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2013年度の活動を振り返って
柴山 敦（プログラムコーディネーター）
秋田大学大学院工学資源学研究科

2013年度の秋田大学リーディングプログラムの活動も
間もなく終わります。今年度は、4月
（春季入学）
に3名の新
プログラム生を迎え、10月
（秋季入学）
には4名の学生が
加わり、
総勢10名の学生が在籍することになりました。
コー
スワークを中心に本格的な教育プログラムがスタートし、40科目を開講したほか
資源学サーキット演習
（ラボローテーション）
などを定常的に実施しています。講
義科目の中には企業講師による資源リテラシー学や外国人研究者によるグロー
バル資源学特論など目玉となる科目もあり、学生達は多くの授業で知識や専門
性の裾野を広げたことと思います。その半面、講義やイベントの多さに戸惑った
学生もいたのではないでしょうか。
学生支援に関するものでは奨励金や若手チャ
レンジ＆イノベーション研究支援制度などを始めました。また、施設・設備の充
実も進めています。現在在籍している学生には将来を見据えた学修活動を積極
的に行ってもらいたいですし、そのための支援、交流もどんどん取り入れようと考
えています。
さらにフィールドを使った実践教育や、プログラムとしてのアクティビティにも力
を入れました。例えば、8月にはモンゴルでサマーキャンプを開催し、プログラム
学生が全員参加して研究討論や鉱山見学、地質調査を行いました。モンゴル
科学技術大学の教員、
学生との交流も盛り上がりました。さらに9月には国際ワー

クショップを開催し、海外研究者との交流やディスカッション、2日間のフィールド
トリップ
（製錬施設と坑廃水対策の環境施設）
を企画しました。同月にはスウェー
デンの鉱山関連施設を訪問し、金属鉱床あるいは地質学的な調査を主とする
海外フィールドワークも行いました。その他、石油・エネルギーに関するシンポ
ジウムや、11月には素材物性学国際会議と連携してリーディングプログラム国際
シンポジウム
「地球科学と資源開発技術」
を2日間開催しました。2014年2月には
工学資源学研究科と合同で“資源循環と持続可能な社会の実現、人材育成”を
キーワードに合同フォーラム兼シンポジウムを開催しました。海外との交流を中
心に外部との連携強化を進めたのも今年度の大きな実績です。
全体的には順調に教育プログラムを進めてきたと振り返っています。その一
方、今年度は外部評価を受審しましたし、関連する外部の方々から多くの貴重

なご助言をいただきました。これらを踏まえ、プログラムの改善や見直すべき点、
新しい取組にチャレンジすべき点など幾つかの課題を感じているのも事実です。
もちろん優秀な学生の確保に一層力を入れる計画です。学生に魅力あるプログ
ラムへと改善を進めてこそ次世代を担う資源開発人材が生まれてくるに違いあり
ません。プログラムを発展させるべき2014年度に向けて改めて決意を固める次
第です。学生の皆さん、一緒に頑張りましょう。

Looking Back at Activities in 2013
Atsushi Shibayama（Program Coordinator of Leading Program）

Akita University Graduate School of Engineering and Resource Science

The activities of the Akita University Leading Program for the academic
year 2013 will soon be finished. During this academic year, we welcomed
three new students in April during the spring admissions and added
another four in October during the fall admissions, and now have a total
of 10 students in our program. We have started a full-scale educational
program centering on coursework, and launched 40 different courses as
well as a resource studies circuit seminar (lab rotation) that are always
offered. Featured courses include a resource literacy studies course taught
by lecturers from the business world and graduate level courses in global
resource studies taught by foreign researchers. I think that through these
numerous courses students will increase the breadth of their knowledge
and expertise. On the other hand, there might be students that are
overwhelmed by the number of lectures and events. We have started
a student support system with subsidies, to fulfil youth challenges and
innovative research to aid students. Facilities and equipment are also being
improved. We would like students in this program to actively engage in
learning activities focused on the future, and to aid in that we are thinking
of more exchanges.
We’ve also strengthened practical education in the field and activity
programs. For example, we held a summer camp in Mongolia in August.
All Leading Program students participated and engaged in discussions of
research, visited a mine, and conducted a geological survey. Cultural and
academic exchanges with students and faculty members from Mongolian
University of Science and Technology also came very live. In September
there was an international workshop including exchange and discussion

with foreign researchers and a two day field trip was planned (to a mill site
and an environmental facility handling pit waste water). During the same
month, visiting mine-related facilities in Sweden was also conducted,
focusing on metallic ore deposits and geological surveys. Additionally,
there was a symposium on oil and energy, and an International Conference
on Materials Engineering for Resources in November coordinated with
the Leading Program’s international symposium “Earth Sciences and
Resource Development Technology” over two days. In February of 2014,
a joint forum and symposium with AKITA UNIVERSITY Graduate School of
Engineering & Resource Science was held under the slogan of “Realizing
Resource Circulation and a Sustainable Society and Developing Human
Resources.” The further strengthening of exchange with foreign countries
was a great academic achievement for this year.
Looking back, the educational program has progressed well overall.
On the other hand, our very first external evaluation committee was held
in this academic year and we received some invaluable advices from
those external parties. With this in mind, we are really aware of the areas
where the program needs to be improved and reevaluated, and what
new challenges need to be faced. Of course we are planning to strive
even harder to secure new excellent students for the program. We won’
t be able to bring up the next generation of human resources in resource
development unless we further develop our program to be attractive to
students. We are strengthening our resolve to develop the program further
in academic 2014. Let’s work together to achieve our goals!
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REPORT ON THE GEOLOGICAL FIELD SURVEY IN NORTHERN PALAWAN, PHILIPPINES
Jenielyn Padrones

A geological field survey and sampling was conducted in
northern Palawan, Philippines comprising the areas of San
Vicente and El Nido, Palawan, Philippines. Exposures of granitic
intrusives were visited and rocks, stream and beach sediments,
and weathered granite samples were collected. Some of the
routine works that were carried out during the whole survey
were getting samples, measuring the magnetic susceptibilities of
different outcrops, measuring the orientation of dikes and veins
and collecting soil and/or sediment samples.
In San Vicente, the granites and granodiorites were mostly
intensely weathered. Alternating quartz veins and aplite dikes,
which has a general orientation of NW-striking veins with NE-dip
direction, were mapped in Sto. Nino and New Canipo. Several
NE-NW and NE-SE directions were also noted. The outcrops in
Ombo area are moderately to intensely altered and biotite-rich.
Granites with aplite dikes and xenoliths with inclusion of quartz
vein were also mapped in this area. An accumulation of heavy
minerals, mostly black in color, were noted. These sediments
were inferred to be allanite and monazite: these were reported

to be the REE- bearing minerals that are present in the area. In
Erawan River, the aplite dikes were noted to have tourmaline.
Muscovites were also noted in the granodiorite samples.
In El Nido, the areas visited were the Barangays of Pasadena,
Bukana and Teneguiban. The granites in El Nido have not
been studied in detail. Some of the literatures associated these
granites with that of the Mt. Kapoas. However, recent U-Pb
dating (personal communication with Dr. Tani) resulted to
a Cretaceous age for this granitic body, thus it is not part of
the Kapoas intrusion. Most of the exposures are moderately
weathered to relatively fresh. The granites are medium to
coarse-grained with biotite and micaceous minerals. Inclusions
and veins were not observed in the granites of Pasadena but a
quartz vein was observed in one outcrop in Tenegueban. The
granodiorites in Tenegueban have different types of inclusion
including metasedimentary rocks, quartz and mafic inclusions. A
hotspring with high radioactivity (personal communication with
Mr. Rolando Reyes, Philippine Nuclear Research Institute) was
also visited and sampled.

フィリピンのパラワン北部での地質フィールド調査に関する報告
ジェニエリン･パドロネス

パラワン島北部のサン･ビセンテとエル・ニド地域で、地質調査とサ

ンプリングを実施した。花崗岩質貫入岩類の露頭において、岩石類、
小河川・海浜の堆積物、風化花崗岩類を試料収集した。全調査日程

にわたり、サンプル採取とともに、各種岩石の露頭における帯磁率測

定、岩脈や鉱脈の貫入方位計測、土壌や堆積物の収集などのルーチ

ン作業を行った。

サン･ビセンテでは、花崗岩〜花崗閃緑岩類はほとんどが著しく風化

されていた。の石英-アプライトが互層状に配列した岩脈
（走向が北西

告されている。エラワン川地域では、含トルマリンーアプライト岩脈が見
認められた。雲母類鉱物も花崗閃緑岩中で見いだされている。

エル・ニド地域では、パサデナ、ブカナ、テネギバンの村を調査した。

エル・ニドの花崗岩類は詳細な研究はないが、いくつかの文献ではこ
れらの花崗岩類とカポアス山岩類との関連性を指摘している。しかしな

がら、最新のウラン－鉛年代測定法データ
（JAMSTEC谷博士、私信）

では、この花崗岩は白亜紀に分類され、カポアス山の貫入岩には属さ

ないことが明らかになっている。露頭の大部分は中〜弱の風化作用を

で北東傾斜）
が、サント･ニーニョとニュー ･カニポに分布することが見

うけているが、その花崗岩類は中粒〜粗粒で、黒雲母などの鉱物を含

つか見つかった。オンボ地域の岩石の露頭は中〜強変質し、黒雲母

が、
テネギバンの１露頭では石英脈が観察された。同花崗閃緑岩には、

有物を含む捕獲岩類を伴っている。主に黒い重鉱物の残留堆積した

の包有物が認められている。高い放射性の温泉
（フィリピン原子力研

いだされた。また、北東―南西走向や北西―南東走向の岩脈類もいく

に富んでいる。同地域の花崗岩は、アプライト質岩脈や、石英脈の包

場所が認められた。こうした堆積物中の鉱物は、褐簾石、ジルコン、モ

む。パサデナの花崗岩には含石英包有物や岩脈は観察されなかった
堆積岩源変成岩類や石英質〜苦鉄質の包有物といった違なるタイプ
究所ローランド･レイエス氏、私信）
も訪れ、サンプルを採取した。

ナザイトであると推測され、含希土類元素鉱物の存在が本地域でも報

A

B

A
Figure 1. A) T h e s t u d y a r e a i s l o c a t e d
in northern Palawan, B) comprising the
municipalities of San Vicente and El Nido.
Numbers correspond to the date of the field
survey.
図1：A) 調査エリア位置図
（パラワン北部）B)サン･
ビセンテおよびエル・ニド地区。地図内の数字は現
地調査日を示す。

B

Figure 2. A) Granites with dikes and quartz inclusions,
B) accumulated heavy minerals along the beach.
図2：A)花崗岩中の岩脈と石英包有物 B)海浜部における重鉱物類の
集積部

A

B

Figure 3. A) Granite exposure at Nagkalitkalit Falls,
B) rock sample of a moderately weathered granite
showing typical pinkish color of the K-feldspars
alteration.
図3：A)Nagkalitkalit滝の花崗岩露頭、B)弱風化した花崗
岩試料
（変質し、特徴的な桃色を呈するカリ長石を含む）
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TOYOHA MINE VISIT
Dineo Florence Sefemo

On the 23rd October 2013, Akita University leading program
students visited Toyoha mine to observe the acid mine drainage
water treatment facilities. Toyoha mine which is 42km away
from the Sapporo city operated from 1914 to 2006 and
produced mainly zinc concentrate (Pb-Zn) and indium. After
long history of operation and mine closure, acid mine drainage
had been a threat to the environment. Environmental protection
remain critical to the environment and hence, three mine waste
treatment facilities and had been completed in 2010 and these
are Motoyama (stores waste water) plant or Honzan treatment
plant, Oshidori treatment plant and Ishiyama treatment plant.
These treatment facilities use the High density Sludge Process
where slacked lime is used to treat acid mine drainage. The
Ishiyama treatment plant has a capacity of 5.0m3/min and
uses the slacked lime for treatment of about 0.12 ton/day and
produce the sludge of about 0.2 ton/day.
Oshidori has capacity of 2.8 ㎥ /min, uses slacked lime of about
0.98 ton/day and produces sludge of about 3.3 ton/day. Lastly
the Motoyama plant with capacity of 4.1㎥ /min uses slacked lime
of about 14.7ton/day and produces sludge of about 72.3 ton/
day. The sludge is collected from dewatering and dumped at the
Oshidori dump site. The fresh treated water from these facilities
is released to the environment (Toyohira River) and some
supply the Sapporo city people (the water is monitored under
high security before it could be discharged). During the visit the
Oshidori tailing dam site and geothermal drilling sites were also
visited.

豊羽鉱山を訪ねて

ディネオ・フローレンス・セフィモ
2013年10月23日、秋田大学リーディングプログラム大学院生たちは

使われている。石山廃水処理場の処理能力は毎分5.0㎥で、処理のた

酸性鉱山廃水の処理施設を視察のため豊羽鉱山を訪れた。札幌市

めに消和石灰を毎日約0.12トン使い、1日当たり約0.2トンの沈渣を生

操業し、主に亜鉛精鉱
（Pb-Zn）
とインジウムを生産していた。長い操

ンの消和石灰を使い、1日当たり約3.3トンの殿物を生成する。

て脅威であり続けた。環境保護が極めて重要な問題として残されてい

和石灰を使い、1日当たり約72.3トンの殿物を生成している。殿物は脱

から42km離れた場所に位置する豊羽鉱山は1914年から2006年まで
業の歴史を持つ本鉱山が閉鎖された後、酸性鉱山廃水が環境にとっ

たため、3つの鉱山廃水処理施設が2010年に建設された。その3つと

は、本山
（
「もとやま」
あるいは
「ほんざん」
）
廃水処理場
（廃水の保管）
、
おしどり廃水処理場、石山廃水処理場である。これらの処理場では凝
集沈殿処理法が採用されており、酸性鉱山廃水の処理に消和石灰が

Drilling for geothermal water
mainly is for electricity. The
drilling for geothermal water
is currently at a depth of
900m now and the target
drilling depth was said to
be 1800m and predicted
temperatures of about 280 °
C
at that depth.
地熱水の掘削
主に電力用。地熱水の掘削は
現在深度900ｍで行われてい
る。目標深度は1,800ｍと設定
されており、その温度は約280℃
に達すると予測されている。

成する。おしどり廃水処理場の処理能力は毎分2.8㎥で、毎日約0.98ト
本山廃水処理場の処理能力は毎分4.1㎥で、毎日約14.7トンの消

水後に集められ、おしどり廃棄場で廃棄される。これらの処理場で処
理された清浄水は自然に返され
（豊平川）
、その一部は札幌市民に供

給されている
（水は自然に返す前に高度な安全対策の下でチェックを
受ける）
。視察では、おしどり尾鉱ダムおよび地熱掘削現場も訪れた。

The Oshidori dump site
is where the recovered sludge is
dumped. It is an 800m by 400m
in area. The dump site has a
predicted life of 90 years. It has
only been operating for two years
now. The volume of deposition
is 468,500m3 a n d t h e a c t u a l
deposition volume is 260,865m3.
The dam structure is sand and
rock fill with some cyclone sand.
おしどり廃棄場サイト
同サイトは生成された沈渣の廃棄場所
で ある。面 積 は800m×400m。 90
年は使用可能と推定されている。現
在はまだ稼働2年である。殿物の容
量は468,500㎥で、実際の殿物量は
260,865㎥である。ダムの構造は砂と
岩石からなり、サイクロン・フィルター
砂も一部含まれる。
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Report of Eco-Products 2013
Stephanie Octorina Saing

●Location : Tokyo Big Sight, Tokyo

presented. Our guide was Frank from Ibaraki University. He

●Conference Title : Eco-Products 2013

some interesting booths. We visited TOTO technology for water

Aims of attending conference :To get information about Japan

ones. Then we also came to Bridgestone Tire Company which

●Time : 13th December 2013

industries and organizations development in eco-friendly
product-systems, to understand more technical development in

introduced us about the event in general and brought us to
use in daily appliances by using sensor compared to traditional
is developing air-free tire system now. It will save more rubber
and recycle easier than current ones. The most interesting ones

3R designs and to learn about eco industry in Japan.

are wireless car park and nano carbon fiber. Wireless car park

Description of conference :The exhibition is annual exhibition.

during parking time. In the other hand, development of nano

It is free for all participants. Most of exhibition participants are
Japanese industries. They come from big scale industries like
Panasonic, Toshiba etc., to smaller industries like home-industry.
Industries present their new innovations to be introduced in big
scale. People can get overview about future trend in eco system
for our daily life.
Leading program students got chance to visit Eco exhibition
products in Tokyo. This is annual exhibition which held to
present new innovations from many Japanese companies. Many
companies participate in the exhibition to show their supports in
ecofriendly development. Some big ones, like Toshiba, Panasonic
and Mitsubishi showed their new technologies development
in daily home appliances and home support systems. They
recycle their waste products to supply new product and to
keep sustainability in their material management. Some small
industries also participate in this event. Wood decoration and
materials for daily use are main focus in this event. People
use the woods to build new home appliances which are very
supportable to daily uses.

concept is bringing car to park and to charge energy directly
carbon fiber will help us to reduce more materials usage in
many aspects, like air plane and warm clothes. Boeing 787 uses
this material to build stronger and lighter bodies that imply to
consume less fuel for same distance flight.
In eco exhibition, the companies ask visitor to be educated in
many ways. It is very different compare to Indonesia for any kind
of exhibition. They bring people participation in understanding
what kind of eco innovation made by using same questionnare
or short questions

about their booth. It was like treasure

hunt. People take the questions and follow directions in the
booth to get the answers. This way is proven effectively to get
visitor attentions, especially students and common people.
Some souvenirs or gifts from companies are provided after
answering all questions. There are also some presentations given
directly from companies in the interactive ways to explain their
products personally. It was interesting because they set like class
interaction activities during the exhibition.
Many students participated in the event and it was very fun.
We are lucky to be there! This should be followed by other
countries too.

We also got English tour for the exhibition from committee.
They provided English and Japanese language tour for group
or individual. One of committee will bring us to some spot
in exhibition and show the newest technology development

Activities during Eco Exhibiton. Many students participate in this event.
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エコプロダクツ2013の報告

ステファニー・オクトリーナ・サイン
●場所：東京ビッグサイト

ていた。委員の1人が展示会のいくつかのスポットを案内してくれ、紹

●展示会名：
（エコプロダクツ2013） 環境展示会 日本2013

ドは茨城大学のフランクさんだった。彼は展示会の概要を説明し、い

●日にち：2013年12月13日

介されている最新技術の開発について説明してくれる。私たちのガイ

展示会視察の目的：環境に優しい製品のシステムについて、日本の

業界や組織の発展に関わる情報を得ること。3R（リデュース、
リユース、

リサイクル）
構想における技術的な発展をより理解し、日本の環境業界
について学ぶこと。

くつかの興味深いブースを案内してくれた。私たちはTOTOのブース
を訪れ、従来のものに対しセンサーを使った日常電化製品で水を使
用する技術について学んだ。それから、空気を使用しないタイヤを開
発中のブリヂストンタイヤ株式会社のブースも訪れた。このタイヤはゴ

ムを節約でき、現在のタイヤよりもリサイクルが容易になる。最も興味

展示会の説明：この展示会は毎年開催され、誰でも無料で参加でき

深かったのは無線駐車場とナノカーボンファイバーだ。無線駐車場の

コンセプトは、車を駐車場に誘導し、駐車時間中に直接エネルギー

る。展示会参加者のほとんどが日本の産業界からで、パナソニックや

を充電することである。また、ナノカーボンファイバーの開発により、飛

ある。企業はそれぞれの新イノベーションを大々的に紹介し、来場者

できるようになるだろう。ボーイング787型機はこの素材を使ってより

概観を掴むことができる。

少なくてすむ。

東芝といった大企業から家内工業といった小規模な企業まで様々で

行機や温かい衣類など、多くの面で材料の使用をもっと減らすことが

は日常生活におけるエコシステムの将来的なトレンドについて、その

頑丈で軽い機体が造られており、同じ距離のフライトでも消費燃料が

リーディングプログラムの学生たちは、東京でエコプロダクツ展を訪

この環境展示会では、企業は来場者に多くの方法で学んでもらお

れる機会があった。この展示会は毎年開催され、多くの日本の企業

うとしている。これはインドネシアのあらゆる種類の展示会とは非常に

による新イノベーションを紹介している。多くの企業が出展し、環境に

異なっている。各ブースについてのアンケートや簡単な問題などで来

菱といった大企業のいくつかは、日常使う家庭電化製品や家庭のサ

を理解してもらおうとしている。それはまるで宝探しの様だった。来場

は自社の廃棄製品をリサイクルして新製品を供給し、資材管理におい

来場者、特に学生や一般人の関心を引くのに効果的である。全ての

に出展している。木材による会場装飾と日常使用のための木材がこ

る。企業側が直接行う対話方式のプレゼンもあり、個人的に製品の

優しい開発を支援していることを示している。東芝、パナソニック、三

ポートシステムに関する新技術や開発を紹介していた。そうした企業

て持続可能性を維持している。いくつかの小規模企業もこの展示会
の展示会で主に注目され、皆、木材を使って日常使用にとても役立
つ新しい家庭電化製品を作っていた。

場者に参加を促し、どのような環境イノベーションが実現しているか
者は問題用紙を手に、
答えを探しに各ブースへと向かう。
この方法は、
問題に答えると参加企業からちょっとしたお土産やプレゼントがもらえ
説明をしていた。授業でのやりとりのように行われたので面白かった。
展示会はとても楽しく、参加できて良かった。これは他国にも見習わ

れるべきだ。

私たちは実行委員会による英語ガイドの展示会ツアーにも参加し

た。団体または個人向けに英語と日本語でのガイドツアーが提供され

環境展示会でのアクティビティ 多くの学生がこのイベントに参加している。
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学生VOICE
Student VOICE

Jenielyn Padrones / Earth Resource Science and Technology Course

The leading program offers a unique opportunity for me to widen my knowledge, not just on
geoscience, but particularly on resource science field. I envisioned it to be the best learning experience
ever, with the learning process not just confined in the 4-corners of the classroom but also in the vast
field where resources are taken. Career-wise, I know that after finishing my degree I would have to face
the dilemna of selecting which path should I choose as this program offers a holistic approach - f rom
resource exploration to mineral economics. Most of all, the global approach of the program allows us to
be connected with a diverse group of young professionals.

ジェニエリン・パドロネス / 地球資源学コース

リーディングプログラムは、地球科学にとどまらず特に資源科学の分野においても私の知識を広げてくれる素晴らしい機会となります。私は、このプログラムが
四角い教室に閉じ込められるだけでなく広大な資源採掘現場での学習も含む、今までで最高の学びの経験になると心に描いています。キャリアの点では、私
は学位課程修了後にどの道を進むべきかを選ぶジレンマに直面しなければならないでしょう。なぜなら、このプログラムでは資源探査から資源経済学に至るま
で全体論的なアプローチが取られているからです。そして何より、このプログラムの包括的なアプローチのおかげで、様々な若い専門家たちのグループとつなが
りを持つことができます。

Hi, I am Iwan from Indonesia
Iwan Setiawan / Earth Resource Science and Technology Course

“My major is geology and my experiences mostly at economic geology field. As researcher, at
Indonesian Institutes of Sciences, I have to update, increase my knowledge and skills, and build
networking. Leading Program Akita University has offered very interesting program related to resource
sciences including recently topic of global mineral exploration issues; and I really excited when become
a student of this program. When I graduated from this program I want to be a world renowned scientist
at field oconomic geology and I want to apply my experiences here in Indonesia and explore the REE
resources in Indonesia”.

こんにちは。私はインドネシアから来たイワンと申します
イワン・セティアワン / 地球資源学コース

専攻は地質学で、特に鉱床学を研究しています。インドネシア科学研究所の研究者として、私は新しい知識やスキルを身に付け、増やしていくと共にネットワーク
を築いていく必要があります。秋田大学のリーディングプログラムでは、最近話題のグローバルな鉱物探査の問題を含め資源科学に関連したとても興味深いプロ
グラムが用意されているので、このプログラムの学生になることができ本当にワクワクしています。このプログラムを終えるころには、鉱床学の分野で世界的に有名
な科学者になりたいと思っています。そして、ここでの経験を活かし、インドネシアの希土類資源の探査に関わりたいと思います。

A brand new start
Li Wenhua / Resource development and Processing Course

I am much honored to join into the Leading Program for my five years study under professor Adachi
on mineral economics. It is a perfect opportunity to understand almost all of the aspect on rare metals
and resource including geology exploration, mineral smelting, refining and economics. At the same time,
I am happy to find out that I can make friends with people all over the world and get a great chance to
understand the Japanese language and culture deeply. In all, there is a new brand start in front of me and
I am ready to make myself fully armed to make a contribution to my country after graduate. I am ready to
creative a bright future.

新たなスタート
李 文華
（リー・ウェンハ）/ 資源開発素材コース

リーディングプログラムに参加し、安達教授の下で5年間、資源経済学を学べることをとても誇りに思っております。このプログラムは、地質学的調査、鉱物の
製錬、精製、経済学も含めレアメタルや資源についてのあらゆること、ほぼ全てを理解するのに完璧な機会となります。同時に、世界中の人々と友達になれ、日
本語や日本の文化を深く理解する素晴らしい機会を得ることができ嬉しく思います。とにもかくにも私の前には新たなスタートが開けており、卒業後に自国に貢
献できるよう知識や経験を完全武装する準備ができています。明るい未来を創り上げる準備ができています。
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The Program
Member’s VO
ICE

資源について多角的に考えてみましょう
石山 大三

工学資源学研究科・環境資源学研究センター・資源学専攻・教授（同センター長）

リーディングプログラムは、資源分野を包括的にカバーする教育プログラムです。資源に関わる各分野の専門的知識
の習得とともに資源について広い視野を持つことができるようになります。また、海外での実習や研究発表も多く、幅広
い経験ができます。本プログラムに所属して、資源を多角的に考えてみましょう。

Taking a multilateral approach to mineral and energy resources.
Daizo Ishiyama, DSc

Akita University Graduate School of Engineering and Resource Science. CGES(Center for Geo-Environmental Science,Graduate School of
Engineering and Resource Science, Akita University) / Professor and Director of CGES
The Leading Program is an educational program that covers the
field of mineral and energy resources comprehensively. Students
gain a broad overall perspective while acquiring specialized
knowledge in each field. There are also many practical training

活 動 報 告

1

trips to foreign countries and research presentations, giving a wide
range of experience to students. Join this program and think about
resources from a multilateral perspective.

Activity Report

2014年2月13日 パプアニューギニア工科大学ゲナ准教授による特別講義
13 Feb 2014

A special lecture by Associate Professor Gena Kaul from Papua New Guinea University of
Technology

2014年2月27日 秋田ビューホテルにて合同フォーラム
27 Feb 2014

Joint Forum at Akita View Hotel
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活 動 報 告
2014年3月6日
6 Mar 2014

2

Activity Report

外部評価委員会開催

External Evaluation Committee held

2014年3月- 4月 リーディングプログラム・ラボローテーション風景(佐藤研究室、柴山研究室)
March-April 2014 Leading Program Lab rotations (Satoh Laboratory, Shibayama Laboratory)

事 務 局 紹 介

Office Introduction

1月からリーディング事務局で勤務しております石岡です。春季より3名の新入生を迎え、リーディング履修生は合計で

13名を数えるようになります。プログラムの更なる発展のため、リーディング事務局員としての役割を果たして参ります。

I am Ishioka, started working for Leading Program Office in January 2014. The total number of Leading Program students will be thirteen
as three new students will join the program in spring semester. For further development of the program, I will try my best to play my role
as a Leading Program clerical staff.
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秋田大学
大学院工学資源学研究科リーディング事務局
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