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3.4. 学外研修 

（1）海外短期研修 

① 韓国研修（平成 27 年度） 

平成 28 年 2 月 3 日から 4 日間の日程で，グリーンアジアのコース生および教員は韓国

研修旅行を行った。主な目的は韓国・延世大学の共同シンポジウム（写真 3-7）への参加で

ある。 

2 月 4 日，韓国・延世大学の共同シンポジウムの第 1 日目である。シンポジウムの 1 日

目は研究セッションであり，延世大学と九州大学からそれぞれ専門分野に関する研究報告

を行った。これは学生に研究の最新動向を紹介する目的で行うものであった。またシンポジ

ウムの終了後には，2 つのグループに分かれて延世大学の研究室をめぐるツアーを行った。 

2 月 5 日の共同シンポジウムの第 2 日目には，学生の研究発表を行う学生セッションが

おこなわれた。九州大学から 9 名，延世大学から 6 名の学生がそれぞれ 10 分間のプレゼン

テーションを行い，その後 5 分間の質疑応答があった。このセッションは，特に一貫制博士

1 年（修士 1 年）の学生にとってはほとんど初めての国際セッションであり，貴重な学習の

機会になったと思われる。また午前中のセッション終了後には，延世大学の学生に案内され

てキャンパス全体を回った。ここでは大学の創設者であるアンダーウッド氏の銅像やオー

プンスペース，図書館などをめぐった。 

最終日の 2 月 6 日は，帰国前の時間に韓国文化を学ぶためにソウル市内各所をめぐっ

た。韓国中央博物館では古代から現在に至るまでの韓国の歴史および 2000 年にわたる日本

との交流についての多くの展示があり，韓国の歴史・文化についての理解を深めることがで

きた。 

  

  

写真 3-7．第 2 回九州大学・延世大学共同シンポジウム 
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第 2 回九州大学・延世大学共同シンポジウムスケジュール 

シンポジウム 1 日目（2 月 4 日） 
 
09:30–09:45 
 
09:45–11:45 

 
 
 
 
11:45–13:00 
 
13:00–15:00 
 
 
 
 
 
15:00–15:15 
 
15:30–17:00 

研究セッション 
開会の挨拶 KIM Hansung 教授（延世大学） 
 
セッション 1 プレゼンテーション（25 分）＋質疑応答（5 分） 
・SHUL Yong-Gun 教授（延世大学） 
・浜本貴一教授（九州大学） 
・HAN Byungchan 教授（延世大学） 
 
昼食（延世大学の先生との会食） 
 
セッション 2 プレゼンテーション（25 分）＋質疑応答（5 分） 
・王冬准教授（九州大学） 
・BAE Youn-Sang 教授（延世大学） 
・大瀧倫卓教授（九州大学） 
・PARK Joonhong 教授（延世大学） 
 
閉会の挨拶 谷本潤教授（九州大学） 
 
研究室ツアー 

シンポジウム 2 日目（2 月 5 日） 
 
10:30–10:40 
 
10:40–11:55 
 
 
 
 
 
 
11:55–13:30 
 
13:30–14:30 
 
14:30-15:45 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:15 
 
 
 
 
 
 
17:15-17:20 
 

学生セッション 
開会の挨拶 萩島理教授（九州大学） 
 
セッション 1 プレゼンテーション（10 分）＋質疑応答（5 分） 
・Konadu Kojo Twum（M2，九州大学） 
・Kitjanukit Santisak（M2，九州大学） 
・Tomy Alvin Rivai（M2，九州大学） 
・BYAMBASUREN Ulziidelger（D5，延世大学） 
・LEE Jangho（D6，延世大学） 
 
昼食 
 
キャンパスツアー  
 
第 2 セッション プレゼンテーション（10 分）＋質疑応答（5 分） 
・楢崎優（D1，九州大学） 
・Cheng Xiaoyang（M2，九州大学） 
・Islam Md Amirul（M2，九州大学） 
・KANG Joonhee（D5，延世大学） 
・HWANG Jeemin（D1，延世大学） 
 
第 2 セッション プレゼンテーション（10 分）＋質疑応答（5 分） 
・米田亮太（D1，九州大学） 
・Hatem Omar Amin Mostafa Elserafy（M2，九州大学） 
・Omar Mohamed Ali Mohamed Ibrahim（M2，九州大学） 
・KIM Seung-Ik（D3，延世大学） 
・KWON Choa（M1，延世大学） 
 
閉会の挨拶 KIM Hyoungkwan 教授（延世大学） 
（写真撮影） 
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② 台湾研修（平成 28 年度） 

アジア諸国の政治，経済，歴史，文化を現地に赴いて肌で学ぶことを目的として，平成

28 年度の海外短期実習は台湾（高雄を中心とした南部）を訪問した。今回の実習には九州

大学から学生 28 名，教員 17 名，テクニカルスタッフ 2 名の計 47 名が参加した。また本実

習は，訪問先の一つである国立中山大学（National Sun Yat-sen University）の学生，ポスドク

等 21 名も参加して行われた。 

平成 29 年 1 月 16 日夜に高雄市に入り，翌 17 日に同市にある国立中山大学を訪問し

た。午前 9 時からジョイントワークショップを行ない，午前中は教員 4 名による講演，午後

は学生によるグループディスカッションとその発表，続いて学生 4 名による研究発表が行

われ，午後 4 時半に閉会した（写真 3-8，3-9）。ワークショップでは科学技術，経済発展，

環境問題等に関する最新の研究報告に基づき活発な意見交換が行われた。またグループデ

ィスカッションでは 3 つの学生チームが各種テーマに基づき，独自の視点からのプレゼン

テーションを行った。 

翌 18 日には高雄市より北に移動し，台南市にある南部サイエンスパーク（Tainan Science 

and Technology Park）を訪れた。午前中，医薬品原料メーカーであるサイノファーム台湾

（ScinoPharm Taiwan, Ltd.）を訪問し，会社の説明を受けた後で質疑応答を行った。午後に

は同パーク内の半導体メーカーTSMC 社（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.）を

訪問し，施設見学等を行った。一部の学生等がクリーンルーム用作業服の着用体験を行うな

ど最先端の製薬，半導体分野の雰囲気を感じ取ることのできた一日となった。 

最終日の 19 日には再び中山大学を訪問し，研究室の見学，および汚染物質の検出に関

する研究の演示を見学した。 

3 日間と言う短い時間ではあったが大学，産業界の両方の視点から台湾の科学技術と経

済発展を実体験し，さらには台湾から見た日本の位置付けなども学ぶことができ，グリーン

アジアコース生の教育にとって大変有益な研修となった。 

 

  

写真 3-8．ジョイントワークショップ 
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台湾研修スケジュール 

2017 年 1 月 17 日 国立中山大学 

開会セッション（9:00－9:20） 

09:00–09:05 開会スピーチ Wang Chih-Wei 教授（国立中山大学） 

09:05–09:10 開会スピーチ 谷本潤教授（九州大学 GA センター長） 

09:10–09:15 開会スピーチ Chih-Wen Kuo（国立中山大学副学長） 

09:15–09:20 記念品交換 

 

基調講演 I（9:20–10:40）座長：萩島理教授（九州大学） 

09:20–10:00 基調講演 Shieh Jentaie 教授（国立中山大学） 

 “3D Molecular Images of Metabolites on Whole Human Body Skin with Ambient 

Mass Spectrometry and Their Applications on Precision Medicine” 

10:00–10:40 基調講演 永島英夫教授（九州大学） 

 “Network of Polymer Chains Producing a New Concept for Separation of Metals 

from the Organic Products” 

 

基調講演 II（11:10 – 11:50）座長：Chi Wi Ong 教授（国立中山大学） 

11:10–11:50 基調講演 Chun Hu Chen 教授（国立中山大学） 

 “Graphene Interfaces in Energy and Optical Applications” 

11:50–12:30 招待公演 山本圭介助教（九州大学） 

 “Contact Formation on Ge and Its Application for Future LSI” 

 

昼食（12:30–13:30） 

 

学生セッション（13:30–15:15）座長：Choi Cheolyong（九州大学 GA コース生） 

13:30–14:30 学生ディスカッションプログラム 

14:30–14:45 プレゼンテーション（学生グループ I） 

“Rise of the Machines, How to Regulate Them So That Man Can Afford the 

Service of Machines?” 

14:45 – 15:00 プレゼンテーション（学生グループ II） 

“Is Climate Change Man-Made or Just a Natural Cycle?” 

15:00–15:15 プレゼンテーション（学生グループ III） 

“Are We Doing Enough to Tackle the Crisis of Antibiotic Resistance?” 

 

学生セッション（15:35–16:20）座長：米田亮太（九州大学 GA コース生） 

15:35–15:45 研究発表 前蔵貴行（九州大学 GA コース生） 

“Effect of n-Type Doping Level on Direct Band Gap Light Emission Intensity for 

Asymmetric Metal/Ge/Metal Diodes” 

15:45–15:55 研究発表 Lin Ping Cheng（国立中山大学） 

“Brief Introduction to Aerosol Science – PM 2.5” 

15:55–16:05 研究発表 Bolloju Sadish（国立中山大学） 

“Lithium Ion Cathode Materials” 

16:05–16:15 研究発表 M L Palash（九州大学 GA コース生） 

“Topographic Analysis of Silica Gel Imaged with Atomic Force Microscopy” 

 

閉会，集合写真（16:15–16:30） 
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2017 年 1 月 18 日 サイノファーム台湾，TSMC 社 

サイノファーム台湾 

10:00–10:05 スピーチ Wang Chih-Wei 教授（国立中山大学） 

10:05–10:10 スピーチ 谷本潤教授（九州大学 GA センター長） 

10:10–10:15 開会スピーチ Dr. YF（サイノファーム台湾） 

10:15–10:45 サイノファーム台湾紹介 

10:45–10:55 ビデオプレゼンテーション 

10:55–11:10 Q&A 

11:10–11:20 写真撮影 

 

TSMC 社 

11:20–12:00 TSMC 社に移動 

12:00–13:00 昼食 

13:00–13:05 スピーチ Wang Chih-Wei 教授（国立中山大学） 

13:05–13:10 スピーチ 谷本潤教授（九州大学 GA センター長） 

13:10–15:00 基調講演（TSMC 社）座長：Wang Chih-Wei 教授（国立中山大学） 

15:00–15:30 会社見学 

15:30–17:30 閉会 

2017 年 1 月 19 日 国立中山大学 研究室訪問 

国立中山大学 

09:00–10:00 PM2 研究室訪問 

10:00–10:45 研究デモンストレーション（Shieh 教授） 

10:45–11:15 ディスカッション，閉会 

 

  

写真 3-9．学生によるグループディスカッション 
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写真 3-10．台湾研修参加者 

 

（2）国内短期研修 

① 新日鐵住金大分工場・トヨタ自動車九州宮田工場研修（平成 27 年度） 

平成 27 年 12 月 10 日と 11 日の 2 日間をかけて，大分県大分市の新日鐵住金大分工場

と福岡県宮若市のトヨタ自動車九州宮田工場での研修を行った。本研修にはグリーンアジ

アコース生 33 名，グリーン理工学国際コース（IEI プログラム）生 17 名，教員 4 名の計 54

名が参加した。両日とも学生諸君は旺盛な学習意欲を示して工場関係者に質問をしたり，仲

間同士で議論を交わすなど終始活発な活動を続けた。 

本研修の目的は，日本を代表する企業を訪問して工場内の製品製造過程を見学し，また

現場で働く技術者の声を聞くことによって，日本の製造業の現状を理解することにあった。

特に留学生に対しては日本の重工業の現状を直接見ることによって知見を深める機会を提

供することにあった。さらに多くの国々からの留学生及び日本人学生がともに行動し議論

しあうことで，互いに刺激し合い友好関係を育む機会を提供することであった。またその過

程で，英語によるコミュニケーション能力を向上させることにあった。 

学生への課題 

まず学生は 4〜5 名の小さなグループに分けられ，各グループそれぞれには 1 名の日本

人学生が配置された。各グループではリーダー及び副リーダーがそれぞれ 1 名ずつ指名さ

れ，グループ成員全員が支障なく研修を行えるように様々な配慮をするように求められた。

また日本人学生は研修全般を通じて，グループ内の他の留学生の通訳の役目を果たすよう

求められた。その上でグリーンアジアの学生には次のような課題が与えられた。 

研修前： 

・ 見学に訪れる両工場について各自下調べをしておくこと，及び見学当日にすべき

質問を各自少なくとも二つは考えておくこと。 

研修中： 

・ 各グループにおいてそれぞれ二つのレポートを提出すること。一つ目のレポート

は新日鐵住金大分工場についてのもので，これは翌日次の工場に着く前までに提

出すること。 

・ レポートの執筆にあたって，グループ内の各学生がそれぞれレポートの一章を受

けもつこと。またリーダーと副リーダーにはレポートの編集と提出について責任

をもつこと。 
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研修後： 

・ 研修終了後，一週間以内にトヨタ自動車九州工場の見学に関するレポートを提出

すること。これも第一のレポート同様に各グループで作成し，リーダーと副リーダ

ーがレポートの編集と提出について責任をもつこと。 

 

新日鐵住金大分工場・トヨタ自動車九州宮田工場研修スケジュール 

12 月 10 日（木） 

09:00–09:50 

10:00–13:50 

 

 

14:00 

14:30–15:30 

15:30–16:00 

 

16:15–17:00 

17:00 

伊都キャンパス発→筑紫キャンパス着 

筑紫キャンパス発→新日鐵住金大分工場着（途中パーキングエリアで昼食）

 

新日鐵住金大分工場 

ビデオによる説明 

工場内部の見学 

工場の技術者との意見交換 

 

新日鐵住金大分工場発→宿泊施設 

宿泊施設着 

 

12 月 11 日（金） 

09:30–13:00 

 

 

13:00–13:30 

13:30–14:30 

14:30–15:30 

 

15:45–17:00 

17:00 

宿泊施設発→トヨタ自動車九州宮田工場着（途中パーキングエリアで昼食） 

 

トヨタ自動車九州宮田工場 

ビデオによる説明及び工場に併設されている PR 館の見学 

工場内部の見学 

工場の技術者との意見交換 

 

トヨタ自動車九州宮田工場発 

伊都及び筑紫キャンパス着，解散 

 

 

写真 3-11．トヨタ自動車宮田工場にて 

 

総評 

総勢 54 名の大所帯となった国内研修であったが，学生はグループごとにリーダーの指

導のもときびきびとした態度で熱心な学習意欲を見せながら，つつがなく日程を終えるこ

とができた。工場見学及び技術者との質疑応答の際には，日本語での説明を日本人学生がそ
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れぞれのグループメンバーに対して逐一通訳をし，また留学生が英語で質問する際には，分

かりやすい日本語に翻訳して伝えていた。どちらの工場においても，質疑応答は予定時間を

超えて続けられ，学生からの質問が絶えることはなかった。 

宿泊施設に到着した後は，各自夕食を済ませた後も遅くまでレポートの作成に従事し

ていた。課題である二つのレポートはすべての各グループから締め切り前に提出された。提

出されたレポートはいずれも英文レポートとしての体裁を整えており，また規定の文字数

を満たした内容の濃いものに仕上がっていた。 

以上のことから，今回の国内研修は十分にその目的を達成したものと思われる。 

 

② 佐賀・長崎研修（平成 28 年度） 

平成 28 年 12 月 12 日，13 日の 2 日間をかけて，佐賀県吉野ヶ里町の吉野ヶ里メガソー

ラー発電所，長崎県長崎市の長崎原爆資料館，三菱造船博物館，および諫早市の諫早干拓資

料館での研修を行った。この研修にはグリーンアジアコース生 19 名，グリーン理工学国際

コース（IEI プログラム）生 11 名，教員 2 名の計 32 名が参加した。参加した学生は皆，各

見学地において関係者に質問をしたり，専門家を囲んで議論を交わしたりするなど旺盛な

活動意欲を見せて研修に臨んでいた。 

本研修の目的は北部九州に拠点を置く日本を代表する企業や九州北部の歴史的文化的

施設，あるは地域の環境問題に関わる施設を訪問することによって，日本の商工業および環

境政策の現状を理解することにあった。特に留学生に対しては，日本の現状を直接見聞する

ことで，母国以外の国についての知見を深める機会を提供することにあった。さらに留学生

と日本人学生がともに行動し議論することによって，互いに刺激し合い友好関係を育む機

会を提供することであった。またその過程で英語によるコミュニケーション能力を向上さ

せることにあった。 

学生への課題 

まず学生は 5〜6 名の小さなグループに分けられ，各グループそれぞれには 1 名の日本

人学生が配置された。各グループではリーダー及び副リーダーがそれぞれ 1 名ずつ指名さ

れ，彼らはグループ成員全員が支障なく研修を行えるように様々な配慮をするように求め

られた。また日本人学生は，研修全般を通じてグループ内の他の留学生の通訳の役目を果た

すよう求められた。その上でグリーンアジアの学生には，次のような課題が与えられた。 

研修前： 

・ 見学に訪れる両工場について各自下調べをしておくこと，及び見学当日にすべき

質問を各自少なくとも二つは考えておくこと。 

研修中： 

・ 各グループのリーダーは各メンバーが考えた質問内容を精査し，メンバーと相談

の上で適切な質問を各訪問先につき 2 つ選択して発表すること。 

・ 各グループの日本人学生は，各施設で日本語の説明が行われた場合や質疑応答に

おいて自分のグループのメンバーに対してわかりやすく英語に翻訳し説明するこ

と。またメンバーの英語での質問を日本語に翻訳して担当者に伝え，議論を円滑に

進めるよう努力すること。 

研修後： 

・ 各グループそれぞれがレポートを提出すること。 

・ レポートの執筆にあたって，グループ内の各学生がそれぞれレポートの一章を受
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けもつこと。またリーダーと副リーダーにはレポートの編集と提出について責任

をもつこと。 

 
佐賀・長崎研修スケジュール 

12 月 12 日（月） 

09:00–09:50 

10:00–11:00 

 

 

11:00–11:10 

11:00–12:10 

12:10–12:40 

 

12:50–15:30 

 

15:30–16:00 

伊都キャンパス発→筑紫キャンパス着 

筑紫キャンパス発→佐賀吉野ヶ里メガソーラー発電所着 

 

佐賀吉野ヶ里メガソーラー発電所 

ビデオによる説明 

施設内部の見学 

技術者らとの意見交換 

 

吉野ヶ里メガソーラー発電所発→長崎原爆資料館着 

 

長崎原爆資料館および平和記念公園の見学 

 

12 月 13 日（火） 

09:30–10:15 

 

 

10:15–11:15 

 

11:15–13:00 

 

 

13:10–14:10 

 

14:45–17:30 

16:30 

宿泊施設発→三菱造船所博物館着 

 

三菱造船所博物館着 

ビデオによる説明及び博物館内の見学，質疑応答 

 

三菱造船所博物館発→諫早干拓資料館着 

 
諫早干拓資料館 

施設内の見学および担当者との意見交換 

 

諫早干拓資料館発→筑紫キャンパス着 

伊都キャンパス着，解散 

 

 

写真 3-12．吉野ヶ里メガソーラー発電所にて 
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総評 

総勢 32 名の国内研修であったが，学生はグループごとにリーダーの指導のもと熱心な

学習意欲を見せながら，無事に所定の日程を終えることができた。見学地での技術者たちと

の質疑応答では，日本語での説明を日本人学生がそれぞれのグループメンバーに対して通

訳をし，また留学生が英語で質問する際には分かりやすい日本語に翻訳して伝えていた。ど

の見学地においても議論は熱心に続けられた。 

課題であるレポートは，すべての各グループから締め切り前に提出された。提出された

レポートはいずれも英文レポートとしての体裁を整えており，また規定の文字数を満たし

た内容の濃いものに仕上がっていた。 

以上のことから，今回の国内研修は十分にその目的を達成したものと思われる。 

 

（3）三大学リーディングプログラム合同研修 

グリーンアジアプログラムは同志社大学「グローバルリソースマネージメント」および

広島大学「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」と合同で年 1 回の短期研修を実施し

ている。本研修は平成 26 年に同志社大学の呼びかけにより始まったもので，各大学が持ち

回りで主幹校を務め，テーマに沿った講義，施設などの見学，学生セッションなどをおこな

っている。 

 

① 隠岐の島研修（平成 27 年度） 

平成 27 年度の三大学リーディングプログラム合同研修は，8 月 17 日から 22 日にかけ

て実施された。本年度は広島大学が主幹校となり，広島大学が特に関係を重視しているテキ

サス州立大学オースティン校（世界大学ランキング 27 位）との合同研修と合わせて行われ

た。場所は島根県隠岐の島で，テーマは「離島における再生エネルギー開発」とされ，研修

内容は隠岐の島の現状，再生エネルギー計画などの講義，再生エネルギー設備などの見学，

学生プレゼンテーションであった。参加者数は 11 か国より学生 33 名（九州大学 4 名，同志

社大学 4 名，広島大学 15 名，テキサス州立大学 10 名），スタッフ 11 名（九州大学 1 名，同

志社大学 1 名，広島大学 7 名（教員 5 名，職員 2 名），テキサス州立大学 1 名，フィンラン

ド教授 1 名）の計 44 名である。 

8 月 17 日に隠岐の島へ到着後，オープニングセレモニーがおこなわれた。その後，テ

ーマの確認とグループ分けを行い，日本のエネルギー事情について岡本研究員（広島大学）

による講義がなされた。この日の宿泊場所は周囲に何もないログハウスであったが，学生は

意外にも大変喜び，海で泳いだり散策したりと各々楽しんだようである。 

翌 18 日はまず，隠岐の島町役場職員による隠岐の島の現状について，中国電力庄野氏

による隠岐の島再生エネルギー計画について，広島大学金子先生による離島におけるエネ

ルギーの現状，計画というテーマでの講義が行われた。午後は隠岐の島町西郷火力発電所と

廃材バイオマス高度利用研究プラントの見学を行った。大部分の電力は本発電所によるも

のであるが，最近完成した石油タンクにより電気の安定供給のみならず島内のガソリンや

灯油を本土と変わらない値段で得ることができるとのことであった。廃材バイオマス高度

利用研究プラントにおいては，三重大学との共同研究として，隠岐の島に多数存在する廃木

材を漆に似た製品に高度利用する試みがなされていることが理解できた。ログハウスに戻

ってからのグループワークは屋外などでも行われ，また隠岐の島町の方からの意見を伺い，

映像を記録するなどの本格的なグループもあった。 
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19 日は早朝よりフェリーにて海士町（中ノ島）へ行き，海士町風力発電所計画地を見

学した。その後再びフェリーにて西ノ島町（西ノ島）へ移動し，大型ハイブリッド蓄電施設

を見学した。風力発電は来年完成の予定であり，1 基で海士町の電力需要の 3 割を賄うとの

ことである。再生エネルギーに欠かせない蓄電施設は，このタイプでは日本最大のもので，

硫黄ナトリウム電池およびリチウムイオン電池の組み合わせとなる。この日はフェリー移

動を含めた終日の見学日となり，風光明媚な風景，また休憩に訪れた国見海岸は実に美しい

ものであり，学生にとっても印象深いものとなったようである。 

四日目となる 20 日は WWF の市川氏により鳴門市の再生エネルギー計画について，お

よびフィンランドのペダーセン教授により再生エネルギー開発と観光開発についての講義

の後，テキサス州立大学のイートン教授より討議の諸注意を得たうえでのグループワーク

となった。 

最終日の 20 日は引き続きグループワークを終日行い，夕方より隠岐の島町副町長の挨

拶の後，それぞれのグループごとにプレゼンテーションを行った。 

本年度は 4 つの大学の合同研修となったが，リーディングプログラムの学生は社交性

も高く，違う大学，違う分野で同じグループとするのは問題なく，特に学生同士で交流が深

まったようである。それぞれ違う立場の方からの講義，見学の内容は一貫しており，大変た

めになったと思われる。 
 

隠岐の島研修スケジュール 

実施日 訪問先，スケジュール 

8 月 16 日 東広島西条前泊 

8 月 17 日 バスで境港，フェリーで隠岐の島へ 

オープニングセレモニー 

講義：日本のエネルギー事情について（広島大学岡本研究員 

講義：隠岐の島の現状（隠岐の島町役場職員） 

講義：隠岐の島再生エネルギー計画（中国電力） 

講義：離島におけるエネルギーの現状・計画（広島大学金子先生） 

8 月 18 日 見学：隠岐の島町西郷火力発電所，廃材バイオマス高度利用研究プラント 

討議：グループワーク 

8 月 19 日 フェリーにて海士町（中ノ島）へ 

見学：海士町風力発電所計画地 

フェリーにて西ノ島町（西ノ島）へ 

見学：大型ハイブリッド蓄電施設 

8 月 20 日 講義：再生エネルギー開発と観光開発について（フィンランド ペダーセン教授）

講義：鳴門市の再生エネルギー計画について（WWF 市川様） 

討議：グループワーク，テキサス州立大イートン教授より討議の諸注意 

見学：リサイクルセンター，最終処分場，焼却場，廃水処理施設 

8 月 21 日 討議：グループワーク 

夕方より隠岐の島町副町長の挨拶 

学生プレゼンテーション 

8 月 22 日 帰宅 
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写真 3-13．国見海岸にて 

 

  

写真 3-14．（左）バイオマス高度利用研究施設，（右）西郷火力発電所 

 

② 北九州・大分・阿蘇研修（平成 28 年度） 

本年度の三大学リーディングプログラム合同研修は，平成 28 年 9 月 27 日から 30 日に

かけて，九州大学を主幹校として北九州，大分，阿蘇をフィールドとして行われた。テーマ

は「産業の発展に伴う環境問題の戦略的解決について」とし，研修内容は公害の克服，再生

エネルギー開発，特徴ある地場産業の見学などであった。参加者数は 13 か国より学生 26 名

（九州大学 13 名，同志社大学 8 名，広島大学 5 名），スタッフ 6 名（九州大学教員 1 名，九

州大学職員 2 名，同志社大学教員 1 名，広島大学教員 2 名）の計 32 名であった。 

9 月 27 日は北九州環境ミュージアムに集合した後，九州大学三木助教による研修説明

とグループ分けが行われた。その後北九市環境局小田氏より北九州環境公害克服の経緯に

ついて説明され，環境ミュージアムの見学も行われた。次いで北九州ウォータープラザの見

学，ウォータープラザ職員木庭氏による北九州の国外水道事業協力の展開などが説明され

た。北九州はかつて日本の近代化に大きく貢献した製鉄所などの多数の産業があり，工業地

帯として知られていたが，大気汚染や水質汚染が長い間深刻であった。官，民，産業が一体

となった努力により現在はこれらの問題は解決し，また環境問題を解決したプロセスや水

処理の技術は海外に利用され，問題解決に貢献している。これら一連の北九州における研修

後，大分県別府に移動した。 

翌 28 日は大分県庁工業振興課渡辺氏による大分県再生エネルギーの取り組みについて

講義が行われ，その後大分県メガソーラー，佐賀関パンパシフィックカッパー銅精錬所の見

学を行った。大分県は次世代エネルギーパーク選定地の一つであり，地熱利用，風力および

太陽光発電に取り組んでいる。特に地熱は地元の産業と協力し，低密度のエネルギーについ

ても新しい発電方法（湯煙発電）や地熱の産業などへの直接利用などにより効率的に工夫を

していることが印象的だった。大分県メガソーラーは日本一の大きさを誇り，在中人数をほ
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とんど一人で行っているなど太陽光発電の大きな可能性がうかがわれた。佐賀関パンパシ

フィックカッパー銅精錬所は，本格的な精錬所の迫力と環境や地元の経済に対する細やか

な配慮など，それぞれの場所で違う印象を学生に与えたようである。 

研修三日目の 29 日は阿蘇まで移動し，広島大学中越先生による阿蘇の草原文化と伝統，

また地震による影響などについて講義が行われた。その後，阿蘇特有の産業となる日本リモ

ナイト工業のリモナイト採掘および処理工場の見学が行われた。阿蘇の雄大な自然，特徴あ

る文化と伝統，環境調和型の産業により，これまでの巨大産業とはまた違う観点での研修と

なった。これまで学生はグループで空き時間に討議を行わせ，最終日の学生プレゼンテーシ

ョンの準備を行わせた。 

最終日の 30 日は九州大学に移動し，公害の克服をテーマとして学生プレゼンテーショ

ンを行った。課題は「産業発展に伴う環境問題などの公害に直面している特定の地域，もし

くは国において，公害の克服についての戦略的マスタープランを作成せよ」というものであ

ったが，4 つのグループはそれぞれ違った観点より公害克服についてのプレゼンテーション

を行い，また克服策について積極的な討議が行われた。 

各研修地が離れていることもあり移動時間も長かったが，学生は移動中にも討議を行

うなど非常に積極的に研修に参加し，最終日のプレゼンテーションも活発な議論が行われ

た。各プログラムとも専門が大きく違う学生が一緒に研修を行ったが，どの研修地において

も学生の興味は高く，プレゼンテーションも系統的で広い範囲をカバーしており，合同研修

の効果がうかがわれた。学生の交流，情報の共有においても合同研修を行うことは意味があ

るものと思われる。 

 
北九州・大分・阿蘇研修スケジュール 

実施日 訪問先，スケジュール 

9 月 27 日 北九州環境ミュージアムに集合，研修説明，グループ分け（九州大学三木） 

講義：北九州環境公害克服のあゆみ等（北九州市環境局 小田氏） 

見学：北九州環境ミュージアム 

見学：北九州ウォータープラザ 

講義：北九州の国外水道事業協力の展開など（ウォータープラザ 木庭氏）  

大分・別府に移動，学生課題発表準備 

9 月 28 日 講義：大分県再生エネルギーの取り組み（大分県庁工業振興課 渡辺氏） 

見学：大分県メガソーラー（ソーラーパワー） 

見学：佐賀関パンパシフィックカッパー銅精錬所 

討議：学生課題発表準備 

9 月 29 日 阿蘇へ移動 

講義：阿蘇の草原文化と伝統（広島大学 中越先生） 

見学：日本リモナイト工業（リモナイト鉱山，処理工場）  

討議：学生課題発表準備 

9 月 30 日 福岡へ移動 

九州大学筑紫キャンパスにて学生課題発表準備 

学生課題プレゼンとコメント（C-Cube） 

学生課題発表へのコメント，閉会 
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写真 3-15．（左）北九州環境ミュージアム，（右）大分県メガソーラー 

 

 

写真 3-16．阿蘇 日本リモナイト工業 

 

 

写真 3-17．学生プレゼンテーション 

 

 

3.5. 研究室ローテーション 

大学院入学後 2 年の間（修士課程に相当）に一人の学生が所属研究室（主専攻，ローテ

ーション III）以外の 2 つの異なる研究室において，それぞれ約 3 ヶ月間研究を実施する（ロ

ーテーション I および II）研究室ローテーション制を適用している(図 3-7)。これは理工学

およびその他学問に関する幅広い知識と方法論の習得を目的としたもので，支障がない限

り選択する研究室が 2 つ以上の専攻に跨がることを奨励し（人文社会系研究室の選択も推

奨している），従来の修士論文研究とは異なる「異分野の研究方法論の獲得」に主眼を置い

た研究指導を実施する。研究室ローテーションは修了要件および博士論文研究開始資格認

定審査（Qualifying Examination，QE）受験要件の「講究 I，II，III」（各 2 単位）として成績・

単位認定され，研究成果について QE 審査時に口頭発表が課されている。 


