)
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題目 : von Neumann環上のRohlin ﬂowの分類
日時 : 平成24年10月19日 (金) 16：30 17：30

第05回 那須 弘和

講演者 : 那須 弘和 氏 (東海大学)
題目 : 3次元単線織多様体上の曲線の変形障害について
日時 : 平成24年7月20日 (金) 16：30 17：30

第04回 長澤 壯之

講演者 : 長澤 壯之 氏 (埼玉大学大学院理工学研究科)
題目 : メビウス・エネルギーの特異性除去と変分公式の絶対可積分性
日時 : 平成24年6月29日 (金) 16：30 17：30

第03回 渡部 拓也

講演者 : 渡部 拓也 氏 (立命館大学)
題目 : Asymptotic transition probability for avoided crossings with a small gap
日時 : 平成24年6月22日 (金) 16:30 17:30

第02回 石渡 哲哉
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講演者 : 石渡 哲哉 氏 (芝浦工業大学)
題目 : Landau-Lifchitz方程式に対する構造保存型差分法について
日時 : 平成24年6月6日 (水) 16：30 17：30

第01回 塩見 大輔

講演者 : 塩見 大輔 氏 (東京理科大学)
題目 : Cyclotomic function ﬁeldのJacobi多様体について
日時 : 平成24年5月29日 (火) 16：30 17：30
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