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リーディングプログラムとともに歩む／Moving Forward with the Leading Program
柴山

敦／Atsushi Shibayama

プログラムコーディネーター 秋田大学国際資源学研究科教授／
Program Coordinator of Leading Program, Professor, Graduate School of International Resource Sciences
秋田大学で進めてきた博士課程教育リーディングプロ
グラム
「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」
は、支援事業として最終年度を迎えています。
これまでの実質7年間で、総在籍数が49名、そのうち日本
人は7名で約14%の割合でした。留学生は13カ国より42
名在籍したことになります。また、平成30年12月現在、12
名の修了生を輩出し、日本人の中には国内の研究所に
就職し、
新たな研究を始めた修了生がいます。一方、
留学生の多くは自国に帰っ
て国を代表する資源系大学や研究機関、民間企業に勤め、就職先の上司から
高く評価されるなど、早速活躍を始めた修了生もいます。
プログラムを振り返ると試行錯誤を続けてきた感はありますが、大学院教育と
連動した取組によって、多くのメリットやプログラムの特徴が生まれ、ここ１～２年
は優秀な学生が確実に育ってきたことを実感しています。もちろん来年度から
のプログラムの自立、継続について議論を進めてきました。本学の学長とも協議
を重ね、学生への継続的な支援や自立に向け検討してきた結果、ようやくその
道筋が決まりました。
支援が終了するとは
言え、学生が残ってい
ますし、優秀な人材を
育てるためにも、特別
教育コースとしてプロ
グラムを続けることに
なります。これからの
自立を決意し、多くの
関係者から賜ったご
支援、ご協力に感謝
を申し上げつつ、冒
頭のご挨拶とさせて
いただきます。

The Leading Program, “New Frontier Leaders for Rare-Metals and Resources”
that launched at Akita University in 2012 fiscal year has been finalized for
this fiscal year. The Leading Program is supported by the Japan Society for
the Promotion of Science (JSPS) and Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology of Japan (MEXT) under the Leading Graduate School
Program (“Only-one” Category). In the past 7 years, the total number of students
enrolled in the Leading Program (LP) at Akita University was 49 as LP students.
14 percent (7 students) of its total student body were Japanese while the
remaining 86 percent (42 students) were international students who came from
13 countries. As of December, 2018, twelve students who got financial support
from the program have graduated from Akita University. Among them, a Japanese
graduate was employed in a national research institute and started his own new
research. Most of the international students have returned to their countries
after graduation and have since been working in resource-related universities,
research institutes and private companies. Our graduates feel appreciated by
their employers because they are playing active roles in the place of employment.
Looking back on the program, there is an impression of trial and error given that
much effort was consumed to manage the Leading graduate program, resulting
in a number of merits and features for the program. For the past one to two
years, it is also realized that students who were
intrinsically motivated and progressive became
best students in various categories related
to their researches. Of course, the program
coordinators and the president of Akita University
had discussed concerning the independence and
continuation of the program in the next fiscal
year. As a result, we have finally decided to
continue the program and provide the continuous
financial support for the students from next year.
Although, the support from the JSPS and MEXT
is going to end from next fiscal year, the program
will continue as a special education course at
the Graduate School of International Resource
Sciences of Akita University, in order to develop
competent human resources because there are
a number of students who are still not graduated
under the program. I would like to express my
sincere gratitude to the JSPS and MEXT for the
supporting this program and to all the members
for your support and cooperation.

Photo1：A cross-section of LP graduate students／写真1 リーディングプログラム生

Photo2：Field work ／写真2 フィールドワーク

Photo3：Laboratory work／写真3

研究の様子

Photo4：Data presentation／写真4

発表の様子
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活 動 報 告 Activity Reports
The Leading Forum 2018: “To Implement Innovative Value into Society”／
リーディングフォーラム2018：“社会に新しい価値を実装する提案”
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 Resources Sciences／
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
On December 4, 2018, the Leading Forum for staff and
students in the Programs for Leading Graduate Schools
all over Japan was held at the Hitotsubashi Auditorium of
the Hitotsubashi University in Tokyo, from 11:00 to 20:00.
Mentors from the business and industrial sectors also
participated. Tokyo Institute of Technology and Hitotusbashi
University organized the Forum under the sponsorship and
direction of the Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology (MEXT). Twelve members from
Akita University (6 staff and 6 students) participated in this Forum.
There were two main sessions, session A and Session B. Interspersed within
these sessions were the panel discussions, an award ceremony, a party session for
networking among participants, and various speeches that included the opening
and closing remarks, and a special lecture by a representative from MEXT.
◦ I. Session A : To implement innovation value into society
This session was subdivided into two sub-sessions A-1: student oral presentations
(8 finalists) and A-2: student poster presentations (28 finalists). Proposals on how
to implement innovative values to society were invited from students from the
62 Leading Programs across Japan. Akita University was represented as "Team
Komachi" by Pearlyn Manalo (D3) and Kentaro Kondo (M2), and the Team's
proposal- “INCUBATE: INnovation from CommUnity-BAsed TEchnologies” - was
among the 28 poster finalists selected.
The mentors were made to join the oral and poster presenters, and help the
presenters brush up their organization and presentation skills for effective delivery
on their proposals. Then, the presenters shared their work with all participants at the
Forum in the form of oral presentations- (a) Poster presenters: 2 minutes each; time:
13:40-14:50 (b) Oral presenters: 9 minutes each including discussion; time: 16:0017:20. All presentations were examined and eight awards were given in this session.
◦ II. Session B : How to use the Leading Program’s resources efficiently in the future
This session was held over lunch (12:20-13:30) and sub-divided into three subthemes of two groups each that constituted faculty/staff and students, respectively.
Six groups consisting of about 9-11 members each were formed. Discussion in each
group in Session B took the form of panel-style deliberations led by a chairperson.
The best three points from each group were collated and shared with the larger
audience during the Panel Discussion session at a later time (15:10-16:00).

Photo1：Participants from Akita University. Left-to-Right:
Pearlyn Manalo (D3), Sofia Frias (D3), Carmela Tupaz (D2),
Dr. Adomako-Ansah (Faculty), Kentaro Kondo (M2) and Refran
James (D2). Insert: Syahreza Angkasa (D3)
写真1 秋田大学からの参加者 （左から）
パーリン マナロ
（博士後
期課程3年）
、ソフィア フリアス
（博士後期課程3年）
、カルメラ トゥパス
（博士後期課程2年）
、アドマコ アンサ博士
（教員）
、近藤 健太郎
（博
士前期課程2年）
、
レフラン ジェームス
（博士後期課程2年）
（左上）
シャ
レザ アンカサ
（博士後期課程3年）

全国のリーディングプログラム学生・教職員のためのリーディングフォーラムが
東京の一橋大学一橋講堂にて2018年12月4日の11時から20時の日程で開催さ
れた。企業や産業界からもメンターとしての参加があった。文部科学省の支援
のもと、東京工業大学と一橋大学が主催した。秋田大学からは12名
（学生6名、
教職員・事務局6名）
が参加した。
リーディングフォーラムはセッションＡとセッションＢの二つのセッションで構成
され、パネルディスカッションや表彰式、参加者による意見交換会、開会式と閉
会式での挨拶を含むスピーチや文部科学省の特別講演が行われた。
◦Ⅰ.セッションＡ：社会に新しい価値を実装する提案
セッションＡでは、セッションＡ-1：口頭発表
（8チーム）
とセッションＡ-2：ポス
ター発表
（28チーム）
に分かれて発表や審査が行われた。セッションＡへの募集
は全国の62プログラムに向けて行われた。秋田大学からはPearlyn Manalo
（博
士後期課程3年）
と近藤 健太郎
（博士前期課程2年）
が応募し、“INCUBATE:
INnovation from CommUnity-BAsed TEchnologies”がポスター発表の28チーム
のうちの1チームとして選出された。
企業人メンターが口頭発表とポスター発表のチームに加わり、発表者が提案
を効果的に伝えられるよう、体系的思考力やプレゼンテーション能力をブラッシュ
アップした。その後、発表者は (a) 2分間のポスター発表
（13時40分から14時50
分）
または (b) 9分間の口頭発表
（16時から17時20分）
にて提案をフォーラムの参
加者に共有した。全ての発表が審査の対象となり、8チームが表彰された。
◦Ⅱ.セッションＢ：リーディングプログラム資産を将来に活かすために
セッションＢは昼食時間にかけて
（12時20分から13時30分）開催され、3つの
テーマを教職員または学生で構成されたそれぞれのグループで議論した。9名
から11名のメンバーで構成された6グループが形成された。セッションＢではそ
れぞれのグループの議長の進行によって討論を行い、各グループから3つの代
表意見がまとめられ、15時10分から16時にかけて行われたパネルディスカッショ
ンで多くの参加者を前に議論された。

Photo2：One of the Student Panel discussion groups. Ms. Sofia
Frias (D3) seated, 2nd from the right.
写真2 パネルディスカッションの学生グループ。右から2番目に座って
いるのがソフィア フリアス
（博士後期課程3年）

Photo4：Group discussions between mentors and poster
presenters.

Photo5：Akita University’s Team Komachi project proposal;
delivered by Pearlyn Manalo (D3) and Kentaro Kondo (M2).

写真4 メンターとポスター発表者のグループディスカッションの様子。

写真5 チームコマチのパーリン マナロ
（博士後期課程3年）
と近藤 健
太郎
（博士前期課程2年）
が企画提案のため2分間の口頭発表を行った。
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Photo3：One of the Faculty Panel discussion groups. Dr.
Adomako-Ansah (Faculty) (2nd from right) listening to a
comment by a panel member.
写真3 パネルディスカッションの教員グループ。アドマコ アンサ博士
（教員）
（右から2番目）
がグループのメンバーのコメントを聞いている
様子。

Photo6：Group photo of participants at the close of the Forum.
写真6 フォーラム閉会式での集合写真
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Poster Presentation list of LP Students at Leading Forum 2018
Poster No.
P_2-4

タイトル [ Title ]

著者 [ Authors ]

INCUBATE: INnovation from CommUnity-BAsed TEchnologies

Pearlyn Manalo, Kentaro Kondo

INCUBATE: A hub to start locally-sustainable technological solutions
We propose a solution to address job insecurity and skills gap due to the ever-increasing population sizes and technological
advancement. The innovation hub will be a designated space for training residents to come up with appropriate technological solutions
to local problems. It aims to integrate the ‘innovative way of life’ to the cultural DNA of the community and to develop the competencies
of the workforce that is essential for appropriate technologically-advanced society.

2. The Problem

1. The Proponents

Table 1. Potential Impacts of Computerization
on Three Major Task Categories

PEARLYN MANALO
Pearlyn is a PhD student at
Akita University. Her current
research interests include the
characteristics of overprinted
ore deposits.

ROUTINE

current human
basic skill set

KENTARO KONDO
Kentaro is a master’s student
at Akita University. His recent
research focus is on magmatic
process of intrusive rock within
continental and oceanic lithosphere.

automation
the onset of machines
replacing some human work

MANUAL

 Environmental

 Abstract

 Procedural

 Interpersonal

 Mental

adaptability

 Repetitive

- Assembly line workers- Bookkeepers -

the difference between the skills that employers need
and the skills that their workforce offer

ABSTRACT

 Rules-based

Direct
Substitution

adaptability

- Truck drivers - Waiters - Janitors Limited
Complementarity

problem-solving
flexibility

- Scientists - Doctors - Managers - Attorneys Strong
Complementarity

(modified from Autor, 2007)

3. The Proposed Solution: Innovation Hub
Locally-sustainable Technologies:
some examples

Capacity-building Targets:
Creative
problem-solving

Agriculture

Communication
skills

Pollution
Resource management
Recycling, etc

Adaptability

Recycling scheme
Mobile app development
Automated plant

Selfmanagement

Establishment of local pest databases
Local farmers can build up a
database of pests infesting their
crops. With the help of trained
agriculturists and entomologists,
they can devise pest-specific crop
management systems.

Chemistry of household items
(baking soda+vinegar?)
Basic circuits

Selfdevelopment

Resource and waste
management

Systems
thinking

Redesign of manufacturing and
recycling

(Autor, 2007)

Alternatives to petroleum-based
products using abundant
biodegradable resources should
also be considered (e.g. cassavabased plastic bags).

4. What do we need to
make it happen?
Creating a designated space for ideation and experimentation
will encourage locals to gather and discuss problems in the
community.
 Solicit permission to rent a pilot space
 Collaborate with architects
and interior designers to
make appropriate space
Create the
design

space

Financial
support is vital to
Encourage
supplement the local
investors
resources that will be
used in appropriate
technologies.
 Establish collaboration with
financial institutions and tech
companies
 Draw up a business plan for
technological start-ups that are
ready for adoption

5. Economic and social impacts
Capacity-building

The community-based framework of
solving local problems will enhance
the capacity of human resources.
The Leading Program
gave us a vast network
of experts in different
fields.

Recruit skilled
volunteers, such as
those trained by the
Leading Program

 Maintain interuniversity and
interdisciplinary
collaboration
 Invite volunteers to
visit communities
and share expertise

Knowledge accessibility

Relevant knowledge will be
easily accessible to the
community.

Bridging Skills Gap
The Innovation Hub will be able to train the local
workforce for the skills needed for the jobs in their
community.

Securing jobs
Start-up local technologies will generate new jobs that
will increase the residents’ financial security.
 REFERENCE: Autor D, 2007. Technological change and job polarization: implication for skill
demand and wage inequality. Presentation at the National Academies Workshop on Research:
Evidence-Related to Future Skills Demand.
 ACKNOWLEDGEMENT: We thank the organizers of the Leading Forum 2018 for the opportunity to
participate and present our proposal at the Forum. We are grateful for the feedback that helped to
improve the outlook of this presentation. Much thanks to the Leading Program Akita University
Leading Program for the various supports that enable us to carry out our research works smoothly.
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The 13th ICREMER International Symposium 2018／
秋田大学国際資源学教育研究センター第13回国際シンポジウム
Batnasan Altansukh／バトナサン アルタンスック

Specially-appointed Assistant Professor to the Leading Program, Graduate School of International Resources Sciences／
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
On November 21, 2018, the 13th ICREMER International
Symposium on “Recent Advances in Resource Science and
Technology for Sustainability” was held at JICA Global Plaza
in Shinjuku, Tokyo. It was organized and conducted by Akita
University’s ICREMER, and partnered with the Leading
Program of Akita University and the Joint Program for
Sustainable Resources Engineering of Hokkaido University.
Main sponsor was the JSPS Core-to-Core Program. This
was a joint symposium on “natural resources education
and research of East and Southern Africa”. The Symposium lasted from 10:30 to
17:30 and was followed by a party session (18:00-19:10) for open conversation
and networking among participants. About 100 participants were in attendance.
◦Morning session (10:30-11:15)
(1) Welcome message from the ICREMER director (Prof. Kawamura) and his
presentation on the interschool activities of ICREMER was followed by overviews
of the Leading Program (Prof. Shibayama, Akita University) and the Joint Program
(Prof. Hiroyoshi, Hokkaido University). Also in attendance was Mr. Asahiko Mihara,
an Honourable Diet member for the Kitakyushu city in Fukuoka Prefecture, and
a traveller to many developing countries. In his greetings’ speech, he expressed
excitement at the convening of great minds to foster the exchange of ideas on
advancing research and technological “know-hows” between Japan and Africa.
(2) ‘Current research activities by Japanese researchers’ from the University of
Tokyo (Prof. Fujita), Kyushu University (Prof. Shimada), Waseda University (Prof.
Owada), and the National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
(AIST) (Dr. Yoshimi).

南部・東アフリカ資源学合同国際シンポジウム内合同企画

パネルディスカッション

「資源人材育成に向けた大学の役割」
㻞㻜㻝㻤年㻝㻝月㻞㻝日（水）㻝㻞㻦㻟㻜～㻝㻠㻦㻜㻜
会場：ＪＩＣＡ地球ひろば
入場
無料

主催：秋田大学博士課程教育リーディングプログラム
北海道大学持続的資源系人材育成プログラム
共催：国際資源学教育研究センター 㻔㻵㻯㻾㻱㻹㻱㻾㻕
パネルディスカッション「資源人材育成に向けた大学の役割」 （㻝㻞㻦㻟㻜～㻝㻠㻦㻜㻜）
＜パネラー＞
㻙大学関係者㻙
■大和田 秀二（早稲田大学・教授）
■島田 英樹（九州大学・教授）
■廣吉 直樹（北海道大学・教授）
■柴山 敦（秋田大学・教授）
＜モデレーター＞
■安達 毅（秋田大学・教授）

㻙企業等関係者㻙
■土田 直行（住友金属鉱山・顧問、資源・素材学会長）
■結城 典夫（ＪＸ金属・執行役員）
■酒井 哲郎（三菱マテリアル・常務執行役員）
■築城 修治（日本鉱業協会・理事）

討論内容

「資源・素材教育において大学に求められる役割とは」、「企業・業界が求める人材と
は」、「産学連携を含めた資源・素材教育への期待と展望、将来像」など、産学を代表
するパネラーとともに大学における資源および素材教育の将来像を討論いたします。
「南部・東アフリカ資源学合同国際シンポジウム」――合 同 企 画 同 時 開 催――
主催：国際資源学教育研究センター 㻔㻵㻯㻾㻱㻹㻱㻾㻕
共催：秋田大学博士課程教育リーディングプログラム、北海道大学持続的資源系人材育成プログラム
協賛：日本学術振興会研究拠点形成事業（㻶㻿㻼㻿㻌㻯㼛㼞㼑㻙㼠㼛㻙㻯㼛㼞㼑㻌㻼㼞㼛㼓㼞㼍㼙㻕
後援：独立行政法人国際協力機構㻔㻶㻵㻯㻭㻕， 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構㻔㻶㻻㻳㻹㻱㻯㻕㻘
一般社団法人資源・素材学会 㻔㻹㻹㻵㻶㻕㻘㻌一般財団法人石油エネルギーセンター㻔㻶㻯㻻㻭㻸㻕，
日本・アフリカ大学連携ネットワーク㻔㻶㻭㻭㻺㻕

10：30～17：30

主催・共催による挨拶 㻔㻝㻜㻦㻟㻜～㻝㻝㻦㻝㻡㻕

◦Panel discussion (12:30-14:00): Academia-Industry collaborations (moderated
by Prof. Adachi of Akita University)

■川村 洋平（秋田大学・ＩＣＲＥＭＥＲセンター長）
■柴山 敦（秋田大学・リーディングプログラムコーディネーター）
■廣吉 直樹（北海道大学・持続的資源系人材育成プログラム）

ポスターセッション（㻝㻞㻦㻝㻡～㻝㻟㻦㻜㻜）

◦Poster session (12:15-13:00): A showcase of ongoing researches by students
from Akita University (8 LP students) and Hokkaido University (2 students) were
presented.
◦Afternoon session (13:00-16:00):
(1) ‘Current research and educational activities by African researchers’ from
Botswana University (Dr. Bagai), Botswana International University of Science
and Technology (BIUST) (Prof. Shemeng), University of the Witwatersrand (Prof.
Cawood), Tete Polytechnic Institute of Mozambique (Dr. Bene), and University of
Zambia (Prof. Nyambe and Prof. Chanda).
(2) ‘Current research and educational activities by researchers of ICREMER’: Prof.
Antonio Arribas presented on the ICREMER Short Stay Program, Assoc. Prof.
Bessho presented on collaborative work on environmental issues with Serbian
researchers under the SATREPS program, and Assoc. Prof. Takasaki presented on
new extractive methodologies for the metals zinc, lead, and silver.
Remarks from participants:
▶ The presentation by Prof. Shemeng (BUIST) on the Mw 6.5 Moiyabana
earthquake that occurred in a considerably stable geological terrain in Botswana,
and the earthquake’s influence on groundwater flow in nearby mines was of interest
to me. Due to this new perception of a possible structural/cratonic changes in
the terrain, its implications for the future would have a drastic impact on mining,
landscape and settlements within the area and require immediate educational
research resolution for any necessary remediation that may result. - Larona
Sethunya Teseletso (M2)

■秋田大学国際資源学研究科博士課程教育リーディングプログラム学生
■北海道大学持続的資源系人材育成プログラム学生
講演「日本の大学・研究所における取組み」（㻝㻝㻦㻝㻡～㻝㻞㻦㻝㻡）
■藤田 豊久（東京大学）
■島田 英樹（九州大学）
■大和田 秀二（早稲田大学） ■吉見 雅行（産業技術総合研究所）
講演「南部・東アフリカにおける大学の取組み」（㻝㻟㻦㻜㻜～㻝㻢㻦㻜㻜）
■㻱㼘㼕㼟㼔㼍㻌㻿㼔㼑㼙㼍㼚㼓（ボツワナ科学技術大学）
■㼆㼕㼎㼕㼟㼍㼚㼕 㻮㼕㼦㼍 㻮㼍㼓㼍㼕（ボツワナ大学）
■㻱㼙㼙㼍㼚㼡㼍㼘 㻷㼚㼛㼤㻌㻯㼔㼕㼗㼡㼠㼣㼑 㻯㼔㼍㼚㼐㼍（ザンビア大学） ■㻵㼙㼍㼟㼕㼗㼡 㻺㼥㼍㼙㼎㼑（ザンビア大学）
■㻲㼞㼑㼐㼑㼞㼕㼏㼗㻌㻯㼍㼣㼛㼛㼐（ヴィッツウォータズランド大学） ■㻮㼑㼞㼚㼍㼞㼐㼛㻌㻮㼑㼚㼑（テテ工科大学）
講演「秋田大学㻵㻯㻾㻱㻹㻱㻾における取組み」（㻝㻢㻦㻜㻜～㻝㻣㻦㻟㻜）
■㻭㼚㼠㼛㼚㼕㼛㻌㻭㼞㼞㼕㼎㼍㼟（秋田大学） ■高崎 康志（秋田大学） ■別所 昌彦（秋田大学）
■芳賀 一寿（秋田大学）
■緒方 武幸（秋田大学）

A flyer announcing the 13th ICREMER International Symposium

Photo1：Prof. Shibayama of Akita University introducing the Leading Program to participants.
写真1 秋田大学の柴山教授がリーディングプログラムを参加者に紹介する様子

▶ People were very interested in my poster because most of them were not
acquainted with the application of Wi-Fi Ad Hoc technology in underground mines.
Showing the various ways that peer-to-peer device communication can help in a
mine was met with curiosity and I am glad that I was able to share with them the
fruits of my research. - Ikeda Hajime (M1)
▶ I find issues surrounding water are not taken into serious consideration when
exploring for and exploiting mineral resources and therefore, I was particularly
interested in the research of Prof. Fujita (the University of Tokyo) which
demonstrated the purification of polluted water by using various carbonized
waste materials to remove heavy metals in such water bodies. - Refilwe
Magwaneng (D3)
Photo2：Poster Session／写真2 ポスターセッション
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Poster Presentation list of LP Students at the 13th ICREMER International Symposium 2018（Student name*/ *リーディングコース生）
Poster No.

タイトル [ Title ]

著者 [ Authors ]

P-1

Development of an underground communication system for improving
Hajime Ikeda*, Youhei Kawamura, Zedrick Paul Tungol*, Jun Yokokura
safety and efficiency of using Wi-Fi Ad hoc technology

P-2

Magmatic processes in the Atsumi dolerite inferred from the variation of
Kentaro Kondo*, Takashi Hoshide
plagioclase aspect ratio – Local undercooling by gas exsolution?

P-3

Copper recovery from tailings by high pressure leaching-solvent extraction- Labone Godirilwe*, Baisui Han, Yasushi Takasaki, Kazutoshi Haga,
electrowinning (HPL-SX-EW) process
Atsushi Shibayama,

P-4

Optimal coal investments for sustaining Botswana's electricity demand

P-5

Igneous rock classifiaction made possible by employing hyperspectral Brian Bino Sinaice*, Youhei Kawamura, Takeshi Shibuya,
imaging in conjuction with deep learning techniques
Hibiki Yoshimoto, Elisha Shemang, Shinji Utsuki

P-6

Waterberg project platinum-group elements(PGE) deposit, Northern Limb of
Mika Kitamura*, Yasushi Watanabe, Takuya Echigo
the Bushueld omplex, South Africa

P-7

Volcanic fluids-rock interaction inferred from characteristics of altered
Takumi Imura*, Tsukasa Ohba, Yusuke Minami and Mitsuhiro Nakagawa
minerals in volcanic products at Tokachidake volcano, Japan

P-8

Recovery of copper from complex carbonaceous ore

Larona S. Teseletso*, Tsuyoshi Adachi

Refilwe S. Magwaneng*, Kazutoshi Haga, Altansukh Batnasan, Atsushi Shibayam,
Masato Kosugi, Ryo Kawarabuki, Kohei Mitsuhashi,Masanobu Kawata

Young Researchers Meeting 2018／学部生との交流会

Date: June 20th, 2018
Time: 2:00  3:30 PM
Place: Seminar room on the 2nd floor of the
Regional Innovation Center Building 2
 The number of participants 
18 Leading Program Students
11 Undergraduates of Faculty of International Resource Sciences

Introduction about Leading Program (LP)

Presenter: Prof. Shibayama

Oral Presentation: LP students' research and other LP activities

Presenters:
4 LP Students

平成30年6月20日、地方創生センター2号館
にてリーディングプログラム生と国際資源学部
学 部 生との 合 同 交 流 会
（Young Researchers
Meeting）
を開催した。参加人数はリーディングプ
ログラム生18名、国際資源学部 学部生11名の
合計29名であった。
プログラムコーディネーターの柴山教授による
リーディングプログラムの概要紹介、リーディング
プログラム生
（近藤 健太郎・博士前期課程2年、
北村 未佳・博士前期課程1年、井村 匠・博士
後期課程2年、Pearlyn Manalo・博士後期課程
3年*）
によるリーディングプログラムの研究・活動
紹介に続き、質疑応答の時間が設けられた。学
部生からは
「大学院に進むことの利点は？」
「リー
ディングプログラムに入った理由は？」等の質問
が寄せられ、活発な意見交換が行われた。また、
7名のリーディングプログラム生がポスター発表を
行った。学部生は熱心に発表の様子を聴講し、
研究成果やプログラムについての質問をしなが
ら、リーディングプログラム生との交流を深めた。
「学部生との交流会」
*
開催時点では博士後期課程2年

Ms. Manalo (D2)*
Ms. Kitamura (M1)
Mr. Imura (D2)
What
is
the
advantage
of
studying
at graduate school?
Q&A Session and Free Discussion
Why did you join the LP? Why should I join?
Mr. Kondo (M2)

Photo1：
Student's research
写真1 研究

Photo2：
Field trips

Poster Session

*Currently D3

Presenters: 7 LP Students

写真2
フィールドトリップ

Photo3：International meetings／写真3 国際ミーティング
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Insight on the 2014 Onset Eruption Products of Mt. Kelud, Indonesia／
インドネシア、ケルート火山 2014年オンセット噴火噴出物の研究
Wati Astiti Anggoro／ワティ アスティティ アングロ

Earth Science and Technology, M2／地球資源学コース 博士前期課程2年
Mt. Kelud, which is 1731m above sea level and located
インドネシア，東ジャワ州の三つの地域のまたがるケルート山
（海抜1731m）
の
within three districts in East Java Province of Indonesia,
山頂には火口湖がある。しかしその火口湖は、2007年11月初めの溶岩ドーム形
has a crater lake on its summit. However, the crater lake
成噴火によって流出して失われた。
2014年2月13日、
ケルート山が噴火を開始し、
got drained due to the formation of lava dome extruded in
わずか2時間半後にはプリニー式噴火のクライマックスを迎えた。2014年噴火で
early November 2007. On 13 February 2014, Mt. Kelud had
its initial eruption, which reached the climactic Plinian event
は2007年溶岩ドームが破壊されるとともに、火砕密度流が火山体の周囲に流
for about 2½ hours later. The 2014 eruption destroyed the
下・堆積した。
2007 lava dome and emplaced pyroclastic density current
私はケルート山の周辺の17カ所においてテフラ
（火山灰）
試料を採取し、記載
deposits, which were distributed in the volcano surroundings.
した。その観察に基づき、研究対象を次のように設定した。
I visited 17 locations surrounding Mt. Kelud to collect and describe tephra
samples. To answer my observations, I refined my research objectives:
1．初期噴火堆積物の分布を解明する
1. To clarify the initial eruption deposits distribution
2．複数の堆積物の観察に基づき、初期噴火の特徴を明らかにする
2. To determine the characteristics of initial eruption based on the multiple layers
3．堆積物中で見いだされた縞状軽石の観察を基にマグマ混交の条件を決定
of deposits
する
3. To characterize magma mingling indicator based on banded pumice found in
the deposits
山体の西、南、北東斜面、火口内での堆積物の地質調査と野外記載により、
Geological survey and field descriptions reveal that at least 3 stages are
初期噴火
（オンセット噴火）
には少なくとも3つのステージがあったことが分かっ
recognized to take place during onset eruption by analysing the deposits on the
た。第1ステージ
（Ki-1）
では、火道が開き、2007年溶岩ドームが破壊され、その
western, southern, north eastern flanks, and crater. The first stage (Ki-1) initiated
when the vent was opened destroying part of 2007 lava dome depositing ballistic
噴石が弾道放出物として火口底に堆積するとともに、細粒火山灰層が山体北
trajectories in the crater floor and fine ash layers in north eastern flank. The
東斜面に堆積した。第2ステージ
（Ki-2）
では火砕密度流が発生して北東斜面へ
second stage (Ki-2) commenced to generate PDC toward NE flank depositing
流下し、未炭化の植物片と変質物に富む堆積物を生じた。第3ステージ(Ki-3)
uncharred organic materials and altered material-rich deposits. The third stage
ではプリニー式噴火が開始して高温の火砕密度流が発生し、炭化木片と結晶
(Ki-3) was the starting point of Plinian eruption producing high temperature PDC
depositing charred organic material crystal-rich deposits in western and southern
に富む堆積物が西側と南側斜面に堆積した。
オンセット噴火全体の堆積物は良
flanks. All onset eruption stages products are well preserved in the crater allowing
く保存されており、テフラ層序の構築が可能であった。
tephrostratigraphic correlation.
火口底堆積物中に縞状軽石が見いだされ、これはケルート山火口下におけ
Banded pumice is found in the crater deposits providing a clue for unravelling
る噴火前のマグマプロセスの解明の鍵となる。岩石記載及び蛍光X線分析を
process prior to the eruption underneath Kelud crater. Petrography and XRF
analyses have been conducted to support commingled magma of which forming
実施し、軽石、スコリア、縞状軽石が2014年噴火時に一度に生じたことを明ら
pumice, scoria, and banded pumice at once in 2014 eruption. Both felsic and
かにした。縞状軽石の珪長質部と苦鉄質部はともに同じ斑晶鉱物組み合わせ
mafic parts of banded pumice contain same phenocrysts mineral assemblage.
を示す。しかし、火山ガラス石基中の発泡度や結晶度は異なっている。いずれ
However, vesicularity and crystallinity differences are presence on the volcanic
も軽石とスコリアを生じた珪長質および苦鉄質マグマの元来の物性を保持し
glass groundmasses. Each of them retains their physical properties of more felsic
and more mafic melts in which forming pumice and
いている。それにも関わらず、斜長石が異なる組
scoria physical properties respectively. Nevertheless,
成累帯構造を示すこと以外には、斑晶は両者に
the phenocrysts are same each other yet the
おいて違いが認められない。珪長質部分では、
plagioclase show fairly different compositional
斜長石がコアで灰長石～亜灰長石組成、リムで
zoning. Plagioclase contain in felsic part have phase
of anorthite to bytownite on cores and andesine on
中性長石であるのに対し、苦鉄質部分ではコア
rims whereas plagioclase in mafic part have phase
で灰長石～曹灰長石、リムで亜灰長石～曹灰
of anorthite to labradorite on cores and bytownite
長石である。これらの斜長石は西側斜面のオン
to labradorite on rims. These plagioclase phase both
cores and rims are represented in onset deposits
セット噴火堆積物中のものでも同様である。全て
of western flanks as well. All data come into a
の分析を総合すると、ケルート山のマグマ溜まり
conclusion that less evolved melt was ejected into
の珪長質マグマに未分化なマグマが注入するこ
more felsic melt in Kelud erupting magma chamber, Sampling of the 2014 eruption products at Kelud crater
とにより、噴火が発生したと結論づけられる。
triggering the eruption.
ケルート火山西側斜面の火口より噴出した2014年噴火噴出物の採取

Field survey report on a visit to the Eco-recycling Co. Ltd／エコリサイクル株式会社のフィールド調査報告
Wang Juntao／王

俊涛

Resource Development and Processing Course, D1／資源開発素材コース 博士後期課程1年
The Eco-recycling Co. Ltd at Kosaka is working on
the physical recycling of household appliances and
small e-wastes, including televisions, refrigerators, air
conditioners, washing machines and mobile phones. The
purpose of this field survey is to grasp the state-of-theart technology on recycling process of e-wastes and the
general environmentally friendly treatment methodologies
on landfill. In addition, the throughput of e-wastes, the
revenue of recycling activity, and the obstacles along
recycling activity are investigated.
The recycling of the four large household appliances (televisions, refrigerators,
air conditioners and washing machines) has been conducted in Japan for a certain
time. Presently, the recycling of these appliances mainly follows the steps: manual
disassembly-detach of specific components-crush of each parts-comminutionsent to refining. In terms of recycling, the manual disassembly process plays a
big role and is the main obstacle for reducing the recycling cost. On the contrary,
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小坂町に立地する株式会社エコリサイクルではテレビ、冷蔵庫、エアコン、洗
濯機の指定4品目の家電と携帯電話などの小型家電のリサイクルにおける物理
的処理を行っています。このフィールド調査の目的は、電気電子廃棄物のリサイ
クルプロセスにおける最新技術と環境にやさしい埋立て処理技術について知見
を得ることです。また、電気電子廃棄物の処理能力、リサイクルの収益、リサイク
ルの実施に際しての障害についても調査を行います。
4品目
（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機）
の大型の家電のリサイクルは日本
において一定期間実施されてきました。これらの家電製品のリサイクルは手解
体－取り外し、部品の破砕、粉砕、精錬の一連のプロセスをたどります。リサイク
ルプロセスにおいては、手解体が重要な役割を演じると同時にリサイクルコスト
の低減に対する大きな障害となっています。一方で、携帯電話のリサイクルにお
いては自動化がほぼ達成されています。しかし、携帯電話のリサイクルにおいて
は低い回収率と低い材料リサイクル率の問題が現在のリサイクルの自動化の中

AKITA UNIVERSITY Graduate School of International Resource Sciences, New Frontier Leaders for Rare-metals and Resources, Leading Program News
the automation recycling is almost achieved in the recycling of mobile phones.
で解決すべき喫緊の問題として指摘されています。なぜなら、大型家電のリサイ
However, the low collection rate of mobile phones as well as the low recycling
クルでは、消費者の払うリサイクル費用によってリサイクルプロセスが赤字となら
rate in present automation recycling process are pointed out as the two urgent
ないように制度設計されていますが、携帯電話のリサイクルにおいては、低い回
problems to be solved for the recycling of mobile phones. Because of the payment
収率と消費者から費用を徴収しないことにより、プロセス全体としては殆ど利益
of recycling fees from consumers, the recycler can balance the costs and profits of
the recycling of the four large household appliances.
を生まないか、あるいは赤字だからです。従って、収益率を向上させ、リサイク
The profit of recycling of mobile phones is very low or even negative because
ルに協力する熱意を増加させることが、電気電子廃棄物のリサイクル量の増加
no recycling fee is required from consumers and the low recycling rate. Therefore,
に効果的だと考えられます。リサイクル量の増加は環境にやさしく、資源の持続
it is necessary to enhance the profit margin of recycling activities of e-wastes in
可能性の向上の両方に貢献するでしょう。電気電子廃棄物のリサイクル以外に
order to increase the enthusiasm of recycling corporations, which would be helpful
to expand the recycling quantity of e-wastes. The expanded recycling quantity of
も汚染土壌の浄化と環境にやさしい埋立ても実施されています。DOWAエコ
e-wastes can benefit both the environment and the resource sustainability. Besides
システム株式会社では1日4800トン以上の汚染土壌の処理を行っていることは
the recycling of e-wastes, the purification of polluted soil and environmentally
特筆すべきです。環境にやさしい埋立てを実現するために、漏洩防止技術や、
friendly landfill are also practically implemented. It is noted that more than 4800
埋立て地に草や樹木を植えることも包括的に設計されています。興味深いこと
tonnes of polluted soil can be purified every day in the Eco-system Co., Ltd. In
order to conduct the environmentally friendly landfill, the design of leakage
に、オペレーターは将来、技術が進歩し、廃棄物が資源に変わったら、正確に
prevention is also comprehensively considered as well as the planting of trees and
埋立地を掘り返すことができるのです。
grasses on the landfill sites. Interestingly, the operator can
このフィールド調査を通じて、リサイクル企業からの直
precisely dig out the landfilled waste in the future once
technology is advanced enough to transform the waste
接の情報を得ることができました。情報は最先端のリサ
into resources.
イクル技術や、リサイクルの収益や電気電子廃棄物の
Through this field survey, the first-hand information
取扱量に関するものも含みます。一方でリサイクル実施
from the recycling corporations are gained. The
における主要な障害もまた明らかになりました。これら
information including the state-of-the-art technology on
recycling, the throughput of e-wastes and the revenue of
の情報は今後のさらなる研究に対する基礎データとなり
recycling activity. Meanwhile, the main existing obstacles
え、リサイクルプロセスを最適化し、リサイクル技術の開
are figured out. These information can provide the
発を促進することにつながります。これらは全て環境と
basic data for further study, which can help to optimize
資源の持続性に資するものです。
the recycling activity and promote the development of
recycling technology. All these will be beneficial to the
Component detachment from refrigerators
environment and for resources sustainability.
冷蔵庫からの部品取り外し

Field visit and data collection trip to Kenya／ケニアへの現地訪問とデータ収集
Newton Malala／マララ ニュートン

Resource Development and Processing Course, D1／資源開発素材コース 博士後期課程1年
My field trip to Kenya aimed to collect data related to
私は、2018年3月に、修士論文のテーマ“ケニアにおける発電所の技術の最適
electricity generation costs for my master's research titled
化”についてのデータを集めるために、ケニアでフィールドワークを行いました。ケ
"Electricity Generation Technologies Portfolio Optimization;
ニアは様々な発電方法を用いています。特に地熱発電は、2017年には最も有力
Kenya's case." I completed this part of my research in March
な発電量をもたら
しており、51％もの電気需要に応えています。よって、エネル
2018. Kenya has various electricity generating technologies
(sources), geothermal energy contributing the biggest
ギー資源の利用における最適化を図ることは不可欠なのです。
share. In 2017, geothermal energy accounted for 51%
ケニアの大学との提携を結ぶことは、ケニアで調査をする上で必要不可欠で
of Kenya’s energy needs. It is essential to determine the
す。
したがって、私は調査の許可の承認の補助をし、研究や革新、援助活動の
optimum mix of utilizing these energy sources.
担当であるVincent
Onywera教授に会うために、ケニヤッタ大学を訪れました。
Affiliation to a Kenyan university is mandatory to obtain a research permit in
Kenya. Therefore, I visited Kenyatta University to meet Professor Vincent Onywera,
また、Fred Ishugah 講師にも会いました。彼は、同じケニヤッタ大学でケニア
the Registrar for Research, Innovation, and Outreach, who helped in the permit
の再生可能エネルギーの事情や、
ケニアで最も大きい発電会社、KenGenのデー
approval process. I also met Mr. Fred Ishugah, a lecturer in the same university
タ
を取り扱いながら、
講師と
して働いています。
who provided information about the situation of renewable energy in Kenya, and
同日、KenGenのマネージャーを務めるBeatrice Kandieさん、ケニアのエネ
some cost data from KenGen- Kenya’s biggest electricity generating company- on
electricity generating costs.
ルギーセクターで調整者として働くLee Okombeさんに会いました。KenGenで
On the same day, I met Ms. Beatrice Kandie, a manager at KenGen and Mr. Lee
は、私の研究に必要なデータについて話し合い、KenGenの所有する発電所、
Okombe, an officer at Kenya’s Energy sector regulator. At KenGen, we discussed
Olkaria発電所に訪問する承認を得ました。Energy Regulatory Commission
about the data required for my research, and I obtained an approval to visit one
of KenGen’s power plants (the Olkaria Power plant). At the Energy Regulatory
(ERC) では、LeeさんがERCから研究に必要なデータについて教えてくれ、ま
Commission (ERC), Mr. Lee guided me on the process of acquiring the research
た、ケニアの電力セクターのレポートまで提供してくれました。
data from ERC and provided some reports about Kenya's electricity sector.
翌日、私はナイロビから125km離れたNaivashaにあるOlkaria地熱発電所の
The next day, I visited Olkaria 1 additional Unit Geothermal Power Plant in
新しいユニットを訪問しました。Olkariaは二つの主要な
Naivasha-125 kilometers from Nairobi. Olkaria is in
Hell's Gate National Park, which hosts two major
地熱発電所であるOlkaria 1 と Olkaria IIを持つ、Hell's
geothermal power stations: Olkaria 1 and Olkaria II.
Gate国立公園の中にあります。この発電所のマネージャー、
Mr. Boniface Kipkorir, a manager at the power station,
Boniface Kipkorirさんは、Olkaria 1の見学をガイドしてくれ
guided the tour of the Olkaria I plant. According to
ま
した。彼によると、もしケニアが地熱エネルギーを完全に
Mr. Boniface, geothermal energy could meet all the
energy demand in Kenya if Kenya exploits geothermal
開発したら、地熱エネルギーはケニア国内のすべてのエネ
energy fully.
ルギー需要に応えることができるそうです。
Through the field trip, I had a better understanding
このフィールドワークを通し、私は特にケニアの地熱エネ
of some aspects related to geothermal energy,
ルギーに関する良い局面を理解でき
ました。私は、ケニアで
particularly its use in Kenya. I sought clarification on
several issues that are important for my research on
の発電所に関する調査に大切ないくつかの課題を明らかに
electricity generation in Kenya. I obtained enough Hyundai, Toyota Tsusho, and Toshiba are major
することができました。私は、今後の調査の助けになるかも
data that was useful for my master's research, besides stakeholders in Olkaria 1 additional Unit power plant.
しれない、
様々な機関とコンタクトを持つことができたおか
ヒ
ュンダイ
と豊田通商、
東芝は新ユニッ
トOldaria1の主要なス
making essential contacts with various officials, who
テークホルダーである
げで、修士論文に役立つ十分なデータを集められました。
might be helpful for future research projects.
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授 業 紹 介 Course Introduction
ラボローテーション（資源学サーキット演習）／Laboratory Circuit Training
星出 隆志／Takashi Hoshide

大学院資源地球科学専攻 助教／Department of Earth Resource Science, Graduate school of International Resource Sciences, Assistant Professor
岩石学研究室のラボローテーションでは、地質巡検と
フォローアップの講義を通して、鉱物資源の源となる火成
岩の産状観察や記載方法を学習しました。その後、偏光
顕微鏡での岩石薄片観察とSEM-EDSを用いた鉱物化
学組成分析を行い、得られた結果から火成岩の成因を
議論しました。具体的な実施内容は以下の通りです。
1）
地質巡検
 地質巡検1日目は、東北日本の代表的な活火
山である秋田駒ヶ岳と岩手山を巡り、火山噴出
物がつくる地形や構造を観察しました。
◦秋田駒ヶ岳
（アルパこまくさ内防災ステーショ
ン・安山岩溶岩露頭、田沢湖供養佛のラハー
ル堆積物）
。
◦岩手山
（1732年焼走り溶岩、西根テフラ層、玄
武洞の玄武岩溶岩柱状節理）
2日目の巡検では、日本海拡大の前後、漸新
世後期～中新世の火成活動によってできた
火成岩の内部構造と、数万年前に活動した
火山がつくった地形を観察します。
◦男鹿半島
（寒風山の火山地形、塩瀬崎のドレ
ライト岩床、一の目潟の爆裂火口、かぶき岩の
玄武岩質溶岩）

In the circuit training at the petrology laboratory, students learned how to
observe and describe the occurrences of igneous rocks as the source of mineral
resources through geological excursions and follow-up lectures. After that, they
observed the petrographic thin section using polarizing microscope and analyzed
chemical compositions of rock-forming minerals using SEM-EDS. From the
obtained results, the origin of igneous rock was discussed. Specific contents are
as follows.

写真1 地質巡検（田沢湖周辺のラハール堆積物）
Photo1：Geological excursion（Lahar deposits near Lake Tazawa）

1) Geological excursion
On the first day, we went around the representative
active volcanoes in the Northeast Japan, the
Akita-Komagatake and Iwate volcanoes. Students
observed the topography and structure formed by
volcanic ejecta.
· Akita-Komagatake volcano (Disaster prevention
station in Alpa Komakusa, Lahar deposits near
Lake Tazawa).
· Iwate volcano (Yakehashiri lava of the 1732
eruption, Tephra layer in Nishine, Basaltic flow
lava with columnar joint in Genbudo)
On the second day, we observed the internal
structure of the igneous rocks formed by the
magmatic activity related to the expansion of the
Sea of Japan at the late Oligocene – Miocene.
We also observed the topographies formed by
the volcanic eruptions of tens of thousands of
years ago.
· Oga Peninsula (Volcanic topography of the Kanpu
volcano, dolerite sheet of Shiosezaki, Ichinomegata maar, basaltic lava of the Kabuki-iwa)

2）
岩石薄片の観察
 地質巡検で採取した岩石試料から、岩石薄片
を作成しました。その後、岩石薄片を偏光顕微鏡
で観察し、主要造岩鉱物の同定や岩石組織観
察を行いました。
 今回採取した火山岩試料については、斜長石
結晶に見られる組成累帯構造や微細組織に基
づいて斜長石斑晶を数種類に分類しました。

2) Observation of petrographic thin section
Students prepared thin sections from rock samples
taken by the geological excursion. After that, they
conducted the identification of the rock-forming
minerals and observation of the rock texture in the
thin sections using a polarizing microscope.
In this training, we classified plagioclase phenocrysts
into several types based on their compositional
写真2 巡検で採取した岩石試料から作成した薄片の偏光顕微鏡観察
Photo2：Microscopic observation of thin sections prepared from zoned structures and microstructures.

3）
鉱物化学組成分析
 SEM
（走査型電子顕微鏡）
-EDS
（エネルギー
分散型X線分析装置）
の仕組みと原理を学習し
た後、実際にSEM-EDSを用いて岩石薄片中の
造岩鉱物の化学組成を分析しました。

3) Analysis of mineral chemical composition
After students learned the mechanism and
principle of SEM (Scanning Electron Microscope)
-EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometry), they
actually analyzed the chemical compositions of rockforming minerals in their thin sections using SEMEDS.

4）
データ解析・議論
 （２）
（３）
の観察・分析結果を総合して、火山岩
の成因を検討しました。今回は、斜長石斑晶のタ
イプと化学組成との対応関係に着目して、マグマ
の成因を議論しました。

4) Data analysis / Discussion
By combining the results of (2) and (3), they
examined the origin of the volcanic rocks. Especially,
we focused on the relationship between the type and
chemical composition of plagioclase phenocryst to
discuss the origin of magma.

rock samples taken by the geological excursion

写真3 SEM-EDSの仕組みや原理の説明（教育文化学部3号館）
Photo3：Explanation of the mechanism and principle of SEM-EDS
（Faculty of Education and Human Studies Bldg. 3）

当研究室のラボローテーションにより、受講生は
鉱物資源の探査に必要な以下の能力・技術を身に
つけることができます。
◦火成岩類に見られる構造や地形の解読能力
◦岩石の観察・分析に用いる試料の作成技術
◦偏光顕微鏡による主要造岩鉱物鑑定と岩石記載の方法
◦地球科学で用いる分析機器の原理と分析手法の理解
◦化学組成データの取り扱いと岩石成因論への応用
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The circuit training at the petrology laboratory
enables students to acquire the following skills
necessary for exploration of mineral resources.
· Ability to interpret the structure and topography of igneous rocks
· Sample preparation technique for observation and analysis of rocks
· Method for the mineral identification and petrography using polarized
microscope
· Understanding of the principle and usage of analytical instruments in earth
science
· Data processing of chemical composition and its application to petrogenesis
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学生VOICE

Student VOICE

James Cesar Refran／ジェームス セサー レフラン
Earth Science and Technology Course, D2／地球資源学コース 博士後期課程2年
I am James Cesar Refran; a PhD student from
the Philippines and licensed geologist. Since my
undergraduate years, I’ve always been fascinated with
topics related to volcanic processes, minerals, and rocks.
Pursuing a master’s degree at the University of the
Philippines-Diliman helped me focus on studying them
(i.e. volcanoes and rocks) in detail and, understanding
their tectonic relationships and occurrences based on
geological and geochemical characteristics. As soon as I graduated with
my master’s degree in 2017, I was given an opportunity to enroll at Akita
University to pursue PhD studies with the MEXT scholarship support.
Studying in the Akita University Leading Program (LP) will greatly expand
my perspectives on global volcanism and give me opportunities to contribute
and revolutionize the way we look at volcanism and volcanogenic- (or
magmatic-) related resources. With the help of the LP and guidance from my
supervisor, Professor Tsukasa Ohba, I hope to be one of the global leaders
in understanding geologic processes, to inspire future generations to pursue
studies in earth sciences, and widen our views of the ever-changing world.

私はジェームス セサー レフランです。フィリピン出身で地質学の資格を
持っており、博士後期課程に在籍しています。私は大学在学中に、火成活
動、鉱物そして岩石に関連するトピックに魅了されてきました。私は、フィリピ
ン大学のディリマンキャンパスで修士号取得を目指して、火山と岩石を詳細
に研究し、地質学的および地球化学的特徴に基づいた地質学的関係と出
来事を理解することに没頭しました。2017年に修士課程を卒業しすぐに、秋
田大学に入学し、文部科学省の奨学金で博士号取得研究を行う機会を得
ました。秋田大学リーディングプログラム
（LP）
で学ぶことは、地球規模の火
山活動に関する私の見方を大きく広げ、火山活動や火山性（マグマ性-）
関
連の資源を探す方法に革新を与えました。LPの支援と大場司教授の指導
のもとで、私は地質学的なプロセスを理解する世界的なリーダーの1人にな
り、絶え間なく変化し続ける世界に視野を広げながら地球科学的な研究を
未来の世代に促していきたいです。

Carmela Alen Tupza／カルメラ アレン トゥパス
Earth Science and Technology, D2／地球資源学コース 博士後期課程2年
Hi! My name is Carmela Alen Tupaz from the Philippines.
I took my bachelor’s degree in chemistry in 2010 and
master’s degree in geology in 2017 at the University
of the Philippines. Between 2010 and 2017, I worked
for 2 years as a junior chemist at Intertek, Philippines,
and then, as a researcher at the National Institute of
Geological Sciences (NIGS), University of the Philippines
for the next five years after that. During the period, I
gained experience in handling different analytical instruments for measuring
elemental concentrations in rock and soil samples; and at NIGS, provided
technical assistance to various projects spanning from mineral exploration
to toxic waste assessment. My master’s thesis covered topics related to
variations in REE enrichment in Ni-laterite deposits of the Philippines. Here
at Akita University, part of my Ph.D. research is on the mineralogical and
geochemical characteristics of scandium and cobalt in these deposits. My
supervisor is Professor Yasushi Watanabe. I am grateful to be part of the LP. I
think all the experiences, knowledge and training that I will gain will truly help
me to hone my research skills to become a global leader in the future.

こんにちは、フィリピン出⾝のカルメラ アレン トゥパスです。私は2010
年に学士(化学)、2017年に修士(地質学)をフィリピン大学で取得しました。
また、2010年から2017年の間、最初の2年間はフィリピンのインターテック社
で若手化学者として、次の5年間はフィリピン大学国立地質研究所(NIGS)
で研究者として働きました。インターテック社では岩石と土壌サンプルの元
素濃度を測定するために、異なる分析装置を取り扱う経験を得ました。
また、NIGSでは探鉱から有毒廃棄物の評価に及ぶ様々なプロジェクトに
技術協力しました。修士論文ではフィリピンに産する含ニッケル・ラテライト鉱
床のREE(レア・アース)の濃縮変化に関連したトピックを取り上げました。秋
田大学の博士後期課程ではこの鉱床に対し、スカンジウム・コバルトの鉱物
学的、
地質学的特徴を研究します。私の指導教官は渡辺寧教授です。私は、
リーデングプログラムの⼀員になれたことに感謝します。このプログラムで得
るすべての経験、知識、
トレーニングによって、将来グローバルリーダーにな
るための研究スキルに⼀段と磨きがかかると考えます。

Labone Lorraine Godirlwe ／ラボーネ ロライン ゴディリルウェ
Resource Development and Processing Course, M2／資源開発素材コース 博士前期課程2年
I’m Labone Lorraine Godirilwe from Botswana. I am
joining LP program as a master’s student, under the
supervision of Professor Atsushi Shibayama. I graduated
with a B.Eng. degree in chemical engineering from
Laurentian University, Sudbury, Canada in April 2011.
My major is in extractive metallurgy. I worked as a
graduate metallurgist at Discovery Metals copper mine,
commissioning a new concentrator. I later joined BCL
Copper-nickel Smelting company as a plant metallurgist, responsible for
process optimization and plant improvement technologies. I have always
aspired to further my studies. So, when I got an opportunity to come to Japan
for my master’s degree in October 2017, I was thrilled and honoured, more
so that I highly regard the Japanese leading innovation and technology. My
master’s research is on copper electro-refining. I’m studying the influence of
impurities in the copper anode on anode passivation. I believe my research
will alleviate some challenges faced by pyrometallurgical facilities and hence
contribute towards a more efficient copper processing in future. Stay blessed.

ボツワナから来ましたラボーネ ゴディリルウェです。リーディングプログラ
ム修士2年として、柴山敦教授のご指導の下で勉強しています。私はカナダ
のサドベリーにあるラウレシアン大学で学士
（化学工学）
を取得しており、専
門は製錬工学です。卒業後はメタラジストとしてディスカバリーメタル銅鉱山
で、新規選鉱装置の開発に携わりました。その後、BCL銅－ニッケル製錬
所でプラントメタラジストとしてプロセスの最適化や現場改善に尽力しまし
た。私はいつも
「もっと勉強したい！」
という想いを抱いていました。そんなと
き、修士として日本に留学するチャンスに巡り合いました。日本の先進技術
を学ぶことは非常に光栄であるとともに、とてもわくわくしています。私は修
士論文のテーマとして、銅電解精製に関する研究を行います。特にアノード
に含まれる不純物が不働態化に与える影響を研究します。この研究が、乾
式製錬業界が直面する問題を解決するために一助となることを期待するとと
もに、より効率的な銅製錬プロセスが構築されると信じています。神のご加
護がありますように。
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Brian Bino Sinaice／ブライアン ビノ シナイシ
Resource Development and Processing Course, M2／資源開発素材コース 博士前期課程2年
Hi! I’m Brian from Botswana. Previously, as an
undergraduate student at the University of Botswana,
I visited Akita University in October 2014 for the short
stay program on sustainable resource development
and learned about the LP. Upon graduating with a
bachelor’s degree in geology in 2015, I worked for two
years as a geotechnical engineer at Orapa and Karowe
diamond mines, before returning to Akita University as a
researcher in April 2017. I finally became an LP graduate student in October
2017, under the supervision of Prof. Youhei Kawamura.My work experience
includes drilling supervision, core logging and sampling. My masters’ research
will seek to classify and identify rocks using hyper-spectral imaging and a
deep learning convolutional neural network (CNN) system. My preliminary
studies, using this approach, distinguished classic volcanic and plutonic rocks
of known origin. I will expand the data to include a variety of rocks of unknown
origin. This will be a useful tool in the field and laboratory. After training in
the LP, I would like to collaborate with other international researchers; and be
involved in policy and decision-making.

Mika Kitamura／北村 未佳

こんにちは。ブライアン ビノ シナイシです。私はボツワナ出身です。以
前はボツワナ大学に学部生として在学していました。私は2014年の10月に
ショートステイプログラムで秋田大学を訪問し持続可能な資源の発展につい
てのコースを受講し、リーディングプログラムの存在を知りました。2015年に
地質学の学士号を取得した後、OrapaとKaroweダイヤモンド鉱山の地質工
学技術者として2年間勤務し、2017年4月に秋田大学に研究員として日本に
戻ってきて2017年10月に川村洋平教授のもとでリーディングプログラムの大
学院生になりました。私のこれまでの仕事経験の中に、
ドリル掘削のスーパー
バイザーや岩石コアの分析を行なってきました。私の博士号の研究内容は、
ハイパースペクトルカメラにより取得したデータをディープラーニングの1つで
あるCNN(畳み込みニューラルネットワーク)を用いて岩石を分類し、同定す
ることを目標としています。私の予備的な研究は、起源の古典的な火山岩と
深成岩を判定します。私は、不明な起源の様々な岩石を含んだデータに拡
張する予定です。これ現場や研究室で有用なツールとなるでしょう。リーディ
ングプログラムを終えた後、私は他の国際研究者と協力して研究と政策決
定に関与する仕事をしたいと思っています。

Earth Science and Technology Course, M1／地球資源学コース 博士前期課程1年
岩手県出身の北村未佳です。私は資源地球科学専
攻の修士の学生です。2018年3月に秋田大学で資源学
の学士号を取得した後、翌月にLeading Programに参加
しました。学士では、渡辺寧教授のご指導のもと、
「南ア
フリカ共和国ブッシュフェルト複合岩体北リム ウォーター
バーグ白金族鉱床における白金族鉱物の産状」
につい
て研究しました。修士の研究でも引き続き、渡辺教授にご指導いただいてお
ります。今後の目標は本鉱床における白金族鉱化作用の原因やメカニズム
について解明することです。このプログラムは地質だけでなく、資源の政策
や開発について学ぶ機会があるので、とても楽しみです。また、様々な国か
ら先生や学生が来ているので、異なる文化や言語に触れられるところも魅
力的です。多くのことに挑戦できるリーディングプログラムに受け入れていた
だき、本当に感謝しています。将来は日本の資源供給に貢献したいと考え
ております。

I’m Mika Kitamura from Iwate, Japan. I’m a master’s student of Earth
Resource Science. After graduating with a bachelor’s degree in Resource
Sciences from Akita University in March, 2018, I joined the Leading Program
in the following month (April, 2018). For my bachelor’s research, I studied
about “Occurrences of platinum-group minerals on the Waterberg deposit,
Northern Limb of the Bushveld Complex, South Africa” under the supervision
of Professor Yasushi Watanabe, who will also supervise me in master’s
research. My research goal is to clarify the cause and mechanisms of platinum
group elements mineralization in the Waterberg deposit. I’m very excited
because I have the opportunity to learn not only geology but also policy and
exploitation regarding natural resources. In addition, this program is attractive
because I am able to experience different cultures and languages due to the
multicultural background of professors and students from various countries. I
am extremely thankful for this opportunity and would like to challenge a lot of
things. In future, I hope to contribute to resource supply to Japan.

Hajime Ikeda／池田 啓
Resource Development and Processing Course, M1／資源開発素材コース 博士前期課程1年
こんにちは。新潟県出身の池田啓と申します。私は
2018年3月に秋田大学の国際資源学部で学士号を取
得し、2018年の4月から秋田大学リーディングプログラム
（LP）に参加しています。学部生の時から私は採鉱工
学研究室に所属していて、指導教官である川村洋平教
授からご指導を頂いています。私の研究では、安全で効
率的な採掘作業のためのICTを利用したシステムの開発と統合を考えてい
ます。学部生の時から地下鉱山環境におけるWi-Fiアドホック無線通信を利
用した通信システムの開発について研究しています。このWi-Fi アドホック
の主な特徴は、アクセスポイントやルーターを必要とせずにデバイス間でP2P
（Peer to Peer）
接続を直接確立できることです。そのため、データ転送の一
つの手段として重機や鉱山従事者の移動を活用できます。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、資源開発の技術開発について学ぶだけでなく資源開発に関
連する社会的あるいは文化的な分野についても学ぶことができます。LPに
参加することで私の将来の選択肢を増やすことが出来ると思うのでとても意
味のあることだと考えています。私は研究においてベストを尽くします。
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Greetings! I’m Hajime Ikeda from Niigata, Japan. I got my bachelor’s degree
in resource science from Akita University in March 2018. I joined Akita
University’s Leading Program (LP) in April 2018. I am now a master’s student
in the Mining Technology Laboratory. My supervisor is Professor Youhei
Kawamura, who also supervised my undergraduate course work. My research
principle is to develop and integrate information communication technology
(ICT) for use in safe and efficient mining operations. I’m researching about the
implementation of Wi-Fi Ad Hoc communication system in an underground
mine environment. The key features of these Wi-Fi technologies is their
ability to directly establish a peer-to-peer (P2P) connection between devices
without the need for an access point or router, and as such can harness
the movement of equipment and personnel (equipped with smartphones)
as a form of data transmission. It is an honor for me to be a part of LP of
Akita University. This program gives me opportunity to learn not only about
developing a technology but also social and cultural aspects related to
resource development. Joining the LP seems to be the most meaningful
choice for me as it increases my future career options. I will just do my best
in my study.
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学生VOICE

Student VOICE

Jananda Nuralam Indriyanto／ジャナンダ ヌアーラム インデュリヤント
Earth Science and Technology Course, M1／地球資源学コース 博士前期課程1年
Hello there!
I am Jananda Nuralam Indriyanto from Indonesia. It is my
pleasure to have an opportunity to study in Japan, especially
in the Department of Earth Resource Science of Akita
University. And guess what? I have even better opportunity
to join the Leading Program of Akita University to improve
on all the skills within me. With the “New frontier leaders
on rare metals and resources” special education program,
enable to me develop my knowledge on science of resource, engineering, and
policy, which is needed to face the current global circumstances. Through this
program, I hope to fully enhance myself even better.

学生表彰

こんにちは！
インドネシア出身のジャナンダ ヌーラム インデュリヤントです。日本で
研究できる機会を得たことをとても光栄に思います。 特に、秋田大学大学
院国際資源学研究科リーディング・プログラムに参加できたことは、私が持
つすべてのスキルを向上させてくれる素晴らしい機会となるでしょう。
「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」
では、地球科学か
ら資源開発、環境保全に至る知識を習得できます。この知識は地球規模の
課題となった資源問題を解決するためには欠かせません。 このプログラム
での研究活動を通して、自分自身をさらに成長させたいと考えています。

Student Awards

Magwaneng Refilwe Sandra／マグワネン リフィルウェ サンドラ
Resource Development and Processing Course, D3／資源開発素材コース 博士後期課程3年
Type of Award／受賞名 : Young Author Award
Title of presentation／発表題目 : Pressure leaching of carbonaceous sulfide concentrates for recovery of copper and
iron／加圧浸出法を用いた炭素含有銅精鉱からの銅と鉄の回収
Authors／著者 : Refilwe S. Magwaneng, Kazutoshi Haga, Altansukh Batnasan, Atsushi Shibayama, Masato Kosugi, Ryo
Kawarabuki, Kohei Mitsuhashi, Masanobu Kawata／リフィルウェ サンドラ マグワネン、
芳賀一寿、
アルタンスック
バトナサン、
柴山敦、
小杉正人、
瓦吹亮、
三觜幸平、
河田真伸
Awarding Institution／主催団体 : International Minerals Processing Congress／国際選鉱会議
Date of conference／学会・シンポジウム開催日 : September 17-21, 2018／2018年9月17〜21日
Venue／開催地 : Moscow, Russia／モスクワ、
ロシア
To be selected as one of the Young Authors Award recipients at the XXIX
IMPC 2018 has been a motivating and humbling experience as a young
African woman. Women in Mining and Minerals sector are underrepresented
and it has been shown that there are at least 30% women in research in
any field of STEM (UNESCO, 2019). I am proud to be part of the small
percentage that are driving to stir active participation and show that it is
possible to succeed in this male dominated field. My research offers an
opportunity to expand on mineral and metal extractions to underexplored
ores by leveraging the use of improved and/or new technology. My
deepest gratitude goes to my supervisor, Professor Atsushi Shibayama, cosupervisors Associate Professor Haga and Assistant Professor Batnasan, and
the Leading Program for all their support in various ways that helped me
achieve this height along my academic pursuit/journey.

With Assoc. Prof. Haga (left) and Prof.
Shibayama (right)
芳賀准教授（左）、柴山教授（右）
と撮影

第29回国際選鉱会議 2018
（IMPC 2018）
でYoung Authors Award受
賞者の一人に選ばれることは、若いアフリカ人女性として大変光栄です。
鉱業および鉱物業界では女性割合が少ないですが、STEM
（UNESCO、
2019）
ではあらゆる分野で少なくとも30％の女性が研究中であることが述
べられています。私は一人の女性として、男性の多い資源分野で積極的
に活動し、このような賞を受賞したことを誇りに思います。私の研究は、高
度化された技術や新しい技術を活用し、未利用資源からの金属回収技術
をより改善していくための研究を行っています。私の指導教員である、柴
山敦教授、芳賀准教授、そしてアルタンスック特任助教、そしてリーディン
グプログラムの皆様からいただいた支援に対し、深く感謝しています。

事 務 局 紹 介 Office Introduction
渡部 侑子／Yuko Watanabe

リーディングプログラム事務局員／Program member of the secretariat

4月からリーディング事務局に入りました、渡部侑子と申し
ます。
リーディングプログラムは、資源学に特化した広い知識と、
国際的な視野を持ったリーダーの育成を目的としている特
色あるプログラムであり、
そうしたプログラムに関われることを
とても嬉しく思っています。プログラムが円滑に運営できるよ
う、また、学生が学業に集中できる環境を整えられるように事務局員として頑張
りたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
Hello, I am Watanabe. I have been working for the Leading Program since April,
2018.
Leading program is a unique program intended to cultivate the leaders who have a
wide range knowledge and global perspective on resources and I feel happy to work
in this program. I will do my best to support the administration of Leading Program
and prepare environments that can help the students to focus on their schoolwork.

石川 知里／Chisato Ishikawa

リーディングプログラム事務局員／Program member of the secretariat

4月からリーディング事務局に勤務しております、石川知里
と申します。
今年でリーディングプログラムは最終年度を迎えます。プ
ログラムの更なる発展のため、グローバル社会においてリー
ダーとなるべく励む学生らのサポートに尽力して参りたいと
思います。どうぞよろしくお願いいたします。

Hello, I am Chisato Ishikawa. I have been working for the Leading Program since
April, 2018. It's the last fiscal year of this program. For the further development
of Leading Program, I will do my best to support the students who are making
efforts to become leaders in the globalized world.
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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]
Leading Program Guidance & Orientation Meeting for New Students
リーディングプログラムガイダンス・説明会
平成30年度秋田大学入学式
Akita University Entrance Ceremony of FY 2018
4/5
（Thu）
3 Master Students Enrolled in Leading Program
リーディングプログラムへ修士3名が入学
European Geosciences Union General Assembly 2018
（Vienna, Austlia）
/ 2 Participants
4/8
（Sun）
〜13
（Fri）
EGU General Assembly 2018
（ウィーン、オーストリア）
／2名参加
1st Day of Leading Program Lecture for the 1st Semester FY 2018
4/9
（Mon）
平成30年度リーディングプログラム前期講義開始日
25th CIRP Life Cycle Engineering Conference
（LCE 2018）
25th CIRP Life Cycle Engineering Conference
（LCE 2018）
4/30
（Mon）
〜5/2
（Wed）
（Copenhagen, Denmark）/ 1 Participant
（コペンハーゲン、デンマーク）
／1名参加
Japan Geoscience Union Meeting 2018
（Chiba）
/ 3 Participants
5/20
（Sun）
〜24
（Thu） 日本地球惑星科学連合 2018年大会
（千葉）
／3名参加
Grand Renewable Energy International Conference 2018
（Kanagawa）
/ 1 Participant
6/17
（Sun）
〜22
（Fri）
グランド再生可能エネルギー 2018 国際会議
（神奈川）／1名参加
World Mining Congress 2018
（Astana, Kazakhstan）
/ 2 Participants
6/19
（Tue）
〜22
（Fri）
World Mining Congress 2018
（アスタナ、カザフスタン）
／2名参加
Young Researchers Meeting
Young Researchers Meeting： Exchange between Leading Program Students and
6/20
（Wed）
Undergraduate Students from Faculty of International Resource Sciences
〜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〜
The Society of Resource Geology
（Tokyo）
/ 9 Participants
6/27
（Wed）
〜29
（Fri） 資源地質学会第68回年会講演会
（東京）
／9名参加
Public Hearing/ 1 PhD Candidate
7/5
（Thu）
公聴会／博士候補１名
Public Hearing/ 1 PhD Candidate
7/6
（Fri）
公聴会／博士候補１名
7/9
（Mon）
〜12
（Thu） Copper Cobalt 9th Base Metals Conference
（リヴィングストン、ザンビア）
／1名参加 Copper Cobalt 9th Base Metals Conference（Livingston, Zambia）/ 1 Participant
Public Hearing/ 2 PhD Candidates
7/11
（Wed）
公聴会／博士候補2名
Qualifying Examination
（Paper）
/ 2 Candidates
8/16
（Thu）
QE審査
（筆記試験）
／対象者2名実施
Qualifying Examination
（Oral）
/ 2 Candidates
8/20
（Mon）
QE審査
（口頭試験）
／対象者2名実施
MMIJ 2018
（Fukuoka）
/ 4 Participants
9/10
（Mon）
〜12
（Wed） 資源・素材2018
（福岡）
／4名参加
International Mineral Processing Congress
（Moscow, Russia）
/ 1 Participant
9/16
（Sun）
〜21
（Fri）
IMPC 2018
（モスクワ、ロシア）
／1名参加
SEG 2018： Metals, Minerals, and Society
（Colorda, USA）
/ 1 Patricipant
9/22
（Sat）
〜25
（Tue） SEG 2018
（コロラド、アメリカ）
／1名参加
The Volcanological Society of Japan
（Akita）
/ 7 Participants
9/26
（Wed）
〜30
（Sun） 日本火山学会2018年度秋季大会／7名参加
秋季修了式
（10月入学生）
Graduation Ceremony
9/28
（Fri）
2 Master Students and 4 Doctor Students in Leading Program graduated
リーディングプログラムから修士2名、博士4名修了
1st Day of Leading Program Lecture for the 2nd Semester FY 2018
10/1
（Mon）
平成30年度リーディングプログラム後期講義開始日

4/4
（Wed）

The Geothermal Research Society of Japan
（Tokyo）
/ 1 Participant

2/13
（Wed）

日本地熱学会平成30 年学術講演会
（東京）
／1名参加
秋田大学国際資源学教育研究センター（ICREMER）
第13回国際シンポジウム
（東京）
／7名参加
博士課程教育リーディングプログラム フォーラム2018（東京）
／8名参加
MGEI 10th Annual Convention 2018（マカッサル、インドネシア）
／6名参加
QE審査
（口頭試験）
／対象者4名実施
QE審査
（筆記試験）
／対象者6名実施
QE審査
（口頭試験）
／対象者2名実施
公聴会／博士候補１名
公聴会／博士候補１名

3/22
（Fri）

修了式 リーディングプログラムから修士6名、博士2名修了予定

Graduation Ceremony
6 Master Students and 2 Doctor Students in Leading Program expected to graduate

11/13
（Tue）
〜16
（Fri）
11/21
（Wed）
12/4
（Tue）
12/5
（Wed）
〜6
（Thu）
12/26
（Wed）
12/27
（Thu）
1/30
（Wed）
2/8
（Fri）

編 集 後 記 Editorial Note
Since the first of our Leading Program (LP) newsletter was released in 2012, twelve
(12) volumes of the newsletter have been published in both hard and electronic forms.
The newsletters provided a summary of activities and efforts related to graduate
students and the program.
The Leading Graduate Schools Program has carried out a lot of work over the past
seven years and various Leading Programs (LPs) across Japan presented the highlights
of their works at the recent Leading Forum 2018, held at Hitotsubashi University
in Tokyo. Many of these LPs will phase out by next year (including ours) but the
results have been so encouraging that many universities and institutions have been
encouraged to continue the program albeit with their own funds. Part of the success of
the program has been due to the focus on global leadership in innovative human-andresource sustainability, and therefore, these elements for socio-economic development
should be integrated in current and new graduate programs in the future.
Going forward, our University will maintain the structure of the Leading Program
and consider it as a specialized education and training course within the University’s
graduate school program. Therefore, in comparison with the regular graduate program,
current students of the Leading Program and subsequent students who will opt for this
specialized course hereafter will benefit from similar multi-disciplinary and leadership
facets that was associated with the Leading Program.
We are grateful to MEXT, JSPS and other sponsors who helped to carry out the vision
of the Leading Program to materialization.

13th Symposium of International Center for Research and Education on Mineral
and Energy Resource
（Tokyo）
/ 7 Participants
Program for Leading Graduate Schools Forum 2018
（Tokyo）
/ 8 Participants
MGEI 10th Annual Convention 2018（Makassar, Indonesia）
/ 6 Participants
Qualifying Examination
（Oral）
/ 4 Candidates
Qualifying Examination
（Paper）
/ 6 Candidates
Qualifying Examination
（Oral）
/ 2 Candidates
Public Hearing/ 1 PhD Candidate
Public Hearing/ 1 PhD Candidate

Kofi Adomako-Ansah; Batnasan Altansukh／
コフィ アドマコ アンサ、バトナサン アルタンスック
Specially-appointed Assistant Professors to the Leading Program,
Graduate School of International Resources Sciences ／
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

2012年に秋田大学リーディングプログラムニュースレターの第1号を発刊してから、12巻の
ニュースレターを作成し情報発信をしてきました。本誌では本プログラムで実施した様々な取
り組みが紹介されています。
リーディングプログラムでは7年にわたり多様な活動が実施され、博士教育課程リーディン
グフォーラム2018
（開催地：一橋大学）
等のイベントを通じて、各プログラムのコンセプトや成
果を共有しました。リーディングプログラムの多く
（本学を含めて）
は来年度以降、その在り方
に段階的な変革が求められるでしょう。しかしながら、本プログラムを通じて得られた成果は
揺るぎのないものであり、多くの大学ではそれらを活かした新たな形態でのプログラム継続が
検討されております。本学におけるプログラムの目標の一つは、資源分野を牽引可能なリー
ダーシップをもつ人材
（資源ニューフロンティアリーダー）
の養成であり、本教育プログラムで
培われた経験や得られた成果は、今後の社会経済発展のためにも新しい大学院プログラム
に統合されるべきです。
今後も本学ではリーディングプログラムの教育カリキュラムを継続しますが、その位置づけ
は大学院プログラム内における特別教育プログラムとして再考されました。したがって今後特
別教育プログラムに所属する学生は、従来の大学院プログラムと比較して、多岐にわたる専
門分野教育とリーダーシップ教育の側面から恩恵を受けるでしょう。文部科学省、JSPSを初
めとしてリーディングプログラムの遂行に多大な貢献を頂いた皆様に感謝申し上げます。
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秋田大学 大学院国際資源学研究科リーディング事務局
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