
2020 年度 KTGU 学部セミナー グループ紹介 

 

【グループ 1】 

氏名 湯地 智紀（RIMS D1） 
渡邊 滉之（RIMS M2） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

   18:00 ~ 21:00  

テキスト (1). M. F. Atiyah, I. G. MacDonald 著，新妻 弘 訳「可換代数入門」 
(2).  M. Reid 著, 伊藤 由佳理 訳「可換環論」 
(3). 雪江 明彦 著「整数論 I」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
この本は代数幾何学に対する最短の入門を提供するという目的を持って書かれ

た本である．一般的な代数学における初等的な事柄を習得している読者が想定

されているため，学部 1年生にとっては少し難しい本かもしれない．加群と局

所化に注目して書かれており，可換環論や代数幾何学の現代的手法に最速でア

クセスできる構成になっている． 

 
(2) 

 
この本は代数学と幾何学の間に橋をかけることを目標として書かれている．加

群の生成系，昇鎖律といった代数学の基礎事項の解説に加えて，空間の関数環

を用いて可換環の幾何学的側面についても詳しく述べられている． 

 
(3) 

 
整数論の標準的な教科書である． 
序盤では，平方剰余の相互法則や不定方程式など，古典的な整数論について解

説されている． 
中盤にて，現代の整数論で必須の群論・環論・体論が self-containedな形で書か

れている． 
そして終盤では，それらを用いた形で，代数的整数論や p進数の理論の触りに

ついて説明されている． 

 
  



【グループ 2】 

氏名 千原 正寛（数学 D3） 
村上 浩大（数学 D2） 
池田 湧哉（数学 M2） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

午後  午前   

テキスト (1). 堀田 良之 著「加群十話―代数学入門」 
(2). 岩永 恭雄，佐藤 眞久 著「環と加群のホモロジー代数的理論」 
(3). M. アームストロング 著，佐藤信哉訳「対称性からの群論入門」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
この本では代数学の基本的な様々な話題が軽快な口調で語られます．線形代数

の復習に始まり，環上の加群の一般論や有限群の表現論，そして D加群に関す

る話題が線形代数の続編として扱われます．線形代数は授業で習っているけれ

どもいまいちピンと来なかった方，代数学を勉強し始めたけれどもやっぱりピ

ンと来ない方，普通の教科書では数学との距離を感じてしまうという方でも，

軽妙な語り口によって数学の楽しみへと誘われることでしょう． 

 
(2) 

 
与えられた代数の上の加群全体の中で振る舞いの良い対象を見つけ，それらを

用いて代数を特徴付けることは表現論の問題意識の１つと言える．この本で

は，非可換環上の加群や複体のなす圏を題材として，そうした問題意識に親し

むことができる．2つの異なる環上の加群のなす圏がいつ適切な意味で同一視

されるのかということを論じた森田同値の理論について学ぶことを目標にす

る． 

 
(3) 

 
本書は群論の入門的な本です．この本では主に有限群に関する基本的な概念

や，その構造に関する定理が，豊富な例と共に解説されます．一方，この本の

特徴は，多面体や平面の模様を題材に，対称性を記述するための言語という群

の側面が解説されていることです．この本を読めば，対称性と群という言葉

が，何故しばしば並べて使われるのかということを知ることが出来ます． 

 
  



【グループ 3】 

氏名 星野 創（数学 M1） 
高瀬 理人（RIMS M1） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

午後 18:00 以降   18:00 以降 

テキスト 
(1). 高橋 正子「計算論 計算可能性とラムダ計算」 
(2). M. Sipser 「計算理論の基礎」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
計算可能性とラムダ計算について，主要な概念・結果がコンパクトにまとめら

れています．基本的な数学の扱いに慣れていれば専門的な知識を仮定せず読み

進められるので，計算論への入門書としておすすめします．ラムダ計算は関数

型プログラミング言語の論理基盤など，コンピューターサイエンスの多くの場

所で使われています． 

 
(2) 

 
計算には様々な側面がありますが，この本では特に重要な形式言語の理論と計

算可能性の理論，計算複雑性の理論を丁寧に扱っています．前提知識を必要と

せず，解説が充実しているため初学者でも問題なく読み進められるでしょう．

形式言語の理論はプログラムのコードなど文字列の集合を扱うための基礎とな

っています．また，計算可能性は論理学およびコンピューターサイエンスにお

ける非常に重要な概念です． 

 
  



【グループ 4】 

氏名 服部 真史（数学 M1） 
早崎 泰寅（数学 M1） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

 13:00-18:00   13:00-18:00 

テキスト (1). H. Matsumura 「Commutative Ring Theory」 
(2). 堀川 穎二 「複素代数幾何入門」 
(3). M. A. アームストロング 原著，佐藤 信哉 訳「対称性からの群論入門」 
(4). 河野 俊丈「曲面の幾何構造とモジュライ」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
可換環論の入門書．正規環，Cohen-Macaulay 環，正則環など代数幾何学でメ

ジャーな環について書かれていて，Hartshorne などのスキーム論の教科書の

理解を深めてくれます． 

 
(2) 

 
スキーム論を使わない複素代数幾何学の教科書．Weierstrass多項式などの初歩

的な話題から，射影空間の解析的集合が代数的集合である Chowの定理が解説

されています．また Riemann面と，埋め込まれた曲線の特異点解消についても

触れられていて，代数幾何の空気感が味わえます． 

 
(3) 

 
対称性とは図形へ作用する群に他なりません． 
対称性を調べることにより図形，空間の性質を理解することができます． 
変換群論や写像類群論などにもつながっていきます． 
具体的な空間から群を理解し，具体例を蓄積することで群論に強くなります． 

 
(4) 

 
双曲幾何学を基盤に負定曲率曲面を中心に曲面の構造を調べることにより，タ

イヒミュラー空間論，モジュライ空間論へと内容が進展していきます． 
視覚的に絵で描いて理解できる証明が多く，幾何学における「図形的にとらえ

る」という考え方につながっていきます． 
直観的な理解と詳細な議論を積み重ねることで幾何学的な考え方を修得するこ

とができます． 

 
  



【グループ 5】 

氏名 大井 拓夢（RIMS M2） 
石塚 健二郎（RIMS M2） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

水曜午前以外 いつでも可 

テキスト (1). アールフォルス「複素解析」 
(2). 小針 晛宏「確率・統計入門」 
(3). 高橋 陽一郎「微分方程式入門」 
(4). 黒田 成俊「関数解析」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
複素関数に対する微積分などの複素解析の入門書です．「複素微分可能な関

数(正則関数)は何回でも微分できる」「正則関数の閉曲線上の積分の値は 0 に

なる」「全平面で正則な有界関数は定数関数に限られる」などの，実数の微

積分とは異なる変わった性質が複素解析には現れ，これらの性質をしっかり

学ぶことができます．また，複素解析は数学の他分野だけでなく物理や工学

などとも結びついています． 
 
(2) 

 
確率論の入門書です．確率とは何だろう？ということから始め，具体的な確率

モデルを通して大数の法則などの性質をざっくり学ぶことができます．いくつ

かの定義を述べる際に例と絡めて細かな説明がされているため直感的な理解が

得やすい本です． 
 

 
(3) 
 

 
簡単な微分方程式の入門書である．物理などで出てくる微分方程式を扱う際，

厳密性がなくて腑に落ちなかった人もいると思うが，この本では初めに解の一

意性などの議論をして，数学的に微分方程式を解いていく． 
 

 
(4) 

 
簡単な関数解析の本である．1回生は本来距離空間など知らないが，今年はコ

ロナウイルスのおかげで KTGUセミナーが始まるのが遅く，集合と位相を履修

した学生もいると思うので挙げてみた．距離空間に対する扱いと高校数学がで

きれば読めるだろう． 

 
  



【グループ 6】 

氏名 大西 智也（数学 D2） 
石本 宙（数学 D2） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

 3 ~ 6 限 3 ~ 6 限 3 ~ 6 限 3 ~ 6 限 

テキスト (1). J. S. Chahal 著，織田 進 訳「数論入門講義-数と楕円曲線」 
(2). 山崎 隆雄「初等整数論 数論幾何への誘い」 
(3). 雪江 明彦「整数論 1 ．初等整数論から p 進数へ」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
本書は数論の入門講義として大学で実際に行われた講義資料をもとにしてい

る． 
代数体といった整数論の基本事項や，タイトルにもある楕円曲線といった代

数幾何の初歩を学び，最後には楕円曲線の有理点に関する定理である

Mordell-Weil の定理を証明する． 

 
(2) 

 
本書も整数論の入門書である． 
この本の特徴として，代数的整数論の初歩だけでなく，多項式に関する ABC定

理や多項式環の平方剰余の相互法則といった数論幾何に近しいトピックを主に

扱っている． 

 
(3) 

 
初等整数論の入門書． 
中国剰余定理や平方剰余の相互法則を解説した後に，群論や環論，Galois理論

の初歩とその整数論への応用を学んでいく． 

 



【グループ 7】 

氏名 石井 竣（RIMS D1） 
山口 永悟（RIMS D1） 
後藤 新裕（RIMS M1） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

午後   午後 午後 

テキスト (1). 桂 利行「代数学 1 群と環」 
(2). 松坂 和夫「代数系入門」 
(3). 中島 匠一「代数方程式とガロア理論」 
(4). 藤崎 源二郎「体とガロア理論」 
(5). M. F. Atiyah, I. G. MacDonald 著, 新妻 弘 訳「可換代数入門」 
(6). 雪江 明彦 「整数論 I」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 

 
代数学の入門書で，表題にある通り群論と環論について，少ないページ数で

明快に論じられています．演習問題が多いのが本書の特徴です． 

 
(2) 

 
予備知識を特に必要としていない代数学の入門書です．最終的にはガロア理論

を取り扱いますが，それに至るまでに群・環・体・ベクトル空間といった代数

系の理論が一通り取り扱われています． 

 
(3) 
(4) 
 

 
非常に丁寧に書かれたガロア理論の教科書です．どちらも例が豊富で，諸学者

にも分かり易いように十分配慮されています．ただし，この本を読む場合は

群・環・体など代数系の基礎的な一般論について知っている必要があると思わ

れます（一応どちらの本にも基礎事実の簡素な説明はあります）． 
 

 
(5) 

 
このテキストは可換環論の基礎 (環，イデアル，加群) が，代数幾何学や整数

論などにつながるように書かれてあるので，それらに興味がある方におすす

めです． 
群論や集合と位相 (位相はおもにテキストの後半や演習問題に必要になりま

す) の基礎を習得しているといいと思いますが，適宜勉強するという形でも

構いません． 
演習問題も学部生の受講生の方と相談しながら進めたいと思います． 
このテキストは少し難しい書き方がしてありますが，丁寧に進めていきたい

と思っています．よろしくお願いします． 
 

 
(6) 

 
このテキストは初等整数論 (高校の範囲で読める) から始まり，群論，環論，ガ

ロア理論の導入，代数的整数論 (類数，p進数) について書かれています． 
特に必要なことはすべて書かれているので知識がなくても読めると思います． 
演習問題や具体例がたくさんある本なので整数論の面白さが伝わると思いま

す．よろしくお願いします． 
 

  



【グループ 8】 

氏名 中田 哲（RIMS M2） 
宮本 大輔（RIMS M2） 

都合の 
良い日時 

月 火 水 木 金 

終日 終日  終日  

テキスト (1). David Marker 「Model Theory: An Introduction」 
(2). Wilfrid Hodges 「A Shorter Model Theory」 
(3). Patrick Blackburn 他「Modal Logic」 

テキスト 
紹介 

 
(1) 
(2) 

 
現代の数学は、そのほとんどが論理学を基礎に置いています。論理を基礎に

数学そのものを“数学”していく数理論理学、その代表的な分野の一つがモ

デル理論です。 
たとえば、ベクトル空間や順序集合などの数学的構造には、どのような共通

点や違いがあるのでしょうか、次元やガロア理論といった数学的概念は、ど

こまで一般化できるでしょうか、論理の視点からそれらを俯瞰していきまし

ょう。 
他の分野と独立して学べるので、必要な知識はほぼありません。基本的な定

義はすべてセミナーのなかで説明します。 
数学基礎論は、数学系の授業ではほとんど扱わないので、興味がある方はぜ

ひこの機会に学んでみてください。 
 

 
(3) 

 
通常の命題論理に「必然性」の表現を追加した，様相論理と呼ばれる体系を学

ぶ教科書です．一見いつもの「任意」を表す全称量化子に似ていますが，有向

グラフによるモデル（可能世界意味論）を念頭に定式化した点が重要です． 
有向グラフによって表現できる対象なら何でも様相論理による分析が行えま

す．プログラムと対応させればモデル検査，証明可能性と対応させれば証明可

能性論理と，豊富な適用例がある事に加え，それらの対応を論じられる点も魅

力です． 
本セミナーではその様相論理のモデル理論を中心に学びますが，この体系の汎

用性を十分に感じる事ができるでしょう．メジャーな数学を志す方の参加も歓

迎します． 
 
 

 
 


