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10月 26自（火）

9:30～10:30 吉川謙一（Ken-IchiYoshikawa，京大理）

Elliptic j-function and Borcherds Phi-function 

10・：45～11:45 小西由紀子（YukikoKonishi，京大理）

Local B・modeland Mixed Hodge Structure 

13:30～14:30 佐藤周友（KanetomoSato，名大多元数理）

On the Chow groups of 0-cycles of varieties over p-adic fields 

14:45～15:45 長尾健太郎（Ke凶紅ONagao，名大多元数理）

Donaldson-Thomas theory and Cluster algebr凶

16:00～17:00 斎藤恭司（KyojiSaito, IPMU) 

Partition function for cancellative monoids 

10月 27日｛水）

9:30～10:30 入谷寛（H祉団hiIritani，京大理）

K-thoery integral structure in quantum cohomology and mirror s戸nmetry

10:45～11:45 Bumsig Kim (KIAS) 

Stable quasimaps to holomorphic symplectic quotients 

13:30～17:00 自由討論（仕eediscussion) 

10月 28日｛木）

9:30～10:30 粛藤睦（MutsumiSaito，北大理）

The ring of differential operators on an a血netoric variety 

10:45～11:45 尾高悠志（YujiOdaka，京大数研）

On the GIT stability of Polarized Varieties 

13:30～14:30 山田紀美子（KimikoYamada，岡山理大理）

Birational出 pectsof moduli of stable sheaves on a surface 

-K-flips and beyond them -

14:45～15:45 馬昭平（ShoheiMa，東大数理）

(Uni)rationality of the moduli spaces of 2-el巴mentaryK3 surfaces 

16:00～17:00 ポスター紹介（posterse四 ion)

10月 29日｛金）

9:00～10:00 Gaηil Farkas (Humboldt Universitiit zu Berlin) 

Green’s Conjecture for all curves on K3 surfaces 

10:15～11:15 向井茂（ShigeruM由ai，京大数研）

Enriques surfaces and root systems 




