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Focus
［インタビュー］

分子システムデバイスコースの教育プログラムデザインを担当されている田中敬二教授と徳永信教授に、
本プログラムで養成されるリーダーの理想像と、
そのような人材を育成するための本コースの特色ある
カリキュラムについてお話を伺いました。

幅広い知識を持った国際人としての
真のリーダーを育成する

充実したサポートのもと、
企業が求める
視野の広い人材を育成する

プログラム担当教員

プログラム担当教員

大学院工学府 材料物性工学専攻 教授

大学院理学府 化学専攻 教授

◆
「博士課程教育リーディングプログラム」
で国際人を育てる
本プログラムでは2回ほど米国に行くチャンスがあります。前半
では、国際社会で即戦力として活躍できるような力を身に着けま
す。経営学などを英語で学びながら経験を積み、英語のコミュニ
ケーションスキルを養います。帰国後はこれらの研鑽を積みつつ
研究を行います。3年次には再び渡米して頂きます。
この時には、英
語を学ぶというより、英語をツールとして研究して頂きます。本プ
ログラムは、英語を学び、実践する期間が設けてありますので、学
生さんにとって非常に魅力的かつ実力を試せる良い機会になると
考えています。

◆グループリサーチプロポーザル
（GRP）
で視野の広い人材を育成
従来、
日本の大学院教育は同じ研究ばかりして視野がせまいと
言われる事もありました。他の研究室でどんなことをやっている
か、理学部と工学部の学生が一緒に組み、視点の違う研究をやっ
ている人達と一緒に語りながら
「全然違う研究と自分の研究を組
み合わせたらこんな面白い事ができるのではないか」
と考えて、更
に実際に実行してみて、上手くいけばもっと良いですね。博士課程
教育リーディングプログラムでは毎週グループリサーチプロポー
ザルを行い、3名の異なる分野の学生が集まり意見を出し合って
ひとつの事を成し遂げる教育プログラムを実施しています。
これに
よって今までとは違う大学院教育が可能です。

田中 敬二

◆幅広い知識を持ったリーダーへ
外国の方々とお話しする際には、研究外の社会情勢であったり、
経済の動向であったり、
いろいろな話題が多々あるかと思います。
そういった中、
自分の専門とは違う分野の話をいかに知っている
か、
また、議論できるかが重要です。本プログラムでは、教養を英語
で学ぶ点でも大きな意味があると考えています。
◆デバイス産業のグローバル化に対応
デバイス産業では、基本技術や産業のコンセプトは日本が出し、
アジアで作成するという段階に入っています。
ビジネスパートナー
となるアジアの方々ともコミュニケーションを密に取る必要があり
ますので、英語が必要です。
当然ながら学んだだけでは使えません
ので、
そこからどうトレーニングしていくのか、
そういった準備が本
プログラムでは用意されています。
◆チャンスを生かして飛躍できるプログラム
自分がやりたい研究、或いは自分の研究テーマでも結構です
が、
自分で留学先を探して欲しいと考えています。学ぶというより
は、留学先の研究室に溶け込み、活躍するという風に考えたプロ
グラムを用意しています。与えられたチャンスを生かし、
もがきなが
らも前に進むという事が次へのステップだと思います。教員は当然
ですが、支援室のスタッフの方々も全面的にサポートして下さいま
すので、
やる気になれば何でも出来るし、
それだけの準備はしてい
ますので頑張って頂きたいです。

徳永 信

◆5年間のリーディング大学院で企業が求める人材へ醸成
日本の現状、企業が求める技術者、修士と博士の違いを踏まえ
て、企業に行っても即戦力として活躍できる人材を育てるという工
夫が詰まっていますので、是非とも
「分子システムデバイスコース」
へ進学して良い会社に就職する、
あるいは研究者として企業や大
学でも活躍して貰っていけたらいいなと思っています。
◆グローバル化に対応した英語プログラムを実施
論文を英語で読み書きするだけではなく、実際に海外から研究
者が来て研究内容を英語で話せるような教育を修士の段階から
行います。毎週の実践科学英語授業に加えて、夏季集中セミナー
で自身の研究成果を国際的な場でより効果的に発表するための
スキル習得を行います。
◆海外研修など充実したサポートを実現
博士課程1年目に約1年間海外にて研修をする際に全面的に
経済的サポートを行います。普通はドクターを取った後に博士研
究員として海外に行く人が多いのですが、学生のうちに海外に
行って先取りし、
ポスドクの様な事をすると非常に効果も高いし、
いい経験になると思います。私自身も博士課程の2年のときに米
国でイエール大学に行ってきた経験があります。友達も出来ました
し、
アメリカでの研究のやり方も分かりました。
ただやはり滞在は
いい経験にはなったのですが、費用の面では多少辛かった思い出
があります。10か月間米国をはじめ海外で研究する費用をサポー
トしてくれて経験できるというのは非常にいい経験になるし、大変
充実していると思います。

男 女 共同参画リーダー育成WG
※五十音順

安達 千波矢
大学院工学府
物質創造工学専攻
教授

石田 玉青

玉田 薫

（チームリーダー）
先導物質化学研究所 教授

三浦 佳子

大学院理学府
化学専攻
准教授

（副チームリーダー）

大学院工学府
化学システム工学専攻 教授

九州大学では、多様な人材による魅力ある国際的拠点大学となり、活力ある
社会の実現に貢献していくための改革を、現在加速的に進めています。
男女共
同参画推進もその重要な課題のひとつです。
分子システムデバイスリーディングプログラムでは、
その一環として、
「男女
共同参画リーダー育成WG」
を立ち上げ、理工系分野での女性リーダーの育成
を積極的に支援しています。
また、国際社会で活躍するグローバルなリーダー
となるためには、
男子学生/女子学生ともに、
男女共同参画の理念について正
しく理解することが非常に重要です。
男女が社会の中で真に理解し協力しあえ
る未来がくるように、本プログラムでは、
男女の教員がチームを結成し、支援室
メンバーと協力しながら、
これらの教育支援活動にあたります。

男女共同参画の理念

伊田 進太郎
大学院工学府
材料物性工学専攻
准教授

高原 淳
先導物質化学研究所
教授

性別によらず一人の人間としてお互いの能力を認め、
対等なパートナーとして協力しあう
固定的な男女の役割分担意識にとらわれず、
男女ともに広く社会の中で活躍の場を求める

田中 敬二
大学院工学府
材料物性工学専攻
教授

ワーク・ライフ・バランスについて学ぶ
国際社会の中で、多様な価値観を
尊重する姿勢を身につける

牧野 恵美
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
准教授

News

釜山大学との合同シンポジウム

Kyushu University / Pusan National University Joint Symposium2013と題して、2013年6月17日
（月）、18日
（火）
の２日間の日
程で、
九州大学と釜山大学による合同シンポジウムが開催されました。
両日を通じて先生方による講演が行われ、初日の17日には釜山大学及び本プログラムの学生によるポスター発表、
シンポジウム参加者に
よる交流会も実施されました。講演及びポスターセッションでは活発な質疑応答や議論がなされ、交流会では学生が英語だけでなく、
それぞ
れが相手の国の言語でスピーチを行う場面もあり、学術的な交流にとどまらず友情と国際理解を深めることができました。
コース生にとっては、
日ごろ培った英語力を駆使し、国際的に活躍する実践力を身に付けるだけでなく、釜山大学の学生からも大いに刺激
を受け、2日間を通じて今後益々の相互交流が期待される有意義なシンポジウムとなりました。

研究企画発表会

2013年８月９日
（金）
に伊都キャンパス総合学習プラザ第8講義室にて研究企画発表会が開催されました。
「研究企画発表」
は、分子シス
テムデバイスコースの研究企画・情報集約演習科目に含まれる必修単位であり、複数指導教員制で実施する総合科目です。
この科目では、
コース生（1年生）
が１、
２年次に展開する研究課題について、研究の背景、研究手法、期待される成果とその意義について、前期に行われたブ
レインストーミングを基に異なる切り口の研究提案について発表します。
コース生はそれぞれ12分の発表と5分の質疑応答を行いました。質疑応答では、教員からさまざまな視点の鋭い質問が挙げられ、
それに
対しコース生は必死に受け答えを行いました。安達先生から講評として、専門家のみならず専門外の人にもわかるような発表を心がけるよう
にとコメントがありました。
また、
これから中身のある研究を速いスピードでどんどん進めていくようエールも送られました。
コース生にとっては、本プログラムでの第一関門ということで、
いつもとは違う緊張感を持った表情が見られました。
これからのコース生の
成長が楽しみです。

その他のイベント
■一流学
（1）
志教育

［講師］池田 博榮先生（九州大学イノベーション人材養成センター 特任教授）
［日時］第1週：2013年5月16日
（木）13：00〜16：20
第2週：2013年5月23日
（木）13：00〜18：10
［対象］分子システムデバイスコース生
［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］先人やリーダーたちが残した
「名言至言」
より
「艱難苦難を乗り越える」強靭な
生き様、志の高い生き様を学び、志を持つ者が紡ぎ出す
「言葉」
の力強さを学ぶ。

■一流学
（2）
リーダーシップ

［講師］鷲見 芳彦先生（北海道大学 人材育成本部北大パイオニア人材育成ステー
ション
（HoP-Station）特任教授）
［日時］2013年7月18日
（木）14：50〜18：00
［対象］分子システムデバイスコース生
［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］
「リーダー」
とはどういう人材のことなのか？今回は１組の事例「八甲田での遭
難」
を研究することにより、
リーダーとしての自覚を涵養する。

■英語で科学論文を執筆する 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー

［講師］Jeﬀrey Robens先生, Andrew Jackson先生, Mark Kurban先生
（エダンズ グループ ジャパン）
［日時］1日目：2013年8月10日
（土）9：00〜17：00
2日目：2013年8月11日
（日）9：00〜17：00
［対象］分子システムデバイスコース生
［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］研究計画、論文の構造、効果的な執筆や口頭発表の方法について学び、非英語
話者に必要な、英語での執筆や口頭発表スキル、研究成果を出版等の形で公に
発表するためのノウハウの習得を目指す。

■分子システムデバイスリーディングセミナー（2013.5.20〜2013.7.24）
No.

演

題

講演者名 （所属）

11 フィルムエレクトロニクスに向けた高分子ハイブリッドナノ集積体

宮下 徳治先生（東北大学）

12 新薬開発に必要な化学と技術

鴻池 敏郎先生（大阪合成有機化学研究所）

13 Low Temperature Diamond Films ‒ Growth & Applications Tibor Izak先生（Academy of Sciences, チェコ共和国）
14 “Do you really want to be an Entrepreneur?”

William Lee氏

（President, eMembrane, Inc.（米国）/ VP, R&D and Regulatory Aﬀairs, AST
Products, Inc.（米国）/ VP of R&D, ICARES Medicus, Inc.（台湾））

15

The Evolution of the Intraocular Lens（IOL）and Its William Lee氏
（President, eMembrane, Inc.（米国）/ VP, R&D and Regulatory Aﬀairs, AST
Inserter
Products, Inc.（米国）/ VP of R&D, ICARES Medicus, Inc.（台湾））

16

Novel Non-Bleaching Photoluminescent Magnetic
Chanjoong Kim先生（Kent State University, 米国）
Nanoparticles

17 二酸化チタン光触媒反応を一粒、一分子単位で観る

真嶋 哲朗先生（大阪大学産業科学研究所）

Calixpyrroles: From Receptors And Sensors To
18
Jonathan L. Sessler先生（The University of Texas, Austin, 米国）
Molecular Switches And Self-Assembled Materials
19 ナノカーボン物質におけるナノ光科学

松田 一成先生 （京都大学）

20 Blue Phosphorescent lridium Complexes for OLED Ung Chan

Yoon先生（Pusan National University, 韓国）

開催日

参加人数

2013.5.20

48名

2013.6.4

36名

2013.6.4

10名

2013.6.6

19名

2013.6.7

19名

2013.6.20

34名

2013.7.2

65名

2013.7.5

22名

2013.7.11

74名

2013.7.12

19名

21 微細藻類を使った未来開拓〈イノベーション創出へのヒント〉 鷲見 芳彦先生（北海道大学）

2013.7.19

14名

22 熱ルミネッセンスにヒントを得た
「有機ラジカルEL」の開発研究

2013.7.24

19名

池田 浩先生（大阪府立大学）

Messages from Top Leaders
日本で学んだ化学工学、
米国で学んだ遺伝子治療を融合
会社を起業し、
自身の知識・ノウハウを社会に還元
オンリーワンの“スーパーリーダー”を目指して
九州大学大学院 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
eMembrane, Inc.,
President

ウィリアム・リー氏

想像もしていなかった来日と
人生の岐路をつくった学部選び
マレーシアのペナン島出身で、高校までそこで過ごしました。子供
の頃は、書道の授業が好きでした。小学校5年生の時、
自己流で書い
た隷書の作品をコンペに出展して、全国２位に選ばれたこともありま
す。絵画も好きで、
「 大きくなったら画家になる」
と母親に言っては、
「貧乏画家になってどうするんだ！」
と叱られていました。
小学生の頃から、海外の大学へ進学したいという思いはあったも
のの、
自分が日本に行くなんて想像もしていませんでした。
しかし、
当
時はドル高の影響もあって、
アメリカの大学の授業料がべらぼうに
高い。
当初予定していた、
アメリカ・コーネル大学への入学は諦めざ
るをえませんでした。欧米には行けないが、
どこか海外に出るしかな
い！という状況での、父親の一声「日本に行ったら？」
という言葉に背
中を押され、気付けば、
日本に来ていましたね。
来日後、
１年間は日本語学校で日本語を学び、
その後、東大を受
験しました。大学卒業後は、帰国して日系企業に勤めたいと思ってい
ましたので、最初は電子工学科を受験する予定で、願書まで書いて
いたのです。
しかし、
たまたまその時に読んでいた、
ブルーバックスの
書籍『バイオテクノロジー―遺伝子工学が開く先端技術』
に感銘を
受けて…。郵便局で投函する前に、
その場で願書を取り出して希望
学部を書き直し、化学工学部に入学しました。

高分子材料の表面処理を研究しながら
研究者＋αの将来像を模索
大学では、高分子材料の表面処理を研究する一方で、
いろんなア
ルバイトも経験しました。夜の23時から朝の５時までアルバイト、
そ
れから家に帰って就寝、
８時には大学に通学し、毎日２〜３時間睡
眠でした。様々なアルバイトに従事するのは大変でしたが、楽しかっ
た。
おかげで、
日本語も飛躍的に上達しました。
私が4年生の頃、
日本経済はバブル最盛期で、就職も引く手あま
たでしたが、
もう少し研究を続けたくて、
そのまま大学院に進みまし
た。
「将来は大学教授や研究者になるのかな」
と漠然と思っていまし
たが、
「自分は研究者には向いていない」
とも感じていました。
「一生
懸命研究しても、論文やレポートを書くためだけに終わってしまうの
か、社会に還元できないのだろうか」
という思いがあったのです。
モノ
づくりをすることで、
自分の知識を社会に還元できる方法を模索して
いました。

アメリカと日本、文化の違いを体感
モノづくりに大切な精神を学ぶ
大学卒業時、
日本のいくつかの大学から、
ポスドクのオファーを受
けました。
でも、
日本に住んで早や10年、完全に日本社会に慣れて麻
痺している自分を変えたかった。
もう1回海外に出ることを決心し、
ア
メリカのいろんな大学に入学願書を出し続けて66通目、最後の最後
で、
ハーバード大学の医学部に受かりました。
渡米後は、今までとは全く違う、遺伝子治療について学びました。
「今まで自分が勉強してきたことと融合できないか、
なんとか実用化

William Lee

したい」
と思いながら、
日々研究に臨んでいました。
日米間の社会の
違いが体感できたのは、大きな糧になりました。
アメリカでは、人工
皮膚の研究室であっても、
そこには、数学者や機械工学者や医者な
ど、様々なバックグラウンドの人たちが集まります。
ひとつの製品を
開発するには、
いろんな視点が必要だからです。
モノづくりに対する
考え方、見方が変わりましたね。
「化学だけでは駄目だ」
というのがわ
かる。
アメリカで２年間のポスドクを終えた後、
日本のJAScoというベ
ンチャーキャピタルで働きました。
その会社が投資案件としてふさわ
しいかどうかを事細かに調査、評価する仕事で、
いろんな経営パター
ンを間近で見ることができ、企業の成り立ち、起業のスピリッツを学
ぶ勉強になりました。

自身の会社を起業
経営者としての新たな挑戦
働き始めて１年後、
ポスドク時代の恩師と会社を立ち上げ、今は、
抗体医薬の生産プロセスで使う、分離精製技術を研究開発していま
す。
研究者の時は、完璧なものを作りたかった。
でも今の世の中はそ
うではないですよね。
バージョンアップしていけばいいのであって、最
初から完璧なものをつくる必要はありません。考え方が研究者の時
とは逆になりました。研究所では、
「いいものを作るから、
それに応じ
てクライアントが増える」
という考え方だった。今は、
「クライアントが
何か問題を持っていて、
それをどんな技術で解決するか」
という視点
になりました。
もちろん、
どちらの考えが正しいとかではありません。
それぞれのクライアントの問題を解決し、要求を満足させることが
求められているのだと、思っています。

目指してほしいのは、
オンリーワン
の“スーパーリーダー”
なるべくいろんな視点、様々なフィールドを経験することで、
自分
の“オリジナリティ”を作っていくことが、
とても大事だと思います。
こ
の世の中に必要とされる“自分の位置づけ”を見つけることです。
その
ためには、
なるべく、
いろんな分野、
いろんなものに好奇心をもって、
接触してほしい。
そして、
それらを融合して、
自分なりの新しい道をつ
くっていきましょう。
ある程度の頑固さは必要だと思います。
自分が「あることをやる」
と決めたら、聞く耳は必要だけれども、期限を決めて、
めげずにやっ
ていく。
スーパーリーダーに必要な資質は、頑固さと臨機応変さとい
うところでしょうか。
博士号を取った後の行き先が、学術会だけではないことは知って
おいて欲しいですね。私を見て、
「世の中にはこういう人生もあるのだ
な」
と、参考にしてくれればそれで充分です。
自分なりに経験を積み、
自分の人生を歩んでほしい。
リーダーにな
る人もいれば、サラリーマンになる人もいる……それでいいんです
よ。要は、
自分が死ぬ前に後悔しなければいいのだと思います。
あの
人のように自分も……というのは難しいですよね。
どう頑張っても二
番目です。
ナンバーワンでなくてもいい、
オンリーワンになりましょう。

Voice
第5 0回化学関連支部合同九州大会 受賞報告
７月６日
（土）
に北九州にて行われた第50回化学関連支部合同九州大会において、本プログラムコース生の寺田侑平さん、久宗穣さん、
赤嶺経太さんの3名が其々の分野でポスター賞を受賞しました。
既に記念講演・授賞式が行われた2名のコース生についてご報告致します。

■九州分析化学ポスター賞（分析化学）
工学府 化学システム工学専攻（三浦研究室）

寺田 侑平さん

7月26日
（金）〜27日
（土）
に長崎で行われた第31回九州分
析化学若手の会夏季セミナーにて、九州分析化学ポスター
賞受賞者模範ポスター発表を行いました。
タイトルは
「糖鎖
高分子ナノゲル粒子を用いた構造色バイオセンサー」
です。

■優秀発表賞
（有機化学）
工学府 物質創造工学専攻（古田研究室）

久宗 穣さん

8月24日
（土）
に九州大学馬出キャンパスで行われた第25回
若手研究者のためのセミナーにて受賞記念講演及び表彰式
が行われました。タイトルは「二重N-混乱ヘキサフィリン
（1.1.1.1.1.0）類縁体の合成と物性」
です。

《寺田さんの感想》賞を受賞したときは、
とても嬉しかったです。僕は、
４
年生のときから様々な学会に参加してきました。早い段階で、非常に良い
研究データを得たため、研究室の上司にも
「賞が狙えるのではないか」
と
期待していただいて学会に参加していました。
しかし、いつも発表後の
ディスカッションの部分で空回りしてしまい、納得のいくプレゼンテー
ションができないでいました。
リーディングプログラムに参加して、
周りに
は優れた同期の学生がたくさんいて、
プレゼンテーションもお手本になり
ます。
そういったリーディングプログラムメンバーの能力に刺激を受けて、
今は伸び伸びと頑張れて
います。今回の受賞は、研
究室の教授やスタッフの
方々のご協力と、
リーディ
ング プ ロ グ ラム の メン
バーにたくさん刺激をも
らえたおかげだと思いま
す。今後の４年半も、周り
に刺激を受けながら精進
していきます。

《久宗さんの感想》第50回化学関連支部合同九州大会有機化学部門
にて優秀発表賞を受賞することが出来ました。今回はポスターにて発表
を行いました。
ポスター発表を行った率直な感想としては、
もっと自分の
研究に対して深く知らなければならない、
ということです。特に今回は有
機化学が専門の方だけでなく、様々な分野の方が自分のポスターに関し
て話を聞いて頂いたり質問して頂いたりしたので、専門外の方に対しても
自分の研究テーマ、研究内容をわかってもらえるような説明の必要性を
深く感じました。
そのためには分かりやすさはもちろんのこと、簡潔に自
分の伝えたいことを伝える能力も必要と感じました。今回は優秀発表賞
を受賞することが出来ましたが、
これに浮かれることなく、
より良い発表
ができるように努力していきたいです。

（久宗さん後列左から二番目）

Voice

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2弾は以下、6名のコース生をご紹介し
ます。

コース生 紹介 その2
工学府 Graduate School of Engineering

赤嶺

経太

理学府 Graduate School of Sciences

坪ノ内

Keita Akamine

工学府 物質創造工学専攻
【高原研究室】

将来の夢：具体的な夢はまだ決まっていませんが、
分
子システムデバイスコースでの学習を通じて国内外
を問わず活躍できる人材となりたいと思っています。
趣味：自転車
好きな言葉：思い立ったが吉日
先生や先輩方とも協力しながら充実
抱負：自分のやりたいことを計画的にこなし、
した研究生活を過ごして行きたいと思います。
また、
研究だけではなく、
グループリ
サーチプロポーザルなどの他分野との連携を通じて、
意見をまとめることの難しさ
や全員で一つの目標に向かっていく楽しさを体感し、
異文化との交流を通じてこ
れまでは考えも付かなかった新しい発想の獲得を目指したいと考えています。

琳

理学府 Graduate School of Sciences

篠原

Lin Liu

将来の夢：make a little contribution to our society
趣味：卓球、
音楽
好きな言葉：持てる力を一点に集中させれば、必ず
穴があく
抱負：I will make an eﬀort to study the theoretical
knowledge about the molecular chemistry, keep up to date with the ﬁeld
and make some further research about my research, and develop
myself in an all-around way.

工学府 Graduate School of Engineering

久乗

Hisanori Nagatomi

将来の夢：世界の常識を覆せるような研究成果を
生み出すこと、
気ままに世界中を旅してまわること
写真、
旅行、
食べること
趣味：音楽、
楽しく遊び、
楽しく寝る
好きな言葉：楽しく学び、
抱負：余計な事を考えずに研究、勉学に集中して取
り組むことのできる環境が与えられているので、
それを十分に自覚し、責任を
もって研究活動を行います。
そしてカリキュラムや他研究室の方や企業の方
とのディスカッションなどを通して得た知識を最大限に活用してコースを卒
業してから先の進路、人生の土台としていけるように、
日々信念を持って邁進
していこうと思っております。

編集・発行：九州大学

Shuhei Shinohara

将来の夢：チームのリーダーとして、チームを成功
へ導ける人になりたいと思います。
リーダーとして
チームを成功に導くのに必要なものは、発想力に加
えて、
コミュニケーション能力や全体を見渡せる広
い視野であると思います。そのような能力をこの
コースで身に付け、
自分でなければできないことを成し遂げ、社会に貢献した
いです。
趣味：バスケットボール
好きな言葉：失敗を恐れる限り成功は掴めない
マネジメント
抱負：専門的な知識を深めながら、国際力やリーダーシップ学、
について学び、海外での経験を通して多様な考え方に触れることで、異文化
への理解をさらに深めリーダーとしての素養を身に付けたいと思います。

理学府 Graduate School of Sciences

都合

工学府 物質創造工学専攻
【君塚研究室】

Information

修平

理学府 化学専攻
【玉田研究室】

工学府 材料物性工学専攻
【石原研究室】

永冨

Yuta Tsubonouchi

将来の夢：深い専門知識と柔軟な発想力を持つア
クティビティーの高い研究者になる。
ラクロス）
趣味：スポーツ観戦（サッカー、
好きな言葉：No pain, no gain.
抱負：グループリサーチプロポーザルで挑戦的な研
究を行い、成果を世界に発信し、
日本の科学技術の核となる
「分子システム
デバイス」研究を推進していきます。

工学府 Graduate School of Engineering

柳

優太

理学府 化学専攻
【酒井研究室】

達男

Tatsuo Togo

理学府 化学専攻
【大場研究室】

将来の夢：大学や会社といったブランドに頼らず、
個人として周囲に認知されるような人間になりた
い。
切り絵
趣味：折り紙、
好きな言葉：熟慮断行
抱負：このプログラムで英語や人脈など、得られる物は貪欲に自分のものにし
て、
さらにそれを周囲に還元できるような人物に成長したいと思います。
やる
ことが増えて忙しくなるかもしれませんが、
それすらも楽しんでいきたいと思
います。

行事予定
■山形大学とのジョイントシンポジウム
2013年11月28日
（木） 会場：ホテルセントラーザ博多
2013年11月29日
（金） 会場：九州大学伊都キャンパス
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