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会式にて公開いたしますので、その際に必ずメモを取るようお願いいたします。

 

　緊急連絡先：
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1. 参加者へのお願い

持ち物チェックリスト

筆記用具・ノート等、テキスト、PC・ポスター等、衣類、洗面用具、常備薬、健康保険証（コ

ピーも可） 、下敷き or バインダー(あると便利です)

健康

 気分が悪いときやけがをされた場合は、運営スタッフまでご連絡ください。既往症のある方は

常備薬棟をご用意ください。 

貴重品

 貴重品は、各自での管理をよろしくお願い致します。高価なものや大金等の持参は避けて下さ

い。万が一、紛失されても保障は致しません。

その他

マナーと節度を守って参加して下さいますよう、よろしくお願い致します。また、会場に洗濯

機はありません。ご注意ください。

2.  宿泊について

チェックイン

当日会場に到着された方は、チェックインをお願い致します。チェックインは、14:00 から

15:30 までホテルのロビーにて受け付けております。チェックインの際に名札等をお渡し致し

ます。名札は夏の学校の期間中は常に身につけてください。なお、万一参加費が未納の方がお

られましたら、チェックインの際にお支払いください。

食事について

食事会場は朝昼夕いずれも食堂(アゼリア 1 階)です。

（アレルギーなどのある方は事前にお知らせください。）

風呂

アルカディア 5 階に大浴場がありますのでご利用下さい。

入浴時は混雑が予想されますので時間帯をずらしてご利用ください。

アメニティ

バスタオル、タオル、歯ブラシの３点セットを 500円で購入可能ですが、数に限りがございま

す。

チェックアウト

最終日の 9 時から 12 時までの間に、チェックインと同じ アゼリア 1 階ロビーにてチェックア

ウトをお願いします。

3.  近隣施設

金融機関：郵便局まで徒歩 10 分
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4.  会場案内
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5.  各企画の場所
講義　(2 日目～4 日目　7月 30 日～8月 1 日)

部屋名 講師名 タイトル

3 および 4 大谷　義近 スピンホール効果　―スピン流・電流変換に関わる諸現象―

6 押川　正毅 対称性によって保護されたトポロジカル相

7 および8 岸根　順一郎 物質科学のための群論入門：対称性原理から物性予測まで

2 津田　一郎 心と脳のダイナミクス：数理科学的理解はどこまで進んだか？

1 中村　真 ゲージ・重力対応で探る非平衡統計物理学

5 松枝　宏明 テンソルネットワークと量子情報・可解性・重力の関わり

集中ゼミ 1　(2 日目　7月 30 日)

部屋名 講師名 タイトル

3 および 4 大関　真之 知的情報処理の統計力学～機械学習を始めてみよう

5 佐々田　槙子 ミクロとマクロの時間発展をつなぐ数学　―流体力学極限―

1 鹿野　豊 量子動力学シミュレーション入門　～量子ウォークを例にして～

2 鳥谷部　祥一 生命現象における非平衡揺らぎとその応用

6 西野　友年 テンソルネットワーク形式と、その応用　―イジングモデルを中心に―

7 および8 山口　博則 量子スピン系のマテリアルデザイン

集中ゼミ 2　(4 日目　8月 1 日)

部屋名 講師名 タイトル

3 および 4 小手川　恒 マクロとミクロ測定から見る圧力誘起量子相転移

5 小林　徹也 増殖過程の統計物理的構造

1 阪野　塁 非平衡電流ゆらぎでみる量子ドットの電子多体効果

6 堀田　知佐 フラストレートした量子多体系

7 および8 堀田　晶寛 量子多体系における量子もつれとエネルギーの関係性

2 松井　千尋 可解量子スピン鎖と場の理論：散乱行列から共変不変性まで



p.vii

その他の企画

企画名 会場

受付 1 階

開校式&講義プレビュー 志賀高原総合会館

懇談会&座談会 4 階大広間(教室 2~4)

グループセミナー(GS)

ポスターセッション(PS) 志賀高原総合会館

閉校式 1 階食堂

次期スタッフ会議 懇親会会場近くの部屋

※GS の会場につきましては、開校式にてアナウンスします。
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6. GS     グループリスト

GS1 今枝　立至 GS2 石川　文啓 GS3 上道　雅仁 GS4 今井　悠介

越田　真史 岩瀬　滋 川口　功起 國方　翔太

小宮　亮 奥山　真佳 Gong Zongping 黒田　文彬

澤端　日華瑠 島垣　凱 濱口　基之 鈴木　浩平

寺西　慎伍 藤代　有絵子 ミシェンコ　ピョートル 高橋　美郷

濱崎　立資 松岡　秀樹 山本　卓矢 玉木　脩二

森　雄一朗 松下　剛 横田　淳子 渡邉　聡

GS5 石井　優太 GS6 下川　裕理 GS7 荒木　広夢 GS8 秋葉　祐里

石田　浩祐 下野　聖矢 大橋　輝道 金子　和哉

西村　健太郎 立石　幾真 寺本　智志 工藤　耕司

濱本　敬太 新田　竣祐 藤井　拓斗 越川　翔太

山家　一樹 浜村　一航 諸留　昇平 杉田　強

吉沢　徹 福井　毅勇 山本　峻平 中谷　泰博

吉野　匠 船戸　匠 渡邉　光 松ケ谷　明史

GS9 飯野　千尋 GS10井上　篤生 GS11 大窪　健児 GS12 Amorim　Cassio
勝谷　郁也 遠藤　寛之 鈴木　崇紀 池田　千穂

佐藤　匠哉 小田　向志 谷口　柊平 石川　寿雄

西村　光嗣 ガラムカリ　和 弘中　恭平 伊藤　敬佑

野村　拓人 竹野　祐輔 矢作　聡汰 大原　健悟

広沢　智紀 濱本　諭 山口　伴紀 島津　和弥

細川　拓也 吉川　誠司 山田　将之 高田　珠武己

GS13 今村　舜 GS14小林　芳成 GS15 荒木　勇介 GS16 伊藤　蓮

折野　直人 坂田　諒一 小出　明広 岩切　秀一

栗原　春香 篠田　万穂 笹川　拓真 大坪　舜

實川　隼輔 蒋　男 巽　洲太 清水　太朗

杉本　健太朗 西浦　直人 沼倉　凌介 瑞慶覧　長空

田中　悠斗 松本　拓巳 光元　亨汰 高本　幸佑

藤村　礼子 湯谷　大志郎 湯川　大輝 野澤　恵理花

GS17 足立　学 GS18今井　敏也 GS19 上田　和正 GS20 伊藤　康文

石崎　未来 金丸　将孝 上田　健人 植松　宏紀

加藤　優介 桐生　敏樹 大木　大悟 島田　典明

後藤　弘明 高橋　惇 杉田　恵 田中　克大

佐藤　諒太 谷口　志穂 原山　大 田中　未羽子

野口　亮 Park　Sangeun 深代　隆央 林　智宏

長谷川　雅大 横山　祐人 三崎　航 藤井　啓資
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GS21 石橋　和也 GS22新井　佑基 GS23 荻野　嵩大 GS24 越智　裕紀

小林　琢郎 勝本　啓資 加藤　大智 街　健祐

三ノ宮　典昭 川井　弘之 近藤　潤 鳥井　陽平

中根　丈太郎 北澤　翔一 篠嵜　美沙子 宮尾　卓明

長村　夏生 久野　敬司 城崎　健 三宅　隼斗

羅　恒宇 坂本　航太郎 柳沢　佑典 森　仁志

渡邉　真莉 龍田　真美子

GS25 奥村　駿 GS26久保　昌穂

垣野内　翔梧 佐藤　雄貴

河野　佑紀 高橋　亮

永田　新太郎 八角　繁男

西川　秀明 花里　太郎

浜井　貴将 樋口　裕太



※配布版では部屋割りが記載されます。



※配布版では部屋割りが記載されます。
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ID  ：      名前：    

スケジュール 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2
07:00-07:30

朝食 朝食 朝食 朝食07:30-08:00
08:00-08:30
08:30-09:00
09:00-09:30

講義 講義 講義

チェックアウト
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30

昼食 昼食 昼食
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30

チェックイン14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00

集中ゼミ
分科会

集中ゼミ

16:00-16:30 開校式
16:30-17:00 講義プレビュー
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00

夕食
19:00-19:30

夕食 夕食 夕食
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00 閉校式
21:00-21:30

懇談会
座談会

懇談会 懇談会
21:30-22:00
22:00-22:30

懇談会
22:30-23:00
23:00-23:30
23:30-24:00

　グループ　
セミナー

　ポスター　
セッション

　ポスター　
セッション

　グループ　
セミナー




