
2010年 4月 7日

2010年度数理学科フレッシュマンセミナーのお知らせ

2010年度責任者：足立真訓∗（多元数理・D1）

小西正秀（多元数理・M1）

数理学科 2年生・理学部 1年生を主な対象として, 下記の自主セミナーの参加者を募集します.

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. 輪講

とは, テキストを参加者で共同して読み進めることによる学習の方法です. 具体的には, 毎回参加者

が交互にテキストの内容を熟読したり, 問題を解いて発表し, 皆で議論をします. 伝統的な数学の学

習方法であり, その利点†は実際に取り組むことでよく分かります. また, 数理学科では 3 年後期の

現代数学研究で自主セミナーを行ったり, 4 年の卒業研究で先生方のもとでセミナーを行うことに

なるので, 早いうちにセミナーに慣れておいた方がお得です.

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・研究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 多元数理科学研究科, 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.

• 数学を共に学ぶ仲間を見つけること.

• 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.

期間 前期 (4月～7月).

日時 各グループの参加者の間で調整します. 週 1回 1コマ (1.5時間)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. 物理学科等でも大丈夫です.

募集人数 全 6グループ. 各グループ 4名程度.

■注意 単位はでません. 成績に直接影響しませんし, 学科分属にも関係しません.

■参加の方法 2010年 4月 19日 (月)17:00までに理 1号館 (多元数理科学研究科)1Fの教育研

究支援室まで参加申し込み用紙を提出して下さい. 4月 19日 (月)の数学演習の授業で教員に提出

しても構いません. 参加にあたっては, 裏面の日程で相談会と説明会を開催しますので, 興味のある

方はぜひお越しください.

∗ e-mail: m08002z@math.nagoya-u.ac.jp
† 他の人と議論をすることで理解が深まる, 内容につまずいても挫折しにくい, 等です.

m08002z@math.nagoya-u.ac.jp


• 相談会　 2010年 4月 7日 (水) 13:00～17:00 野依記念学術交流館.

• 説明会　 2010年 4月 14日 (水) 13:00～14:30, 14:45～16:15 理 1号館 1F 109号室.

相談会では, 「理学部新歓サイエンスカフェ 2010」の 1 ブースとして自主セミナーの紹介, フ

レッシュマンセミナーでの使用テキストの紹介を出展します. 説明会では, 各コースのチューター

からセミナーの提案内容についてご説明します. 3限, 4限の 2回行いますが, 同じ内容です.

■セミナーのコース 大学院生から以下の 6 つのセミナーを提案します. 参加を希望される方は,

あげられているテキストを図書室や生協書籍部でぜひ眺めてみて下さい.

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, 実際のセミナー内容や使用するテキストはセミナーの参加者が確定した後に相談によって

変更することがあります. あらかじめご了解ください.

1⃝大学生のためのやわらかあたま塾 －組合せ論入門－ 　

独特な数学の世界の中でもより独特な分野, 組合せ論. 組合せ論とは何ぞやと思われる方

は, 高校数学の場合の数を思い出して下さい. あの発想勝負の問題達が好きだったという方,

もっと深いところを探ってみたいと思いませんか？逆にその発想の理不尽さに悶え苦しんだ

方, この機会にリベンジしてみたいとは思いませんか？このセミナーは貴方達のそんな欲求

を満たします. 是非ご参加下さい.

• G. ポリア, R. E. タージャン, D. R. ウッズ, 『組合せ論入門』, 今宮淳美 (訳), 近代科

学社, 1986. （原書を Google Books で眺める)

　

2⃝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.

• 丸山正樹, 『グレブナー基底とその応用』, 共立叢書・現代数学の潮流, 共立出版, 2002.

　

3⃝数学の色んな話題に触れる 　

代数と幾何を中心に, 面白い話題がたくさん載っている本を使います. 大学の数学にはどん

な分野があるのか知れると思います. 一つの話題について簡潔にかかれており, 問題も沢山

ついています. 問題をみんなで考えながらやるといいかなと考えています. 今以上にモチ

ベーションが上がることを期待します.

• G. トス, 『数学名所案内 －代数と幾何のきらめき』, 蟹江幸博 (訳), シュプリンガー・

フェアラーク東京, 1999. （原書を Google Books で眺める)

　

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4764901196
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4764901196
http://books.google.co.jp/books?id=y6KmsI0Icp0C&printsec=frontcover
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4320016939
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4431708545
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4431708545
http://books.google.co.jp/books?id=ZyfcwBRBVTkC&printsec=frontcover


4⃝初心者トポロジー 　

トポロジーとは何か？簡単に言いますと同じ特徴を持つもの同士を同じものとみなして分類

するというものです. 例えば図形でいいますと丸と三角は同じ, 丸と二重丸は違う, といった

要領です. 視覚的, 感覚的な違いを数学的に捉えるのがこの分野の面白いところです. 本セ

ミナーは最終的にトポロジーを理解することが目標ですが, 最初のうちはそれを学ぶための

数学における基礎的な内容を多くやるため, 比較的初心者向きなセミナーです. むしろ二年

生の方や数学の知識が十分な方は退屈なぐらいかも知れません. ほとんど予備知識のない人

同士で基礎からゆったりとやりたい, という方にいいのではないでしょうか. そして私自身,

ゆったりてきとーにやっていきたいと思っていますのでよろしくお願いします.

• 石谷茂, 『初めて学ぶトポロジー －天才・数学者読むべからず』, 現代数学社, 2000.

　

5⃝確率論入門 　

このセミナーでは, 確率論の入門書を最初からゆっくりと輪講する予定です. 確率論のほん

のさわりに触れて頂くことを目標にしています. 高校までは, 場合の数の比を使って確率を

定義していました. しかし, そのような定義だと応用範囲がとても狭くなります. テキスト

では, 確率を新しく定義する事から始まります. 基本的な所から入るつもりなので, 高校の時

に確率が苦手だった方も安心して, 読み進めることが出来ると思います.

• 小針
あき

晛宏, 『確率・統計入門』, 岩波書店, 1973.

　

6⃝じっくり楽しく学ぶ現代数学の基礎 　

物理学者の書いた数学のレクチャーノートを読んでみようと思います. 扱われている題材は

学部 1・2年生で習う数学や物理です. 物理の講義で雰囲気は分かったけれど細かい理屈が

分からない. 数学の講義で計算はできるようになったけれど意味が分からない. そんな疑問

についてじっくり楽しく議論してみたいと思います. 具体的には, 常微分方程式, ベクトル解

析, グーグルページランクといった題材から選んでセミナーしたいと思います.

• 田崎晴明, 『数学：物理を学び楽しむために』,

http://www.gakushuin.ac.jp/∼881791/mathbook/index.html

■問い合わせ先 質問がありましたら, 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.

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4768702686
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000051571
http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/mathbook/index.html
m08002z@math.nagoya-u.ac.jp
http://www.math.nagoya-u.ac.jp/~freshman/index.html

