
2009年 4月 9日

2009年度数理学科フレッシュマンセミナーのお知らせ

2009年度責任者：足立真訓（多元数理・M2）

m08002z@math.nagoya-u.ac.jp

数理学科 2年生・理学部 1年生を主な対象として, 下記のような自主セミナーを開講します.

自主セミナーとは, 勉強の方法の 1つで, 輪講を学生同士で自主的に行うことをいいます. 伝統

的な数学の学習方法であり, その利点は実際に取り組んでいただければよく分かると思います.

この企画は, 自主セミナーが初めての方, 数学の勉強を始めたばかりの方を対象として想定して

います. 実際にセミナーをするのは参加者の方々自身ですが, 各グループには院生のチューターが

つきます. 院生から, 数学の内容やセミナーの方法について, アドバイスをしたいと思います.

みなさまが勉強を始める上でのよい機会となるようにしていきたいと思いますので, ぜひ積極的

にご活用ください. みなさまのご参加をお待ちしています.

■概要

主催 多元数理の院生有志.

目標 参加者のみなさんが,

• 主体的に自分達の手と頭で数学に触れること.

• テキストの精読, 発表, 議論といった輪講の方法に慣れること.

• 数学を共に学ぶ仲間を見つけること.

期間 前期 (4月～7月).

日時 各グループの参加者の間で調整する. 週 1回 1コマ程度.

対象 数理学科 2 年生・理学部 1 年生を中心とした学生. 大学・学部・学科・学年を問いません.

初めて数学の本を読む, あるいはセミナーで勉強をする人を想定しています.

募集人数 全 6グループ. 各グループ 4名程度.

■注意 これは大学院生有志による自主的な企画ですので, 単位はでません. また, 教員が企画に直

接関わっていませんので, 成績に影響することはありませんし, 学科分属にも関係しません.

■参加の方法 下記の日程で, 相談会と説明会を開催します. 興味のある方はお気軽にお立ち寄り

ください. なお, 興味のある方で都合のあわない方は足立までメールでご連絡ください.

• 相談会：2009年 4月 13日 (月) 12:00～13:00 理学部 1号館 2F Cafe David.

• 説明会：2009年 4月 15日 (水) 13:00～14:30 理学部 1号館 5F 552号室.

月曜日は, この企画のスタッフがお昼休みにカフェ・ダビッドにいますので, 気軽に質問をして

ください. （ただし, まだカフェ・ダビッドの営業日ではないので, コーヒーはありません）水曜日



の説明会では, 各グループのチューターになる院生からセミナーの提案をします. 質疑応答をした

後に, セミナー参加希望者に対しては, 暫定的にグループの振り分けとセミナー内容の相談を行い

たいと思います.

■セミナーの例 チューターをする院生に, セミナーの例を挙げてもらいました. 参加を希望され

る方は, できれば本を図書室で眺めてみて, 面白そうなものを選んでおいて下さい.

本をみてみると, 初めての方にはおそらく難しくみえると思います. 実際, 初めて数学の本を読む

こと, セミナーをすることは大変なことです. ですが, そのために今回, 院生のチューターがいます

ので, 恐れずに挑戦していただけたらと思います.

なお, 以下はあくまで例です. 他に読みたい本などありましたら, 我々で可能な範囲で対応しま

す. 遠慮なくご相談ください.

○数論：女王陛下とダンスを 　

　数論, あるいは整数論は, その名の通り, 整数の持つ性質を調べる分野です. 1, 2, 3, ... と

続く整数は, 単純そうに見えて実は非常に深い世界をその奥底に隠しています. 「数学の女

王」と呼ばれた数論の, ほんの入り口を覗いてみましょう.

• 高木貞治,『初等整数論講義（第 2版）』, 共立出版, 1971.

• A. ヴェイユ,『初学者のための整数論』, 現代数学社, 1995.

　

○可換環論入門編 　

　群論, 環論, 体論とは, 数の体系を抽象化した学問です. その中でも環論は整数環の研究に

端を発し, 「2 の倍数, 3 の倍数」といったものの抽象化であるイデアル論等を展開します.

環論は代数幾何学（多項式の零点が描くような図形に関する学問）や数論といった分野に密

接な関わりを持っています. これらのような「代数系」と呼ばれる分野は非常に細かい議論

を要求されるある意味では硬い学問ですが, とても興味深い話題も内包しています. このよ

うな分野に興味を持ってくれる学生をお待ちしています.

• M. F. アティヤー・I. G. マクドナルド, 『可換代数入門』, 共立出版, 2006.

　

○不思議な三角形（双曲幾何学の基礎） 　

　「内角の和が１８０度未満？」「内角の大きさだけで面積が決まる？」

　そんな不思議な三角形に触れてみませんか？このセミナーでは,複素関数を使って展開さ

れる双曲幾何の世界を学習します. これは, 今までなじみのある平面幾何とは, 少し異なる世

界です. イメージとしては, 「一定の割合で反り返った世界」です. この不思議な世界を, 私

と一緒に体験してみましょう.

• 谷口雅彦・奥村善英, 『双曲幾何学への招待―複素数で視る』, 培風館, 1996.

　



○グラフ理論 (and/or)結び目理論　―これでも数学？― 　

　グラフとは “点を線で繋げたもの”，結び目とは “変わった輪ゴム”のことです．そんなも

のを数学として扱えるのか，扱えたとしても何か意味があるのか．答えは Yesです．

　このセミナーではそれらを数学としてどのように扱うのかから始め，扱うことでどう役に

立つのかを知ることが一つの目標となります．ひょっとすると，新しい理論を開拓するのは

あなたかも知れません．

• 前原濶，『幾何学的グラフ理論』，朝倉書店，1992．

• 村上順，『結び目と量子群』，朝倉書店，2000．

• 瀬山士郎，『トポロジー：柔らかい幾何学（増補版）』，日本評論社，2003．

　

○関数解析 　

　 R2, R3 の空間, ベクトル空間で距離や内積といった概念を勉強してきたと思います. 関数

の集まりにも同じものを導入するのが目的です. そして最終的に極限操作が自由にできる空

間, 完備な空間にすることで様々な恩恵を知って欲しいと思います.

　関数解析は 3, 4年生できちんと学ぶべき分野なので前提とするものは多くあります. です

が数学の考え方, またセミナーの仕方を学んでもらうために分からないところはこちらで解

説しながら楽しく学べたらいいと考えます.

• 増田久弥, 『関数解析』, 裳華房, 1994.

• 伊藤清三, 『ルベーグ積分入門』, 裳華房, 1963.

　

○微分方程式：力学・電磁気学から解析学・幾何学へ. 　

　古典力学と電磁気学では, ニュートンの運動方程式とマクスウェルの方程式という微分方

程式を基本法則にして, 数多くの物理現象が説明できます. これを元に我々の日々の生活が

成り立っていることを思えば, この威力は将に驚くべきことです.

　一方, 物理を離れて数学の観点だけからしても, これらの理論は数多くの数学の母体と

なった点で極めて重要です. このセミナーでは力学や電磁気学はどのような理論なのか, そ

してこれらがどのような数学につながっていくのかを学びたいと思います.

• 高橋陽一郎, 『力学と微分方程式』, 岩波書店, 2004.

• 深谷賢治, 『電磁場とベクトル解析』, 岩波書店, 2004.

• 俣野博・神保道夫, 『熱・波動と微分方程式』, 岩波書店, 2004.

• 深谷賢治, 『解析力学と微分形式』, 岩波書店, 2004.

■問い合わせ先 全体的な質問などがありましたら, 足立 (m08002z@math.nagoya-u.ac.jp) ま

でお気軽にお問い合わせください. 過去のフレッシュマンセミナーについての情報が

http://www.math.nagoya-u.ac.jp/∼freshman/index.html

にありますので, そちらも参考にしてください.


