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The Young Researchers Meeting 2017／リーディングプログラム学生と国際資源学部生との学生交流会
Kofi Adomako-Ansah／コフィ アドマコ アンサ

Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program, Graduate School of International Resource Sciences, Akita University／
秋田大学大学院国際資源学研究科リーディングプログラム特任助教
The Young Researchers Meeting was held on July 25th, 2017, to encourage
fourth year undergraduate students (particularly those from Japan), in the faculty
of International Resource Sciences, who aspire to join graduate school, to consider
the Leading Program (LP) as the preferred choice for graduate studies. Since its
inception in 2012, the majority of LP graduate students (92%) came from overseas
countries. Only 8% are from Japan. Therefore, the meeting provided an environment
for LP students to interact and share their experiences with the undergraduate
students. It also provided opportunity for undergraduate students to understand and
appreciate the uniqueness of the LP in comparison to regular graduate programs
and the benefits associated with joining the LP. Forty (40) participants joined in the
meeting including 17 fourth year undergraduate students. The meeting was chaired
by Assistant Professor Abe and Specially-appointed Assistant Professor Altansukh,
and divided into four parts as outlined below:

秋田大学リーディングプログラムでは2017年7月25日にYoung Researchers
Meetingと称した、リーディングプログラム学生と国際資源学部生との学生交
流会を開催した。学部生の多くは大学院進学を志す4年生であり、秋田大学大
学院プログラムの一つであるリーディングプログラムでの活動内容を伝える場と
なった。本学のリーディングプログラムは2012年からスタートし、現在の在籍学
生は留学生が大多数
（92%）
を占め、日本人学生は僅か8%となる。リーディン
グプログラム学生は、普段接点の少ない学部生との相互交流を図ることで、学
部生が身を置く大学教育に関する知識や経験を共有した。また学部生にとって
は、
通常の大学院教育と異なるリーディングプログラムのユニークな点やリーディ
ング大学院に進学することの優位性について理解を深める場となった。
Young Researchers Meetingは下記の4パートに分けられる。

(1) Outline and description of the Leading
Program: Professor Shibayama (Leading Program
coordinator) explained the objectives and structure
of the Leading Program, emphasizing on its uniqueness
and benefits when compared to other regular graduate
programs offered in Akita University and elsewhere
in Japan.

（1）
リーディングプログラムの概説
柴山敦教授
（秋田大学リーディングプログラムコーディネーター）
からリーディ
ングプログラムの目的や教育カリキュラムについて、秋田大学や他の日本の大
学院で提供されている通常の大学院プログラムと異なるユニークな点や優位性
に関して説明された。

(2) Activities by LP students and presentation
of research works: Baisui Han (D3, China) and
Takumi Imura (D1, Japan) described some of the
activities that LP students are engaged in. They also
presented the results of their ongoing academic
researches under the LP.

（2）
リーディングプログラム学生による活動・研究紹介
韓百歳
（博士後期課程3年、中国）
と井村匠
（博士後期課程1年、日本）
から、
リーディングプログラム学生が取り組んでいるいくつかの活動について紹介さ
れた。また、リーディングプログラムの下で取り組んでいる研究成果についても
発表された。

(3) Short speeches: The testimonies of five LP
students touched on their personal experiences in
the LP. These experiences could serve as motivation
for the undergraduates who will aspire to join the
LP. The speeches were given by Sofia Frias (D2, the
Philippines), Kristine Taguibao (D3, the Philippines),
Moses Siame (M2, Zambia), Newton Malala (M2,
Kenya) and Wenhua Li (D3, China)

（3）
リーディングプログラム学生によるショートスピーチ
5名のリーディングプログラム学生から、本プログラムの活動を通じて得られた
経験についてショートスピーチが実施された。これらの活動や経験は大学院進学
を志す学部生にとって動機づけになりえる。ショートスピーチは、ソフィア フリアス
（博士後期課程2年、フィリピン）
、クリスティーン タギバオ
（博士後期課程3年、フィ
リピン）
、モーゼス シアメ
（博士前期課程2年、ザンビア）
、ニュートン マララ
（博
士前期課程2年、ケニア）
、李 文華
（博士後期課程3年、中国）
により行われた。

(4) Free discussion and poster session: This
session provided an interactive platform for questions
and answers (Q & A) among the undergraduates,
speakers, LP students and staff. The LP students
exhibited posters on the results of their current
researches and were engaged in fruitful discussions
with the participants.

（4）
フリーディスカッション及びポスターセッション
本セッションでは学部生、発表者、リーディングプログラム学生及び教職員
の間で相互交流を図るためのプラットフォームが提供された。リーディングプロ
グラム学生は研究成果をポスターにて展示し、参加者同士で有意義な議論が
行われた。

Professor Atushi Shiybayama／
柴山 敦 教授

Baisui Han
（D3）
／
韓 百歳
（博士後期3年）

Takumi Imura
（D1）
／
井村 匠
（博士後期1年）

Assistant Professor Kazunori Abe
／阿部 一徳 助教

Excerpts from some of the speeches are shown below:

講演の一部を以下に示す。
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Student activity meetings and laboratory rotations／Student Activity Meetingとラボローテーションについて
Sofia Frias (Earth Resource Science Course, D2)／ソフィア フリアス
（地球資源学コース 博士後期課程2年）
In becoming a well-rounded global resource leader with
knowledge on various fields related to natural resources, I
get to interact with students from different parts of the world
and be introduced to their research as well. I learn a lot from
their presentations during the LP-Student Activity Meetings.
The laboratory rotations provide opportunities to appreciate
the type of researches that are being carried out in other
laboratories, and to understand the inter-disciplinary nature
of our researches that will be necessary for expanding our knowledge frontier.

資源分野に関する多様な知識を有するグローバルリーダーとなるために、私
は世界各地の異なる分野の学生と交流し、様々な研究を取り入れています。例
えば、LP-SAM
（Leading Program – Student Activity Meeting）
では、異なる
研究分野の学生との議論を通じ、幅広く知識を吸収することができます。またラ
ボローテーションでは、他研究室において実験に取り組み、異分野研究の理解
を深めることで、知識フロンティアを広げるために必要となる専門性の繋がりを
学ぶことができます。

Research funding and international relations／研究助成金と国際関係
Kristine Taguibao
（Earth Resource Science Course, D3）
／クリスティン タギバオ
（地球資源学コース 博士後期課程3年）
As graduate students, you will need extensive financial
support to conduct your research. The LP has provided such
support/grants through the Youth Challenge and Innovation
Research Fund. These grants have helped me go through
my research, while I get to learn the Japanese language
and culture on my own time. On international relations, the
reverse is also true; you will get to learn, at first hand, the
unique cultures of your international colleagues. International
relations and broadening of your social network would be important to expand
the relationship that Japan has and will have with other countries.

大学院生にとって研究に取り組むためには多額の資金援助が必要となりま
す。秋田大学のリーディングプログラムでは独創的な教育研究活動を行う学生
に対して、若手チャレンジ＆イノベーション研究経費として研究費の支援が行
われます。また、研究助成金は私にとって研究活動を進展させるだけでなく、プ
ライベートにおいても日本の言語や文化を学ぶこともできました。一方でコース
に入った日本人の学生は国際交流を通じてユニークな文化を学ぶことができま
す。日本や他の国々がもつ継続的な関係を広げるためには、国際化とソーシャ
ルネットワークの拡大が重要であると考えます。

Equipping young researchers for the 21st Century／21世紀のために若手研究者が身につけるべきスキル
Moses Siame
（Resource Development and Processing Course, M2）
／モーゼス シアメ
（資源開発素材コース 博士前期課程2年）
The LP delivers courses that are vast and broad, with a
mixture of industrial and academic appeal that has enabled
me to face the dynamics of the industrial job market. Since
joining the LP, my research abilities, skills and practical
knowledge have significantly improved. Industrial visits to see
practical applications of what I learn in laboratory simulations
and lecture halls have been particularly helpful for me. In
the meetings/seminars/symposium organized by the LP, the
talks by technical personnel from the industry, as well as the
interaction with academic think tanks, have provided me with permanent footing
for my future career as an engineer with global sights in this 21st century.

リーディングプログラムは、学術面、産業面の両方に関する広大で幅広い内
容を提供してくれるため、産業界の市場のダイナミクスを考えさせられます。リー
ディングプログラムに参加することで、私自身の研究能力やスキルが大幅に向上
したほか、実践的な知見が身に付きました。企業訪問では、私が研究や講義か
ら学んだ知識の活用方法を確かめることができ、特に貴重な経験となりました。
リーディングプログラム主催の会議、セミナー、シンポジウムでは、現場の技術
者や研究機関の方々との交流を通じて、21世紀を担うグローバルな視野を持つ
エンジニアになるであろう私の将来のキャリアのための恒久的な基盤を得ること
ができました。

Fun environment in an intensive program structure／集約的なプログラムの魅力ある環境
Newton Malala
（Resource Development and Processing Course, M2）
／ニュートン マララ
（資源開発素材コース 博士前期課程2年）
The various opportunities associated with the LP has
allowed for limitless possibilities. Although the program is
intensive, there is quite a lot of fun along the way. Through
LP, my seniors have travelled to many countries and different
parts of Japan for LP summer camps, field trips, excursions,
and conferences. I have also visited a few places courtesy of
LP. The workshops and social activities that bring LP students
from all over Japan have improved my global perspective and
helped shape a clear picture of what to do after graduation.

リーディングプログラムにおける様々な活動の機会は私たちに無限の可能性
を提供してくれます。本プログラムは集約的な面がありますが、非常に魅力的な
活動が数多くあります。リーディングプログラムを通じ、私の先輩はサマーキャン
プや、フィールドトリップ、巡検や学会へ参加するため、多くの国々や日本の様々
な地域を訪問しました。私もリーディングプログラムのおかげで、いくつかの地域
を訪問することができました。日本全国からリーディングプログラム学生が集まっ
たワークショップや社会活動に参加したことで、グローバルな視点が一層高めら
れ、大学院修了後に取り組むべきことの輪郭をはっきりさせることができました。

Improvement in English communication skills／英語コミュニケーションスキルの向上
Wenhua Li
（Resource Development and Processing Course, D3）
／李 文華
（資源開発素材コース 博士後期課程3年）
In my home country, we studied English very hard for
examinations only. English is rarely used in conversations
and that affects our proficiency in this internationally spoken
language. Fortunately, joining the LP, I got an English-speaking
community right here in Japan and that has significantly
improved my English communication ability. I think it is great
opportunity for those of you who would like to improve your
English, not only for scientific communication but also in
everyday life; the international environment provided by the LP is the right place
to be. Although test scores are important, they can never beat the opportunity
to improve your speaking and hearing skills in everyday conversations with your
international colleagues free of charge.
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私が母国に住んでいた時は試験のために英語を勉強してきました。会話で
は殆ど英語は使用しておらず、このことは国際言語である英語のスピーキング
能力の習熟に影響します。幸いなことに、
リーディング大学院に入学することで、
英語のスピーキングを使用する機会を得て、英語でのコミュニケーションスキル
を大幅に向上させることができました。本学のリーディングプログラムは国際色
が豊かですので、日々の専門的なコミュニケーションだけでなく、英語を用いた
コミュニケーション能力を向上させたい人にとっても素晴らしい環境だと考えて
います。試験のスコアは重要ですが、国際色豊かなコースの仲間との日々の会
話からお金をかけなくても英語のスピーキングスキルやヒアリングスキルを向上
させることができるこの恵まれた環境に適うものはないと思います。
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Students listening to speech／聴講する学生の様子

Free Discussion／フリーディスカッション

Poster Session／ポスター発表の様子

活 動 報 告 Activity Report
The Sungai Mak Deposit of the Tombulilato Porphyry Cu±Au District in North Arm Sulawesi, Indonesia／
スンガイマック鉱床：インドネシア共和国スラウェシ島北部トンブリアト斑岩銅ー金鉱床地域
Mochammad Aziz／モチャマッド アジズ

Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年
The Sungai Mak area comprises andesitic lavas of the Pliocene Bilungala
Formation and andesitic tuff of the Late Pliocene Motomboto Formation. A diorite
stock intrudes in the andesitic lavas of the Bilungala Formation, and the Sungai
Mak deposit is associated with the diorite stock. The host rocks of the deposits
are hydrothermally altered and mineralized by sulfide and oxide minerals. The
andesitic lavas show a porphyritic texture, and fine to medium grained hornblende
and pyroxene phenocryst are set in an aphanitic groundmass. The andesite
underwent silicification on the surface. The diorite is composed of hornblende,
pyroxene, and plagioclase phenocrysts in a fine-grained groundmass. It contains
hydrothermal minerals such as chlorite, epidote, and sericite. The andesitic tuff
of the Motomboto Formation is composed of fine to medium grained lithic and
crystal tuff grains, set in a glassy matrix, and underwent silica-clay alteration.
In my research project plan, I will clarify the characteristics of Tombulilato
porphyry mineralization and discuss the factors that controls copper-gold
mineralization. Recent operations at Sungai Mak and Motomboto provided the
opportunity to collect samples from these mines, and they were supplemented
by samples from diamond drill cores. Outcrop observation aimed to understand
mineralization and lithology. Drill holes’ observation aimed mainly to collect
subsurface samples and understand vertical characteristics of mineralization in
detail. In September 2016, Professor Antonio Arribas (LP NEWS vol. 10, pages
8-9) visited the research area, and we observed some mineralized outcrops in the
Sungai Mak area and the Motomboto area.
Also, we visited the core shed of PT. Gorontalo Minerals in Gorontalo for drill
holes’ observation. During our discussions in the field, he gave guidance and
explanation about the formation of mineralization and some suggestions on what
samples to collect. After returning to Akita University, I carried out petrographic
and mineragraphic studies, as well as X-Ray Diffraction analysis. In 2017, I
presented the results of the initial evaluation of field and laboratory data at the
ICREMER symposium (in Akita) and SRG congress (in Tokyo). Other laboratory
analyses are currently on going to expand on the knowledge and geological
implications gathered from this data evaluation. We express our sincere gratitude
to the Leading Program and PT. Gorontalo Minerals for the financial and technical
support that enabled a successful completion of this field survey.

スンガイマック地域は鮮新世ビルンガラ層の安山岩溶岩と後期鮮新世モト
ボト層の安山岩質凝灰岩から構成される。一つの閃緑岩株がこの安山岩溶
岩に貫入しており、スンガイマック鉱床はこの閃緑岩に伴われる。鉱床母岩は
熱水変質および、硫化鉱物および酸化鉱物の鉱化を受けている。安山岩溶
岩は斑状組織を示し細粒から中粒の普通角閃石と輝石斑晶を細粒の石基中
に含む。安山岩は表面が珪化している。閃緑岩は細粒の石基中に普通角閃
石、輝石、斜長石斑晶を含む。この閃緑岩は緑泥石、緑簾石、絹雲母等の
熱水変質鉱物を含む。安モトボト層の山岩質凝灰岩はガラス質の石基中に
中粒の岩片や結晶片を含み、珪化粘土化変質を蒙っている。
私の研究プランでは、トブリラト斑岩鉱化作用の特徴を明らかにし、銅・金
鉱化作用をコントロールした要因を議論することを予定している。スンガイマッ
クおよびモトボトでの最近の操業によりこれらの鉱山から試料を集める機会を
得た。試錐コアの観察では地下の試料の採取と鉱化作用の垂直的特徴を理
解することを目指した。2016年9月にアントニオ・アリバス教授はこの地域を訪
問し、私たちはスンガイマック地域とモトボト地域のいくつかの鉱化露頭を観
察した。
また私たちはGorontalo Minerals社を試錐コア観察のため訪問した。野外
調査のおりにアリバス教授は鉱化作用の形成についての指針と解説をし、ど
の試料を採取すべきかの示唆を与えてくれた。秋田大学へ帰還後私は岩石
観察と鉱物の研究、X線回折試験を行った。2017年、私は野外調査の結果
と室内作業で得たデータを秋田でのICREMERシンポジウムで発表するとと
もに東京での資源地質学会第67回年会でも発表を行った。他の室内分析は
現在進行中で、データ解析から得られる知識や地質情報を増やしていくとこ
ろである。私たちは野 外 調 査を成 功に導いたリーディングプログラムと
Gorontalo Minerals社の財政的、技術的支援に感謝の意を表する。

写真1 モトボト地域の操業状況

写真2 モトボト地域の硫比銅鉱・亜を含む安山岩の塊状硫化礫

Photo1: Artisanal mining activities in Motomboto area

Photo2: Massive sulfide boulder of andesitic volcanic rock containing enargite-pyrite
mineralization.
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SEG 2016 Conference: Tethyan Tectonics and Metallogeny, Cesme, Turkey／2016年SEG学会
Zain Tuakia Muhammad／ザイン トゥアキア ムハンマド

Earth Resource Science Course, D3 ／地球資源学コース 博士後期課程3年
It was a great honor to share parts of my PhD research with experts from several
countries in the poster session of the SEG 2016 conference. The conference
was held on September 25th-28th, in Çesme, Izmir, Turkey, and jointly hosted
by the Society of Economic Geologists and the Turkish Association of Economic
Geologists. More than 400 participants including professionals and students
were in attendance. I presented on “Fluid inclusion and sulfur isotope studies
on the Salu Bulo Prospect, South Sulawesi, Indonesia: a meta-sedimentary
rock-hosted gold deposit”. Participants, who visited and discussed my poster,
suggested that I improve on the evaluation of the fluid inclusion data. Upon
returning to Akita University, I have since improved on the quality of the data
and the ensuring results are promising for discussing the characteristics of the
ore-forming fluid in my study area. I am grateful for the financial support of
the Leading Program that allowed me to attend international conferences and
consequently receive such additional inputs into my study.

2016年のSociety of Economic Geologistの学会でのポスターセッションに
おいて、私の博士論文の研究の一部を、いろいろな国の研究者に発表できた
ことはとても光栄なことでした。この学会はSociety of Economic Geologistと
Turkish Association of Economic Geologistsとの 共 催 で、トル コIzmirの
Çesmeで、2016年9月25日-28日に開催されました。研究者や鉱山会社の地質
技師、学生など400名以上の参加がありました。私は“Fluid inclusion and
sulfur isotope studies on the Salu Bulo Prospect, South Sulawesi, Indonesia:
a meta-sedimentary rock-hosted gold deposit
（インドネシア、南スラウェシ、
Salu Bulo鉱徴地における流体包有物と硫黄同位体の研究：変成堆積岩類に
胚胎する金鉱床)”と題する発表を行いました。私のポスターを訪問して議論し
てくれた参加者からは、流体包有物のデータの評価を改善するよう示唆をいた
だきました。秋田大学に戻ってからは、研究地域における鉱化流体に関する
議論に用いる結果を確かにするよう、データの質を高めています。リーディング
プログラムからの支援により、国際会議に出席することができ、私の研究に対
するインプットが得られる機会を作っていただき、感謝しています。

ポスタープレゼンテーション／Poster presentations

学生メンタリングフォーラム／Student mentoring forum

The 11th International Symposium of Akita University ICREMER／
秋田大学国際資源学教育研究センター第11回国際シンポジウム
Kofi Adomako-Ansah／コフィ アドマコ アンサ

Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program, Graduate School of International Resource Sciences, Akita University／
秋田大学大学院国際資源学研究科リーディングプログラム特任助教
During a poster core session in the 11th International Symposium on “Recent
Advances in Resource Science and Technology for Sustainability” organized
by the International Center for Research and Education on Mineral and Energy
Resources（ICREMER）on February 14th, 2017, 25 LP students discussed the
results and progress of their researches with the international speakers and
other participants as shown in the photos below. The students received essential
feedback that has greatly improved the outlook of their researches.
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下記の写真の通り、平成29年2月14日に開催された国際資源学教育研究セ
ンター（ICREMER）の第11回国際シンポジウム
「資源学の最新の取り組み」
のポスターセッションでは、25名のリーディングプログラムコース生が海外講演
者やその他の参加者と、自分の研究の結果や進捗状況についての議論を交
わしました。学生たちは重要なフィードバックを受けたことで、研究の概観の大
幅な改善に繋がりました。
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学生VOICE

Student VOICE

Sofia Marah Pascual Frias／ソフィア マラー パスカル フリアス
Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年
I am Sofia Marah Pascual Frias from the Philippines and
a doctoral student under the supervision of Prof. Akira
Imai. My undergraduate and master’s studies in geology
were completed at the University of the Philippines
Diliman in 2013 and 2016, respectively. Shortly after
graduation, I worked as an instructor at the same
university. I am also a licensed geologist and worked as a
consultant before coming to Akita, Japan. I first came to
Akita University in October 2015 as a participant of the Short Stay Program
on Sustainable Resource Development. As a result, I became interested in
the graduate program and successfully applied for the MEXT scholarship.
I joined the Leading Program in Fall Semester of 2016. My doctoral thesis
will be a continuation of my master’s study on an epithermal gold deposit in
Southern Luzon, Philippines. It will focus on mineral chemistry and isotopic
signatures of the mineralization in the deposit.

フィリピン出身のソフィアです。現在、博士後期課程の学生として今井
亮教授のご指導のもと研究に取り組んでいます。私はフィリピン大学ディ
リマリン校で地質学を専攻し、学士号及び修士号をそれぞれ2013年と
2016年に取得しております。大学院修了後はすぐにフィリピン大学のインス
トラクターとして働き、来日前は地質の専門家としてコンストラクターの業
務に従事していました。私が初めて秋田大学に来たのは、2015年10月に
Sustainable Resource Developmentのショートステイプログラムに参加し
たときです。そこから、博士後期課程に興味を持ち、初めは文部科学省の
奨学金留学生に申し込みました。その後、秋田大学でリーディング・プログ
ラムを知り、その目的と活動内容に関心を持ち、2016年秋から参加してい
ます。博士論文では、修士論文で取り組んでいたフィリピン南ルソン地域
における浅熱水性金鉱床の研究を継続する予定です。堆積物の鉱化作
用における鉱物化学及び同位体特性に焦点をあてた研究を実施します。

Syahreza Angkasa Saidina／シャレザ アカサ サイディナ
Earth Resource Science Course, D2 ／地球資源学コース 博士後期課程2年
I was born and raised in Greater Jakarta, Indonesia
for nineteen (19) years. Then, I moved to Bandung,
West Java in 2007, for my bachelor’s degree in geology
at Universitas Padjadjaran. Afterward, I worked as
an exploration and underground geologist for an
exploration and mining company until 2014; when I
decided to pursue my master’s degree in geoscience
at Universitetet i Oslo, Norway, and completed in 2016.
Now, at Akita University, I am a PhD student in Petrology Research Group,
which is under the supervision of Prof. Tsukasa Ohba. My research is
focusing on the petrological and mineralogical characteristics of magmatic
and phreatic eruption volcanic products at Mt. Galunggung and Mt.
Tangkuban Parahu, Indonesia. The project has an implication for resource
science development through the further understanding of volcanological
hazards and hydrothermal activities of island arc volcanic systems. I thank
the Leading Program for financial and scientific support for the duration of
my study.

私は偉大なるインドネシア、ジャカルタに生まれ19年間そこで育ちまし
た。後に、ジャワ西部バンドンに移り、2007年にパジャジャラン大学に入
学しました。卒業後、2014年まで地下･地質調査員として鉱山開発会社
で働きました。2014年にノルウェーのオスロ大学に入院し、2016年に修士
を取りました。現在は大場司教授の秋田大学岩石学研究室の博士学生
です。私の研究はインドネシアのガランガング火山とタンクバンパラフ火
山のマグマ噴火及び水蒸気噴火火山噴出物の岩石学と鉱物学に焦点を
当てます。このプロジェクトは島弧火山系の熱水活動と火山災害のさらな
る理解を通した資源科学の発達に重要な意味を持ちます。私は自身の
研究期間における資金と科学的サポートをしてくださるリーディングプログ
ラムに感謝します。

Fareza Sasongko Yuwono ／ファレザ サソンコ ユオノ
Earth Resource Science Course, M2 ／地球資源学コース 博士前期課程2年
I am Fareza Sasongko Yuwono from Yogyakarta,
Indonesia. After completing my undergraduate degree
in geological engineering from Universitas Gadjah Made,
Indonesia, in 2016; I decided to continue studying
geology at Akita University’s Graduate School of
International Resource Sciences. Under the supervision
of Prof. Tokiyuki Sato, my research focus is on
palaeoceanographic reconstruction based on calcareous
nannofossils. It is an honor for me to be a part of Leading Program of Akita
University. This program gives me opportunity to learn not only earth science
and technology but also social and cultural aspects related to resource
development. I believe that Akita University is the best place to broaden my
horizon in resource science.

私は、インドネシアのジョグジャカルタ出身のファレザです。2016年に
ガジャマダ大学で地質工学学士を取得後、秋田大学大学院国際資源学
研究科で地質学を学ぶことを決めました。佐藤時幸教授のもと、微化石
のひとつである石灰質ナンノ化石を用いた古海洋環境の復元に焦点を
あてて研究を進めています。
私は、秋田大学のリーディングプログラムで学ぶことができることを誇り
に感じています。このプログラムでは、地球科学技術を学ぶだけでなく資
源開発に関連する社会的・文化的側面についても学ぶことができます。
私にとって秋田大学は資源地球科学についての視野を広げてくれる最
適の場であると考えています。
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Lloyd Heyson Singura／ロイド ヘイソン シングラ
Earth Resource Science Course, M2 ／地球資源学コース 博士前期課程2年
My name is Lloyd Singura and I am from Papua
New Guinea. I am curious about volcanism and I
cannot do that without studying petrology. Therefore,
I came to Japan in Spring 2016 to pursue graduate
studies in volcanic petrology under the supervision of
Professor Tsukasa Ohba, within the Graduate School
of International Resource Sciences. In the Fall of the
same year, I joined Leading Program (LP) and it is
undeniably invaluable. I learnt a lot, not only from petrology, but also from
the incorporated multidisciplinary courses coordinated by the LP. This is
fantastic. It is really an honour to study in Akita University with this wellestablished, challenging but rewarding program. The LP support looks
promising towards enhancing my understanding of volcanic phenomenon. I
can proudly proclaim that I am at the right place, with the right people at a
right time. The future looks bright for me.

パプアニューギニアから来たロイドです。私は火山活動について研究を
しています。私の研究には火山岩岩石学の修得が欠かせません。そこで、
2016年の春から、秋田大学国際資源学研究科大場司教授のご指導のも
と、大学院生として本学で火山岩岩石学を学んでいます。同年秋、私は
リーディング・プログラム
（LP）
に参加しました。それは、間違いなく私にとっ
てかけがえのないことでした。LPでは、岩石学だけでなく、多くの講義や
実習を通して、他の専門の学問についても分野横断的に勉強することが
できます。よく整えられ、かつ挑戦的なすばらしいプログラムで学ぶ機会
を得たことを名誉に思います。LPからの支援は、私の研究、例えば火山
現象を理解する上でなくてはならないものです。「LPで学んでいる」
こと
に誇りを持っている、ということを私は人々に伝えたいと思います。なぜな
ら、すばらしい場所に、すばらしい人達と、すばらしい時間を過ごすこと
が出来るからです。私の未来はまるで明るく照らされているようです。

Bayarmagnai Enkhzul／エンクズル バヤルマグナイ
Resource Development and Processing Course, M1 ／資源開発素材コース 博士前期課程1年
‘Hajimemashite’, I’m Enkhzul from Mongolia. I hold
a bachelor’s degree in mineral processing engineering
from Mongolian University of Science and Technology
in 2012. After my graduation, I worked as a mineral
processing engineer at Central Geological Laboratory
of Mongolia until March 2017. I joined the Leading
Program (LP) from April 2017 and my supervisor is
Prof. Atsushi Shibayama. Financial support and grants
received from the LP will help me focus on my research, which seeks to
improve gold recovery from low grade ores by using hydrometallurgical
processing methods. Through interdisciplinary courses, the LP offers me
great opportunities to expand my knowledge in resource sciences related to
geology, geochemistry, mineral processing and resource policy. Additionally,
studying in Japan gives me an unparalleled chance to make friends with
foreign students and explore different cultures. I really enjoy everyday life in
Akita. I would like to express gratitude to the professors and very helpful LP
staff. I will do my best in my studies! ‘benkyoo wo ganbarimasu!’

近藤

はじめまして。モルゴル出身のエンクズルです。私は2012年にモンゴ
ル科学技術大学（専門は選鉱工学）
を卒業した後、中央地質研究所の
選鉱研究者として2017年3月まで働いていました。2017年4月より、柴山
敦先生の指導の下、リーディング大学院で学んでいます。現在は、湿式
処理技術を用いた低品位金鉱石からの金の回収に関する研究を行って
おり、リーディングプログラムの多大なサポートのおかげで、充実した学
修・研究を行っています。リーディングプログラムは、地質学、地球科学、
選鉱学、資源政策といった資源に関連する幅広い分野を学ぶことができ
ます。また、日本で学ぶことで、日本人だけではなく、様々な国から留学し
に来ているたくさんの友人をつくることができ、その文化を知るという、か
けがえのない経験ができています。私は今の秋田での毎日の生活が本
当に楽しいです。教員の方々、リーディング事務局の皆さまには感謝の気
持ちでいっぱいです。“勉強を頑張ります！”

健太郎／ Kentaro Kondo

地球資源学コース 博士前期課程１年／ Earth Resource Science Course, M1
岩石学研究室に所属する愛知県名古屋市出身の
近藤健太郎です。私がリーディングプログラム大学院
に入学した理由は以下の2点です。第一に、資源学と
関係する授業が多くあるため資源学を広く学べるとい
う点です。第二に、他の研究分野の知識を自分の研
究にフィードバックできる点です。私の研究は、マグマ
の冷却速度とマグマから結晶化した鉱物の形態変化との関係に着目して
います。秋田大学で行った卒業論文研究では、アルカリ玄武岩質の温海
ドレライト中の斜長石のアスペクト比の層序的変化を調べました。結果と
して、斜長石のアスペクト変化は、冷却速度だけでなく、マグマの化学組
成にも依存することを見出しました。修士の研究では、海洋地殻の冷却
速度を明らかにすべく、この方法をオマーンオフィオライトの斑レイ岩に適
応しようと考えています。将来的には、海洋地殻の成因にこの研究を結
び付けたいと考えています。
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I am Kentaro Kondo, from Nagoya and a master course student belonging
to the petrology laboratory of Prof. Ohba. I have two main reasons for
entering the Leading Program. Firstly, I can widely learn resource sciences
because many classes related to resource sciences are provided for us in the
program. Secondly, I can incorporate the knowledge from different research
fields into my research to evolve it. My research focuses on relationship
between the cooling rate of magma and the morphological variation of
mineral crystallizing from magma. In my bachelor thesis at Akita University, I
investigated the stratigraphic variation of plagioclase aspect ratio in Atsumi
dolerite that has alkaline basaltic compositions. As a result, I found that the
variation of plagioclase aspect ratio depends not only on the cooling rate
but also on chemical composition of magma. In the master course, I am
going to try to apply the method to gabbroic rocks of Oman ophiolite in
order to clarify the cooling process of oceanic crust. In the future, I want to
correlate this research with the origin of oceanic crust.
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学生表彰
Baisui Han／韓

Student Awards

百歳

Resource Development and Processing Course, D3 ／資源開発素材コース 博士後期課程3年
(1) Type of award／受賞名： IMPC-2016 Best Presentation Award
(2) T
 itle of presentation／発表題目： Copper recovery from low-grade copper ore using a combination process of flotation and high-pressure leaching
(3) A
 uthors／著者： Baisui Han, Batnasan Altansukh, Kazutoshi Haga, Yasushi Takasaki, and Atsushi Shibayama
(4) A
 warding institution/society／主催団体： Organizing Committee of International “Mineral Processing 2016” Conference (IMPC-2016)
(5) Date of conference/symposium／学会・シンポジウム開催日： 20th-21st October, 2016
(6) Venue (City, Country)／開催地
（都市、
国）
： Ulaanbaatar, Mongolia

It was a great honor to win the
IPMC-2016 Best Presentation
Award. Here, I would like to
express my sincere gratitude
and appreciation to the
Organizing
Committee
of
IMPC-2016 and my advisor
Prof. Atsushi Shibayama. Also,
I would like to acknowledge
the Akita University Leading
Program for the support. This
award gave me confidence
in my research work to solve
challenging
global
issues
on mineral processing. I am
motivated to be a top-level
independent researcher in the
near future.

この度、IMPC-2016より最優秀発表賞を頂き大変光栄に思います。
この場を借りて、IMPC-2016組織委員会および指導教官である柴山
敦教授に、心から深い感謝の意を表したいと思います。また、秋田大学
リーディング・プログラムからのご支援にも、感謝いたします。この賞を
頂いたことで、鉱
物処理に関するグ
ローバルな課題へ
の 挑 戦 や 解 決な
どの研究に自信を
満ち、将 来 にトッ
プレべルで独自的
な研究者になる動
機付けをすること
が出来ました。

Pham Minh Quyen／ファム ミン クエン
Earth Resource Science Course, D3 ／資源地球学コース 博士後期課程３年
(1) Type of award／受賞名： JpGU-AGU 2017 Outstanding Student Presentation Award (Human Geosciences Section)
(2) T
 itle of presentation／発表題目： Role of chemical forms for transportation of metals in Tama-Omono Rivers, Akita Prefecture, Japan
(3) A
 uthors／著者： Quyen Pham, Daizo Ishiyama, Mayuko Fukuyama, Yasumasa Ogawa
(4) A
 warding institution/society／主催団体： Joint Meeting of Japan Geoscience Union (JpGU) and American Geophysical Union (AGU)
(5) Date of conference/symposium／学会・シンポジウム開催日： 20th-25th May, 2017
(6) Venue (City, Country)／開催地
（都市、
国）
： Chiba, Japan

I am truly honored to receive the
JpGU-AGU Joint Meeting 2017
outstanding student award (Human
Geosciences Section). I would
like to thank the organizers of the
meeting for recognizing me with
this award. My sincere gratitude to
my supervisor Prof. Daizo Ishiyama
and all of my colleagues for the
tremendous ongoing guidance and
encouragements that made the study
go well. I would like to acknowledge
the Akita University Leading Program
for the support and opportunity to
attend the meeting. This award has
encouraged me to complete my
Ph.D. research.

JpGU-AGU Joint Meeting 2017
の優秀学生賞
（Human Geosciences
Section）の受賞を心からに光栄に
思います。私の研究成果を評価し
ていただき、この賞に選出していた
だいた主催者の皆様に感謝してい
ます。また、石山大三教授をはじめ
研究室の皆様には、私の研究につ
いて絶え間ない指導と激励をいた
だき心から感謝しています。そして
JpGU-AGU Joint Meeting 2017に
参加する機会および支援をいただき
ました秋田大学リーディングプログラムに感謝を申し上げます。私にとっ
て今回の受賞は博士課程での研究を完結するための励みとなりました。
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活 動 記 録 Activity Record
日付 [ Dates ]

活動内容（場所）
／参加学生数 [ Activities (Venue)／Number of students participated ]

4/10 (Mon)

リーディングプログラムガイダンス・説明会
平成29年度秋田大学入学式リーディングプログラムへ修士
5名博士1名が入学
平成29年度リーディングプログラム前期講義開始日

5/12 (Fri)〜13 (Sat)

第23回NMCC共同利用研究成果発表会
（盛岡）
／1名参加 Presentation at the 23rd NMCC (Morioka)/ 1 Participant

5/22 (Mon)〜26 (Thu)

日本地球惑星科学連合2017年大会
（幕張）
／9名参加

Japan Geoscience Union Meeting 2017（Makuhari）
/ 9 Participants

6/21 (Wed)〜23 (Fri)

資源地質学会年会
（東京)／9名参加

The Society of Resource Geology Annual Meeting (Tokyo) / 9 Participants

6/25 (Sun)〜29 (Thu)

SDIMI 2017
（北京、中国）
／3名参加

6/29 (Thu)〜30 (Sun)

HfOD 2017
（バギオ、フィリピン）
／3名参加

7/8 (Sat)〜9 (Sun)

第5回リーディングプログラム学生会議（幕張）
／4名参加

8th International Conference on Sustainable Development in the Mineral
Industry (Beijing, China) / 3 Participants
2017 Hunt for Ore Deposits: Challenges and Opportunities for Environmental
Sustainability (Baguio、Philippines) / 3 Participants

4/5 (Wed)
4/6 (Thu)

Leading Program Guidance & Orientation Meeting for New Students
Akita University Entrance Ceremony of FY 2017
5 Master Students and 1 Doctor Student Enrolled in Leading Program
1st Day of Leading Program Lecture for the 1st Semester FY 2017

The 5th Student Meeting of Leading Graduate Schools (Makuhari) / 4 Participants

（清水、静岡）
／１名参加
7/15 (Sat)〜8/15 (Tue) ちきゅうオマーンプロジェクト

Oman Drilling Project (Shimizu, Shizuoka)/ 1 Participant

7/25 (Tue)

Young Researchers Meeting: Exchange between Leading Program Students
and Undergraduate Students from Faculty of International Resource Sciences

8/7 (Mon)〜10 (Thu)
8/13 (Sun)〜19 (Sat)

Young Researchers Meeting 〜リーディングプログラムコー
ス生と国際資源学部生との学生交流会〜
平成29年度10月履修生募集期間
Goldschmidt 2017における成果発表
（パリ、フランス）
／
1名参加

Application Period for FY 2017 October Admission
Goldschmidt Conference 2017 (Paris, France)/ 1 Participant
International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior
(Portland, USA）
/ 3 Participants
2017 Annual Meeting of Japan Association of Mineralogical Sciences
(Ehime)/ 1 Participant

8/14 (Mon)〜18 (Fri)

IAVCEI 2017
（ポートランド、アメリカ）
／3名参加

9/12 (Tue)〜14 (Thu)

日本鉱物科学会2017年年会・総会
（愛媛）
／1名参加

9/17 (Sun)〜20 (Wed)

SEG 2017
（北京、中国）
／2名参加

9/25 (Mon)〜28 (Thu)

JCM 2017
（マラン、インドネシア）
／1名参加

Joint Convention Malang HAGI-IAGI-IAFMI-IATMI 2017 (Malang, Indonesia)/
1 Participant

9/26 (Tue)〜28 (Thu)

資源・素材＆EARTH2017
（札幌）
／8名参加

The Mining and Materials Processing Institute of Japan Fall Meeting 2017
& The 14th International Symposium on East Asian Resources Recycling
Technology (Sapporo)/ 8 Participants

事 務 局 紹 介 Office Introduction
4月からリーディング事務局に勤務しております、佐々木理恵です。雰囲気の
よい職場で、国際的視野を持った資源ニューフロンティアリーダーとなるために
励んでいるプログラム生のために尽力できることをうれしく思っています。どうぞ
よろしくお願いいたします。

編 集 後 記 Editorial Note
Leading graduate program at Akita University is aimed to produce highpotential future leaders within organizations related to earth resource sciences
and resource processing. The leading graduate program newsletter volume
11 includes efforts and activities of the graduate program students and staff
during the first semester of the 2017/2018 academic year. The LP students
have conducted research and field work in various laboratories, universities
and industrial sectors in Japan and other countries, and they attended several
domestic and international conferences during the academic calendar.

The Society of Economic Geologists 2017 (Beijing, China)/ 2 Participants

佐々木 理恵／Rie Sasaki

リーディングプログラム事務局員／
Program member of the secretariat
Hello, I am Sasaki. I have been working for the Leading
Program since April, 2017. It is my pleasure to work with
thoughtful and diligent co-workers, and for the Leading
Program students who are always doing their best to become leaders with a global
perspective on issues relating to Earth’s resource development and sustainability.
I will do my best to help the students with a commitment to the program.

Altansukh Batnasan／アルタンスック バトナサン

Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program,
Graduate School of International Resource Sciences, Akita University／
秋田大学大学院国際資源学研究科リーディングプログラム特任助教
秋田大学レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養
成プログラムの主な目的は、地球資源科学や資源処理工学
を熟知した高い能力を有するグローバルリーダーを養成す
ることです。本ニュースレター（第11号）
は、在籍生およびス
タッフが2017年度前期に行った活動を紹介しています。
リー
ディングプログラムに所属する学生は、国内外の企業や大
学、研究所でフィールドワークを行ったほか、様々な国内・国際学会に参加しました。
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