
専攻名(Division)　　　共同資源工学専攻 Cooperative Program for Resources Engineering

学生番号(Student No.)

氏名(Name)

内線(Extension)

春 夏

Spring Summer

どちらか一方
のみ履修可

地下水保全工学 日本語 〇
北
H

Advanced Groundwater Environment
Engineering English 〇

どちらか一方の
み履修可

環境地質学 日本語 〇 連続体・不連続体力学 日本語 〇

Environmental Geology English 〇
Advanced Continuum and Discontinuum
Mechanics(Conducted in Second Semester) English

金属製錬工学 岩盤工学 日本語 〇

Extractive Metallurgy
Rock Engineering(Conducted in Second
Semester) English

どちらか一方の
み履修可

選鉱・リサイクル工学 日本語 〇
エンジニアリング経済学
Engineering Economy English 2 〇

佐々木　久郎
Kyu.Sasaki

Mineral Processing and
Resources Recycling English 〇

固体資源採掘法
Solid Resources Mining English 2 〇

島田　英樹
H.Shimada

資源サステナビリティ
(2学期開講) 日本語

地熱生産工学
Geothermal Production Engineering English 2 〇

ｼﾞｬﾘﾘﾅｽﾗﾊﾞﾃﾞｨ　ｻｲｰﾄﾞ
Saeid JALILINASRABADY

Resources Sustainability English 〇

どちらか一方の
み履修可

資源生物工学 日本語 〇

Bioengineering for Natural
Resources English 〇

※1　「実施大学」欄は授業が実施される大学を表しており、「両：両大学」、「九：九州大学」、「北：北海道大学」、「各：各大学」を意味する。

　Column "Univ." shows the university classes will be conducted.("B：Both universities", "K：Kyushu Univ.", "H：Hokkaido Univ.", "E：Each Univ.")
※２　「資源マネージメントⅠ」、「国際人材交流セミナー」は夏ターム：北海道大学、秋ターム：九州大学で開講される授業両方を履修する必要がある。
"Resources Management I","Human Resources exchange seminar"classes are conducted both Hokkaido Univ. and Kyushu Univ. You have to take both classes.

この表にない講義を履修する場合は，以下に記入してください。
If you will register other classes other than those above, please fill in following column.

単位
Credit

ターム
Term

■履修計画に困っている新入学生の皆様
　カリキュラムマップが履修計画の参考となります。（カリキュラムマップについての詳細は平成３０年度大学院学生便覧P22を参照してください。）

カリキュラムマップは工学院ホームページで掲載中です。

　【カリキュラムマップＱＲコード】

科目名
Subject

教員名
Instructor

開講専攻・学院・研究科・教育部名またはプログラム名
Division, Graduate school, Program

【共同資源工学専攻学生用】
平成３０年１学期（春・夏ターム）　履修科目報告表

・履修科目報告表提出後，あわせてELMSでも春夏ターム分の履修登録を行うこと。【履修登録期間：４月１１日(水)　～ 4月１７日(火)】
（履修取消はできませんので、提出・登録前に必ず履修科目に誤りがないか確認してください。）

指導教員名 印

・履修する科目の「履修」欄に〇をつけてください。（一部の科目は、日本語と英語それぞれの言語で開講されておりますので、開講言語を確認のうえ、どちらか一方を履修してください。）

・指導教員の署名・印鑑をいただき，大学院担当まで提出してください。

　上記の学生の履修について確認しました。

【For the students in Division of Cooperative Program for Resources Engineering】
2018 1st Semester (Spring, Summer Term)　 Course Subjects Registration Sheet

授業科目
Course Title

開講
言語

Language

単位
Credit

1学期

・Please check the classes  you will register in the "Register" column.(Some classes are conducted both Japanese and English. Please check the language and choose one. )

・Please complete course registration with ELMS during registration period.【Registration period： 11 April (Wed)～17 April (Tue)】
（You cannot cancel the classes after course registration period. Please check your registration before you complete course registration.）

・Please submit this form to the Graduate School Section (Window#2) of the Academic Affairs Division with their supervisor's signature.

実施
大学

（※1） 担当教員名
Instructor

First Semester

Univ.
（※1)

2

北
H

授業科目
Course Title

開講
言語

Language

単位
Credit

実施
大学

（※1） 担当教員名
InstructorUniv.

（※1)

春 夏

Spring Summer

両
B

English

2 〇

English 2 〇

2

English 2

中島　一紀
K.Nakashima

履修
Register

履修
Register

資源マネージメントⅠ（※２）
Resources Management I(※2)

Please register in
second semester if
you take the class
in English

〇
（北大）

2 〇
（北大）

両
B

English English 2

2

2

2

English

坂田　章吉(北大)
S.Sakata

大竹　翼
T.Otake

廣吉　直樹
N.Hiroyoshi

伊藤　真由美
M.Ito

藤井　義明
Y.Fujii

国際人材交流セミナー（※２）
Human Resources exchange
seminar（※２）

資源環境化学
Environmental Chemistry for
Resources Engineering

日本語開講授業を
希望する場合２学期
に履修すること

2

2

石塚 師也・大友 陽
子(北大）

K.Ishitsuka,Y.Oht
omo

ﾀﾍﾞﾘﾝ ｶ-ﾘﾂﾄ ﾊﾞﾙ
ﾀｻﾞ-ﾙ
T. Carlito
Baltazar

五十嵐　敏文
T.Igarashi

茂木　透・石塚 師
也
T.Mogi,K.Ishitsuka

ｴﾗｸﾈｽﾜﾗﾝ ﾖｶﾞﾗｼﾞｬ(北
大）
E.Yogarajah

原田　周作
S.Harada

児玉　淳一
J.Kodama

資源システム特別講義Ⅰ
Special Lecture I on Resources System

資源生産システム
Production System of Environmental
Resources

Please register in
second semester if
you take the class
in English

2

九
K

〇

〇

□ 履修科目がない場合は，ここにチェックしてください。

If you don't register any classes this semester, please check here.

you can choose 
either Japanese 
one or English 
one

you can choose 
either 
Japanese one 
or English one

you can 
choose either 
Japanese one 
or English one

you can 
choose either 
Japanese one 
or English one


