
 

15 年 4 月 
Vol.12 

 

  

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。 

4 月 9 日に実施しました。 

【オリエンテーション：M1】

15 年度コース生 15 名を迎

え、オリエンテーションで、

教員紹介、カリキュラムの説

明をしました。 

【オリエンテーション】

4 月 1 日より新たに 2

名の教員を迎えました。

今後は、メンターとして

3～4 名のチームで議論

しながら進めるブレインストーミングの指導などをおこない

ます。 右）助教 小澤 弘宜  左）助教 野村 航  

【オリエンテーション】M1

コース生 15 名、M2 コース

生 17 名、D1 コース生 16

名、計 48 名。集合写真！ 

 

 

  

 

分子システム基礎 

M1 対象 

（安達千波矢先生） 

15 年 4 月 16 日（木）～ 

一流学・異文化交流学 

M1 対象 

（新竹積先生（OIST）） 

15 年 4 月 16 日（木） 

知的財産学 

D1 対象 

（ウィリアム・リー先生 

（President, eMembrane, Inc.））

15 年 4 月 21 日（火） 

デバイス基礎 

M1 対象 

（篠崎文重先生 

(九州大学名誉教授)） 

15 年 4 月 23 日（木）～ 
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～23 日（木） 

一流学・異文化交流学 

M1 対象 

（ウィリアム・リー先生） 

15 年 4 月 23 日（木） 

 

リーダー学 

D1 対象 

（ウィリアム・リー先生） 

15 年 4 月 24 日（金） 

・27 日（月） 

  

 

 
「異分野融合により誕生した

イオンイメージセンサと生命

科学への応用」 

（澤田 和明先生） 

15 年 4 月 17 日（金） 

 
 

「ChemBioDraw Ultra 

14.0」ソフトウェア講習会 

15 年 4 月 21 日（火） 

 
”Mobile Devices as First-

Person Experience Sensors” 

（Bob Evans 氏） 

15 年 4 月 24 日（金） 

 
 
 

 

 

・5 月 15 日（金）分子システムデバイスセミナー「再生可能資源の利用を目指した触媒反応の開発」（野崎 京子先生） 

・5 月 16 日（土）第 25 回記念 万有福岡シンポジウム(共催) 

・6 月 10 日（水）分子システムデバイスセミナー（後援）「ブレークスルーの生み出し方」（城戸 淳二先生） 

・6 月 20 日（土）～21 日（日）第 3 回リーディング学生会議（北海道大学） 

・8 月 7 日（金）研究企画発表会 

・9 月 9 日（水）～10 日（木）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。 
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・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 
 

 

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


 

15 年 5 月 
Vol.13 

 

  

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。 

 

第 25 回記念万有福岡シン

ポジウム 

5 月 16 日（土）九州大学医

学部百年講堂で開催されまし

た、第 25 回記念万有福岡シ

ンポジウムにて、プログラム

の紹介を行いました。D1 コース生・久宗さん（古田研究室）、

M2 コース生・畠中創さん（久枝研究室）がコースの紹介と質

疑の対応をいたしました。久宗さん･畠中さん、お疲れ様でし

た。（写真：畠中さん） 

第三回全国リーディング

学生会議に向けて、頑張っ

て準備中です！ 

6 月 20 日（土）-21（日）

北海道で開催予定の、第三回

全国博士課程教育リーディン

グプログラム学生会議のプログラム紹介ポスターの話し合いをい

たしました。今回は九州大学からは、M2-2 名、M1-5 名計 7 名

が参加します。 

 

 

実践科学英語 

M1 対象 

（通年） 

 
 

LP 総合試験に向けたブレスト 

M2 対象 

（毎週木曜日） 

 
 

研究企画に向けたブレスト 

M1 対象 

（毎週木曜日） 

 
知的財産学 

D1 対象 

15 年 5 月 14 日 
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「大気圧低温プラズマを用い

た分析装置の実用化ならび医

療応用展開」 

（北野勝久先生） 

15 年 5 月 1 日（金） 

 

「再生可能資源の利用を目指

した触媒反応の開発」 

(野崎京子先生) 

15 年 5 月 15 日（金） 

 

「ナノ分極制御した有機セン

サ開発とベンチャー起業」 

（石田謙司先生） 

15 年 5 月 22 日（金） 

 
 
 

 

 

・6 月 10 日（水）第 70 回 分子システムデバイスセミナー（後援）「ブレークスルーの生み出し方」（城戸 淳二先生） 

・6 月 12 日（金）第 71 回 分子システムデバイスセミナー｢電子のさざ波“プラズモン” で駆動する光ピンセット：分子捕捉を目

指して｣（坪井 泰之先生） 

・6 月 19 日（金）第 72 回 分子システムデバイスセミナー｢有機電解法の基本原理とその有機合成反応への応用｣（千葉 一裕 先生） 

・6 月 20 日（土）～21 日（日）第 3 回リーディング学生会議（北海道大学） 

・6 月 26 日（木）第 73 回分子システムデバイスセミナー｢トイレの防汚技術の進化 －世界一「きれい」なトイレを目指して－｣

（一木智康 先生） 

・8 月 7 日（金）研究企画発表会 

・9 月 9 日（水）～10 日（木）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[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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15 年 6 月 
Vol.14 

 

  

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。 

 

インターンシップ 

当プログラムでは、キャリア

パスを自ら考える機会とし

て 1 年次という早い段階で

ある、M1 の夏休み期間にイ

ンターンシップを実施しています。6 月 4 日（木）、お昼休み

を利用してインターンシップの心得のオリエンテーションを

産官学連携担当 堀山 高久先生(分子システムデバイス国際

リーダー教育センター 助教)が行いました。 

経営特論Ⅰ 

コース生必修のこの科目は、1・

2 年合同で行っております。シ

ュミレーションゲームやアク

ティビティーを織り交ぜなが

ら、市場のダイナミズムや経営の難しさを体感する授業となって

います。この科目は、牧野 恵美先生 (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)が行っております。 

海外武者修行対策英語 

M2 対象の武者修行対策英

語を木曜日の 5 限に開講し

ています。来年度に控えた海

外武者修行（海外研修）向け

て英語のブラッシュアップに頑張ってます。 

デバイス基礎 

後半の 9～15 回はスピントロ

にクスに関する講義です。9 回

目は、興 雄司先生（システム

情報科学府 電気電子工学専攻 

教授）に講義していただきました。 

 

 

理学府の院試説明会におけるコ

ース紹介 

15 年 6 月 5 日（金） 

 

Brainstorming D1 

 

15 年 6 月 12 日（金） 

 

第 3 回全国博士課程教育 LP

学生会議(於：北海道大学)初日 

15 年 6 月 20 日（土） 

 

第 3 回全国博士課程教育 LP

学生会議(於：北海道大学)2 日

目 

15 年 6 月 21 日（日） 
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「In Vivo 有機化学の実現に向

けた挑戦 ー生命を分子レベル

で理解できるか？ー」 

山東 信介先生 

（東京大学大学院） 

15 年 6 月 5 日（金） 

 

「電子のさざ波”プラズモ

ン”で駆動する光ピンセッ

ト：分子捕捉を目指して」 

坪井 泰之先生 

（大阪市立大学） 

15 年 6 月 12 日（金） 

 

 

「有機電解法の基本原理とその

有機合成反応への応用」 

千葉 一裕先生 

（東京農工大学大学院） 

15 年 6 月 19 日（金） 

 

「トイレの防汚技術の進化 

－世界一「きれい」なトイレ

を目指して－」 

一木 智康先生 

（ＴＯＴＯ株式会社） 

15 年 6 月 26 日（金） 

 

 

・7 月 9 日（木） 第 74 回分子システムデバイスセミナー（後援）（Prof. Anton Vidal） 

・7 月 10 日（金）第 75 回分子システムデバイスセミナー（田島裕之先生） 

・7 月 24 日（金）第 76 回分子システムデバイスセミナー（松浦祐司先生）*詳細は後日発表。 

・8 月 7 日（金）研究企画発表会 

・8 月 24 日（月）OIST ジョイントシンポジウム 

・9 月 9 日（水）～10 日（木）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[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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15 年 7 月 
Vol.15 

 

  

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 10 月入コース生募集中！ 

（応募期間：7/23～8/17） 

 

【デバイス基礎】後半の 9～

15回はスピントロニクスに

関する講義を行います。10

回目にあたる 7 月 2 日（木）

は、湯浅 裕美先生（システ

ム情報科学府・電気電子工学専攻）に pn 接合について講義し

ていただきました。 

【分子システム基礎】「分子シ

ステムデバイス科学」は、分子

の自己組織化から分子情報化

学、分子システム化学へと拡が

る学問分野に関連する基礎事

項を学び、分子の視点で科学現象を理解することを目指していま

す。7 月 9 日（木）は、片山 佳樹先生（工学府・材料物性工学

専攻）に講義していただきました。 

【リーディング経営特論Ⅰ】

7 月 23 日（木）は最終講義、

ファイナルプレゼンテーシ

ョンの日。グループ毎に分か

れて、「アイディアをどのよ

うにビジネス化するか？」「市場規模は？」「ダーゲットは？」

「実現に必要なチーム力とは？」について発表を行いました。

ビジネスアイデアは、理系らしく『子供の理科離れ対策』があ

るかと思えば、『学食に対すビジネス』などバラェティーにと

んでいました。コース生の思考の柔軟さに驚くばかりでした。 

 

【装置説明会】7 月 30 日（木）、

4・5 年次の産学官連携実践期

の拠点として専用のラボを設

けている福岡市産学連携交流

センターにて電気化学測定装

置の説明会を行ないました。 
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"Highly Modular Phosphine-

Phosphites and Supramolecularly 

Regulated Ligands for Asymmetric 

Catalysis" 

Professor Anton Vidal,  

Institute of Chemical Research of 

Catalonia (ICIQ) and Catalan 

Institution for Research and 

Advanced Studies (ICREA)  

15 年 7 月 9 日（木） 

 

「電気を流す有機物の電子物性 －

何がわかって何がわからないか－」 

田島 裕之先生 

（兵庫県立大学大学院） 

15 年 7 月 10 日（金） 

 

 

「光を用いた治療，診断 －非侵襲

バイオプシー技術－」 

松浦 祐司先生 

（東北大学大学院） 

15 年 7 月 24 日（金） 

 

 

 

【News】15 年 6 月 22 日（月）

- 24 日（水）東京で開催されました

第８回 有機分子・バイオエレクトロ

ニクス国際会議(M&BE8)において、修士 2 年 

斉藤 昴さん（理学府･化学専攻 玉田･岡本研究

室）がポスター賞を受賞しました。 

 

 

 

・8 月 7 日（金）研究企画発表会 

・8 月 24 日（月）OIST ジョイントシンポジウム 

・9 月 4 日（金）第 77 回分子システムデバイスセミナー（小島 憲道先生）（後援） 

・9 月 9 日（水）～10 日（木）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】 
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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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15 年 8-9 月 
Vol.16 

 
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。 

今回は、研究企画発表会、分子システムデバイス演習（LP 総合試験）の特別号としてお送りいたします。 

 

【研究企画発表】平成 27 年 8 月 7 日（金）伊都キャンパス先導物質化学研究所(CE41)１階 第１セミナー室にお

いて、修士 1 年コース生 15 名は研究企画発表を行いました。本コースの必修単位であり、学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。今年度は参画教員 42 名が参加し開催しました。この科目で

は、コース生が 1, 2 年次に展開する研究課題を具体的に説明し、その研究計画の正当性、妥当性等を評価されます。

また、これまでに行なったブレーンストーミングをもとに考えた異なる切り口の研究提案についての説明も求められま

す。専攻や学府が異なる教員から違った視点での指摘やアドバイスを受けられる本プログラムの醍醐味とも言えるカリ

キュラムでもあります。 
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【分子システムデバイス演習（LP 総合試験）】平成 27 年 9 月 9 日(水)、10 日(木)の２日間、伊都キャンパス稲盛ホ

ールにおいて、修士 2 年生（17 名）を対象に分子システムデバイス演習（LP 総合試験）の口頭発表を実施しました。分

子システムデバイス演習（LP 総合試験）は、研究企画・情報集約演習科目に含まれる必修単位であり、分子システムデバ

イス科学に関する最新の科学トピックスを総説形式でまとめ、事前に提出した総説に沿って発表を行います。 評価者とし

て、企業参画者 6 名、学外教員 2 名、学内教員 37 名が参加しました。 

 

写真は、畠中 渉さん（工・片山研究室）、斉藤 昴さん（理・

玉田・岡本研究室）、丁 震昊さん（シス情・末廣研究室）グ

ループの発表の様子。 

 

 

写真は、金 志一さん（シス情・川邉研究室）、周 ギョウ

タンさん（工・田中研究室）、宮島 友博さん（工・金子研

究室）グループ発表の様子。 

 

写真は、古川 晴一さん（工・安田研究室）、黄 ブンシンさん（工・

中嶋研究室）、小柴 慧太さん（理・酒井研究室）グループ発表の様

子。 

 

写真は、畠中 創さん（工・久枝研究室）、石島 歩さん（理・玉

田・岡本研究室）、崔 シンナンさん（工・三浦研究室）、陳 聡

さん（シス情・興研究室）グループ発表の様子。 
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写真は、三浦 大樹さん（理・大場研究室）、楊 雨峰さん（工・古

田研究室）、長尾 匡憲さん（工・三浦研究室）、前田 拓也さん（工・

金子研究室）グループ発表の様子。 

 

 

 

・10 月 1 日（木）後期オリエンテーション（コース生限定） 

・10 月 4 日（日）【一流学：一般公開特別講義】濱口 秀司氏『 研究とビジネス-Break the Bias-』 

  

・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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【一流学･一般公開特別講

義】10 月 4 日（日）、一流学の一

般公開特別講義を濱口  秀司氏

（monogoto 社）をお招きして開

催いたしました。思考プロセスを変

えるだけでバイアスを取り除くこ

とができる様になるよう事例を交え講演いただきました。当日は、

日曜日にも関わらず 130 名を超える学内・学外の方にご参加い

ただきました。 

【一流学･ワークショップ】

一般公開講義の後、M1 コース生限

定のワークショップを行いました。

予定時間を大幅に超え、濱口氏のお

時間の許す限りコース生と向き合っ

ていただきました。 

【分子システム学】１０月

7 日（水）と 8 日（木）、

Bordeaux University の 

Associate CNRS Researcher で

ある Frédéric Peruch 先生をお招

きして集中講義で行いました。

この講義は、すべて英語で行われ、グローバルコースの学生

10 名も M1 コース生と共に受講しました。 

【分析セミナー】10 月 8 日（木）福

岡市産学連携交流センターにおいて、M2

コース生対象に『分析概論と FiaS を利用

した実サンプル分析』と題してセミナーを

実施しました。株式会社三菱化学テクノリ

サーチ川畑明氏による『企業における分析

の必要性と特許戦略』の講演の後、走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微

鏡や MALDI-TOF-MASS を使用して株式会社三菱化学テクノリサーチや

九州先端科学技術研究所のご指導のもと実際に分析を行いました。 

【研究開発セミ

ナー（企業ブレ

スト）1】10 月

22 日（木）キャリ

パスについて考え

る機会として、M1

コース生対象に企業ブレストを行いました。3 社 4 名の参画企業

の方々とディスカッションを行い、このコース中の五年間で何を学

ぶべきか、身に付けるべきかを考えました。 

【研究開発セミナー

（企業ブレスト）2】10

月 29 日（木）、先週に引き続

き、キャリアパスについて考

える機会として M1 コース

生対象に企業ブレストを行

いました。5 社 5 名の参画企業の方々とディスカッションを行いまし

た。 
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【LP フォーラム 2015】10 月 24 日（土）、25 日（日）

に東京で開催されましたリーディングフォーラム 2015 の学生フ

ォーラムにコース生 5 名（M2：小柴さん・長尾さん・畠中創さん 

M1：孔さん・佐々木さん）が参加し、5 つのテーマに沿って他大

学の学生とディスカッションを行いました。ディスカッションを通

して、異なる見識を持つ他大学のコース生に刺激を受けました。 

【実践科学英語：L-YREP】10

月 27 日（火）、M1 生コース生の必修科

目である実践科学英語の一貫である L‐

YREP（Leading Young Researchers 

English Program）」のガイダンスを行い

ました。九州大学カリフォルニアオフィ

スの支援を受けて、16 年 1 月 25 日（月）～2 月 19 日(金）の４週

間、米国カリフォルニア州サンノゼ州立大学で L-YREP を行います。

国際性及び英語でのコミュニケーション力を涵養すると共に、現地のト

ップレベルの大学、シリコンバレーの企業に訪問するフィールドトリッ

プや、起業家やベンチャー・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）の実際を学びま

す。 

 

 

【受賞】9 月 16 日（水）～18 日（金）、

九州大学 伊都キャンパスで開催されまし

た、2015 年 日本金属学会講演大会におい

て、修士 2 年前田 拓也さん（工学府・材料

物性工学専攻 金子研究室）がポスター賞を受賞しました。 

発表タイトル：GdBa2Cu3O7-y 超伝導膜中に分散した磁束ピン

止めセンターの形態と界面歪みの解析 

抱負：今回このような賞を取れたことを嬉しく思います。今後も引

き続き専念し、より良い結果を出していきたいと思います。 

 

【受賞】9 月 15 日（火）～17 日（木）、

東北大学 川内キャンパスで開催されま

した第 64 回高分子討論会において、 修

士 1 年 山本 凌輔さん（工学府 物質創

造工学専攻 君塚研究室）が優秀ポスター

賞を受賞しました。 

発表タイトル：極性芳香族液体の超分子ゲ

ル化と特異な誘電ヒステリシス特性 

 抱負：先日の第 64 回高分子討論会にお

いて、優秀ポスター賞を受賞することがで

きました。サポートして下さる周囲の方々への感謝の気持ちを忘れず、

今後も良い研究成果を出せるよう一層努力しようと思います。 

 

 

 
“H-Bonding Activation for Ring-Opening 

Polymerization: Advantages and Limits?” 

 
｢完全空乏化・完全電荷転送・超高速電荷制

御・コンピュテーショナルイメージング」 

 
｢有機デバイス：有機 EL における電荷輸送シミ

ュレーションを中心に」 
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（Dr. Frédéric PERUCH, Associate CNRS 

Researcher, Bordeaux University） 

10 月 9 日（金） 

（静岡大学 電子工学研究所  

香川 景一郎先生） 

10 月 16 日（金） 

（京都大学 化学研究所 梶 弘典先生） 

10 月 23 日（金） 

 

 11 月 27 日（金）第 85 回 分子システムデバイスセミナー Sergei Dzyuba 先生 
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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/ 
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平成 28 年度 コース生募集中！ 

（応募期間：12/1～3/4） 

 

11 月 26 日（木）平成 28 年度入コー

ス説明会を開催しました。プログラム

コーディネーター安達 千波矢教授に

よるプログラムの概要説明後、参画学

府である工学府 神谷 典穂教授、シス

テム情報科学府 興 雄司教授、理学

府 桑野 良一教授よりコースについてご説明いただきました。そ

の後、工学府 榎本 尚也准教授より入コース選抜に関する説明を

行いました。 

コース説明の後は、入コ

ース希望者と現役コース

生の座談会を行いまし

た。コース生は、｢入コー

スの動機｣や｢コースと自

身の研究との両立｣など

の質問に真摯に答えていました。 

コース説明の後は、入コース希望者と現役コース生の座談会を行いまし

た。コース生は、｢入コースの動機｣や｢コースと自身の研究との両立｣な

どの質問に真摯に答えていました。（写真右より：林 強さん（システム

情報科学府・M1）、崔 鑫楠さん（工学府・M2）、前田 拓也さん（工学

府・M2）、三浦 大樹さん（理学府・M2）  

 

次回のコース説明会の開催については、ホームページ、Facebook でお知らせします。 

 

【プレゼンテーションワーク

ショップ】 

11 月 7 日（土）、ビジネス界で通用す

るプレゼンテーション能力を身に付け

るための、プレゼンテーションワーク

ショップを行いました。日米で数多く

の企業研修を手掛け、経営コンサルタ

ントでもあり日米の大学の非常勤教授でもある Joseph Lee 氏が、

英語を交え講義しました。受講したコース生は、講師が経営コンサル

ティングの実務から見出したプレゼンのコツなどについて聞き、プレ

ゼンの練習を積み重ねました。 

【デバイス科学】 

11 月 12 日（木）、福岡市産学連携交流セ

ンターにて、先週に引き続き早稲田大学 

水野 潤教授によるデバイス科学の講義

を行いました。フォトリソグラフィー、成

膜、エッチング、接合というマイクロデバ

イスの作製技術とその評価技術について学びました。分析に際しては、

FiaS 分析機器室にて株式会社三菱化学テクノリサーチの 4 名の研究員

の方にもご協力いただきました。 
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【デバイス応用学(Ⅰ)】 

11 月 19 日（木）、伊都キャンパスウ

エスト 2 号館 316 号室（創作工房）

にて、世界で究極の科学技術計算アプ

リケーションとして知られている

Mathematica について、システム情報

科学府の興 雄司教授が講義を行いました。 

【分子システム学】 

11 月 25 日（水）、11 月 26 日（木）の

2 日 間 、 Texas Christian University

（USA）より Sergei V. Dzyuba 教授をお

招きして、分子システム科学の基礎となる

有機化学について英語で講義を行いまし

た。2 日目は学生自身の研究について 3 分間英語でプレゼンテーション

を行いました。 

 

 

【受賞】15 年 11 月 1 日（日）～3 日（火） 広島大学 霞キャンパス で開催されました、

第 24 回有機結晶シンポジウム 修士 2 年畠中 創さん（工学府 物質創造工学専攻 久枝研究

室）が優秀ポスター賞を受賞しました。  

発表タイトル : 芳香族炭化水素の高感度蛍光検出を目的とした多孔性有機結晶材料の創製 

抱負 : この度は、第 24 回有機結晶シンポジウムにて優秀ポスター賞を受賞できたことを大変光

栄に思います。手厚くご指導頂いた久枝先生を始めとする研究室のスタッフ、並びに多大にご支

援頂いた本プログラムの支援室の方々に深く感謝しております。本受賞を励みに更に研究に邁進

するととも に、本学会で学んだ知識を本プログラムの活動に還元していきたいと思います。 

 

 
“ Highly Sensitive and Selective Biosensing 

Platforms with Gold Nanoparticles, Surface 

Enzyme Reactions and Micro-liquid / Liquid 

Interfaces” 

Hye Jin Lee 先生 

（慶北大学校化学科） 

11 月 6 日（金） 

※男女共同参画セミナー 

 

｢Mathematica 

（科学技術計算アプリケーション）セミナー 

～応用編～」 

 

興 雄司先生 

（九州大学システム情報科学府） 

11 月 20 日（金） 

 
“Logic, Luck, and Curiosity: a Few Case 

Studies on Small Molecule Fluorophores” 

 

 

Sergei V. Dzyuba 先生 

（Texas Christian University、USA ） 

11 月 27 日（金） 

 

 2015 年 1 月 25 日（月）～2 月 19 日（金）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1 コース生対象 
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・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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15 年 12 月 

Vol.19 

 

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 28 年度 コース生募集中！ 

（応募期間：12 月 1 日～3 月 4 日） 
※次回説明会は 1 月 15 日（金）17：00～ 

場所：総合学習プラザ 110 

 

【分子システム学】 

12 月 3 日（木）BAS 株式会社 技術顧問の渡辺 訓行先生

による分子システム学の授業を行いました。分子システム科

学の基礎となる電気化学の基礎と応用について、英語で行っ

ていただき、グローバルコースの学生と共に受講しました。 

【デバイス科学】 

12 月 24 日（木）本プログラムの担当教員であるシステム情報

科学府 教授 興 雄司先生、プログラム専任教員の王 胖胖先生、

野村 航先生によるデバイス科学の授業が行われました。デバイス

設計に必要な構造設計技術として、3D プリンターを使用した 3

次元設計手法について学びました。 

 

【ブレーンストーミング】 

12 月 10 日（木）M1 コー

ス生は、来秋の LP 総合誌験

に向けたブレストに取り組

みました。M2 コース生は、

突撃ブレストに奮闘中。グル

ープのメンバーの研究室を

訪問し、その指導教員とGRP

についてディスカッションを行っています。学府を超え、様々な分野の

先生方からの指導を受けられるのも、リーディングコース生の醍醐味で

す。 

【実践科学英語】 

12 月 8 日（火）、9 日（水）は、

今年最後の実践科学英語の授業で

した。L-YREP2015（1 月 25

日（月）～2 月 19 日（金））に

向けてブラッシュアップに余念が

ありません。 
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・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 

 

 

【受賞】11 月 12 日（木）～14 日（土）韓国釜山で開催されました 2015 Pusan-Gyeongnam/ 

Kyushu-Seibu Joint Symposium on High Polymers and Fibers で修士 1 年金 佳怜さん（工

学府 化学システム工学専攻 中嶋研究室）が Best Poster Award を受賞しました。 

 

発表タイトル：Fabrication of the Covalent Organic Framework with Enhanced Structural 

Properties via a Room Temperature Process 

 

抱負：初めての受賞です。今後も研究に精進し、大きな学会でも受賞できるように頑張ります！ 

 

・1 月 9 日（土）～10 日（日）  実践科学英語 （英文論文執筆集中セミナー） 

・1 月 14 日（木）  一流学・異文化交流学（俳句） 田山康子先生 

           第 87 回分子システムデバイスセミナー Steven P. Nolan 先生 

・1 月 15 日（金）  コース生募集説明会 

・1 月 21 日（木）  一流学・異文化交流学（異文化交流学） マリ・クリスティーヌ先生 

・1 月 25 日（月）～２月 19 日（金）  L-YREP2015（Leading Young Researchers English Program）※M1 コース生対象 
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16 年 1 月 
Vol.20 

 
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 28 年度 入コース生募集中！ 
（応募期間：2015 年 12 月 1 日～2016 年 3 月 4 日） 

 

【デバイス科学】 

1 月 7 日（木）、本日のデバイス科学の講

義では、ブレッドボード上に LED の回路

を組み、Arduino の電源で点灯させ、LED

の点灯制御プログラムを作成しました。

分子システムデバイスコースでは、分子

設計に基づく材料科学を中心に教育を行っており、特に材料をエレク

トロニクスの観点からどのようにデバイス化するかをデバイス科学

では学びます。化学系専攻のコース生にとっては、他の分野の考え方

を習得する貴重な講義となっています。 

 

【実践科学英語】 

1 月 9 日（土）、10 日（日）、M1 コース生

の必修科目である、実践科学英語の一環とし

て、エダンズ グループ ジャパンから 3 名の

講師をお招きし、科学英語論文執筆セミナー

を行いました。 

今回は、分子システム化学国際コースの学生 8 名も参加し、合同開催と

なりました。アクティビティを多く取り入れた学生参加型のセミナーで

は、皆さん積極的に取り組んでいました。 

【異文化交流学(俳句)】 

1 月 14 日（木）、田山康子先生（俳人）

をお招きし俳句の授業を行いました。こ

の講義は、日本文化理解と多文化コミュ

ニケーションの重要性を学び、グローバ

ルに活躍できるコミュニケーション力を

身につけるために行っています。 

1 時限目は、俳句とはどんなものか、日本の詩歌の歴史や文化的な意

味を各時代の作品を自由に鑑賞しながら講義を行いました。2 時限目

は実際に俳句を作り、共に鑑賞し合いました。 

 

【コース説明会】 

1 月 15 日（金）、第 2 回「平成 28 年度入

コース説明会」を開催しました。第 1 部は

プログラムコーディネーター 安達 千波矢

教授がプログラムに込めた想いを語りまし

た。その後、理学府 桑野 良一教授、工学

府 榎本 尚也准教授がカリキュラムや経済的支援について説明しまし

た。第 2 部は、コース生専用のブレストルーム（総合学習プラザ 108）

に移動し、現役コース生に直接質問をする機会を設けました。海外研修

中のコース生もオーストラリアから Skype で参加し、大盛況に終わりま

した。なお、現在入コース生募集中です。（応募期間：2015 年 12 月 1

日～2016 年 3 月 4 日）質問等は個別でも対応いたしますので、支援室

までご連絡ください。（伊都キャンパス West2 号館 627 号室） 

【異文化交流学】 

1 月 21 日（木）、客員教授であり異文化

コミュニケーターでもあるマリ・クリス

ティーヌ先生による、「 Inter-Cultural 

Understanding & Communication」

と題した異文化交流学の講義を行いまし

た。講義は全て英語で行い、コース生は

英語で自己紹介をしました。最後に 1 月 23 日（土）に L-YREP に

向けて出発するコース生に対して、マリ先生から “Don't be shy, 

open your heart! ”と激励の言葉を頂きました。 
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【実践科学英語（L-YREP）】 

1 月 6 日（水）M1 コース生の必修科目であ

る 実 践 科 学 英 語 の 一 環 で 行 っ て い る

L-YREP（1 月 25 日（月）～2 月 19 日（金））

の最終ガイダンスを開催しました。期間中は

アメリカ サンノゼ州立大学での語学研修

と現地企業や大学訪問などを行います。 

【実践科学英語（L-YREP）】 

1 月 23 日（土）アメリカへ無事到着しました。

九州大学カルフォルニアオフィスによるオリエ

ンテーションの後、緊張の面持ちでホストファミ

リーと対面し、各ホームステイ先に向かいまし

た。1 月 25 日（月）は、研修初日のオリエンテ

ーション。学生証の発行や諸手続き、講師との面

接、そしてキャンパスツアーなど、時差ボケする

時間もないほどやることは沢山でした。素敵なキ

ャンパスの様子を見て、コース生たちの意欲もよ

りいっそう高まったようです。 

【実践科学英語（L-YREP）】  

金曜日はフィールドトリップの日。イノベーショ

ン、グローバリズム、スタートアップをシリコン

バレーの現場で体感します。1 月 29 日（金）は

スタートアップ企業と大学、インキュベーション

施設を訪問しました。コース生が将来のキャリア

を考える上で良い刺激になりました。 

※なお、Facebook にて随時 L-YREP の様子を投

稿中です。ぜひご覧ください！ 

・1 月 25 日（月）～2 月 19 日（金）L-YREP（Leading Young Researchers English Program）※M1 コース生対象

・2 月 12 日（金） 第 88 回分子システムデバイスセミナー 中村 博先生

・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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L-YREP（実践科学英語）
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海外武者修行報告会のご案内 
今後の予定 
お問い合わせ 

L-YREP（実践科学英語）

L-YREP2016
1月 25日（月）～2月 19日（金）、修士 1年コース生
の必修科目「実践科学英語」の一環として海外研修
（L-YREP）を行いました。アメリカ カリフォルニア州
サンノゼ州立大学の学生との交流やフィールドトリッ
プなど充実した１ヵ月を過ごしました。

詳しい研修の模様は facebook にアップしておりますの
で、ぜひご覧ください！ 

https://www.facebook.com/pages/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%88%86%E5%AD%90%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9/162584560556951
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.575810142567722/575809839234419/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.577368239078579/577366629078740/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.580364812112255/580364775445592/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.580370895444980/580370752111661/


イベント 
 

 

 

日本化学会 第 96春季年会  

 

3 月 24 日（木）～3 月 26 日（土）、同志社大学 京田
辺キャンパスで行われた「日本化学会 第 96 春季年会 
付設展示会」で、コースの PRを行うブースを出展しま
した。 
多くの企業や他大学の教員・学生が足を運んでくれまし
た。 

 
 

海外武者修行報告会のご案内 

 

 

 

博士 1 年コース生（現博士 2 年生）は、必修科目であ
る海外研修（海外武者修行）を世界 6か国 14ヶ所で行
いました。その報告会を下記の通り開催します。 
みなさんのご参加をお待ちしております。 
 
日時：5月 11日（水） 13：00～14：30 
会場：稲盛ホール（伊都キャンパス） 
参加：無料（事前登録はこちらから） 

 

 
 

今後の予定 

 4月 11日(月)、14日(木)、 
28日（木） 

オリエンテーション（各学年別／コース生限定）  

 5月 11日(水) 海外武者修行報告会  

 5月 13日(金) 
分子システムデバイスセミナー  
産業技術総合研究所 阿澄 玲子先生 

 

 

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 
TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912 

 

   
 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=236
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=10532
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.599971083484961/599970050151731/
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=10532
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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。 
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http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/

