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［インタビュー］

本プログラムのコース生17名は、2014年1月25日
（土）〜2月23日
（日）
の日程で、
カリフォルニア州サンノゼ州立大学（ＳＪＳＵ）
での
英語＋起業家精神研修、L-YREPに参加します。今回は、
九州大学カリフォルニア
（ＣＡ）
オフィス社松尾正人社長よりL-YREPの紹介、
プログラム教員 神谷典穂教授よりL-YREPに対しての期待と今後の展望についてお話を伺いました。

英語＋起業家精神教育、
L-YREPについて
九州大学
カリフォルニアオフィス社
社長・特任教授

松尾 正人

◆L - YREP（Leading Young Researchers English
Program）
とは
九州大学国際化の一環としてＣＡオフィスが企画した、
４週間の
「英語＋起業家精神教育」
です。
ＳＪＳＵでの英語研修に、
シリコン
バレーのトップレベルの大学や企業の訪問と識者による講義を加
えた、ホームステイを含む特別な英語研修です。研修の最終週に
は、
自分で選んだテーマにつき英語でのプレゼンテーションを行い
ます。
この後第３年次には、更に高いレベルの２回目のＬ−ＹＲＥＰ
を行い、
９週間の英語研修と、
シリコンバレーのトップ大学や研究
所を訪問して研究発表と議論を行う機会を予定しています。
◆多くの経験をし、深く考える
「気づき」
の機会を提供
コース生は今回のL-YREPで、英語の学習に加えて、イノベー
ションの現場に触れ、
日本と自分を外から見る立場を認識し、
ホー
ムステイなどで異文化に直接触れる経験をし、
その中で自分で考
え、
自分の意見を発信することの重要性を学びます。英語で話すこ
とへの抵抗がなくなることも期待できます。特にイノベーションの
メッカであるシリコンバレーで学ぶことにより、
イノベーションとア
ントレプレナーシップを身近に感じ、
その本質を学びます。
◆
「議論できる研究者または技術者」
の育成を目指して
日本人研究者は、研究発表は上手くいっても、質疑応答に入る
と立ち往生するケースが数多く見られます。
また国際会議では自
分の意見を他国の参加者に理解させる力が弱いと言われていま
す。
これは英語力だけの問題ではなく、課題に対する自分の意見を
持つ力、相手の意見を十分理解して自分の意見を明確に伝える
力、
すなわち
「見識力」
が問われていることを意味しています。
それ
に加えて、英語で発信する
「度胸」
の鍛錬も必要です。
この２回の研
修により、深く考え、
自分の意見を英語で明確に発信できる、国際
社会で一層活躍できる研究者または技術者の育成を目指します。

分子システムデバイスリーディングプログラムでは、理工系分野での女性リーダーの育成と、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必要な、男女共同参画の理念を正しく理解するために男女共同参画活動に取り組んでおりま
す。今回は、3人のお子さんの育児と仕事を両立されている、プログラム専任教員 牧野恵美 准教授にアメリカの状況とワー
クバランスについてお話を伺いました。
牧野

国際感覚を持つ
人材を育成するために

恵美 プロフィール

クレアモント大学院大学博士（経営学）。1990年
代後半、日本経済新聞の現地採用記者として米
国のベンチャー企業や起業家を精力的に取材。
帰国後、日英会議通訳に転じる。2008年に留学
のため再び渡米、博士課程に進む。起業家精神
を引き出す経営手法の研究と実践に取り組む。
知識創造を加速させる新しい会議方式をシステ
ム理論やポジティブ心理学の観点から研究して
いる。2013年九州大学着任。上智大学法学部、
コロンビア大学ジャーナリズムスクール（MS）、
ピーター・F・ドラッカー・アンド・マサトシ・イト
ウ経営大学院（MBA）卒業。

プログラム担当教員

神谷 典穂

大学院工学府化学システム工学専攻 教授

◆リーディング大学院英語教育プログラムについて
分子システムデバイスコースの１つの特徴として、充実した英語
教育プログラムが挙げられます。本コースでは、博士後期課程1年
となる3年次に、海外の大学や研究所で共同研究を一定期間行う
海外研修を必修講義として設定しています。
自身の進める研究目
標と合致している大学や研究所を本人の希望等を含めて決定し
ます。博士課程在学中に、国外の研究の現場に入り、国籍の異な
る学生や研究者と共に研究し議論する経験は、通常の学生生活
では滅多に得られません。滞在をより充実したものにするために
英語のスキルアップは不可欠です。入学当初からスタートする実
践科学英語での講義、1年次の目玉プログラムであるL-YREPで
の気づきを通して自身で高い目標を設定し、3年次の海外研修に
備えてもらえればと思います。
◆海外留学は１日でも若いうちに
世界中から多様な考えをもった研究者が集い、研鑽を積んでい
る海外の研究機関に身を置くことで、
日本に居るだけでは持ち得
なかった価値観が得られます。積極的に取り組んだ分、掛け替え
のない人的ネットワークの形成も可能になるでしょう。
また、海外
で一定期間生活することで、
日本という国そのものを客観的に捉
える機会にも恵まれると思います。感性の鋭い学生時代に、
そのよ
うな機会を体験することで、
その後の人生に活かせる何かが得ら
れる可能性が高まると思います。失敗を恐れずに、思い切って飛び
出して、
自身の将来の糧にして欲しいと思います。
◆進むべき道を自身で選択出来る人財の育成
L-YREPやGRPなど、本プログラムにはコース生が自ら考え、行
動する機会が多く準備されています。本コース修了時に、仲間と共
にやり遂げたという充実感を持って、次のステップに進んでいって
欲しいと切に願っています。新しい分野を自らの力で切り拓いてい
ける気概を持った人財を輩出できるよう、
プログラム参画教員な
らびにリーディングスタッフがコース生を支援していきます。

◆アメリカで学んだワーク・ライフ・バランス
3人目の出産の後、一家でのアメリカ行きを決意しMBA留学を
しました。
日本では、学ぶ環境が整っていないことや、子供の教育
環境を考えてのことでした。海外での生活経験がある夫の理解が
あったからこそ実現しました。
日本では男女の差だけでなく、年齢
でもステップアップをする機会が少ない、
ましてや子育てが終わっ
た後の女性の社会復帰、
ステップアップとなるとかなり厳しいのが
現状です。
アメリカの大学院は奨学金などのサポートシステムが充
実していることもあり社会人が多く、40代、50代の学生がたくさん
学んでいました。
日本の会社は事務処理能力が高くシステム化が進んでいるにも
関わらず、長時間の労働=仕事という意識が根強く残っています。
これからの会社では、
そのようなやり方では社員の力を最大に発
揮できない上、会社を辞めかねません。大学でも深夜まで研究し
ていることが多々見受けられます。
しかし、留学先の大学などでは、
教授は夜の講義がない日には午後6時ごろには帰宅していまし
た。共働きの一般的なサラリーマン家庭では、両親とも夕方６時、
遅くとも8時には帰宅し自宅で食事をとることが出来るのが普通
です。育児、家事、地域でのボランティア活動も一種の仕事という
認識があります。家事や育児を夫婦で分担するには、夫婦ともに
帰宅時間が早くなければ持続できません。
ですから、
日本では専
業主婦1人が家事、子育てを抱え込んでしまいやすい。急速な高
齢化社会が進むなか、女性の労働力率を高めることが、求められ
ている、
にもかかわらずです。
子育てのことで言えば、社会制度やパートナー間の意識の問題
も多少、関係します。二人でやれば、量的な負担は軽くなっても、気
持ちの上での負担感は必ずしも軽減されません。だからこそ、私
は、育児や家事の分担をバランスよりインテグレーション
（統合）
と
考えています。バランスと考えると均衡を保つのが難しくなります
が、2人で統合（インテグレーション）
と意識して、育児や仕事をで
きる人がするようにすれば、気持ちも楽になりますし、
いい環境が
作ることができると思います。家族の在り方を子どもが見て育つと
いうサイクルが確立できれば、
これからの世代の意識も自然に変
わってくるのではないでしょうか？
これは、育児だけではなく、親の介護も同様ではないかと思いま
す。育児や介護をしている人に限定するのではなく、子供がいる・
いないに関わらずあらゆる社会の男女が、
自分のやりたいこと、社
会貢献、趣味、
スポーツなどできるようにならないと、本当の意味
での男女共同参画社会になりません。
そのためには、
男女関係なく
夕方には家に帰れる職場、有休をしっかり取得できる環境作って
いくことが大事だと思います。

◆理系女性リーダーの活躍を期待
理系の分野において女性は少ないのですが、例えば物理でも
トップレベルで活躍している女性はたくさんいらっしゃいます。
た
だ、
すそ野でそのような男女の差が出ていることは何らかの原因
があるのではないでしょうか。
私が博士号を取得したクレアモントのハービー・マッド大学で
は、女性のコンピュータサイエンスの学生をいかに増やすかという
取り組みを行っています。
プログラムを勉強する際に、女性が入門
から挫折することが多かったため、講義の中身を全面的に見直し
ました。
また、
アメリカで毎年開催されている女性しか集まらない
理系の会議に参加させ、理系の女性が第一線で活躍している現
場を見学させるなどの取り組みを行った結果、
コンピュータサイエ
ンス分野における女子学生比率が上がったそうです。男性で9割
占める職場であればそのような手本が少なくなります。
日本の会
社は管理職の学歴や出身大学を見ても分かるように、
男女という
問題以外でもあらゆる意味でダイバーシティ＝多様性が少ないと
言えるのではないのでしょうか。
日本でも女性が活躍している会
社はたくさんあるので、
ロールモデルを見せていくことで意識が変
わってくるかもしれないと感じています。
あるメーカーのノンアルコールビールの開発には女性が携わ
り、妊娠中や授乳中の女性やビールが苦手なのに飲まなければな
らないＯＬなどのニーズに着目して、大ヒット商品となったと聞きま
す。
それまで、
ビール業界では、
ノンアルコールのビールなど売れる
わけがないとされていました。
ちょっとした視点の違う人間が関わ
ることでイノベーションがおきたのです。大学の現場でも同じです。
九州大学の強みというのは、多様な学生、分野が集まっていること
です。現在担当している講義も異なる分野、年齢、国籍、価値観の
違いがある学生が集まってグループワークすることによって面白
い話題がたくさん生まれています。分子システムデバイスコースで
は、1年次・3年次に留学の機会が与えられていますので、様々な
現場を見て関わることで相手の立場で物事を考えられる、相手を
思いやる気持ちを持てる人になってほしいです。
それは、本プログ
ラムが目指すグローバルリーダーの資質として必要なスキルです。
男女共同参画の基本は、
男女の違いを認識して対等に社会のあら
ゆる分野における活動に参画できる社会です。互いを理解しょう
と思うことが大切なのではないでしょうか。

［聞き手］分子システムデバイス国際リーダー教育センター
山本 洋彰 副支援室長
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ける気概を持った人財を輩出できるよう、
プログラム参画教員な
らびにリーディングスタッフがコース生を支援していきます。

◆アメリカで学んだワーク・ライフ・バランス
3人目の出産の後、一家でのアメリカ行きを決意しMBA留学を
しました。
日本では、学ぶ環境が整っていないことや、子供の教育
環境を考えてのことでした。海外での生活経験がある夫の理解が
あったからこそ実現しました。
日本では男女の差だけでなく、年齢
でもステップアップをする機会が少ない、
ましてや子育てが終わっ
た後の女性の社会復帰、
ステップアップとなるとかなり厳しいのが
現状です。
アメリカの大学院は奨学金などのサポートシステムが充
実していることもあり社会人が多く、40代、50代の学生がたくさん
学んでいました。
日本の会社は事務処理能力が高くシステム化が進んでいるにも
関わらず、長時間の労働=仕事という意識が根強く残っています。
これからの会社では、
そのようなやり方では社員の力を最大に発
揮できない上、会社を辞めかねません。大学でも深夜まで研究し
ていることが多々見受けられます。
しかし、留学先の大学などでは、
教授は夜の講義がない日には午後6時ごろには帰宅していまし
た。共働きの一般的なサラリーマン家庭では、両親とも夕方６時、
遅くとも8時には帰宅し自宅で食事をとることが出来るのが普通
です。育児、家事、地域でのボランティア活動も一種の仕事という
認識があります。家事や育児を夫婦で分担するには、夫婦ともに
帰宅時間が早くなければ持続できません。
ですから、
日本では専
業主婦1人が家事、子育てを抱え込んでしまいやすい。急速な高
齢化社会が進むなか、女性の労働力率を高めることが、求められ
ている、
にもかかわらずです。
子育てのことで言えば、社会制度やパートナー間の意識の問題
も多少、関係します。二人でやれば、量的な負担は軽くなっても、気
持ちの上での負担感は必ずしも軽減されません。だからこそ、私
は、育児や家事の分担をバランスよりインテグレーション
（統合）
と
考えています。バランスと考えると均衡を保つのが難しくなります
が、2人で統合（インテグレーション）
と意識して、育児や仕事をで
きる人がするようにすれば、気持ちも楽になりますし、
いい環境が
作ることができると思います。家族の在り方を子どもが見て育つと
いうサイクルが確立できれば、
これからの世代の意識も自然に変
わってくるのではないでしょうか？
これは、育児だけではなく、親の介護も同様ではないかと思いま
す。育児や介護をしている人に限定するのではなく、子供がいる・
いないに関わらずあらゆる社会の男女が、
自分のやりたいこと、社
会貢献、趣味、
スポーツなどできるようにならないと、本当の意味
での男女共同参画社会になりません。
そのためには、
男女関係なく
夕方には家に帰れる職場、有休をしっかり取得できる環境作って
いくことが大事だと思います。

◆理系女性リーダーの活躍を期待
理系の分野において女性は少ないのですが、例えば物理でも
トップレベルで活躍している女性はたくさんいらっしゃいます。
た
だ、
すそ野でそのような男女の差が出ていることは何らかの原因
があるのではないでしょうか。
私が博士号を取得したクレアモントのハービー・マッド大学で
は、女性のコンピュータサイエンスの学生をいかに増やすかという
取り組みを行っています。
プログラムを勉強する際に、女性が入門
から挫折することが多かったため、講義の中身を全面的に見直し
ました。
また、
アメリカで毎年開催されている女性しか集まらない
理系の会議に参加させ、理系の女性が第一線で活躍している現
場を見学させるなどの取り組みを行った結果、
コンピュータサイエ
ンス分野における女子学生比率が上がったそうです。男性で9割
占める職場であればそのような手本が少なくなります。
日本の会
社は管理職の学歴や出身大学を見ても分かるように、
男女という
問題以外でもあらゆる意味でダイバーシティ＝多様性が少ないと
言えるのではないのでしょうか。
日本でも女性が活躍している会
社はたくさんあるので、
ロールモデルを見せていくことで意識が変
わってくるかもしれないと感じています。
あるメーカーのノンアルコールビールの開発には女性が携わ
り、妊娠中や授乳中の女性やビールが苦手なのに飲まなければな
らないＯＬなどのニーズに着目して、大ヒット商品となったと聞きま
す。
それまで、
ビール業界では、
ノンアルコールのビールなど売れる
わけがないとされていました。
ちょっとした視点の違う人間が関わ
ることでイノベーションがおきたのです。大学の現場でも同じです。
九州大学の強みというのは、多様な学生、分野が集まっていること
です。現在担当している講義も異なる分野、年齢、国籍、価値観の
違いがある学生が集まってグループワークすることによって面白
い話題がたくさん生まれています。分子システムデバイスコースで
は、1年次・3年次に留学の機会が与えられていますので、様々な
現場を見て関わることで相手の立場で物事を考えられる、相手を
思いやる気持ちを持てる人になってほしいです。
それは、本プログ
ラムが目指すグローバルリーダーの資質として必要なスキルです。
男女共同参画の基本は、
男女の違いを認識して対等に社会のあら
ゆる分野における活動に参画できる社会です。互いを理解しょう
と思うことが大切なのではないでしょうか。

［聞き手］分子システムデバイス国際リーダー教育センター
山本 洋彰 副支援室長

Messages from Top Leaders
「これからの世界」
で働く君たちへ
〜変化の時代を生き抜くために〜

「変わらない価値」を表現した言葉です。現代においても、
もっと人間同士がコミュニケーションし、もっと心をタッチ
させる必要があるのではと感じています。最近、私は“ハイ
タッチ”に代わって“コンパッショネイト(Compassionate)”
という表現を好んで使用しています。色々なリーダー像が
あるなか、私が目指して欲しいリーダー像は、コンパッショ
ネイト＝思いやりをもって日本を復活させるそんなリーダー
です。コンパッショネイト・リーダーシップは、例えば朝の
挨拶。私がアップルに務めていた時は、毎朝5時に出勤し、
毎日何かしら発生するトラブルに向き合っていました。リー
ダーは辛いことも多い。でもどんなにきつくても、どんな気
分であっても、９時に出社してくる社員たちには笑顔で挨拶
するのです。その時に、相手の健康、心の状態、仕事の進
捗、家族の健康まで、気遣うことができますか。これこそ
が、“思いやり”のリーダーシップです。

株式会社コミュニカ 代表取締役

山元

賢治

氏

経歴：1959年生まれ。神戸大学卒業後、IBMへ入社。
日本オラクル、
ケイデンスを経て、EMCジャパン副社
長に就任。
日本オラクル専務より、
アップル・ジャパン取締役へ。2012年2月株式会社コミュニカ代表取締
役就任。現在は経営コンサルティング、顧問活動、執筆活動を手掛ける傍ら、
自らの経験を活かし社会人・
学生向けの人材育成研修、英語教育に取り組んでいる。

平成25年10月20日（日）九州大学伊都キャンパスにおいて、本学分子システムデバイス国際リーダー教育センターが株式
会社コミュニカ代表取締役 山元賢治氏をお迎えして一般公開特別講義を開催しました。外資系企業で多くの経験を積み、
スティーブ・ジョブズをはじめとする名だたる巨匠と渡り合い、日本におけるアップルの復活を牽引してきた山元氏。IT業界
の頂点に立つ山元氏が教育の分野で活躍されている背景には、世界を知っているからこそ日本の若者に伝えたい、人を元気
にしたいとの思いがありました。
◆
「平成の坂本龍馬」
を発掘

◆“The only constant is CHANGE.”

◆今求められるリーダー像

◆社会に旅立つ君たちへ

2009年度の終わりにアップル・ジャパンを退職しました。
約30年間外資系企業に勤め、アメリカをはじめ世界中の
国々を飛び回り、外から日本を見るとなんだか元気がな
い。良いモノを作れるし、世界中からの信頼も厚いのにどう
してなのだろうという思いが沸いてきました。これからのグ
ローバル社会を考えたときに、アメリカ人をはじめ世界中の
ビジネスマンと戦って苦労してきた経験が、ひょっとしたら
日本の若者たちの役に立つんじゃないかと思ったのです。
自分の経験を活かして、今の閉塞した日本に革命を起こす
次世代のビジネスリーダー、幕末の志士、坂本龍馬のように
熱い思いで日本を変えてゆけるそんな人材の養成を目指
し、教育の道に進みました。日本を復活させるような若者
を応援したい、人を元気にすることが私のミッションです。

パソコンやIT環境は、日々変化しています。明日は、何が
起こるかわからない業界で生きてきました。そんな中“変わ
り続ける”ということこそが唯一の変わらない真実でした。
変化に巻き込まれないためには、その変化を「つくり出す
側」に回ること。変化をつくり出す人間が、次のビジネスの
中心を握るのです。逆に言うと自分が心地良いと感じる時
は、変化していない時つまり成長していない時です。成功し
た人も、絶え間なく努力して変わり続けない限り、追いつ
き、追い越されてしまいます。昨日の成長は、昨日のための
ものであって同じやり方では明日の成長はない。慢心せず、
変わり続けなければならない。“CHANGE”していく覚悟こ
そが、世界でたたかっていく上で必要であり、日本復活の鍵
でもあるのです。

◆迷える若者たち

◆猛烈な好奇心が成功者のキーファクター

今、皆さんの前には夢や可能性が無限大に広がっていま
す。無限の可能性を狭めたり潰したりしているのは、政治家
でも社会でも学校でもなく自分自身なのです。あなたは今ま
でに感動したことがいっぱいあるだろうし、達成感を感じた
り涙を流したりしたこともあるはずです。その経験を自分の
胸に秘め、何度も聞き返して欲しいのです。自分がどうなり
たいのか、“Think”、考えることが将来に通じる道なのです。
明確なビジョンがないリーダーに誰もついていきません。
これからの時代は、個々で成功の形は違ってきます。秘
書がいて、運転手がいる生活が成功なのか？スティーブは、
死ぬまで自分で運転していました。じゃあ、どうなりたいの
か。それは自分で築き上げないといけません。自分で「こう
なりたい」という未来像を描き、それにいかに近づけるか、
それが成功かどうかの指針になるのではないでしょうか。

何をしている時に達成感を感じるか、20歳にもなればも
う知っているはずですが、今の日本の学生はとても悩んでい
ます。先生や両親が “自分は何をやればいいかを教えてくれ
る”という意識があるのではないでしょうか。それでは達成
感は得られません。たった１度のかけがえのない人生です。
自分が何になりたいのか、どうしたいのかを決めて自分のケ
イパビリティ(capability)を上げていかないといけないので
す。
「どこにいくか」が重要であり、方法は後で考えればよ
いのです。行き方なんて、100万通りあります。前半、失敗し
て、後半逆転でもいいのです。途中で失敗するかもしれな
い。行きたい方向が決まっていれば、それでもいいのです。
達成感ややりがいは、個々で違っています。皆さんが決める
のです。多くの人が自分を見失っています。若者だけではな
く、医者や大企業の第一線で活躍した人ですらそうです。皆
さん、どうか常に自分と向き合って問いかけてください。

私が世界で見てきた成功者の共通点は意外ですけど簡
単なものでした。
「ものすごい好奇心を持った人」です。理
系だから◯◯はできません、文系だから◯◯はできません
…、では通用しません。何かをしないという言い訳を作って
しまったら、自分が小さくなります。専門分野のことについ
て深く知っていることはもちろんですが、周辺のことにもす
ごく興味を持つということはとても大事です。一見、簡単な
ことのようですが実はものすごく大切なことなのです。
以前、ソフトバンクの孫正義氏と米オラクルのラリー・エ
リソン氏の自宅へ行ったことがあります。孫氏は、朝ごはん
を食べながら、３時間、英語で坂本龍馬のことをエリソン氏
に話していました。孫氏とエリソン氏の猛烈な好奇心に感
動を覚えました。アインシュタインは「私には特別の才能は
ない。ただ私は、情熱的に好奇心が旺盛なだけだ。」という
名言を残しています。何事にもワクワクする、夢中になれる
人にはかなわないですよ。

自分一人でやりたいことが達成できるのであれば、リー
ダーシップは必要ありません。しかし、大きな夢の達成に
は、百人なり一万人なり五万人なりの協力者が必要なので
す。だからこそ、リーダーシップが求められるのです。
スティーブは、大切な家族の写真を持ち歩いたり、音楽
をもっと気軽に楽しんだりする方法はないかと常に考えて
いました。そして、その思いにみんなが賛同し働きiPodを
実現させたのです。リーダーはやりたいことがはっきりとし
ていなければなりません。そのようなリーダーの下で働い
ている人間は、やりがいを感じています。自分がどうなりた
いかわかってない人間について行くのは不幸せですよ。部
下が強みを発揮できる働きやすい環境をつくることがリー
ダーとして大事です。
九州大学で行った特別講義では、私が定義するリーダー
に必要な108つの覚悟から
６つ の 要 素を 紹 介しまし
た。人の上に立ち、その家
族をも幸せにしたいと思っ
ているリーダーには覚悟が
必 要 な の で す。テ クノロ
ジーが高度になり、人間よ
りも優秀な機械とばかり向
き合うようになると、人間
関係が希薄になり疲れてし
まいます。1980年代、ハイ
テクの反 対 語で “ハイタッ
チ”という言 葉 が ありまし
た。急激な変化を続ける時
代に必要とされる人間同士
のコミュニケーションや、人
に対する思いやりのように
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■一般公開特別講義「『これからの世界』
で働く君たちへ」

2013年10月20日
（日）、伊都キャンパスにおいて、株式会社コミュニカ代表取締役山元賢治氏を
お迎えして一般公開特別講義を開催しました
（共催：公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構
（OPACK）、後援：福岡市）。本講義は、本センターの教育カリキュラムのひとつである人間力（情熱・
感性・夢）
の醸成を図る科目の一環として行いました。
講義には、学内外約120名が参加し、90分を越える講義の後の質疑応答は途切れることなく手が
上がる熱気あふれるものとなりました。
また、講義後には、場所を移して分子システムデバイスコース生
17名を対象としたワークショップを行いました。

■九州大学･山形大学 リーディングプログラム ジョイントシンポジウム2013

2013年11月28日(木)、29日(金)山形大学フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院と
ジョイントシンポジウムを開催しました。初日は、ホテルセントラーザ博多を会場として、山田 淳工学
研究院長の開会の挨拶で始まり、安達 千波矢プログラムコーディネーターと城戸 淳二 山形大学 プ
ログラムコーディネーターの対談、学生によるポスターセッションを行いました。二日目は、場所を伊
都キャンパスに移し、山形大学と九州大学の混合グループでの学生によるブレインストーミングを行
いました。発表会では先生方の厳しい叱咤激励をいただきました。コース生の今後ますますの奮起を
期待したいと思います。

■九州分析化学 若手賞
（ポスター賞）
工学府

2013年7月26日
（金）〜7月27日
（土）、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若手賞を受賞しました。
タイトルは
「QDと蛍光修飾
ペプチド間の静電相互作用を利用したFRET型プロテインキナーゼ活性検出
法の開発」
です。
《登さんの感想》
初めてのポスター賞受賞ということで非常に嬉しく思います。今回の受賞に満足することなく、
今後も自分の研究・発表スキルをこのリーディングプログラムを通して伸ばしていきたいと思い
ます。

■錯体化学会第63回討論会ポスター賞
物質創造工学（君塚研究室）

2013年11月2日
（土）〜4日
（月）、沖縄で行われた
『錯体化学会第63回討論
会』
にて永冨久乗さんがポスター賞を受賞しました。
タイトルは、
「脂溶性一次
元 Co(II) 錯体における配位アーキテクチャーならびに溶液特性の制御」
です。

[日時] 2013年10月24日（木）8:40-9:40、9:50-12:00
[会場] 伊都キャンパス総合学習プラザ110

《永冨さんの感想》
錯体化学会第63回討論会にてポスター賞を受賞いたしました。
ポスター発表の際は、長時間
にわたり審査員の先生方と議論をかわす事が出来ましたが、
中には厳しい質問もあり納得のい
く回答が出来たか不安でしたので、受賞の連絡を受けた時は、本当に嬉しかったです。
そしてな
によりも、
自身の研究に対して自信になりましたので、今後より一層よい研究ができるように努
力していこうと思います。

■異文化交流学（2）茶道
[講師] 佐々木美鈴先生（裏千家凖教授）
[日時] 2013年11月21日（木）9:40-10:10、10:30-12:00
[会場] 伊都キャンパスゲストハウス

題

講演者名 （所属）

工学府

開催日

参加人数

Adsorption layer properties of alkyl trimethylam23 monium bromides at interfaces between water Reinhard Miller先生
（Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces, ドイツ）
and diﬀerent alkanes

2013.09.17

16名

24 キャピラリー型１ステップバイオセンシング系の設計から 久本 秀明先生（大阪府立大学）
マルチバイオセンシングデバイス開発へ

2013.10.01

18名

25 Molecular Photovoltaics -What can we Learn from Bo Albinsson先生（Chalmers University of Technology, スウェーデン）
Model Studies ?

2013.10.18

22名

Sergei V. Dzyuba先生（Texas Christian University, アメリカ）

2013.10.24

36名
27名

有機合成化学協会キャラバン in 九州・山口支部
・
「有機合成：一度やったらやめられない」
・鈴木 啓介先生（東京工業大学）
27 ・
「天然物合成で得たボーナス：これまでの研究者人生を ・只野 金一先生（慶応義塾大学）
振り返って」
「高砂香料の不斉合成技術を顧みて
〈黎明期から今日まで〉」 ・雲林 秀徳氏（高砂香料工業株式会社）
・

2013.10.28

28 Photofunctional Oligothiophene-Containing Metal Michael O. Wolf先生（University of British Columbia, カナダ）
Complexes

2013.10.29

22名

29 多様な人材が活躍できる大学を目指して
−九州大学における女性教員増加策とその成果−

上瀧

2013.11.15

15名

30 Copper complexes as perspective antitumor agents

Milan Melnik先生（Comenius University in Bratislava, スロバキア）

2013.11.18

20名

31 Illuminating Iridium : From Visual Displays to Solar Cells Eli Zysman-Colman先生（University of St. Andrews, イギリス）

2013.11.20

18名

32 Microscopy for Synthetic Chemists and Dual-Metal Suzanne A. Blum先生（University of California, Irvine, アメリカ）
Catalysis with Gold

2013.11.26

25名

恵里子先生（九州大学）

（永冨さん左から2番目）

■第50回化学関連支部合同九州大会 高分子化学 若手奨励賞（ポスター賞）

■分子システムデバイスリーディングセミナー（2013.9.17〜2013.11.26）

Lecture1: BODIPY dyes: synthetic approaches
and interactions with amyloids
26
Lecture2: Studies on intra- and intermolecular
interactions in ionic liquids

材料物性工学専攻（片山研究室）

登 貴信さん

永冨 久乗さん

■異文化交流学（1）俳句
[講師] 田山康子先生

演

本コース生の登 貴信さん、永冨 久乗さん、赤嶺 経太さんが以下のとおり、
ポスター賞を受賞しましたのでご報告いたします。

工学府

その他のイベント

No.

受賞報告

113名

物質創造工学（高原研究室）

赤嶺 経太さん

2013年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
赤嶺 経太さんが高分子化学 若手奨励賞（ポスター賞）
を受賞いたしました。2013年12
月13日
（金）、鹿児島で開催された
『九州地区高分子若手研究会・冬の講演会』
で授賞式が
行われました。
タイトルは、
「アルコキシアミン骨格を架橋点に有する化学架橋高分子の合
成と架橋高分子間のラジカル交換反応」
です。
《赤嶺さんの感想》
この度は高分子化学若手奨励賞という賞を頂き、大変光栄に感じております。高原先生を始め、大塚先生、檜
垣先生、大石先生、先輩の方々に支えられた結果の受賞と思います。受賞を励みにして今後も精力的に研究
に取り組んでいきたいと思います。

Information

員紹介
新任教

2013年12月1日より新たに1名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。

小簑

剛

Takeshi Komino

助教
【学位】東京大学、博士（理学）

研究対象を分子としてとらえるか集合体としてと
らえるかは異なるかもしれませんが、分子の機
能・集積化・物性発現・素子への応用のいずれか
を興味の対象とする意味では、私も皆さんと同じ
です。共に勉強しながら、将来、皆さんが分野を
リードする人材になるためのサポートができれ
ばと思っています。
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2013年12月1日より新たに1名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。

小簑

剛

Takeshi Komino

助教
【学位】東京大学、博士（理学）

研究対象を分子としてとらえるか集合体としてと
らえるかは異なるかもしれませんが、分子の機
能・集積化・物性発現・素子への応用のいずれか
を興味の対象とする意味では、私も皆さんと同じ
です。共に勉強しながら、将来、皆さんが分野を
リードする人材になるためのサポートができれ
ばと思っています。

Voice
コース生 紹介 その３

第３弾は以下、６名のコース生をご紹介します。

工学府 Graduate School of Engineering

久宗

穣

理学府 Graduate School of Sciences

田中

Yutaka Hisamune

工学府 物質創造工学専攻
【古田研究室】

将来の夢：将来は、
日本だけでなく、世界中で必要
とされるような人間になりたいです。今の時点では
特にこれがしたい、
やってみたいと言うことはありま
せんが、
その時に一番興味があることに対して取り
組めるような立場にたち、
自分の人生を好きなよう
に楽しめる人生を歩みたいです。
抱負：この分子システムデバイスコースに入って、普通の博士課程では身につ
けられないような実験能力、考察能力やリーダーシップを身につけたいです。
他にも、様々な考えを持つ世界中のいろいろな人達と英語で関わり、化学者
としての技術の習得だけでなく、人間としての幅を広げたいです。
また、楽し
く、
笑いながらコース生の人たちと成長していきたいです。

工学府 Graduate School of Engineering

三重野

寛之

理学府 Graduate School of Sciences

中西

Hiroyuki Mieno

理学府 Graduate School of Sciences
Shu Lin

理学府 化学専攻
【酒井研究室】

将来の夢：好きな専門と研究領域において世界で
活躍できる研究者となり、
新たな科学を発見する。
抱負：まず専門分野である錯体化学に関する知識
をしっかりと身につけていきたいと考えています。
そ
して錯体化学の研究法をベースとして、異分野の研
究者との交流を図り、分野を超えた様々な視点から物事を見つめ、解析でき
る素養を身につけたいです。異分野の研究者との共同研究により、研究を大
きく発展させることができると思います。最終的には、斬新かつユニークな発
想で独自の研究を発展させることのできる研究者になりたいと思います。
ま
た、
コミュニケーション能力及び語学力を徹底的に鍛え上げることも重要で
あると考えています。国際性、
グループ研究能力、独自の高い専門性と技能を
身につけたいと思います。

Information

契太

Keita Nakanishi

理学府 化学専攻
【大場研究室】

将来の夢：日本を牽引する企業を設立し、将来的に
は日本の若手育成にも携わっていく。
抱負：プログラム内の授業及びセミナーだけではな
く、QRECなどの授業にも積極的に参加することに
よって、
自分なりのプログラムを考え、
できるだけ多
くのことを学び、創造していきたい。

樹

Sakuya Tanaka

将来の夢：たくさんの犬を養いながら余生を過ごす
という夢を実現させるためにバリバリ働きたいで
す。
働くからには自分がずっと身近に見てきた
『不自由
を抱える人』
にもっとたくさんの選択肢を提供する
ことで、
その人達が喜べるようなそんな仕事をしたいです。
抱負：誰かの役に立つために今の私に圧倒的に不足している第三者の視点
を身につけるため、
コース生との交流、
インターンシップ、海外留学に積極的
に臨みます。
いろんなブレイクスルーを経験して成長したいですし、何よりも
研究を楽しんで続けるために余裕のある5年間を計画して頑張りたいと思い
ます。

工学府 物質創造工学専攻
【安達研究室】

林

咲久弥

理学府 化学専攻
【大場研究室】

将来の夢：環境浄化によって、全ての生物にとって
住みよい環境を作り上げる。
抱負：積極的に他の専攻の方と議論をし、各々の良
いところを取り入れつつ、単独の知識と技術では成
し得ないような研究を行っていきたいです。具体的
には、
現在研究室で機能性錯体とリポソームを複合化することによる高機能リ
ポソーム空間の創出について研究していますので、
この研究を基盤として、
様々
な知識と技術を融合して、
工業的に発展していけるような研究を行っていきた
いです。
しかし、
現在の研究テーマや、
研究分野に縛られず、
高分子化学、
生物
学など様々な学問領域やデバイス作成などにもチャレンジし、
幅広い知識と技
術を身につけ、
複合領域に立脚するような研究も行いたいと考えています。

理学府 Graduate School of Sciences

立石

和隆

Kazutaka Tateishi

理学府 化学専攻
【玉田研究室】

将来の夢：今は明確なものはないが、
自分の知識、
知
恵を生かして何か新しいものを世に送り出したい。
それに相応しい
抱負：夢を明確なものとするとともに、
能力を身につけ、仲間と共に新しいものを提案してい
く過程を経て人間として成長したいと思っています。
博士として、人の上に立つリーダーとして、5年後に一皮剥けた自分になるため
に私はここを転換点にします！

コース生17名は、2014年１月25日
（土）~２月23日
（日）、
サンノゼ州立大学（米国）
にて
語学研修（L-YREP：Leading Young Researchers English Program）
を受講いた
します。次号でその様子をご報告いたします。

表紙（中央）：11 月 29 日（金）九州大学・山形大学リーディングジョイントシンポジ
ウム 2013 伊都キャンパス総合学習プラザ前にて
編 集 後 記：4 月にコース生を迎え、気が付けばもう語学研修 L-YREP を向かえる日
がやってきました。4 週間と短い期間ではありますが、アメリカという国
を肌で感じてきて欲しいと心より願っています。
（支援室 一同）
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