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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

今月号は、2013年度に行った主なイベントと、今後の予定についてお知らせ致します。 

 

 
  

   

 

釜山大学との 

合同シンポジウム 

2日間を通して、コース生に

よるポスター発表や先生方

による講演が行われました。 

2013年 6月 
 

 
 

 

研究企画発表会 

必修単位である 1年次の試

験です。コース生は 12分の

発表と 5分間の質疑応答を

行いました。 

2013年 8月 
 

 
  

 

 

元アップルジャパンの 

山元賢治氏による講演 

人間力の醸成を図る科目の

一環として行いました。講演

の後はコース生対象のワー

クショップも行いました。 

2013年 10月 
   

 

山形大学とのジョイントシ

ンポジウム 

コース生によるポスターセ

ッションやブレインストー

ミング、先生方による講演・

パネルディスカッションが

行われました。 

2013年 11月 
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デバイス科学（水野先生） 

MEMS 要素技術 
2013年後期 

 

 

デバイス科学（興先生） 

3D プリンタ 
2013年後期 

 

 

デバイス科学（新竹先生） 

デッサン技術 

2013年後期 
 

 

経営特論（玉置先生） 

マネジメント 

2013年後期 
 

 

分子システム学 

（Dzyuba 先生） 

2013年後期 
   

 
 

 

 ・4月 10日（木）オリエンテーション・英語試験 

・4月 17日（木）リーディング授業開始 

・8月 8日（金）研究企画発表会 

・9月 11日（木）～12日（金）分子システムデバイス演習（QE） 

 
 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信先の変更・停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

   
 

 

 
本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 

  
 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  
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本メールは関係各位へ BCC 配信しております。 

本プログラムに興味のある学生に、是非ご転送頂けますと幸いです。 

 

メールが上手く表示されない場合はこちらをご覧ください。 

 

 

2014年 4月 

Vol.2   

 

 

   

分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

今月号は、オリエンテーションや講義、今後のイベントについてお知らせ致します。 

 

 2014年 4月 10日（木）に実施しました。 

 

新コース生（M1）対象 

オリエンテーション 

専任教員紹介や履修方法、ブ

レーンストーミング、研究企

画発表会、奨励金についての

説明を行いました。 

 
 

 
 

 

新コース生（M1）紹介 

工学府、理学府、システム情

報科学府から17名のコース

生が入コースしました。今後

の活躍が楽しみです。 
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コース生（M2）対象 

オリエンテーション 

分子システムデバイス演習

（QE）やブレーンストーミ

ング、カリキュラムに関する

説明を行いました。 

 
  

 

コース生の交流と 

安達先生からのメッセージ新

コース生と M2 生が其々自己紹

介を行いました。学年、専攻、

研究室の垣根を越えた交流

を行いました。 
 

  

 

 
 

 
 

 

分子システム基礎(高原先生) 

M1生対象 

2014年 4月 17日(木)～ 
 

 

デバイス基礎(篠崎先生) 

M1生対象 

2014年 4月 17日(木)～ 
 

 

デバイス科学（新竹先生） 

デッサン技術・M1対象 

2014年 4月 24日(木)～ 
 

 

ブレーンストーミング 

M1・M2 対象 

通年 
 

 

留学対策英語・M2対象 

3 年次留学準備 

通年 
 

   

     
 

 

 
 開催した分子システムデバイスセミナーについてご紹介致します。 

 

「ChemBioOffice Ultra 

13.0」ソフトウェア講習会 

（有田 正博氏） 

2014年 4月 22日(火) 
 

 

「プラズマ医療・分子システム科学」 

（堀 勝先生） 

2014年 4月 25日(金) 
 

 

「Various Uses of Fluorescent Proteins for 

Synthetic Biotechnology and Microbial Cell 

Analyses」（Dr. Seung-Goo Lee） 

2014年 4月 28日(月) 
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・5月 14日（水）分子システムデバイスセミナー「Next Generation Intraocular Lenses」（Dr. William Lee） 

・5月 16日（金）分子システムデバイスセミナー「オーダーメイド医療を担う 1分子シークエンサー基礎研究から起業まで」      

（谷口 正輝 先生） 

・6月 27日（金）分子システムデバイスセミナー「有機固体のなかの励起子と電子」（小谷 正博 先生） 

・8月 8日（金）研究企画発表会 

・9月 11日（木）～12日（金）分子システムデバイス演習（QE） 

 
 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

   
 

 

 
本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 

  
 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  
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本メールは関係各位へ BCC配信しております。 

本プログラムに興味のある学生に、是非ご転送頂けますと幸いです。 

 

                     2014年 5月 Vol.3 
   

 

 

   

分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

 

 
2014年 5月に実施した授業をご紹介致します。 

 

分子システム基礎 

（安達先生） 

本講義はオムニバス形式で

行っています。プログラムコ

ーディネーターの安達先生

が、最新の有機エレクトロニ

クスの技術など紹介などを

行いました。 

 
 

 
 

 

一流学 

（ Dr. William Lee ） 

各々が 5分程度のプレゼン

テーションを準備し、リーダ

ーとはどんな人物か？また、

あったらいいなと思える商

品について発表し、質疑応答

も活発に行いました。 
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デバイス基礎（篠崎先生） 

前期の必修科目として開講

しています。金属、半導体、

絶縁体の電気伝導理論につ

いて幅広く取り上げます。 

 
 

 
 

 

デバイス科学・スケッチ学 

（新竹先生） 

3Dでスケッチする方法や、

自分が書いたスケッチを使

って、他のコース生へ自身の

研究を説明する練習を行い

ました。 

 
 

 
   

 
 

 

分子システム基礎(吉澤先生) 

M1生対象（前期） 

 
 

 

分子システム基礎(久枝先生) 

M1生対象（前期） 

 
 

 

ブレーンストーミング 

M1生対象（前期） 

 
 

 

ブレーンストーミング 

M2生対象（前期） 

 
 

 

実践科学英語 

M1生対象（前期） 
 

   

 

 

 
 
開催した分子システムデバイスセミナーについてご紹介致します。 

 

「From Modification of Nucleosides to 

Methodologies for Organic Synthesis」 

（Prof. Mahesh K. Lakshman） 

2014年 5月 12日(月) 
 

 

「 Next Generation Intraocular Lenses」

（ Dr. William Lee） 

2014年 5月 14日(水) 

 
 

 

「オーダーメイド医療を担う１分子シークエンサー

基礎研究から起業まで」（谷口 正輝 先生） 

2014年 5月 16日(金) 
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・6月 7日（土）   第 24回 万有福岡シンポジウム（リーディング共催） 

・6月 13日（金） 分子システムデバイスセミナー「多孔性材料による気体のサイエンスとテクノロジー－困難および 

不可能をブレークスルーするためにー」（北川 進先生） 

・6月 27日（金） 分子システムデバイスセミナー「有機固体のなかの励起子と電子」（小谷 正博 先生） 

・8月 8日（金）  研究企画発表会 

・8月 9日（土）  一般特別講義（ 水野 和敏氏: 元日産自動車 日産 GT-R プロジェクト総責任者 ） 

・9月 11日（木）～12日（金）分子システムデバイス演習（QE） 

 ・12月 13日（土）～14日（日）非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

   
 

 

 
本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 

  
 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

 

 
2014年 6月に実施した授業をご紹介致します。 

 

 

企業ブレスト 

（福岡市産学連携交流センター） 

「分析概論とサンプルを利用し

た分析」と題して、福岡市産学

連携センター（FiaS）に入居し

ている企業の装置を使用しての

実習や議論を行いました。 

 
 

 
 

 

リーディング経営特論 

（ 牧野先生 ） 

専任教員の牧野恵美准教授が

担当しています。初回は「マシ

ュマロ・チャレンジ」を通して

共同作業、プロジェクトの計画

立案など楽しみながらチー

ム・ビルディングのための演習

を行いました。 
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登 貴信さん（M2） 

篠原修平さん（M2） 

第 2回全国博士課程教育 

リーディングプログラム学生会議 

（実行委員として参加） 

 
 

 

M1・M2コース生 

第 2回全国博士課程教育 

リーディングプログラム学生会議 

（ワールドカフェに参加） 

 
 

 

中西 契太さん（M2） 

日本膜学会 

（学生賞受賞） 

 
 

 

金 玉樹さん（M2） 

第 24回万有福岡シンポジウム 

（ポスター発表） 

 
 

 

宮地 勝将さん（M2） 

畠中 創さん（M1） 

第 35回光化学若手の会 

（ポスター賞受賞） 

 
    

 

 

開催した分子システムデバイスセミナーについてご紹介致します。 

 
 

 

第 24回 万有福岡シンポジウム 

（リーディング共催） 

2014年 6月 7日(月) 
 

 

「多孔性材料による気体のサイエンスとテクノロジー 

－困難および不可能をブレークスルーするためにー」   

（北川 進先生） 

2014年 6月 13日(水) 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 ・6月 27日（金）   分子システムデバイスセミナー「有機固体のなかの励起子と電子」（小谷 正博 先生） 

・7月 11日（金） 分子システムデバイスセミナー「コラーゲンのケミカルバイオロジー ～３重らせんペプチドの 

エンジニアリングと利用～」（小出 隆規 先生） 
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・8月 8日（金）   研究企画発表会 

・8月 9日（土）   一般特別講義（ 水野 和敏氏: 元日産自動車 日産 GT-R プロジェクト総責任者 ） 

・9月 11日（木）～12日（金） 分子システムデバイス演習（QE） 

 ・12月 13日（土）～14日（日） 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

   
 

 

 
本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 

  
 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  

 
 

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=6973
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226270450855028&set=a.162923180523089.36590.162584560556951&type=1&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
http://on.fb.me/164vGVR
mailto:office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR


 

 

2014年 7月 

Vol.5   

 

 

   

分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

 

 

2014年 7月に実施した授業をご紹介致します。 

 

 

ブレーンストーミング(M1) 

分析・解析のスペシャリストで

ある（株）三菱化学テクノリサ

ーチ 川畑様と当プログラムの

非常勤講師である小川先生に参

加して頂きブレーンストーミン

グを行ないました。 

 
 

 
 

 

  分子システム基礎 

（古田先生） 

オムニバス形式で開講してお

り、本プログラムの副プログラ

ムコーディネーターである古

田弘幸教授が「分子認識と超分

子化学」というテーマで担当致

しました。 
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  リーディング経営特論 

（ 牧野先生 ） 

専任教員の牧野恵美准教授が

担当しています。グループに

分かれ、Markstratを通して

マーケティング戦略を学ぶア

クティビティを行っていま

す。 
  

 

分子システム基礎 

（片山先生） 

オムニバス形式で開講してお

り、本プログラムの担当教員で

ある片山佳樹教授が「ライフ・

イノベーションにおける分子

システム」というテーマで担当

致しました。 

 
 

 
   

 
 

 

デバイス基礎（篠崎先生） 

M1生対象（前期） 
 

 

デバイス応用学Ⅰ 

（装置使用講習） 

 
 

 

ブレーンストーミング 

M2生対象（前期） 

 
 

 

実践科学英語（プレゼン） 

M1生対象（前期） 
 

 

留学対策英語 

M2生対象（前期） 
  

 
  

 

 

  
開催した分子システムデバイスセミナー・シンポジウムについてご紹介致します。 

 

「有機固体のなかの励起子と電子」 

（小谷 正博 先生） 

2014年 6月 27日(月) 
 

 

「コラーゲンのケミカルバイオロジー～

３重らせんペプチドのエンジニア 

リングと利用～」(小出先生) 

2014年 7月 11日(水) 

 
 

 

「超高速イメージングで癌診断」 

（合田先生） 

2014年 7月 18日(金) 
 

 

「銀増幅技術による高感度インフルエン

ザ迅速診断システムの技術開発と 

商品化」（片田先生） 

2014年 7月 18日(金) 
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 ・8月 6日（水）   分子システムデバイスセミナー「ポリマーブラシ界面におけるタンパク質吸着および細胞接」  

（高井 まどか 先生） 

・8月 8日（金）   研究企画発表会 

・8月 9日（土）   一般特別講義（ 水野 和敏氏: 元日産自動車 日産 GT-R プロジェクト総責任者 ） 

・8月 18日（月）   OIST-Kyudai Joint Scientific Poster Presentations 

・9月 11日（木）～12日（金） 分子システムデバイス演習（QE） 

・10月 30日（木）～31日（金） 第２回山形大学・九州大学リーディングプログラムジョイントシンポジウム 2014 

 ・12月 13日（土）～14日（日） 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

   
 

 

 
本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 

  
 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

2014年 8月に実施した授業をご紹介致します。 

研究企画発表会(M1) 

2014年 8月 8日（金）稲盛ホール 

にて、研究企画発表会を行ない 

ました。研究企画発表は、研究企画・ 

情報集約演習科目に含まれる 

必修単位（ ２ 単位）で、学内並びに 

学外参画者による議論や細やかな 

個別指導を複数指導教員制で実施する

総合科目です。 

研究企画発表会(M1) 

研究企画発表会の後はプログラム

コーディネーターの安達千波矢教

授よりコース生に向けて激励の言

葉を頂きました。研究企画発表会

の後はインターンシップが始まり

ます。 

OIST-Kyudai Joint Scientific 

Poster Presentations 

5年一貫制の博士課程を置く沖縄科学

技術大学院大学(OIST)の国際性豊かな

学生と本プログラムのコース生が参加

し、ポスタープレゼンテーションを通

 
して学生交流を行いました。 

国内インターンシップ 

8月から実施する M1コース生の 

必修科目であるインターンシップの 

心構えについて、本プログラム担当 

教員の今坂藤太郎教授、川口大輔 

准教授より説明が行われました。 

高速原子間力顕微鏡システム 

（装置説明会） 

表面界面分光測定システム 

（装置説明会） 

ピコ秒蛍光寿命測定装置 

（装置説明会） 

高精度ガス吸着装置 

（装置説明会） 

マイクロ波合成装置 

（装置説明会） 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.350277241787681.1073741852.162584560556951&type=1
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/349269231888482/?type=1&theater
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「ポリマーブラシ界面における 

タンパク質吸着および細胞接着」 

（高井まどか先生）

2014年 8月 6日(水) 

”Analysis of complex materials, 

substance mixtures and thermal 

processes by Photo-Ionisation 

Mass Spectrometry (PIMS)” 

（Prof. Ralf Zimmermann） 

2014 年 8 月 27 日（水） 

崔シン楠さん 

第 25回九州地区若手ケミカルエンジニア討論会 

（ポスター賞）

・9月 11日（木）～12日（金） 分子システムデバイス演習（QE） 

・10月 30日（木）～31日（金） 第２回山形大学・九州大学リーディングプログラムジョイントシンポジウム 2014 

・11月 15日（土） 一般特別講義（ 水野 和敏氏: 元日産自動車 日産 GT-R プロジェクト総責任者 ） 

・11月 25日（火）～11月 28日（金）分子システム学集中講義（Sergei V. Dzyuba先生） 

・12月 13日（土）～14日（日） 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・メールマガジンの申込み・配信停止はこちらへご連絡ください。 

【お問い合わせ】 

分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 

本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。

Copyright © Kyushu University. All rights reserved. 
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分子システムデバイス演習 

2年次の Qualified 

Examination(QE)である「分子

システムデバイス演習」（総合

試験）が行われました。最新の

科学トピックスを総説形式でま

とめて発表し、企画・実践力が

評価されます。 

 
 

 
 

 

  ブレーンストーミング 

（小川 雅司 先生） 

小川先生（本プログラム・非常

勤講師）、専任教員、コース生

でディスカッションを行いま

した。英語でディスカッション

しているグループもあり、日頃

の英語教育の成果を発揮して

いました。  
  

 

 

  デバイス科学（M1） 

（水野 潤 先生） 

デバイスの技術や基礎を学ぶ

『デバイス科学』において早

稲田大学 水野潤教授より

MEMS（Micro Electro 

Mechanical Systems）の講義

を行っていただきました。 
  

 

デバイス応用学（M1） 

（興 雄司 先生） 

デバイス応用学の講義にて、

3D設計ソフト SketchUp Pro

を使用して歯車を設計し、実際

に 3Dプリンタで製作を行ない

ました。 

 
 

 
   

  

  

 

後期オリエンテーション 

M1・M2生対象 
 

 

異文化交流学・俳句 

田山康子先生 
 

 

 

海外武者修行/L-YREP 

ガイダンス 

M1・M2生対象 
 

 

TOEIC IP/ TOEFL iBT 

M1・M2生対象 
 

 

コース説明会 

（箱崎地区/伊都地区） 
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「Spirally Configured 

cis-Stilbene/Fluorene 

(STIF) Hybrids for OLED 

Applications and Solar Cell 

Applications」 

（Prof. Chien-Tien Chen） 

2014年 9月 22日(月) 
 

 

「金属ナノ微粒子を利用した

プラズマプロセスによる表面

処理」リングと利用～」 

(永津 雅章 先生) 

2014年 10月 3日(金) 

 
 

 

世界最大規模の化合物・ 

反応データベース 

-Reaxys講習会 

2014年 10月 10日(金) 
 

 

男女共同参画セミナー 

「藤沢久美さんと未来 

について話をしよう」 

（藤沢 久美 先生） 

2014年 10月 23日(木) 
 

 

「物質の性質から機能を想

起する力 —半導体ヘテロ構

造の例から学ぶ-」 

(深津 晋 先生) 

2014年 10月 24日(金) 
 

 

  

 

 

 
・11月 13日（木）男女共同参画セミナー（2）「低炭素社会の実現を目指す”第二のくまモン”」（星子 文 先生） 

・11月 15日（土） 一般特別講義（ 水野 和敏氏: 元日産自動車 日産 GT-R プロジェクト総責任者 ） 

・11月 20日（金）分子システムデバイスセミナー「Cycloruthenated Chromophores for Dye-Sensitized Solar Cells」 

（Prof. Curtis P. Berlinguette） 

・11月 25日（火）～11月 28日（金）分子システム学集中講義（Sergei V. Dzyuba先生） 

・12月 13日（土）～14日（日） 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 
 ・12月 28日（木）プレゼンテーションワークショップ（Joseph Lee先生） 

・1月 24日（土）～2月 22日（日）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1コース生対象 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp ※メール送信の際は、[at]を@に変換してください。 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
 

 

    

 

 本メールに掲載された記事を許可なく複製、転載することを禁じます。 
  

 Copyright © Kyushu University. All rights reserved.  
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

平成 27 年度コース生募集中！（応募期間 12/1～2/27） 

 

 

 

山形大学・九州大学リーデ

ィングプログラムジョイン

トシンポジウム 2014

（M1） 

大学間交流として山形大

学・九州大学リーディング

プログラムジョイントシン

ポジウム 2014（14年 10

月 30日-31日）を開催し

ました。今年度は、M1コ

ース生が山形大学工学部を

訪問しました。 

  

 

石巻フィールドトリップ

（M1） 

11月 1日（土）、現地のボ

ランティアの方に案内いただ

き宮城県石巻市の被災地を訪

問しました。 

 

一流学一般公開特別講義 

14年 11月 15日（土）稲

盛ホールにて、元日産自動

車の水野和敏氏をお招きし

て一般公開特別講義を開催

しました。 

  

 

分子システム学 

Sergei Dzyuba 教授（テキ

サスクリスチャン大学

（USA））を講師に迎え、分

子システム学の集中講義形式

の授業を行いました。 

 

 

  

 

実践科学英語 

M1 生対象 
 

 
ブレーンストーミング（M1） 

M1 生対象 

 

デバイス科学（興雄司先生） 

M1 生対象 
 

 
留学対策英語 

M2 生対象 
 

 

一流学ワークショップ 

M1 生対象 
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男女共同参画セミナー(2) 

「低炭素社会の実現を目指す”第

二のくまモン”」（星子文先生） 

2014 年 11 月 13 日(木) 
 

 

「H2O の完全分解反応に高活

性を示す光触媒開発」 

(酒多 喜久先生) 

2014 年 11 月 14 日(金) 
 

 

 

 “From Conventional 

Ligands to Engineered 

Enzymes: Rh(III) 

Catalysis for C-H 

Activation” (Prof. 

Tomislav Rovis) 

2014 年 11 月 15 日(土) 
 

 

“Cycloruthenated 

Chromophores for Dye-

Sensitized Solar Cells”

（ Prof. Curtis P. 

Berlinguette） 

2014 年 11 月 20 日(木) 
 

 

Part 1: “Ionic Liquids ‒ 
Designer solvent media 

for exploring non-covalent 
interactions” 

Part 2: “BODIPY dyes: 
synthesis and 
applications of 

fluorescent probes” 
（Prof. Sergei Dzyuba） 

2014 年 11 月 27 日(木) 
  

  

 

 

 
・12月 8日（月）システム情報科学府入学予定者向け H27年年度 コース説明会 

・12月 13日（土）～14日（日） 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（エダンズ・グループ・ジャパン） 
 
・12月 18日（木）プレゼンテーションワークショップ（Joseph Lee先生） 

・1月 24日（土）～2月 22日（日）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1コース生対象 

 

   
 

 

 

・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

 

【お問い合わせ】 

 
分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 

〒819-0395福岡県福岡市西区元岡 744 九州大学伊都キャンパス ウエスト 2号館 627号室 

Website：http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/ 

Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 

Email：office[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp ※メール送信の際は、[at]を@に変換してください。 

TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

平成 27 年度コース生募集中！（応募期間 12/1～2/27） 

 

 

 

【研究開発セミナー（企業ブレ

スト）】 

12 月 4 日（木）、参画企業で

ある日本化薬株式会社（萬ヶ谷

様・池田様・清柳様）のご協力

によりセミナーとディスカッ

ションを行いました。 
 

【研究開発セミナー（企業ブレ

スト）】 

12 月 11 日（木）、参画企業で

ある日立アロカメディカル株

式会社（平石様）、株式会社ラ・

ルバンシュ（武内様）、三井化学

株式会社（青木様）のご協力に

より M1 コース生対象のセミ

ナーとディスカッションを行

いました。 

 

【実践科学英語】科学英語論文

執筆セミナー」 

12 月 13 日（土）、14 日

（日）M1 コース生対象に

「科学英語論文執筆セミナ

ー」を Edanz グループ ジ

ャパンから講師をお呼びし行

いました。  

"Presentation Skills Training -

The Six S's of Successful 

Presentation-”  
12 月 18 日（金）ジョセフ･

リー先生をお呼びして

"Presentation Skills 

Training -The Six S's of 

Successful 

Presentation-”と題したワ

ークショップを行いました。 
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“Palladium Meets 

Gold:Peculiar Activity of 

Bimetallic Gold/Palladium Alloy 

Nanoclusters” 

（櫻井 英博先生） 

12 月 05 日（金） 

「ヒューマン嗅覚インタフ

ェース」 

（中本 高道先生） 

12 月 12 日（金） 

｢光技術を利用した持続可能な社

会に向けて｣ 

（和田 智之先生） 

12 月 19 日（金） 

「フェムト秒レーザー３次元

加工と高機能バイオチップ作

製への応用」 

（杉岡 幸次先生） 

12 月 26 日（金） 

 

 

 

受賞報告 

M1 コース生 

小柴 慧太さん

（理学府 化学

専攻（酒井研究室））が 2014 

International Conference 

on Artificial Photosynthesis

でポスター賞を受賞いたしま

した。 

 

受賞報告 

M1 コース生 

周 晓彤さん

（工学府 材料

物性工学専攻（田中研究

室））が“IPC 2014 

Young Scientist Poster 

Award”を受賞いたしまし

た。 

 
 
 

 

・1月 24日（土）～2月 22日（日）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1コース生対象 

 

  
・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

【お問い合わせ】 

分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

平成 27 年度コース生募集中！（応募期間 12/1～2/27） 

 

 

【研究開発セミナー（企業ブレ

スト）Ⅰ】1 月 8 日（木）参画

企業 5 社のご協力により M1

コース生対象のセミナーとデ

ィスカッションを行いました。

エア・リキード・ ラボラトリー

ズ株式会社 代表取締役 飯

田 和利 様と Dr. Pen Shen

氏より、会社概要の紹介後、グ

ループごとに分かれたコース

生と｢企業が求めるドクター像

と今、学ぶべきこと｣について

ディスカッションを行いまし

た。 

 

【研究開発セミナー（企業ブレ

スト）Ⅱ】BASF ジャパン株式

会社から 2 名ご参加いただき、

会社概要の紹介後、「グローバ

ルに活躍するために今学ぶべ

きこと、身につけるべきこと」

についてディスカッションを

行いました。 

 

 

【研究開発セミナー（企業ブ

レスト）Ⅲ】三菱レイヨン株

式会社 横浜研究所 所長 

林 省治 様にご参加いただ

き、会社概要の紹介後、「企業

における研究開発と今身につ

けるべきこと」についてディ

スカッションを行いました。  

【研究開発セミナー（企業ブ

レスト）Ⅳ】日産化学工業株

式会社よりご参加いただき会

社概要の紹介後、「リーダーと

なるために今すべきこと」に

ついてディスカッションを行

いました。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=8098
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424640764351328/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424640764351328/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424642104351194/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424642104351194/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424643617684376/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424643617684376/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424646187684119/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424646187684119/?type=1&theater
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424640764351328/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424642104351194/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424643617684376/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424646187684119/?type=1&theater


 

【研究開発セミナー（企業ブ

レスト）Ⅴ】メルク株式会社 

有機 EL ビジネスディベロッ

プメント マネージャー 脇

本 健夫様にご参加いただ

き、会社概要の説明後、「知財

について今学ぶべきこと」に

ついてディスカッションを行

いました。 

 

【異文化交流学:M1】1 月 22

日(木)、午後の 3～5 限目は、

客員教授であるマリ・クリス

ティーヌ先生による異文化交

流学。文化が異なる人々とど

のように交流をすべきか、自

己紹介の実践を通しながらお

話頂きました。なお、講義は

すべて英語で行われ、L-

YREP へ向けて出発する M1

コース生にはよい刺激となり

ました。いよいよ今週末

(1/24)にはアメリカ、サンノ

ゼへ出発です！ 

 

 

 

【海外武者修行（3 年次海外

研修）】M2 コース生対象に、

3 年次に約 10 か月間行われ

る海外武者修行について、本

プログラムの専任教員である

牧野恵美准教授、Joseph K.-

H. Hui 助教よる 2 回目のガイ

ダンスを行いました。準備は

着々と進んでいるようです。 

 

【実践科学英語（L-YREP）】

M1 コース生必修の実践科学

英語の中で行われます、アメ

リカ サンノゼ州立大学での

語学研修（1/26-2/20）と

現地企業や大学訪問を行う L-

YREP 研修のガイダンスを開

催しました。 

 

【実践科学英語（L-YREP）】

現地時間 1 月 24 日（土）

午前 9 時にサンノゼ空港に無

事到着。これからカルフォル

ニアオフィスでのオリエンテ

ーションやホームステイ先と

の顔合わせと忙しい 1 日で

す。 

 

【実践科学英語（L-YREP）】初

日のオリエンテーションが始

まりました。 

 

 
 

 

・1月 26日（月）～2月 20日（金）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1コース生対象 

・3月 4日（水）【一流学・一般公開特別講演】孫 泰蔵先生・小笠原 治先生『グローバルで勝負するために』 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424647171017354/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424647171017354/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.430135773801827/430135273801877/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/426957874119617/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/426957874119617/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.426964344118970/426960664119338/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.426964344118970/426960664119338/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/431381260343945/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/431381260343945/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.431766613638743/431766520305419/?type=1&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=384
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=8295
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/424647171017354/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.430135773801827/430135273801877/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/426957874119617/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.426964344118970/426960664119338/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/431381260343945/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.431766613638743/431766520305419/?type=1


  
・このメールは送信専用メールアドレスから配信しています。 

このまま返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。 

・配信停止はこちらへご連絡ください。 

【お問い合わせ】 

分子システムデバイス国際リーダー教育センター支援室 
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Facebook：http://on.fb.me/164vGVR 
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分子システムデバイスコースでは活動内容・イベントをお知らせするためメールマガジンを配信致しております。 

 

 

 

【一流学：一般公開特別講義】3 月 4 日（水）伊都キャンパス

総合学習プラザ 206 号室大講義室にて孫泰蔵氏（MOVIDA 

JAPAN 株式会社・代表取締役社長兼 CEO）と小笠原治氏（株

式会社 ABBALab 代表取締役・株式会社 nomad 代表取締役）

をお迎えして、『グローバルで勝負するために』と題してご講演

いただきました。 

 

【一流学：ワークショップ】講演の後は、コース生限定ワークシ

ョップ。孫泰蔵氏、小笠原治氏とフリーディスカッション。ユー

モアを交えながら、コース生の質問に丁寧に答えていただきまし

た。そして最後にはコース生に向けて熱いメッセージを頂戴しま

した。 

 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.448294855319252/448294681985936/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.448302071985197/448302018651869/?type=1&theater
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
http://on.fb.me/164vGVR
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.448294855319252/448294681985936/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.448302071985197/448302018651869/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.448294855319252/448294731985931/?type=1


 

 

 

【実践科学英語（L-

YREP）】 

1 月 28 日(水)午後、カリフォ

ルニアオフィスの松尾先生に

よる特別講義があり、夜には

サンノゼ州立大学（SJSU）の

学生との交歓会が催されまし

た。コース生は全員、事前準

備無しでの自己紹介を英語で

行いました。写真は、SJSU

の学生とのアドリブセッショ

ンでコース生がブレイクダン

スを披露している様子です。 

 

 

 

【実践科学英語（L-

YREP）】 

1 月 30 日（金）、シリコン

バレーに本社を置くバイオテ

クノロジー企業のファーマサ

イクリックス

（Pharmacyclics）社と、

Apple 本社、Google 本社を

訪問しました。L-YREP は語

学研修のみならず、シシリコ

ンバレーの企業を訪問し起業

業家やベンチャー・キャピタ

ルの方の講義を受けること

で、イノベーションとアント

レプレナーシップ（起業家精

神）を肌で感じることも目的

の一つとしています。 

 

【実践科学英語（L-YREP）】 

2 月 17 日（火）、18 日

（水）の午後は、ファイナル

プレゼンテーションを行いま

した。初日の受賞は、 

1 位 (TED 賞）：長尾 匡憲さ

ん（工学府 化学システム工学

専攻・ 三浦研） 

2 位：河原 由佳さん（兵庫県

立大学大学院 生命理学研究

科） 

3 位：周 晓彤さん（工学府 

材料物性工学専攻・ 田中研） 

4 位： 前田拓也さん（工学府 

材料物性工学専攻・金子研） 

おめでとうございます！ 

 
 

【実践科学英語（L-YREP）】 

2 月 18 日（水）、2 日目のフ

ァイナルプレゼンテーション

の受賞者は、 

1 位 (TED 賞）：山西 勲平さ

ん（兵庫県立大学大学院 生

命理学研究科） 

2 位：丁 震昊さん（システム

情報科学府 電気電子工学専

攻・末廣研） 

2 位：楊 雨峰さん（工学府 

物質創造工学専攻・ 古田研） 

4 位：畠中 渉さん（工学府 

材料物性工学専攻・片山研） 

おめでとうございます！！ 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.432941123521292/432941043521300/?type=1&theater
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https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.429191393896265.1073741853.162584560556951/441763192639085/?type=1


 

【実践科学英語（L-YREP】】 

2 月 22 日（日）1 ヶ月の L-

YREP 研修を終えて無事、帰国

いたしました。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

・4月 9日（木）オリエンテーション（コース生限定） 

・4月 17日（金）第 63回分子システムデバイスセミナー 豊橋技術科学大学 澤田 和明 先生 
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