科学技術振興調整費戦略的環境リーダー育成拠点形成

国際エネルギー・資源戦略を立案する
環境リーダー育成拠点 (SERMSS)
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Tohoku University Environmental Leader Program
Strategic Energy and Resource Management and Sustainable Solution
SERMSS (Strategic Energy and Resource Management and Sustainable Solutions) is designed to develop human resources
that hold the key for solving the future environmental issues in Asia and Africa. This program was adopted in 2010, and is
preparing the educational start at April 2011. In this program, we plan to foster students who can manage the basis of global
environmental problems in the fields of energy, resources and water, with a practical and international perspective.
The curriculum structure and international cooperation were built up in 2010. The structure consists of basic course and
regular course. The basic course is designed for the development of comprehensive ability including international perspective,
practical ability, management ability and strategic planning skills for visiting students who stay less than 1-year. The regular
course is designed for the master and doctor course students belonging to the Graduate School of Environmental Studies.
The curriculums are more advanced than conventional graduate school education in terms of the contents and credits.
Integrative skills are included in addition to the advanced expertise from each course in the Graduate School of Environmental
Studies. For the international cooperation, the universities in Korea, China, Vietnam, Indonesia, Thailand, and India approved
the program.
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カリキュラム構築
環境リーダープログラムでは基本コースと長期コースの2つ
のコースを用意する事とした。基本コースは、原則1年以内の
短期の来訪者を対象とする。長期コースは東北大学環境科学研
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ホーチミン市工科大学にて fig.5
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究科の学生を対象とする。どちらも、専門的な見方だけでなく、
国際性・実践能力・マネージメント力・戦略立案力といった総
合力を身につける事を目的としている。そのため、環境マネー
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