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産学官が手を取り合い、
次代を担う世界的なリーダー人材を育成する
プログラム責任者

山田 淳

九州大学大学院工学府長 教授

◆松下幸之助さんや石橋正二郎さんのような人材を育てたい
「博士課程教育リーディングプログラム」
は産学官の強い連携
が１つのポイントになっており、産学官がそろった共同作業で進め
ていくことが大きな特徴だと思います。今までの大学あるいは大学
院教育とは違ったスタイルのプログラムになりますが、大学では深
く掘り下げて研究し、教育をすることが一番大事であるのは変わ
りありません。
ただ、最近はグローバル化が進み、膨大な情報が溢れる中、大
学での時間も非常に短くなりました。研究や教育以外にもどのよ
うなことが必要なのか？ということを学生にしっかりと教え、経験
させる機会が少なくなりました。
ここに社会的な視点をもつ企業の
方々が参加することで、実用的な面をカバーしていただきながら進
めることができます。
例えば、
パナソニックの松下幸之助さんとか、
あるいはブリヂス
トンの石橋正二郎さんのように、将来は産業界でキラキラと活躍
してくれる人材を育成したいと思っています。基礎力だけではなく
て、物事に対する俯瞰力を養うとともに、確かな実行力を身に付け
てほしいと期待しています。
◆深い１つの柱となる研究を土台にして広い視野を持つこと
次代を担う人材は、
とにかく深い１つの柱を持つことが必要で
あり大事なことだと思います。
さらに、
その柱を土台にして、広い視
野を持つことができる学生が必要になります。
そのための教育に
は時間の制限があるので、大学だけでは難しいところです。
そこで、
深い研究に関しては大学が行いますが、視野を広げるところは産
業界の方々に協力していただき、学生の資質を高めたいと思って
います。
大学の使命は１つの研究テーマを決めて、深く掘り下げていく
ことです。
１つのことでも深く掘り下げることで、
だんだん周りが見
えてくるようになります。
この周りを見る力を育成するには企業の
教育システムが圧倒的に有利だと思います。
このプログラムを推
進することで、具体的な研究テーマを設定し、
それを効率よく実施
し、結果をどのようにまとめていくかという力をつけることができま
す。加えて、時間の流れが非常に早い世界の中でも、国際感覚を身
につけ、
即戦力として活躍できるようになることを期待しています。
そういう面で産学が協働して、人材を育成していくことは、
これ
からものすごく重要です。
このリーディングプログラムは、
ある面、
人材育成の実証試験のようなことだと、
私たちは思っています。
◆一流機関が集ったプログラムで将来のリーダーを育成
このプログラムでは、国際的な一流大学の研究機関と連携する
とともに、
たくさんの一流企業の参画を得ています。
そういう面で、
グローバル化と一流というキーワードが挙げられます。
また、
九州
大学内組織である
（起業家の）
ロバート・ファン／アントレプレナー
シップ・センター（QREC）
や、
九州大学ビジネススクール
（QBS）
と
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も協力して進めています。
いわゆる研究や教育だけでなく、英語力
はもちろんビジネス感覚までを養っていくことで、産業界でリー
ダーとして育っていけるようなメニューはすべて揃えていると言え
ます。
官に関しても、福岡市が積極的に参画していただいています。一
つの例ですが、
九州大学に隣接する産学連携交流センターでは、
１階は九州大学の工業化学系研究室が入っており、
２階は企業や
官の研究所が入っています。
このセンターでは、
すでに産学官の連
携研究が始まっていて、製品も販売されています。国内でも注目さ
れるモデルケースになっています。福岡県も、
ＩＳＴ
（財団法人福岡
県産業科学技術振興財団）
が九大、福岡市と協同で有機ＥＬに関
する実証化施設を建設しました。
自治体も非常に協力的にしてい
ただいています。真に一流と呼べる機関に協力を得ながら、産学官
が総合的に人材育成を邁進する一流の教育プログラムになって
いると思っています。
◆
「分子システムデバイスバレー」
への発展を目指して
九州大学は、
日本でもトップレベルの産学連携交流が盛んな大
学ですので、
そういう面でもいろいろなインフラが整えられていま
す。
ただ、
それだけでは不十分なので、地方自治体の協力も必要で
す。伊都サイエンスパークは自治体の方も協力していただけている
という土壌があります。
リーディングプログラムで育った学生さんがこの伊都サイエン
スパークで活躍できるように、例えば企業の研究所がたくさん来
るようになれば大変うれしいことです。
アメリカのシリコンバレーで
はないですけど、将来は、世界が注目する
「分子システムバレー」
が
九州大学伊都キャンパスを中心に形成されればいいなと思ってい
ます。
◆失敗を恐れないこと・議論する積極性を持つこと
研究を続けていく過程ではやはり、失敗は避けられないことで
すし、
むしろ失敗の方が多くなってしまいます。
それは、卒業研究に
しても、修士の研究にしても、博士の研究にしても同じことが云え
ます。
ただ、
そこで発生する失敗を恐れないということだと思いま
す。失敗をどう乗り越えられるかを考えることが大事ですし、
それ
ができる学生は強いと思います。逆に、教員はそういうことができ
るようにエンカレッジしなければなりません。
加えて、議論するということが大事です。
日常の会話でも外国の友
達がいれば、英語で話してみるとか、
そういう積極性を持っている
学生さんというのは大きく育つ要素を持っていると思っています。
このプログラムのコース生には、
そういった素養を身に付けて、世
界を舞台に活躍できるリーダー人材になって欲しいと思います。

世界でも有数の国際的な教育研究拠点とし、
世界をリードできる強い意志を備えた人材を
九州大学から輩出する
プログラムコーディネーター

安達 千波矢

九州大学大学院工学府 物質創造工学専攻 教授

◆研究室の異なる３人でチームを形成し、イノベーション創出に期待
「博士課程教育リーディングプログラム」の大きな特徴として、1年生
の時から研究室の異なる大学院生3人を一組にして、イノベーション
チームを形成し、新しい研究テーマの創出に取り組みます。例えば、有機
化学、バイオ、無機化学の研究室等、それぞれバックグラウンドの異なる
学生たちでチームを組みます。各チームに九大の教員や民間企業の研
究者が議論に加わり、学生を中心として、新しい研究テーマの創出を
行って行きます。従来の研究指導方法は一つの研究室に所属し、そこで
一つの研究を極めるスタイルでしたが、
このプログラムでは学生たちが
幅広い視野を持てるような教育研究メニューを準備しています。それぞ
れ能力が高い大学院生3人が集まることで、従来の枠を超えた研究テー
マの創出を期待しています。個々人ができることは限られていますが、3
人の優秀な知識と知恵が融合することで、一桁も二桁もジャンプしたイ
ノベーションが起こることを期待しています。個々人の能力開発はもちろ
んですが、チームとして活動できること、チームだからこそイノベーション
が起きたという体感を是非得てほしいと思います。
さらに、
コース内の他
チームの学生や教員、外部の研究者が加わることで、社会に必要なコ
ミュニケーション力を磨くことも期待されます。
◆既存のプロジェクトと連携、教育と研究の両輪を揃える
本教育プロジェクトでは、九州大学でこれまで國武先生、新海先生、
君塚先生らが中心となって進めてこられた“分子集積化学”に関する基
礎的な研究に、“デバイス科学”という応用の視野を入れることによって、
例えばエレクトロニクスとの融合が進み、新領域のサイエンスが生まれ
ることを期待しています。九州大学では、現在、最先端有機光エレクトロ
ニクス研究センター（OPERA）のFIRSTプロジェクト、世界トップレベル
研究拠点プログラム（WPI）など、様々なプログラムがスタートしていま
す。分子システムデバイスコースでは、
これらのプロジェクトとも有機的
に連携をし、教育と研究の分野の両輪を上手く揃えていきたいと思って
います。私たちの一つの夢は、新しい伊都キャンパスを中心とした九州大
学を世界でも有数な産学連携、基礎研究から出口の部分までを包括し
た国際的な教育研究拠点にして行くことです。
◆常に上の視点のビジョンを持って
自分自身が心から進めたい研究を見つける
産学連携研究の一つのメリットは、
自分たちの基礎研究を俯瞰できる
ことにあります。学内で取り組む研究がアカデミックに意味があるものに
成長していくことに加え、企業の研究者が加わることで、その基礎的な
研究成果を応用へ展開させる視点から見たときの新たな課題や将来的
に自分の研究成果が世の中にどのように展開されていくのかを見極める
能力が身に付きます。自分の研究のワールドワイドな位置付けや、新た
な視点を持つことで次のステップの基礎研究の展開が見えてくると思い
ます。
自分自身のこれまでの経験から、研究テーマを学生自身が自ら見つけ
ることができる能力を身につけさせることが自立した研究者として一番

大事なことだと思っています。各自が、その能力を潜在的には持っている
のですが、それを開花させ、学生自身が自分の個性を生かした研究展開
を遂行できる能力を身につけることができれば、一人前の研究者として
やっていけると思います。研究室に入って、先生から「これをやったらど
う？」
と言われて研究するのはあくまでもきっかけであって、ダミーテー
マであり、やりたい研究を自ら考え抜いて創造していく研究者に育って
ほしいと思います。
基礎研究を中心に据える研究者や、すぐに世の中に役立つ研究を進
めたい研究者など、研究の位置づけは人それぞれだと思います。
ただ、各
自が進めていく研究は世界のどこに位置づけされているのか、常に一歩
上の視点からの研究に対するビジョンを持ってほしいと思います。
私は米国でポスドク
（博士研究員）
として３年間過ごしましたが、一流
の研究者は本当に違うと感じました。幅広い知識と知恵を習得し、世界
中から優秀な研究者が集まって切磋琢磨している姿を見て、米国が強
い理由を肌で感じることができました。学内での異分野融合、産学連携
による研究開発に対する視野の拡大、そして、海外での経験を通して、初
めて自分自身の立ち位置を理解して、世界の中でどのように自分自身を
役立てていけばいいのか、是非、
このプログラムで見つけてほしいと思い
ます。
◆産業界からも
「九州大学を卒業したドクターを是非取りたい」
と言われる研究者を育成
日本の産業、特にエレクトロニクスの分野は急速にそのビジネスが衰
退してきていると言われていますが、技術開発の根幹に関しては、今で
も
「世界一」
と言われる場面が多く見られます。
しかしながら、折角の素
晴らしい技術があっても、産業として上手く育ってないということは、実
は、
ビジネス戦略の部分で負けているということです。世界は今新しいビ
ジネスを求めて、大きく動いています。そのことを踏まえて、
このプログラ
ムでは、
３年次に海外の連携機関で研究開発に取り組みますが、単に研
究成果だけでなく、世界における日本の立ち位置や今後日本が世界の
科学技術やビジネスの分野でリードするための戦略を考えてほしいと
思います。私自身は日本人の研究能力や実験能力は世界トップレベルだ
と思いますが、ディスカッションの部分がどうしても不足しています。欧
米の激しいディスカッション環境に身を置き、日本人の優れたハンズオ
ンに加え、ディスカッション能力も身につけば最強の研究者になれると
思います。
日本の大学院に進学してもマスターまでで卒業する学生が多いの
は、企業の採用がマスター中心になっていることも大きな要因ですが、
ド
クターまで進むと専門性が深く、会社で使いにくいと言われています。私
たちはそういう評価を大きく変えたいと思っています。
「九州大学リー
ディングコースを卒業したドクターを是非採用したい」
と言われるよう
に、そして、同時に様々なアカデミック分野への人材輩出も進めていきま
す。自分の研究を基礎に、それを社会に広げ、そして世界をリードできる
強い意志を持ったリーダーを育てていきたいと思っています。
リーディン
グ大学院から、新しい世界のリーダーが輩出することを願っています。
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分子システムデバイスプログラム、
キックオフシンポジウムを開催
平成25年3月28日
（木）、29日
（金）
の2日間、
ヒルトン福岡シー
ホークホテルにおいて、本教育プログラムの開始を記念するキック
オフシンポジウム「1st International Symposium of the
Advanced Graduate Program on Molecular Systems for
Devices The Future of Molecular Systems for
Devices-Education, Research and Industrialization-」
を開
催し、文部科学省、福岡市をはじめ、国際アドバイザリーボード、
外部評価委員、関連企業よりご来賓いただき、
２日間で国内外の
プログラム関係者を含めた約250名が参加しました。
福岡県、福岡市の後援、
九州大学工学研究院応用化学部門の
共催による本シンポジウムでは、初日は、本教育プログラム責任者
の山田淳工学研究院長による開会の辞に始まり、有川節夫総長、
学内の関係部署の代表者による挨拶、来賓の文部科学省高等教
育局大学改革推進室長松坂浩史様、福岡市経済観光文化局長
永渕英洋様より祝辞を賜りました。続きまして、本教育プログラム
のプログラムコーディネーターの安達千波矢教授（工学研究院・
応用化学部門）
より、
プログラムの紹介が行われました。
また、
「分
子システムデバイスプログラムがめざすもの」
と題して、沖縄科学
技術大学院大学（OIST）、
フランスボルドー大学、米国テキサスク
リスチャン大学の先生方より大学紹介と本教育プログラムとの連
携への期待についてご発表いただきました。
「 大学院教育と産学
連携の現場から」
では企業と九州大学より１０名の発表があり、産
学連携研究と産学連携人材育成、地方自治体との連携等の実際
に関してお話いただきました。最後に行われた基調講演では、
ドイ
ツBASF社のKarl-Heinrich Hahn氏（Senior Vice President
Organic Electronics Research）により“Challenges in
Organic Electronics-From Chemicals to Chemistry”という
テーマでご講演いただきました。

参加者との意見交換が行われました。
また、国際連携大学の沖縄
科学技術大学院大学の学術交流コーディネーター日笠誠氏、1
年次と3年次の米国での語学研修でお世話になる九州大学カリ
フォルニアオフィスの松尾正人所長、本教育プログラムの教育科
目
「異文化交流学」
でご指導いただくマリ・クリスティーヌ氏（異文
化コミュニケーター・国連ハビタット親善大使）
からも、
お祝いの
お言葉をいただきました。

2日目安達教授による学術講演

2日目は、
「 The Future of Molecular Systems for
Devices -Education, Research and Industrialization-」
とい
う主テーマで行われ、
九州大学からは安達千波矢教授、高原淳教
授（先導物質化学研究所）、酒井健教授（理学研究院）、小江誠司
教授（工学研究院）、興雄司教授（システム情報科学研究院）、服
部 励治教授（産学連携センター）の６名、海外からはベルギー
imec（Interuniversity Microelectronics Center）のProf.
Paul Heremans、米国UCLA−CNSI（カリフォルニア・ナノシステ
ム研究所）のProf. Paul S. Weiss、韓国Yonsei大学のProf.
Yong-Rok Kim、
ソウル国立大学のProf. Kookheon Char、沖
縄OISTのProf. Yabing Qiの世界トップレベルの研究者５名の計
１１名による学術講演が行われ、初日同様に活発な質疑応答が行
われました。本シンポジウムは、今後のプログラムの発展及び成功
を祈念して、盛会に終了しました。

1日目会場の様子

シンポジウム初日のプログラム終了後に開催された懇親会に
は、約100名が参加し、
シンポジウムのオーガナイザー田中敬二
教授（工学研究院）
の司会の下に進められました。4月進学（入学）
予定のコース生による英語での自己紹介に始まった懇親会では、
国際アドバイザリーボードの國武豊喜先生（公益財団法人北九
州産業学術推進機構（FAIS）理事長）のご発声による乾杯に続
き、
インフォーマルな雰囲気の中、学生と連携大学や企業からの
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シンポジウム参加者による集合写真

その他のイベント
■平成25年度 分子システムデバイスコース
オリエンテーション

［日時］2013年4月11日
（木）13：00〜15：30
［対象］分子システムデバイスコース生、入コース希望者
［会場］伊都キャンパス 総合学習プラザ １F リーディングセミナー室
［内容］
プログラムコーディネーターによる説明、設備紹介、
カリキュラム説明等

■Ownership & Networking
ワークショップ

［講師］財部邦英（分子システムデバイス国際リーダー教育センター 特任教授）
［日時］2013年4月18日
（木）13：00〜16：00
［対象］分子システムデバイスコース生
［内容］O&Nの説明の後、全員のコース生による、研究（テーマ、背景、
目的、実験、
結果）、及び趣味(テーマ、強み、弱み、努力しないと達成できない目標、
それ
を達成するための時間軸を入れたアクションプラン)に関しての発表

■研究発表会

［日時］2013年4月25日
（木）13:00〜17:00
［会場］
ウエスト4号館3F物質系5番講義室（W4 - 315）
［内容］
コース生全員による研究内容の紹介
学生へのアンケート調査が行われ、
その結果を元に、
グループリサーチプロ
ポーザルのための3人のグループ分けが行われた。

■分子システムデバイスリーディングセミナー（2012.12.7〜2013.5.9）
No.

演

題

1

仕事に必要な英語の学び方
−英語を
「社内公用語」
とする会社が現れる現在、エンジニアとして英語とどう付き合うか−

2

新しい技術立国に向けて

3

非線状高分子および高分子-金属複合体の分子運動と自己組織化

4

ステンドグラス・ガラスアートの話
有機ＥＬ照明応用製品の展望

5

分子システムデバイスコースにおける多文化理解の重要性

6

ビジネスリーダー育成の重要性

7

ナノ光構造とその光応用
（ケーススタディー）

8
9
10

講演者名（所属）
臼井

俊雄

一般財団法人光産業技術振興協会（（株）フジクラから出向）

武内 勇
株式会社 ラ・ルバンシュ

川口 大輔
名古屋大学大学院工学研究科 講師（当時）

後藤 ゆみこ WAVE-Gグラス工房
西川 謙二 株式会社テクノブレイズ九州
マリ クリスティーヌ
異文化コミュニケーター・国連ハビタット親善大使

池田 博榮
九州大学イノベーション人材養成センター・特任教授

川上

彰二郎

東北大学 名誉教授／（株）
フォトニックラティス

〈第1部〉日本の医療器産業の実態と今後の展望、医療イノベーションの歴史と今後の方向性 野尻 千里
〈第2部〉人工心臓開発歴史、現状、および将来の展望
医学博士・テルモ株式会社理事・先導研客員教授
アクティブ型有機ELディスプレイ最新技術開発動向
Expanding the Nucleic Acid Chemistʼs Toolbox:
New Fluorescent Cytidine Analogues

松枝

洋二郎

AU Optronics Corporation

Prof. Robert H.E. Hudson
the University of Western Ontario, Canada

開催日

参加人数

2012.12.7

25名

2012.12.14

10名

2012.12.28

26名

2013.1.15

17名

2013.1.30

13名

2013.2.6

25名

2013.2.22

14名

2013.3.7

25名

2013.4.4

60名

2013.5.9

39名
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九州大学「博士課程教育リーディングプログラム」

分子システムデバイスコース
Kyushu University Program for Leading Graduate Schools

Advanced Graduate Program on Molecular Systems for Devices

Voice

博 士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2012 参加報告
2013年3月15日
（金）〜16日
（土）
に東京コンファレンスセンター・有明にて、平成23年度、及び平成24年度に本事業に採択された44の
リーディングプログラムが一堂に会する
『博士課程教育リーディングプログラムフォーラム2012』
が開催されました。東京工業大学主催の
本フォーラムは、採択された各リーディングプログラムのカリキュラムや取組の事例や、
それぞれが目指す人材像などを紹介するとともに、2
日目には異なる大学の学生のグループワークが行われ、分子システムデバイスプログラムからも4月にコース生となる8名の学生が参加しま
した。
以下、
参加した学生の体験談をご紹介します。※現在の所属で記載

久宗 穣（工学府 物質創造工学専攻

修士1年）

今回のフォーラムに参加して、
とても貴重な経験ができたと思っていま
す。特に学生のみで行う学生フォーラムでは、普段あまり関わることのな
い他大学で、他分野のことを学ぶ学生の人たちと様々な話をすることが
できました。課題がとても抽象的で、初対面の人達と、
それほど多くない
時間の中で発表を行わなければならないということで、最初は多少の不
安もありましたが実際に話してみると、
どの学生もしっかりとした意見を
持ち、それをわかりやすく話してくれて、
とても参考になり、
自分もこのよ
うな適切に物事を伝えるコミュニケーション能力を身につけたいと思い
ました。
リーディングプログラムに
入って、
このように実際に俯
瞰力を身につけるために、今
回のようにバックグラウンド
が全く異なる学生たちと話
す機会は普通の大学生活で
はあまりないことなので、い
ろいろな考えを聞けて、
とて
も楽しかったです。

三重野 寛之（工学府 物質創造工学専攻

修士1年）

フォーラムで最も刺激をもらったのが学生のグループワークでした。グ
ループワークでは、
「 学生同士で夢を共有した上で、
リーディングプログ
ラムにおいて私たちが為すべきこと、
プログラムに求めること、
そしてそれ
らが社会にどのように幸福をもたらすか」
を議題にグループで１つの結論
を導き、発表しました。
このグループワークに参加する学生一人一人がそ
れぞれの夢を抱いて、
その夢に向かって日々努力しているということが議
論の中で感じられ、
リーディングプログラムに参加している学生の志の
高さは自分自身を奮い立たせてくれました。
またこのフォーラムを通して、
分子システムデバイスプログラム内だけではなく、他大学のプログラム生
と繋がり、将来それぞれの形で社会に出た際に役に立つ横の繋がりが生
まれたことがこのフォーラム最大の利点だったと感じています。
今後、
このような機会が増え、
より一層プログラム間での交流が生まれ
ることで、
さらなる視野の拡大に繋がり、未来のリーダーになる際の土台
になると考えます。
そのため文部科学省主催のフォーラムだけではなく、
九州大学や分子システムデバイスプログラム主催の学生フォーラムを催
すことができればと思っております。

（筆者中央後）

田中 咲久弥（理学府 化学専攻

修士1年）

3月16日に開催されました
『博士課程リーディングプログラムフォーラ
ム2012』
の学生フォーラムに参加し、他大学のリーディングプログラム
生と共に
『リーディングとは何か』
という命題に取り組みました。8人の
班に振り分けられ全員で一つのプレゼンテーション資料を作り上げた
のですが、最も感動したことは言われずとも自然に役割分担が行われた
ことでした。
ファシリテーター、書記、討論者などの立場が早く固まるこ
とで大変スムーズな議論が可能となりました。班の中にはオンリーワン
型やオールラウンド型など様々な種類のリーディングプログラム所属の
学生がおり、それぞれの成長の方向性の差が役割として現れた結果で
はないかと思います。
したがって、複数人で資料を作り上げるための今
回の班割は非常に納得のいくものでした。
また、私自身はまだプログラムに配属されていないため、平成24年度に
採用された１期生の方の体験談を聞ける機会となったことが大きな糧
となりました。インターンの制度や企業との連携の取り方はプログラム
ごとに違いはあれど、
どれも
『学生』
としてではなく
『研究者』
として一人
で責任をもって行う点は変わりないことが印象的であり、
スケジュール
管理や書類管理の癖をつけるべきであるという結論を得られて大変満
足しています。
今回はリーディングプログラムを主催する側の意図を知る機会であっ
たため、次回はプログラム参加者の意思を伝える場を作りたいという目
標でもって、本文の締めとさせていただきます。
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（筆者一番左）

中西 契太（理学府 化学専攻

修士1年）

今回のフォーラム参加が、博士課程教育リーディングプログラムの学
生の一員としての、初めてのイベント参加となったわけですが、様々な大
学の多様な教育について知見を得ることができました。また、すでに
リーディングプログラムの活動を行われている学生の方々から、
プログ
ラムの具体的な内容や、実状を聞くことができ、
これから活動を行って
いく上で、
身が引き締まる思いをしました。学生だけのワークグループで
は、全く異なる分野の方々と、
リーディングプログラムの社会的な必要
性や、為すべきことについて、非常に深いところまでディスカッションす
ることができ、大変有意義な経験ができました。
しかし、ディスカッショ
ンに熱が入りすぎてしまい、肝心のパワーポイントの作成がやや疎かに
なってしまったのが悔やまれます。
また、他のグループのスライドを見る
ことで、印象に残るスライドの作り方や、
プレゼン方法についても学ぶこ
とができたと思います。今後もリーディングプログラムの学生が一堂に
会して、交流を深める場というのは積極的に設けていくべきだと思いま
した。

コース生 紹介 その１
平成25年度は、選抜により工学府より9名、理学府より9名、
システム情報科学府より1名の計19名の学生をコース生として受け入れま
した。第1弾として、今回は以下、6名のコース生をご紹介します。

理学府 Graduate School of Sciences

工学府 Graduate School of Engineering

高田

尚幸

Naoyuki Takada

工学府 物質創造工学専攻
【安達研究室】
将来の夢：バランス感覚のよい人となって、そのよう
な人を多く育てるために尽力すること。
日本人がアメ
リカをはじめとする外国のマネばかりして追いつこう
とだけ考えず、
日本が引っ張っていけるように独自の
教育体制、会社経営を確立するための貢献をする。
コースでの抱負：コースプログラムの中には身になる魅力的なものがたくさん
あるので、
これらのプログラムを目的を持ってこなすことを大前提とします。中
でも英語に関しては、今まで逃げてきてしまったので周りの優秀な仲間に負け
ぬよう精進していきます。
５年間を通しての目標は漠然と決定しているので、確
実にその方向に向かうための方法を熟考します。

工学府 Graduate School of Engineering

寺田

侑平

Yuhei Terada

将来の夢：国を選ばずに仕事で活躍していけるよう
になりたいです。以前、講義で聞いた
「40にして惑わ
ず」
という言葉が強く印象に残っています。30代で
何を経験したかが影響力が大きい、30代で何をやり
たいかをしっかりと決めることが大事と聞きました。
今の20代の間で知識・体力の基礎となる部分をしっかり身につけ、30代でた
くさんの仕事をこなし、40代では自信を持って仕事をやっていけるようになり
たいです。
コースでの抱負：自分の研究分野とは違う分野のことに、興味を持って取り組
んでみて多彩な知識を身に付けて、柔らかい頭を目指す。
また、言語力・コミュニ
ケーション能力の取得に力を入れて、人との接し方・人間関係の築き方のバリ
エーションを増やす。

工学府 Graduate School of Engineering

貴信

勝将

Masayuki Miyaji

理学府 化学専攻
【酒井研究室】

将来の夢：水の可視光による完全分解を、
（ 金銭的
に）ハイコストでもよいので持続可能かつ制御が容
易な系で達成し、エネルギー問題の解決への糸口を
つける。
その後、低コスト化や他の反応への応用に着
手してビジネスにすること。
コースでの抱負：専門分野に縛られず様々な分野に挑戦したいと考えてます。
また、本コースはカルチャーに関する内容が盛りだくさんなので積極的に
「参
加（傍観ではない）」
することで、国際社会に出て活躍するための基盤を固めた
いと思います。

理学府 Graduate School of Sciences

工学府 化学システム工学専攻
【三浦研究室】

登

宮地

Takanobu Nobori

工学府 材料物性工学専攻
【片山研究室】
将来の夢：私は将来、私自身が関わる分野において、
その潜在的なニーズを的確につかみ取り、それを顕
在化させることのできるプロジェクトを立ち上げ、新
たな市場の形成までマネージメントできる研究者を
志しています。上記の実現には、組織の構築と管理が
必要不可欠です。
ですから、
このコースでマネージメント・リーダーシップ能力を
養いたいと考えています。
また、
このコースで身につけた英会話能力を活かし、海
外現場での研究や海外との共同研究など、
グローバルな活動を行い、様々な知
識と技術を身につけ、
ニーズの発見やニーズを顕在化させるための戦略の発案
に繋げていけたらと考えています。
コースでの抱負：私は、英会話能力とマネージメント・リーダーシップ能力の向上
に力を入れていきたいです。海外で働くことに興味があり、
グローバルな社会で
活躍したいと考えている私にとって、
これらの能力は必須であり、企業に入社す
る前に習得しておきたいです。更に、私たちはこのコースの第一期生ですが、立ち
上げ一年目は確立されたマニュアルがなく、
むしろマニュアルを作っていかなけ
ればならない立場にあります。
ですから、様々な予期せぬ壁にぶつかることにな
るかと思いますが、指導して下さる先生方、
そして共に入コースした仲間達と切
磋琢磨しながら、
このコースの基盤を創り、盛り上げていきたいと考えています。

金

玉樹

Yushu Jin

理学府 化学専攻
【桑野研究室】
将来の夢：In the ﬁeld of chemistry, my interest
is organic chemistry and organic synthesis. I
want to become a researcher in the future
and I will try my best to donate myself to
chemistry.
コースでの抱負：As a member of the Leading Program, I will certainly
do my best on my research and experiment. And I know that it is
also very important to communicate and cooperate with members
from other ﬁelds well. Simultaneously, I will attempt to attend more
conferences and publish more references if possible. In a word, I will
try my best to make efforts on the academic events in order to
improve myself.

システム情報科学府 Graduate School of Information Science and Electrical Engineering

山崎

恒太

システム情報科学府
【岡田研究室】

Kota Yamasaki
電気電子工学専攻

将来の夢：私の将来の夢は、
グローバルに活躍して社
会に貢献できる研究者です。解決すべき課題、私の研
究で解決できる課題がどこにあるかというのは予想
ができません。そのため、常に視野を広くアンテナを
高くしていたいと考えています。
また、単に目の前にあ
る課題を淡々とこなすのではなく、
自分の研究成果をどう社会に還元するか、
そ
のためにどう社会にアピールするかを意識しながら仕事のできる研究者になり
たいと考えています。
コースでの抱負：私の入コース後の抱負は、研究の成果を出し社会に貢献するこ
とです。本コースで与えられる研究環境や研究成果を企業にアピールできる機
会を十分に活かして社会に良い影響を与えられる研究成果を出したいと考えて
います。
そのために、
グループ研究に積極的に取り組むこと、先生方からのご意見
を積極的に頂くこと、社会の需要を把握することを大切にします。
グループ研究
では全員の能力を有効に活かし成果を出せるよう常に工夫改善をしていきます。
また、先生方のご意見ご指導を頂きながら自分の進むべき方向を確かにします。
そして、常に社会へのアンテナを高くし情報と変化に敏感になります。以上のこと
を意識して、本コースの特色、恵まれた環境を十分に活かして社会に貢献できる
研究成果を出します。
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九州大学「博士課程教育リーディングプログラム」

分子システムデバイスコース
Kyushu University Program for Leading Graduate Schools

Advanced Graduate Program on Molecular Systems for Devices

Information
新 任 教員紹介

4月のコース開始に際し、7名のプログラム専任教員が着任しました。
本教育プログラムでは、
メンターとして、
グループでのディスカッションでの研究指導を行います。

川口

大輔

牧野

Daisuke Kawaguchi

Emi Makino

准教授
【学位】
クレアモント大学院大学、博士（経営学）

将来、国際的に活躍するであろうリーディングプ
ログラムのコース生の教育と研究に携われること
をうれしく思います。専門の異なるコース生がチ
ームを形成し、互いに協力や刺激をしあって研究
を進めていく特徴的なカリキュラムのもとで、世
界に新たなパラダイムを一つでも多く発信してい
きましょう。

既存の垣根を突破する研究は、さまざまな困難
が伴うとともに、やりがいがあります。やってみな
いと何も始まりません。困難をチャンスにとらえ
なおす視点と行動力をぜひ身につけていただき
たいです。
その一助となれればと思っています。

ジョセフ カホ ホイ

王胖胖

Joseph Ka Ho Hui

Pangpang Wang

助教
【学位】University of British Columbia, Ph.D. in Chemistry

助教
；西安交通大学、博士（理学）
【学位】徳島大学、博士（工学）

I am conﬁdent that the bright future of Japan is in the hands

今回のプログラムは世界一を目指し、一流人材
を育成するため、学生の選抜を厳しく行うことに
なっているので、合格した学生たちがすごく優秀
であることは間違いないと思います。
この優秀な
学生を教育するため、私自身も視野を広げ、
この
プログラムの趣旨を理解し、新しい人材育成のた
めに努力したいと思います。

of the younger generation and my job is to help students
develop into independent, skillful and professional scientists
with a positive mindset. If I have to summarize my teaching
philosophy in one statement, it would be: Encourage
students to be the master of their own project/research by
rendering enormous freedom, respect and support.

石田

真敏

荻原

Masatoshi Ishida

公平

Kohei Ogawa

助教
【学位】
九州大学、博士（理学）

助教
【学位】
九州大学、博士（理学）

私は本プログラムの前身にあたる九州大学「グロ
ーバルCOE」の未来分子システム科学コースを
卒業し、海外での博士研究員を経て、再び本学の
リーディング大学院プログラムに参画する機会
が与えられたことを光栄に思います。以上の経験
を基に、本プログラムの更なる発展に全力で取り
組む所存ですので、何卒よろしくお願いします。

本リーディングプログラムは、学生同士の共同研
究、海外での研究、異分野の体験と、さまざまな
課題に挑戦するため、非常に鍛えられます。その
分、皆さんの将来の可能性が大きく広がるので、
積極的に挑戦してください。一度きりの人生、あ
なたはどう使いますか？

石塚

賢太郎

Kentaro Ishizuka

助教
【学位】
九州大学、博士（理学）
論語の「これを知る者はこれを好むものに如か
ず、これを好む者はこれを楽しむ者に如かず。」
が、私のモットーです。本プログラムにおいても、
「コース生自身が楽しんで学び、楽しんで研究す
る。」
ということを教育の中心に据えて、学生への
指導に努めたいと思っています。

編集・発行：九州大学

恵美

准教授
【学位】
九州大学、博士（工学）

行事予定
■国際シンポジウム
Kyushu University / Pusan National University
Joint Symposium 2013
on Molecular Systems for Devices
2013年6月17日
（月）、18日
（火）
シンポジウム会場：九州大学伊都キャンパス稲盛ホール

分子システムデバイスリーディングプログラム支援室

〒819-0395 福岡市西区元岡744番地 ウエスト2号館627号室
TEL 092-802-2911 FAX 092-802-2912
e-mail : ofﬁce@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/

印
発

刷：城島印刷株式会社
〒810-0012 福岡市中央区白金2-9-6
TEL 092-531-7102 FAX 092-524-4411
行：2013年6月1日

