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期間 : 2020年 8月 9日(日) – 13日(木) 

     開催地 : 北海道函館市 

       主催 : 特定非営利活動法人 数理の翼 

       参加費 : 無料  (参加者には交通費の一部補助があります） 

       招待予定人数 : 40名程度 

       募集締め切り : 5月 22日(金)20:00送信分まで 

       ※一部該当者は 5月 22日(金)必着の郵送物あり 

 

第 41 回数理の翼夏季セミナー実行委員会  

https://www.npo-tsubasa.jp/tsubasa/41/  

電子メール wing41@npo-tsubasa.jp 

電話 03-6275-6377 FAX 050-3588-8774 

 

公式 HP 
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1. ご挨拶 

 数理の翼夏季セミナーは、1970年のフィールズ賞受賞者、広中平祐先生が1980年に創始された合宿形式

のセミナーです。第1回セミナー開催以来、多くの方々のご寄付やご尽力に支えられ、今年は第41回目を迎え

ることとなりました。 

 本セミナーには、数理科学に強い関心をもつ高校生が、広く全国の高等学校から集います。昼間は緑に囲

まれた会場で、科学の最先端で活躍する科学者・研究者の講義を傾聴し、各自が興味を持つことに関する発

表の場を設け、夜も懇談や発表の場を設けます。 

 本セミナーの狙いは、単に、数理科学に対する先端の知識を紹介することではありません。セミナーの目標

は、数理科学という共通の興味を持つ全国の高校生たちが、関心を共有できる新たな個性に出会い、今後共

に成長するための繋がりを築き、各々が向かうべき新たな方向に向けて意識を形成することにあります。この目

標を実現するために必要な要素が、真性の現代数理科学の研究紹介による意識の活性化と、4泊5日という滞

在期間のなかで対話する時間を十分に持つことだと我々は考えます。 

 本セミナー実行委員一同は、意欲ある参加者のみなさんに、日常なかなか出会うことのできないであろう、知

的刺激に満ちた体験をお届けすることを目指します。高校生の皆さんからの参加のご応募をお待ちしておりま

す。   

第41回数理の翼夏季セミナー   

実行委員長 美馬 義亮  
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2. 第 41回数理の翼夏季セミナー開催概要 

 

行事名：第 41回数理の翼夏季セミナー 

主催：特定非営利活動法人 数理の翼 

期間：2020年 8月 9日(日) – 13日(木) (4 泊 5日) 

開催地：北海道函館市（会場の詳細は、参加決定後にお知らせします） 

趣旨：数理科学に強い関心を持つ若い世代を全国から招待し、恵まれた環境の中で、学年・地域を越えた勉

学および交流の機会を作ることを目的とします。  

内容：講義、ゼミナール、参加者発表、交流会など  

講師：岩瀬英治先生 (早稲田大学 基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科 教授) 

奥村剛先生   (お茶の水女子大学 理学部物理学科 教授) 

菊川雄司先生 (金沢大学 理工研究域 物質化学系 准教授)  

深谷賢治先生 (Simons Center for Geometry and Physics,  

          State University of New York Stony Brook 教授) 

四本裕子先生 (東京大学 大学院総合文化研究科 准教授) 

（50音順） 

参加費：参加費は無料です。期間中の食費・宿泊費は主催者が全額負担します。交通費については、応募

時自宅住所の都道府県別に規定した額を上限とし、実費を超えない範囲で補助します。  

応募資格：高等学校及びそれに準ずる教育課程に在籍する生徒であること  

招待予定人数：40名程度  

応募方法：参加者募集要項を熟読の上、電子申し込みで応募のこと。  

応募開始は 2020年 3 月 9日(月)、締切は 2020年 5 月 22 日（金）20:00 送信分までです。 

参加者決定：当方で招待者を決定し、6月中旬までに応募者全員にメールまたは郵送で連絡します。  

 

下記の各種サービスにて、セミナーの情報を随時公開していきます。そちらもあわせてご覧ください。 

ホームページ: https://www.npo-tsubasa.jp/tsubasa/41/ 

Twitter: @tsubasa_summer    Facebook: @npotsubasa 

 

(お問い合わせ先)   

特定非営利活動法人 数理の翼 第 41回数理の翼夏季セミナー実行委員会  

電子メール：wing41@npo-tsubasa.jp  電話：03-6275-6377  FAX：050-3588-8774  

電話は平日 9～17時のみの対応です。土日・祝祭日は対応しておりません。  

お急ぎの場合はお名前、お電話番号を明記の上、電子メールにてお問い合わせください。 
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3. セミナー紹介 

第 41回数理の翼夏季セミナーの魅力を、紙面に収まる範囲でご紹介します。 

 

●講義 

 数理科学分野を中心とした様々な分野で第一線

の研究をなさっている著名な研究者の先生を数名

お呼びして講義をしていただきます。多様なテー

マについてのハイレベルな講義を聞くことのできる

貴重な機会です。もともと興味のある分野につい

ての理解を深めたり、全く馴染みのない分野と出

会い新たに興味を持ったりできるはずです。 

 次頁の講師紹介には講義の具体的な内容が書

かれているので、併せてご覧ください。 

  

●参加者発表 

 数理の翼セミナーでは、ただ話を聞くだけではな

く、自分から積極的に興味のあることについての

話題を発信することができます。参加者発表は、

参加者の皆さん(希望者)が常日頃興味を持って

いることや取り組んでいる勉強・研究について自

由に発表してもらう場です。この発表をきっかけと

して、それぞれの興味について意見を交わしても

らえると幸いです。 

 

●夜(よる)ゼミ 

 夜の自由時間には小規模のゼミ(通称夜ゼミ)が

多数開講されます。参加者の皆さんは大学生班

長の開くゼミに参加するだけではなく、自らテーマ

を設定して夜ゼミを開催することも可能です。中に

は参加者発表では語り切れなかった部分につい

て議論を深める方や、講義を聞いて湧いた疑問に

ついて参加者同士で意見を交わす方もいます。

自分の興味がある分野について他の参加者ととも

に自由に、じっくりと議論しましょう。 

 

 

●企画 

 講義やゼミ以外にも、参加者の方々が親睦を深

められるような企画も行われる予定です。その一

つに実験企画というものがあります。参加者の皆さ

んはまずチームに分かれ、その場で発表されるル

ールに基づいてどうすれば与えられた目標を達成

できるか話し合いながら、実際に手を動かして実

験に取り組んでもらいます。実験企画の具体的な

内容についてはセミナー当日までは秘密なので、

どうぞご期待ください。  

 

●出会い 

 毎年、数理の翼セミナーには、人一倍強い好奇

心を持った高校生が集結します。ぜひ勇気を出し

て積極的に話しかけてみましょう。普段学校では

得られないようなかけがえのない出会いがあなた

を待っているはずです。また、セミナー終了後にも

交流が続くことを私達は願っています。 

 本セミナーは今回で 41回目の開催となる歴史

あるセミナーです。実は大学・大学院生の班長や

スタッフ、さらに講師の先生の一部も過去のセミナ

ー参加者です。数理分野を専攻する先輩方とじっ

くりと話してみましょう。きっと何か得るものがあるは

ずです。 

 また、セミナーにお越しいただく先生方には、講

義の前後にも可能な範囲でセミナーに滞在して、

参加者の皆さんと交流していただけるようお願いし

ております。アットホームな雰囲気の中で研究の道

のプロからのお話を直接伺える、とても貴重な機

会です。 
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4. 講師紹介 

数学・物理学をはじめとし、多様な研究内容をご講義いただく先生方をご紹介します。 

（50音順） 

 

岩瀬英治 先生 

早稲田大学 基幹理工学部  

機械科学・航空宇宙学科 教授 

「テレビやパソコンのモニターに付いた埃がなかなか取れ

ない」「アリは垂直な壁を登れるのに、ゾウが出来ないのは

どうして？」小さな世界には小さな世界の物理学がありま

す。岩瀬先生はこれらの現象を利用しマイクロマシンの研

究をされています。 

小さな世界で作られる小さな機械、その小さな機械によっ

て解き明かされる小さな世界の不思議を覗いてみましょ

う。  

 

奥村剛 先生 

お茶の水女子大学 理学部物理学科 教授 

しずく、あわ、切り紙からクモの巣まで 

日常に隠された複雑な物理現象から本質を見抜き、シン

プルな法則を見いだす。そんな研究を、巧妙な実験観察

とスケーリング則などの理論の二刀を用いて、とても鮮や

かに解き明かされています。 

奥村先生の描くシンプル＆エレガントなソフトマター物理

学の世界を、あなたも体験してみませんか。 

 

菊川雄司 先生 

金沢大学 理工研究域 物質化学系 准教授 

私たちの身の回りは、化学製品に溢れかえっています。

限りある資源を有効に活用し、持続可能な社会を実現す

るためには、既存の技術を改善、改良していく必要があり

ます。エネルギー問題、環境問題に対して取り組むべき

課題を念頭に、ナノサイズの無機構造体の精密制御を行

っています。poly（たくさん）oxo（酸素）metal（金属）ate（負

電荷）（ポリオキソメタレート）と呼ばれる化合物群の持つ

構造の美しさ、展開されてきた化学、今後の可能性につ

いて紹介します。 

 

深谷賢治 先生 

Simons Center for Geometry and Physics,  

     State University of New York Stony Brook 

教授 

深谷先生は、幾何学がご専門の数学者です。現在は特

に、シンプレクティック幾何学とゲージ理論を研究されて

います。また、大きな業績としては、ホモロジカルミラー対

称性予想にかかわる深谷圏の定式化などが挙げられま

す。シンプレクティック幾何学やゲージ理論といった先生

の研究対象は、物理学に起源を持つものではあります

が、幾何学のことばを用いて記述される数学的な研究対

象です。 

物理という宇宙の根本原理から抽象的な数学の世界が広

がる、そんな美しい世界をぜひ体験してみてください。 

 

四本裕子 先生 

東京大学 大学院総合文化研究科 准教授 

楽しい時間は早く過ぎる、恐怖を感じると一瞬のうちに

様々な思考が走馬灯のように走る。 ヒトの脳が作り出す

『時間』という感覚は様々な影響で歪みます。  

四本先生は認知神経科学、知覚心理学を通して、時間知

覚の研究をされています。  

身近過ぎて当たり前に思っていた時間知覚に潜む不思議

な現象が、科学の言葉に落とし込まれ解きほぐされていく

道のりをお楽しみください。
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5. 応募方法 

本セミナーに参加を希望する人は、以下の説明を熟読し、Webサイトより電子申し込みで応募してください。  

 

○送信するもの  

 応募フォーム①  

 応募フォーム②    

 保護者の所得証明書（交通費の全額補助をご希望の方のみ必須、郵送により送付） 

 ※フォーム 2種の締め切りは 2020年 5 月 22 日（金）20:00、所得証明書は同日必着です。 

 

次のアドレス https://www.npo-tsubasa.jp/tsubasa/41/index.html  から応募フォーム①および②にアクセス

し、必要事項を記入して送信してください。上記 QR コードからもアクセスできます。 

 

＊応募フォーム①と応募フォーム②の両方にご記入ください。片方のみの記入では応募を受理できません。 

＊氏名、メールアドレス、電話番号(携帯電話)の項目は、応募フォーム①と応募フォーム②の間で本人照合を

するために用います。正確に一致するようご注意ください。特に字体の違い（例：渡辺・渡邊・渡邉）には注意し

てください。応募フォーム間で記入内容が正確に一致しない場合、応募を受理できません。 

＊学校名は、正式名称を記入してください。都道府県立高校等は、「〇〇県立」等がもれないようにしてくださ

い。  

＊メールアドレスは、選考結果の通知先として使用します。普段使用しており、定期的に内容をチェックするア

ドレスをご記入ください。選考結果を通知する際、連絡が取れないと参加資格がはく奪されることがあります。 

＊参加決定者に電話連絡をすることがありますので、連絡がとりやすい電話番号を記入してください。複数あ

る場合は複数記入してください。寮等に入っている場合は自宅と寮の両方の住所、電話番号を記入してくださ

い。  

＊食物アレルギーをお伺いする項目がございます。応募時にアレルギーの申告がない場合、セミナー期間中

のアレルギー対応ができない場合がございますのでご注意ください。なお、アレルギーの有無は参加者決定

に一切影響しません。  

＊交通費の全額補助が必要な方は、応募フォーム①にて理由とかかる交通費および経路等を記入してくださ

い。応募後の全額補助申請は受け付けられませんのでご注意ください。  

＊応募フォーム①の末尾に、アンケートがございます。回答内容は参加者決定に一切影響しませんので、で

きる限りご回答をお願いします。  

＊応募フォームから応募された方には、記入されたメールアドレス宛に自動返信で受付完了メールをお送りし

ます。1 日経っても返信メールが届かない場合、応募が受理できていない可能性がございますので、

wing41@npo-tsubasa.jp までお問い合わせください。 

＊今回の応募ではWebのみの応募になりますがWebでの応募が難しい場合は wing41@npo-tsubasa.jp まで

ご相談ください。 

 

  

公式 HP 
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応募締切  

2020年 5月 22日（金） 20：00送信分まで  

※所得証明書の郵送締切：5 月 22日(金)必着 (交通費全額補助希望者の

み) 

    

  

結果の通知について   

6月中旬までに応募者本人宛にメールまたは郵送にて連絡します。 招待者には結果の通知後に、詳細を記

したパンフレットを郵送します。  

  

個人情報の取り扱いについて  

参加申込書等に記載された個人情報は以下の目的で利用します。   

1. 参加者決定を行うための参考情報として。   

2. 参加に関する通知を行うため。   

3. 今後、当法人の事業に関する告知を行うため。   

記入いただきました個人情報については、上記の利用目的以外では、本セミナーに関わる者以外の第三者

に本人の同意なく開示することはありません。また、主催者は、記入いただきました個人情報を適切に扱い、

保護に努めます。   

 

交通費の全額補助について 

交通費の全額補助を希望する場合、別途「保護者の所得証明書」を提出していただく必要がございます。 以

下の住所宛てに【5月 22日（金）必着】で郵送により送付してください。 

 

〒041-8655 北海道函館市亀田中野町 116番地 2 

システム情報科学部 美馬 義亮研究室 気付：第 41回数理の翼セミナー担当 

 

なお、所得によっては全額補助に応じられない場合もございますので、ご承知おきください。 
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6. 都道府県別交通費補助規定額(予定) 

セミナー参加にあたっての往復交通費は、実費を超えない範囲で、規定額を上限として補助します。補助額

は応募時の自宅住所を基に、以下の通り都道府県別に定めます。 

 

北海道 道南 0 円    新潟県  30,000 円    島根県  50,000 円  

北海道 道央 0 円   富山県  40,000 円   岡山県  50,000 円  

北海道 道北 10,000 円    石川県  40,000 円    広島県  50,000 円  

北海道 道東 10,000 円    福井県  40,000 円    山口県  60,000 円  

青森県  0 円    山梨県  30,000 円    徳島県  50,000 円  

岩手県  10,000 円    長野県  30,000 円    香川県  50,000 円  

宮城県  20,000 円    岐阜県  40,000 円    愛媛県  50,000 円  

秋田県  20,000 円    静岡県  30,000 円    高知県  50,000 円  

山形県  20,000 円    愛知県  40,000 円    福岡県  60,000 円  

福島県  20,000 円    三重県  40,000 円    佐賀県  60,000 円  

茨城県  30,000 円    滋賀県  40,000 円    長崎県  70,000 円  

栃木県  30,000 円    京都府  40,000 円    熊本県  70,000 円  

群馬県  30,000 円    大阪府  40,000 円    大分県  70,000 円  

埼玉県  30,000 円    兵庫県  40,000 円    宮崎県  80,000 円  

千葉県  30,000 円    奈良県  40,000 円    鹿児島県  80,000 円  

東京都  30,000 円    和歌山県  40,000 円    沖縄県  応相談  

神奈川県  30,000 円    鳥取県  50,000 円        

 

経済的な理由で交通費の全額補助が必要な方は、応募フォームに理由をご記入のうえ、所得証明書を

郵送してください。その際、応募フォームには、かかる交通費および経路等を明記してください。なお、

応募時以外の全額補助の申請は受け付けられません。詳細は、応募方法の項目をご覧ください。 
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7. 当日スケジュール(予定) 

 

 

※これは現時点の予定です 

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

7:00 起床 起床 起床 起床

8:00

移動 移動 移動 帰り支度

9:00

10:00

11:00

12:00

解散

13:00 集合

14:00

15:00

16:00

17:00

移動 移動 移動

18:00

19:00

20:00

21:00

閉会式

移動

アイスブレイク

入浴 入浴

開会式

夕食

入浴

講義

参加者発表

昼食

企画

夜ゼミ 夜ゼミ

夕食 夕食 夕食

夜ゼミ

入浴

移動

参加者発表

講義

夜ゼミ

朝食 朝食 朝食 朝食

講義

昼食 昼食

講義 講義


