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2014年度に行われた談話会
第18回 Der-Chen Chang

講演者 : Der-Chen Chang 氏 (Georgetown大学)
題目 : Estimates for elliptic boundary valued problem in Hardy spaces
日時 : 平成27年3月9日 (月) 16:30 17:30

第17回 Wolfram Bauer

講演者 : Wolfram Bauer 氏 (Hannover大学)
題目 : Heat ﬂow and Berezin-Toeplitz calculus
日時 : 平成27年3月3日 (火) 16:30 17:30

第16回 古谷

賢朗

講演者 : 古谷 賢朗 氏 (東京理科大)
題目 : Isospectral, but non-diﬀeomorphic nilmanifolds attached to Cliﬀord modules
日時 : 平成27年 2月26日 (木) 16:30 17:30

第15回 廣瀬

三平

講演者 : 廣瀬 三平 氏 (芝浦工大)
題目 : 偏微分方程式系に対する完全WKB解析と特異点論
日時 : 平成27年 1月23日 (金) 16:30 17:30

第14回 奥田 隆幸
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講演者 : 奥田 隆幸 氏 (広島大学)
題目 : リーマン対称空間内の強い意味で離散的に交わる鏡映部分多様体の組の分類
日時 : 平成27年 1月16日 (金) 16:30 17:30

第13回 Malte Wandel

講演者 : Malte Wandel 氏 (京都大学)
題目 : Induced automorphisms on hyperkaehler manifolds
日時 : 平成26年 12月8日 (月) 16:30 17:30

第12回 Martin Raum

講演者 : Martin Raum 氏 (Max Planck Institute)
題目 : Products of at most two Eisenstein series
日時 : 平成26年 11月10日 (月) 16:30 17:30

第11回 宮岡 礼子

講演者 : 宮岡 礼子 氏 (東北大学)
題目 : 等径超曲面と最近の話題
日時 : 平成26年 11月 7日 (金) 16:30

17:30

第10回 加川 貴章

講演者 : 加川 貴章 氏 (立命館大学)
題目 : Squares in certain second order recurrence sequences
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17:30

第09回 Giuseppe Di Fazio

講演者 : Giuseppe Di Fazio 氏 (カターニア大学)
題目 : Strong A_ (infty) weights and quasilinear degenerate elliptic equations
日時 : 平成26年 9月 10日 (水) 10:30 11:30

第08回 Peter Quast

講演者 : Peter Quast 氏 (University of Augsburg)
題目 : Centrioles in symmetric spaces
日時 : 平成26年 6月 20日 (金) 16:30 17:30

第07回 Somnath Jha

講演者 : Somnath Jha 氏 (大阪大学·学振特別研究員)
題目 : Functional equation for Selmer groups
日時 : 平成26年6月13日 (金) 16:30–17:30

第06回 赤堀 次郎

講演者 : 赤堀 次郎 氏 (立命館大学)
題目 : 離散確率解析について (On Discrete Stochastic Calculus)
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18:30

第05回 土屋 貴裕

講演者 : 土屋 貴裕 氏 (会津大学)
題目 : A note on strong convergence rate for SDEs with (dis)continuous diﬀusion
coeﬃcients via stability problem
日時 : 平成26年6月11日 (水) 16:30 17:30

第05回 青山 崇洋

講演者 : 青山 崇洋 氏 (佐賀大学)
題目 : レヴィ過程とゼータ関数
日時 : 平成26年6月6日 (金) 16:30

17:30

第04回 渡邉 究

講演者 : 渡邉 究 氏 (埼玉大学)
題目 : 完全旗多様体の特徴付けとCampana-Peternell予想
日時 : 平成26年5月23日 (金) 16:30 17:30

第03回 Peter Quast

講演者 : Peter Quast 氏 (University of Augsburg)
題目 : Centrioles in symmetric spaces
日時 : 平成26年 6月 20日 (金) 16:30 17:30
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第02回 Grzegorz Gromadzki

講演者 : Grzegorz Gromadzki 氏 (Gdansk大学)
題目 : On real singular loci of moduli spaces of compat Riemann surfaces
日時 : 平成26年5月12日 (金) 16：30 17：30

第01回 Maurcio Godoy Molina

講演者 : Maurcio Godoy Molina 氏 (Bergen大学)
題目 : Sub-Riemannian geometry of Riemannian submersions
日時 : 平成26年4月11日 (金) 16：30 17：30
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