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オリエンテーション 
 
分子システムデバイスコースは、平成 28年度 7名の学生を新しく迎えました。みなさま、どうぞよろしくお願い致します！ 
 

 

 

オリエンテーションM1・M2 

 

4月 11日（月） 
M1生、M2生のオリエンテーションを行いました。 
M1 生はコースやカリキュラムの説明の後、客員教授の
財部 邦英先生が O&N（Ownership and Networking）
を行いました。 
M2 生は LP 総合試験（QE）の説明や D1 次に行う海外
武者修行（海外研修）の準備の説明を中心に行いました。 

 

 

 

オリエンテーション D1 

 
4月 14日（木） 
D1 コース生対象に、オリエンテーションを海外武者修
行の説明を中心に行いました。早いコース生で、5 月か
ら約 9か月間の海外武者修行が始まります。 

 

 

 

オリエンテーション D2 

 
4月 28日（木） 
D2 コース生対象にオリエンテーションを行いました。
グループリサーチプロポーザル（GRP）や、5 月 11 日
に行われる「武者修行報告会」について説明を行いまし
た。 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/609942612487808/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/610924459056290/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/616482838500452/?type=3&theater


4月実施プログラム 
 

 

 

リーダー学（D1） 

 

4月 5日、6日、8日、11日の 4日間に渡り、William Lee
先生（President, eMembrane, Inc）による集中講義、
リーダー学を行いました。 
この講義は GRP に向けてのビジネスに関する講義とな
ります。 
初日は事前課題のプレゼンを行い、先生方に採点をして
いただきました。 

 

 

 

デバイス基礎（M1） 

 

4月 14日（木） 
M1 コース生の必修科目であるデバイス基礎の講義がは
じまりました。ご担当は篠崎 文重先生（九州大学 名誉
教授）です。 

 

 

異文化交流学（俳句：M1） 

 

4月 14日（木） 
田山 康子先生（俳人）をお招きして俳句の授業を行い
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。 
コース生は事前に春の季語を調べて講義に臨み、実際に
俳句を作り、共に鑑賞し批評し合いました。短時間でた
くさんの素晴らしい句が生まれていました。 
 

 

 

 

知的財産学（D2） 

 

4月 21日（木） 
D2 対象の知的財産学を東京から弁理士の先生をお招き
して、COI棟のクリエィテイブラボで開講しました。ハ
ードルが高いと感じていた特許出願を身近に感じさせ、
可能性を引き出しくれるような授業内容でした。 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/607378799410856/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/610836165731786/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/611161679032568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.613689382113131/613688602113209/?type=3&theater


 

 

ブレーンストーミング（M2） 

 

4月 21日（木） 
M2コース生は、9月 27日～28日に行われる「分子シ
ステムデバイス演習（LP総合試験）」に向けてブレスト
を行いました。和気あいあいとした雰囲気の中、議論が
飛び交っていました。 
 
 
 

 

 

 

分子システム基礎（M1） 

 

4月 28日（木） 
「分子システムデバイス科学」の基礎となる分子システ
ム科学に関連する学問について、分子レベルでの視点か
ら実現象の本質を理解することを目指しオムニバス形
式で開講しています。本日は、小椎尾 謙先生（先導物
質化学研究所 准教授）に講義していただきました。 
 

 

 

 

海外武者修行 メンタルヘルス 

 

4月 28日(木） 
留学生センターの高松 里 准教授（臨床心理士）をお招
きして海外武者修行へ出かける学生のためのメンタル
ヘルスケアーについて講義を行いました。海外で生活す
ることで受ける様々なストレス から、どのようにして
自分自身を守るかについて事例を挙げ丁寧に説明して
下さいました。 
この講義には、九州大学のグリーンアジアリーディング
プログラムと決断科学リーディングプログラムのコー
ス生や教員も参加しました。 

 
 

イベント 

 

 

 
 

 

Post-Symposium of IUPAC 
Photochemistry 2016 in Kyushu  

 

４月 9日（土） 
九 州 大 学 伊 都 キ ャ ン パ ス  稲 盛 ホ ー ル で
「Post-Symposium of IUPAC Photochemistry 2016 
in Kyushu」が開催されました。分子システムデバイス
コースからは、D1コース生１名、D2コース生３名が英
語での口頭発表を行いました。D2 コース生３名は、10
ヶ月の武者修行を終え帰国したばかり。流暢な英語での
発表でした。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/613724898776246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/616470705168332/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/616494055165997/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/608774339271302/?type=3&theater


今後の予定

5月 20日(金) 第 92回分子システムデバイスセミナー 川邊 武俊先生 

5月 27日(金) 第 93回分子システムデバイスセミナー 瀧ノ上 正浩先生 

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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=10710
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=10822
https://www.facebook.com/%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0-%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/
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
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5 ⽉実施カリキュラム 
 

 
 

 

実践科学英語（M1） 

 

5 ⽉ 10 ⽇（⽕） 
1 年次の実践科学英語の講義が始まりました。 
第 1 回⽬は、みなさん少し緊張していましたが、英語
での⾃⼰紹介や会話を⾏っている間に緊張がほぐれ
てきたようでした。 

 

 分⼦システム基礎（M1）  



 

 

 

「分⼦システムデバイス科学」の基礎となる分⼦シス
テム科学に関連する学問について、分⼦レベルでの視
点から実現象の本質を理解することを⽬指しオムニ
バス形式で開講しています。5 ⽉ 12 ⽇（⽊）は 1 限
に、⼯学府 清⽔ 宗治准教授、3 限に⼯学府 安達 千
波⽮教授（プログラムコーディネーター）、5 ⽉ 26 ⽇
（⽊）は⼯学府 久枝 良雄教授に講義していただきま
した。 

 

 

 

 

知的財産学（D1） 

 

 

 

 

 

 

 

5 ⽉ 18 ⽇（⽔） 
株式会社三菱化学テクノリサーチ 北川 道成⽒と三
菱化学株式会社 ⽥村 進⽒を講師にお迎えし、福岡
市産学連携交流センター(FiaS)において開講しまし
た。 
研究者として必須の知識である知的財産や特許制度
について、実践的な演習も交えながら学びました。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 シナリオプランニング（D2） 
 

 



 
 

 

 

 

5 ⽉ 23 ⽇（⽉） 
経済学府 産業マネジメント専攻 ⾼⽥ 仁教授によ
る「シナリオプランニング」の講義を実施しました。
今回は、⼤学院⼯学府 化学システム⼯学専攻 神⾕ 
典穂教授にもワールドカフェ⽅式のディスカッショ
ンに加わっていただきました。 
シナリオプランニングでは、まず、各グループで描い
た未来に対してどのような「外的な⼒」が影響を与え
るかを検討し、抽出した「外的な⼒」をインパクト（X
軸）と不確実性（Y 軸）の 2 軸上にマッピングしま
す。軸の置き⽅で異なる 4 つのシナリオができるの
で、シナリオごとに「顧客ニーズ」、「ビジネス性」、
「社会性」の 3 つの視点で評価・ブラッシュアップ
を⾏っていきます。 
 各グループともグループリサーチプロポーザル
（GRP）に向けて、着々と準備が進んでいる様⼦で
す。 

 

 

 

GRP メンタリング（D2） 

 

 

 

5 ⽉ 24 ⽇（⽕）、5 ⽉ 25 ⽇（⽔） 
プログラム担当者でもある William Lee 先⽣
（President,  eMembrane, Inc）による「GRP メ
ンタリング」を実施しました。各グループの GRP の
テーマについて、「技術・サービス」「知的財産」「社
会的価値」「リスク分析」の 4 つの視点で掘り下げ、
ディスカッションを⾏いました。プログラム専任教
員も参加し、⽩熱した議論が展開されていました。

 

 

 

 

 

 

⼀流学・異⽂化交流学（M1） 

 

 

 

 

5 ⽉ 26 ⽇（⽊） 
William Lee 先⽣（President, eMembrane, 
Inc.）による ”Leader, Entrepreneur, Inventor, 
Manager, Who You Want To Be?"と題し、⼀流学
の講義を実施しました。コース⽣⾃⾝が製品アイデ
アを発表し、「顧客は誰か」「製品化からどのように
収益を上げるのか」「どのように事業を拡⼤する
か」などのディスカッションを⾏いながら、アイデ
アや技術がどのようにビジネスに展開していくの
か、ビジネスの成功を左右する要素は何かなど、技
術やアイデアが製品化するプロセスについて実施し
ました。

 



分⼦システムデバイスセミナー 
 

 

 

5 ⽉ 13 ⽇（⾦） 
第 91 回 阿澄 玲⼦ 先⽣ 
（産業技術総合研究所 電子光技術研究部門 副研究

部門長） 

 

｢塗布製膜法によるカーボンナノチュー
ブ導電膜の作製」 

 

 

 

5 ⽉ 20 ⽇（⾦） 
第 92 回 川邊 武俊 先⽣ 
（九州大学 システム情報科学研究院 電気電子システム工学

部門 教授） 

｢情報と⾃動⾞運動制御」 
 
 

 

 

 
 

5 ⽉ 27 ⽇（⾦） 

第 93 回 瀧ノ上 正浩 先⽣ 
（東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 知能

情報コース  

准教授）  

 

 ｢分⼦ロボティクス：バイオソフトマタ
ーのナノ・マイクロスケールでの階層的
制御」 
 

 

 

イベント 

 



 

 

海外武者修⾏報告会
 
5 ⽉ 11 ⽇（⽔） 
伊都キャンパス 稲盛ホールにて、第 1 期⽣の海外
武者修⾏報告会を開催いたしました。当プログラムで
は、3 年次（D1）に⻑期間の海外武者修⾏が必修とな
っており、第 1 期⽣ 16 名は、6〜10 ヵ⽉にわたっ
て、世界 6 ヵ国の⼤学、公的機関にて研究留学を⾏い
ました。三重野さん（⼯学府･D2）、篠原さん（理学府･
D2）による代表プレゼン 2 名では、『コミュニケーシ
ョン』と『グローバルな視点』について、⾃⾝の体験
を踏まえての発表がなされました。また、全員による
ショットガンプレゼンでは、武者修⾏先で困難に直⾯
した際のエピソードや異⽂化での気付き、これから出
⽴する後輩へのメッセージ等が発表されました。総評
では、前プログラム責任者 ⼭⽥淳先⽣より、報告会
の感想や出発を待つ 2 期⽣への激励の⾔葉を頂きま
した。海外武者修⾏報告会は、学内･外、約 80 名が参
加し、盛況のうちに終了しました。 

 

 

 

今後の予定 

 6 ⽉ 3 ⽇（⾦） 
第 94 回分⼦システムデバイスセミナー 平野 愛⼸ 先⽣ 
（男⼥共同参画セミナー） 

 

 6 ⽉ 7 ⽇（⽕） 
第 95 回分⼦システムデバイスセミナー 
「ChemDraw Professional 15.1」ソフトウェア講習会 

 

 6 ⽉ 10 ⽇（⾦） 第 96 回分⼦システムデバイスセミナー 芥川 智⾏ 先⽣  

 8 ⽉ 5 ⽇（⾦） 研究企画発表（M1）  

 9 ⽉ 27 ⽇（⽕）、28 ⽇（⽔） LP 総合試験（QE）（M2）  

    

 

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 
福岡県福岡市⻄区元岡 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

 



 

   

 

 
   

 
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。 
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6 月実施カリキュラム 

武者修行対策英語（M2） 

6 月 2 日（木） 

M2 コース生対象の武者修行対策英語が始まりまし

た。来年の海外武者修行にむけて、全 10 回の講義と

なっております。海外で生き抜くために必要な英語の

習得に励んでいます。 

デバイス科学（M1） 

6 月 2 日（木）、9 日（木） 

伊都キャンパス COI 棟クリエイティブラボにて、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」と、3D 構築技法につい

て、システム情報科学府 興 雄司教授に講義してい

ただきました。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=10805
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.631054820376587/631054580376611/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.631054820376587/631054690376600/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/631341573681245/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/634247516723984/?type=3&theater


分子システム基礎（M1）

「分子システムデバイス科学」の基礎となる分子シ

ステム科学に関連する学問について、分子レベルで

の視点から実現象の本質を理解することを目指しオ

ムニバス形式で開講しています。

6 月 9 日（木）、16 日（木）は工学府 片山 佳樹教

授に、6 月 23 日（木）、30 日（木）は工学府 吉澤 一

成教授講義していただきました。 

知的財産学（D2）

6 月 9 日（木） 

弁理士の釜田 淳爾先生と安達 千波矢プログラムコ

ーディネーターによる知的財産学を行いました。秋

に行う、グループリサーチプロポーザル発表に向け

て着々と準備を進めています。 

リーディング経営特論Ⅱ（M1・

M2）

6 月 10 日（金） 

牧野 恵美客員准教授（東京理科大学）によるリーデ

ィング経営特論Ⅱの講義がスタートしました。今期

は、M1・M2 生がグループでマーケティングゲーム

『Markstrat』に取り組みます。初回の講義では、

LEGO を使ってチームワークについて自由に表現し

ました。 

デバイス基礎（M1）

6 月 16 日（木） 

「デバイス基礎」後半の講義は、システム情報工学

府・電気電子工学専攻 湯浅 裕美教授にご担当して

いただきます。第 1 回目は半導体の基礎について講

義していただきました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/633871966761539/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/639621259519943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.634177296731006/634176843397718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/635583023257100/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/636772993138103/?type=3&theater


産学連携マネジメント（D2）

6 月 24 日（金） 

古屋 光俊客員准教授による講義がスタートしまし

た。リスク分析の手法を中心に、起業家精神や論理

的思考法など、演習を交えながら、実践的な内容を

学びました。 

分子システムデバイスセミナー 

第 94 回 平野 愛弓 先生

6 月 3 日（金） 

男女共同参画セミナー 

『微細加工で創る人工細胞膜チップ』 

（東北大学大学院 医工学研究科 准教授） 

第 95 回 有田 正博 先生

6 月 7 日（火） 

『「ChemDraw Professional 15.1」 

ソフトウェア講習会』

（富士通株式会社 テクニカルコンピューティング・

ソリューション事業本部 科学システムソリューショ

ン統括）

第 96 回 芥川 智行 先生 

6 月 10 日（金） 

『分子集合体中における「動的水素結合」と「π造形」

の協同』 

（東北大学 多元物質科学研究所 教授） 

イベント

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.640154336133302/640152762800126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.631466447002091/631461883669214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/633371703478232/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.635597449922324/635597356589000/?type=3&theater


海外武者修行成果報告 
6 月 2 日（木） 

博士課程 2 年 中西契太さん（理学府･化学専攻）と

永冨久乗さん（工学府･物質創造工学専攻）が１期生

を代表して久保千春総長と玉上晃理事に海外武者修

行の成果報告を行いました。安達千波矢プログラムコ

ーディネーターと石塚賢太郎准教授より、海外武者修

行の概要説明の後、現地での生活ぶりや研究の成果、

武者修行を通しての成長や気付きについて、中西さ

ん、永冨さんの順で報告を行いました。その後、久保

総長は、海外での研究スタイルの違いや異文化での経

験などについて熱心にご質問されていました。 

また、九州大学ホームページのトピックスでも紹介さ

れました。記事はこちら 

受賞報告 

6 月 10 日（金）～14 日（火） 

中国 貴陽で開催されました The 12th International 

Symposium on Polymer Physics (PP’2016)で修士 2

年 盛満 裕真さん（工学府･材料物性工学専攻）が 

Poster Award を受賞しました。おめでとうございま

す！  

【発表タイトル】 

Aggregation States and Mechanical Properties of 

Chemically Modified Deoxyribonucleic Acid Films 

【抱負】 

The 12th International Symposium on Polymer 

Physics にて Poster Award を受賞できたことを光栄

に思います。本受賞を励みに、今後も研究、勉学に精

進致します。 

今後の予定

7 月 8 日（金） 第 98 回分子システムデバイスセミナー 中野 道彦 先生 

7 月 8 日（金）～10 日（日） 第 4 回全国博士課程教育リーディングプログラム学生会議 

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1094
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11078
https://sites.google.com/site/the4thstudentmeeting/home
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/631003040381765/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/636818589800210/?type=3&theater


7 月 11 日（月） 
第 99 回分子システムデバイスセミナー（後援） 

Prof. Dorota Gryko  

7 月 11 日（月） 
第 100 回分子システムデバイスセミナー（後援） 

Prof. Daniel T. Gryko 

7 月 22 日（金） 第 101 回分子システムデバイスセミナー 荒川 裕則先生 

8 月 5 日（金） 研究企画発表（M1） 

9 月 27 日（火）、28 日（水） LP 総合試験（QE）（M2） 

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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11102
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11102
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11105
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11105
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11089
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
http://on.fb.me/164vGVR
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
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7 月実施カリキュラム 

分子システム基礎（M1） 
「分子システムデバイス科学」の基礎となる分子シス
テム科学に関連する学問について、分子レベルでの視
点から実現象の本質を理解することを目指しオムニ
バス形式で開講しています。
7 月 7 日（木）、14 日（木）は工学府 君塚 信夫教
授に、7 月 21 日（木）は先導物質化学研究所 高原 淳
教授に、7 月 28 日（木）は工学府 清水 宗治准教授
に講義していただきました。

エレクトロニクス講習会（M1）
7 月 7 日（木）
エレクトロニクスファブリケーションについて演習
を行いました。マイクロミリングで切り出したプリン
ト基板に表面実装部品をハンダ付けした後、プログラ
ムを書き込み LED を点滅させて動作確認を行いまし
た。初めてハンダ付けをするコース生にはハードルの
高い作業でしたが、LED を光らせることができまし
た。

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/645355778946491/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.645814542233948/645814172233985/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/645355778946491/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/651621181653284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.645814542233948/645814172233985/?type=3&theater


インターンシップ説明会（M1）

7 月 14 日（木） 
修士 1 年必修科目のインターンシップを 8 月～9 月
に実施するにあたり、工学府 後藤 雅宏教授より心
構えなどについて、お話しいただきました。 
M1 コース生たちは実習に向けて、気を引き締めて準
備を進めています。 

分子システムデバイスセミナー 

第 97 回 村山 美乃 先生
7 月 1 日（金） 
『放射光 X 線によるリチウムイオン電池のオペラン
ド分析』 

（九州大学 理学研究院 化学部門 准教授） 

第 98 回 中野 道彦 先生 
7 月 8 日（金） 
『誘電泳動による微小物質の物理操作とその応用』 

（九州大学システム情報科学研究院 電気システム
工学部門 准教授） 

第 99 回  Dorota Gryko 先生 
7 月 11 日（月） 
“Vitamin B12 - something old, something new” 

（Institute of Organic Chemistry, Polish Academy 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.648623428619726/648618765286859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/643026799179389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/645876725561063/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11102
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.648623428619726/648618765286859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/643026799179389/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/645876725561063/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11102


of Sciences, Professor） 

第 100 回  Daniel T. Gryko 先生
7 月 11 日（月） 
“Pyrrolo[3,2-b]pyrroles – the most electron-rich 
functional π-electron system” 

（Institute of Organic Chemistry, Polish Academy 
of Sciences, Professor） 

第 101 回 荒川 裕則 先生
7 月 22 日（金） 
『分子システムデバイスを利用した太陽光エネルギ
ー変換 －太陽電池と太陽水素製造－』 

（東京理科大学 名誉教授） 

イベント

第 4 回博士課程教育リーディングプロ
グラム学生会議 
7 月 8 日（金）～10 日（日）の 3 日間、「第 4 回博
士課程教育リーディングプログラム学生会議」が幕張
メッセ国際会議場（千葉県）で千葉大学・筑波大学主
催で開催されました。
本コースから 6 名の学生が参加し、ワークショップ
では海外武者修行や L-YREP で鍛えた英語力、ブレス
トで鍛えたディスカッション能力を発揮しました。
全国から集まったリーディングプログラムの学生た
ちと交流を深めネットワークを広げる貴重な機会と
なりました。

今後の予定

8 月 5 日（金） 研究企画発表（M1） 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11105
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/652285434920192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.647076022107800/647075468774522/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.647076022107800/647075468774522/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11105
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/652285434920192/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.647076022107800/647075468774522/?type=3&theater


9 月 27 日（火）、28 日（水） LP 総合試験（QE）（M2） 

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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
http://on.fb.me/164vGVR
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
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8月・9月実施カリキュラム 

研究企画発表（M1） 
8月 5日(金) 
伊都キャンパス稲盛ホールにおいて、修士 1年コース
生 7名を対象に研究企画発表を行いました。本コース
の必修単位であり、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
度はプログラム参画教員 36 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、
妥当性等が評価されます。また、M1前期に行なった
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。異なる専
攻や学府に所属する教員から、多様な視点から指摘や
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の一つです。

知的財産学（D2） 
8月 25日(木) 
「知的財産学」最終日。弁理士の釜田先生とグループ
ごとにディスカッションを行い、知財価値検証シート
のブラッシュアップに取り組みました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/658588690956533/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/668454059969996/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/658588690956533/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/668454059969996/?type=3&theater


分子システムデバイス演習 （LP
総合試験）（M2）
9月 27日(火)、28日(水) 
伊都キャンパス稲盛ホールにおいて、修士 2 年コー
ス生（15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
形式でまとめて、1 グループ 3 名の 5 グループで発
表しました。
 評価者として、企業・機関参画者 12 名、学内教員
46名が参加し開催しました。 

【発表の様子：1・2・3・4・5】 

イベント

OIST＆九大交流会 2016 
8月 22日(月) 
沖縄科学技術大学院大学（OIST）の学生 17 名、教
職員 2名が、スタディーツアーの一貫として伊都キャ
ンパスを訪問し、本コース 3 期生（修士 2 年）と交
流を行いました。OISTの学生と本コースの学生の交
流イベントは、本年度で 3回目を迎えます。
午前中、OISTの学生と教職員は、水素社会ショール
ームを訪問し、工学研究院の林 灯教授よる水素エネ
ルギーの展望についての講演を聴いた後、九州大学が
所有している燃料電池車（FCV)、トヨタ「ミライ」
を囲んで、立川助教より燃料電池車や水素ステーショ
ンについて説明を受けました。午後は、本コースのコ
ース生と交流ランチ、コース生所属の研究室の見学を
した後、OIST学生によるポスタープレゼンテーショ
ンを行いました。猛暑の中にも関わらず、始終笑い声
の絶えない、交流会となりました。

受賞報告

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687196734762395/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687196734762395/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687196734762395/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687248141423921/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687285504753518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687302751418460/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687327418082660/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.667361396745929/667361260079276/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.667361396745929/667361260079276/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/687196734762395/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.667361396745929/667361260079276/?type=3&theater


8月 5日(金)～7日(日) 
熊本市で開催されました 「錯体化学若手研究会 錯体
化学若手の会 夏の学校 2016」で修士 2 年 吉丸 翔
太郎さん（理学府 化学専攻 山内研究室）が 優秀
講演賞を受賞しました。おめでとうございます！ 

【発表タイトル】 
白金ナノ粒子−配位高分子間の電荷移動を 利用した
CO酸化反応における触媒活性の制御 

【抱負】 
口頭発表で講演賞を取ることが目標であったので大
変嬉しく思っています。次は国際学会での講演賞受賞
できるよう頑張っていきたいと思います。

9月 1日(木)～3日(土) 
広島市で開催されました 「第 27 回基礎有機化学討
論会」で修士 2 年 鹿毛 悠冬さん（工学府 物質創
造工学専攻 古田研究室）がポスター賞を受賞しま
した。おめでとうございます！ 

【発表タイトル】 
ピロロピロール-アザ-BODIPY 二量体の合成および
吸収スペクトルの広帯域化 

【抱負】 
自分の研究の面白さをうまく伝えられた結果だと思
っています。自信を持つことができたので、さらに
頑張っていきたいと思います。

今後の予定

10月 14日（金） 第 102回分子システムデバイスセミナー 
北川 宏先生

10月 20日（木） 第 103回分子システムデバイスセミナー 
 Stephen M.Lyth先生

10月 21日（金） 第 104回分子システムデバイスセミナー 
高橋 伊久磨先生 

10 月 28 日（金） 第 105回分子システムデバイスセミナー 
吉川 元起先生 

11月 11日（金）、12日（土） 博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2016 

第 6回 CSJ化学フェスタ 2016 11 月 14 日（月）～16 日（水） 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11264
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11264
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11240
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11240
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11276
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11276
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11292
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11292
http://forum2016.plgs.keio.ac.jp/
http://www.csj.jp/festa/2016/index.html
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/675640229251379/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/676149685867100/?type=3&theater


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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
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10月実施カリキュラム 

後期オリエンテーション（M1・M2） 
10月 6日（木） 
M1・M2 コース生のオリエンテーションを実施致しました。
本プログラムの専任教員が後期授業スケジュールなどの説明
を行いました。 

また、2016年度コース生（4期）M1コース生は秋入コース
2名、Nguyen Thi Hong Minhさん(工学府 化学システム工学
専攻 後藤･神谷研究室)、郭 本帥さん（工学府 化学システ
ム工学専攻 三浦研究室）を加えて 9名となりました。

インターンシップ報告会（M1）
10月 6日（木）
オリエンテーション後に、夏季に行われた M1 コース生必修
のインターンシップの報告会を行いました。各自 2 分間の発
表を行い、成果や企業と大学との違いなど気付きを共有しま
した。最後に当プログラムのインターンシップ担当、工学府
後藤 雅宏 教授から「インターンシップの経験を今後の研究
生活に役立てて下さい」と語られました。

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/690713681077367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/690723987743003/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/690713681077367/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/690289361119799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/690723987743003/?type=3&theater


実践科学英語（M1）
10月 12日（水） 
後期の実践科学英語の講義が始まりました。夏に行ったイン
ターンシップについてのディスカッションや、最終週に実施
するプレゼンテーションの準備を開始しました。

L-YREPガイダンス（M1）
10月 24日（月） 
九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受けて、１月～２
月の４週間、米国カリフォルニア州サンノゼ州立大学で語学
研修を１年次に実施しています。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。今年度は、2017年 1月 16日（月）～2月
10（金）の期間で実施いたします。
L-YREP に先立ち、カリフォルニアオフィス職員 坂田 久幸
氏による現地での生活の心得、専門業者からビザや保険につ
いて説明を行いました。

企業ブレスト（M1）
10月 27日(木) 
本プログラムの参画者及び企業のご協力を得て、修士 1年生
を対象に企業ブレストを実施しました。企業ブレストは、リ
ーダーになるための意識改革を促すことを目的とし、第一線
で活躍する方々から企業で必要とされるグローバルリーダー
像を提示していただいた後、少人数のグループに分かれてコ
ース生とディスカッションを行いました。M1 コース生にと
っては、コースでの 5年間をどのように過ごすべきか考える
契機となりました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/693259214156147/?type=3&theater
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分子システムデバイスセミナー 

第 102 回 北川 宏 先生
10 月 14 日（金） 
『電子と水素が織りなす新しい物性化学』 

（京都大学大学院 理学研究科 教授） 

第 103 回 Stephen M. Lyth 先生
10 月 20 日（木） 
“ Energy from Soot: Engineering Carbons for 
Electrochemistry” 

（九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研
究所（WPI-I2CNER） 准教授） 

第 104 回 高橋 伊久磨 先生 
10 月 21 日（金） 
『超急速充電に向けたリチウムイオン電池の電極反
応』 

（日産自動車株式会社 総合研究所 先端材料研究所） 

第 105 回 吉川 元起 先生
10 月 28 日（金） 
『嗅覚 IoT センサシステムの実現に向けた新センサ
（MSS, AMA）の総合的研究開発』 

（国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）国際
ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA）グループリ 
ーダー）

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/694353354046733/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/698239540324781/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/703938479754887/?type=3&theater
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9月 4日（日）～8日（木） 
仙台市で開催されました  「The 15th International 
Conference on Molecule-Based Magnets」で修士 2年 
辻 美穂さん（理学府 化学専攻 大場研究室）がポスタ
ー賞を受賞しました。おめでとうございます！ 

発表タイトル：SYNERGISTIC MAGNETIC BEHAVIOR 
OF HOFMANN-TYPE POROUS COORDINATION 
POLYMER SOLID SOLUTIONS 

抱負：初めてのポスター賞受賞で、とても嬉しく思い
ます。今後も気を引き締めて、面白い研究にしていき
たいと思います。 

今後の予定

11月 11日（金）、12日（土） 博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2016 

11月 14日（月）～16日（水） 第 6回 CSJ化学フェスタ 2016 

11月 14日（月） 第 101回分子システムデバイスセミナー（後援） 
Prof. Toshikazu Miyoshi 

11月 21日（月） LP-GRP中間発表会：D2 

12月 3日（土） 一流学：一般公開特別講義（近日 HPでお知らせします） 

2017年 
1月 16日（月）～2月 10日（金） 

L-YREP2017
(Leading Young Researchers English Program)：M1

3月 21日（火） LP-GRP最終発表会：D2 

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 

受賞報告

http://forum2016.plgs.keio.ac.jp/
http://www.csj.jp/festa/2016/
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11372
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11372
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=286
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=384
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=384
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=286
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/695962200552515/?type=3&theater
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平成 29年度 
コース生募集!!

※コース説明会を下記の日時で行います。 
日時：12月 14日（水）17：30～ 
場所：総合学習プラザ 110 

詳細はこちら 

LP-GRP中間発表会（D2） 

◆発表の様子

◆総評の様子

11月 21日（月） 

稲盛財団記念館 稲盛ホールにおいて、本プログラム
の 1 期生（博士 2 年）のグループリサーチプロポー
ザル(LP-GRP)中間発表会を行いました。本発表会で
は、４名１組のグループに分かれたコース生たちが、
分子システムデバイス科学に関する新たな研究計画
と、それから創出される社会的価値を提案し、それに
対して学内外教員 46 名、参画機関・企業関係者 15
名がアドバイスを行いました。今後コース生は、3月
に開催する LP-GRP最終発表会に向けて、学内教員と
機関・企業の方々と議論を重ね研究提案をブラッシュ
アップしていきます。

【ポスター発表の様子】 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11503
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/719695181512550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/719696428179092/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.719696181512450/719695568179178/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/719695181512550/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/719696428179092/?type=3&theater


デバイス科学（M1） 
11月 10日（木） 
デバイスの基礎や技術を学ぶ『デバイス科学』におい
て、客員教授の水野 潤先生（早稲田大学 ナノ・ライ
フ創新研究機構 教授）をお招きして、MEMS（Micro
Electro Mechanical Systems）についての講義を行い
ました。

11月 17日（木） 
本プログラムのラボがある福岡市産学連携交流セン
ター(FiaS)において、水野先生の講義と、FiaS 分析
機器室の加来様ご指導による実習を行いました。コー
ス生はマイクロデバイスの作成や最新機器を使った
分析に取り組みました。

武者修行対策英語（M2）
11月 10日（木） 
前期から行っていた武者修行対策英語の講義が最終
日を迎えました。一人ずつ英語でプレゼンテーション
を行い、コース生同士アドバイスをし合いました。講
師の先生から、「全 10 回の講義の中で、皆が成長し
ていく様子を見ることが出来て嬉しかった。」とのお
言葉を頂きました。修士 2 年コース生は来年の海外
武者修行（海外研修）に向けて本格的に準備を進めて
います。 

分子システム学（M1）
11月 22日（火）、24日（木）、25日（金） 
3日間に渡り、Texas Christian University（USA）よ
り Sergei V. Dzyuba教授をお招きして、 分子システ
ムデバイス科学において重要な有機化学について、英
語で 3 日間の集中講義を行いました。この講義は、
分子システム化学国際コースとグローバルコースの
学生も共に受講しました。

 11 月実施カリキュラム

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.709583902523678/709583799190355/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/709615419187193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/716648875150514/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.709583902523678/709583799190355/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.713206385494763/713204495494952/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/709615419187193/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/716648875150514/?type=3&theater


第 106回 南出 泰亜 先生
11月 4日（金） 
『非線形光学に基づくテラヘルツ光研究の最先端』 

（国立研究開発法人 理化学研究所 チームリーダー） 

第 107回 Prof. Milan Melnik
11月 4日（金） 
“METALLODRUGS – REALITY AND PERSPECTIVE” 

（Professor, Slovak Technical University, 
Slovakia） 

第 108回 Prof. Toshikazu Miyoshi 
11月 14日（月） 
“Elucidation of Chain Trajectory and Chemical 
Reactions of Semicrystalline Polymers by Solid-State 
NMR Spectroscopy” 

（Associate Professor, Department of Polymer 
Science, The University of Akron, United States） 

第 109回  Prof. Sergei V. Dzyuba
11月 24日（木） 
“Ionic liquids: a journey from “green” solvents to the 
media for optimized nanomaterials” 

（Associate Professor, Texas Christian University, 
United States） 

第 110回 金子 俊郎 先生
11月 25日（金） 
『大気圧非平衡プラズマを用いた人に優しい医療・農業
機器の開発』 

（東北大学 大学院工学研究科 電子工学専攻 教授） 

分子システムデバイスセミナー 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/706088512873217/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11365
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イベント

リーディングフォーラム 2016

11月 11日(金)、12日(土) 
2 日間に渡り、「博士課程教育リーディングプログラ
ムフォーラム 2016」がヒルトン東京お台場で開催さ
れ、博士 2年コース生の宮地さん（理学府）、三重野
さん（工学府）、登さん（工学府）、永冨さん（工学府）
が参加しました。
 文部科学省のリーディングプログラムがスタートし
て 5年経過しました。今回のフォーラムでは、修了生
の出口を意識し、学生と企業等の経営層・人事担当者
の意見交換会が実施され、学生がポスター発表により
自己アピールをする機会が設けられました。 

第 6回 CSJ化学フェスタ 

11月 14日（月）～16日（水） 
船堀タワーホール（東京都）で開催されました第 6回
化学フェスタ（CSJ）にブースを出展し、本プログラ
ムが取り組んでいる教育内容をアピールしました。他
大学の研究者や企業の方々がブースを訪れて、プログ
ラムの教育内容や GRPについて質問を受けました。

受賞報告 

11月 10日（木）～14日（月） 
台湾・台北市で開催されました “Catalysis and Fine 
Chemicals 2016”で修士 2年 吉丸 翔太郎さん（理学
府 化学専攻 山内研究室）がポスター賞を受賞しま
した。おめでとうございます！ 

【発表タイトル】 
Support effects of Pt/MOF composite catalysts on CO 
oxidation reaction 

【抱負】 
2 ヶ月前に『次回は国際学会での受賞をする』という
抱負を述べていました。ポスター賞ではありますが、

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/711308335684568/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/712778305537571/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/712778305537571/?type=3&theater
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今回実現出来て大変嬉しく思っています。次回は国際
学会での口頭講演で賞を頂くことを目標にしたいと思
います。 

今後の予定

12月 14日（水） 平成 29年度春入コース希望者向け説明会 

2017年 
1月 16日（月）～2月 10日（金） 

L-YREP2017
(Leading Young Researchers English Program)：M1

3月 21日（火） LP-GRP最終発表会：D2 

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 

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。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/709583129190422/?type=3&theater
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出願書類受付期間 
1月 10日（火）～ 3月 3日（金） 

詳細はこちら 

12月実施カリキュラム 

分析概論（M2） 
12月 1日（木） 
福岡市産学連携交流センター(FiaS)において「分析概
論」の講義と実習を実施しました。 
午前中は研究者としての心構え、企業における分析・
特許、企業で求められる人材についてなど、今後、研
究やコースワークに取り組んでいく上で糧となる、貴
重な講義でした。 
午後は分析機器室で分析のプロである講師陣のご指
導のもと、実習をしました。コース生が持ち込んだサ
ンプルや身近な製品の素材などの分析を行いました。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11503
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720315488117186&id=162584560556951
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720315488117186&id=162584560556951


異文化交流学（M1）
12月 1日（木） 
異文化コミュニケーターであり、客員教授の マリ・
クリスティーヌ先生による、「 Inter-Cultural
Understanding & Communication」と題した講義
が行われました。マリ先生のバックグラウンドを含む
自己紹介から始まり、コース生の異文化適応能力に関
する自己分析の後、英語で自己紹介をしました。
講義は全て英語で行われ、コース生は意思表示をする
ことの大切さ、文化・習慣の異なる人々との接し方な
どを学び、1月にカリフォルニア州サンノゼ州立大学
で行われる L-YREPに向け、準備を進めています。

分子システム学（M1）
12月 6日（火）、7日（水） 
Pohang University of Science and Technology（韓国）
の Moon Jeong Park先生をお招きして、分子システ
ムデバイス科学において重要な高分子化学の基礎に
ついて英語で 2 日間の集中講義を行いました。この
講義は、分子システム化学国際コースとグローバルコ
ースの学生も共に受講しました。

実践科学英語（M1）
12月 10日（土）、17日（土） 
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、Edanzグループ ジャパンより 2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も参加
し、当コースとの合同の開催となりました。 

デバイス科学（M1）
12月 15日（木） 
システム情報科学府 興 雄司先生による「デバイス科
学」の講義が行われました。電気回路を作成し、マイ
コンプログラムの環境構築の方法について学びまし
た。演習を取り入れることで、化学専攻のコース生も
「デバイス」に興味を持って取り組んでいました。

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720733424742059&id=162584560556951
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723391874476214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/727326794082722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731164773698924&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=720733424742059&id=162584560556951
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723391874476214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/727326794082722/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=731164773698924&id=162584560556951


分子システムデバイスセミナー 

第 111回 狩野 光伸 先生
12月 2日（金） 
『独自アイディアを、科学の方法で社会に共有しよ
う：医療と科学の経験からの提言』 

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 副研究科長・
教授） 

第 112回 Prof. Moon Jeoung Park 
12月 7日（水） 
“Low-Power, Superfast Soft Actuators” 

（Associate Professor, Pohang University of Science 
and Technology） 

第 113回 細川 陽一郎 先生 
12月 9日（金） 
『フェムト秒レーザーを用いた細胞の操作・加工技術』 

（奈良先端科学技術大学院大学 教授） 

第 114回  長尾 道弘 先生
12月 5日（月） 
『中性子スピンエコー法とその応用』 

（米国標準技術研究所・インディアナ大学） 

第 115回 戸部 義人 先生
12月 5日（月） 
『開殻一重項芳香族化合物の合成と特異な物性』 

（大阪大学大学院 基礎工学研究科 教授） 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/720916134723788/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723921601089908/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/725172260964842/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11540
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11550
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/720916134723788/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723921601089908/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/725172260964842/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11540


イベント

一流学・一般公開特別講義 

12月 3日（土） 
一流学の一般公開特別講義を林 信行氏（コンサルタ
ント／ジャーナリスト）・外村 仁氏（First Compass
General Partner・エバーノート特別顧問）をお招きし
て伊都キャンパス椎木講堂 第 2 講義室で開催いた
しました。林 信行氏は『－これから我々が迎えよう
としている時代について－』、外村 仁氏は『Just Do It』
と題して講演いただきました。2時間 30分の講演が
あっという間に感じるほど、100名を越える参加者は
お二方の世界に引き込まれていました。講演の詳しい
内容は、3月発行の広報誌と HPで紹介いたします。

お知らせ 

12月 2日（金）～4日（日） 
宮 崎 県 で 開 催 さ れ た  "The 29th International 
Symposium on Chemical Engineering" で孔 慶リョウ
さん（工学府 化学システム工学専攻 修士 2年 後藤･
神谷研究室）が優秀発表賞（Oral Presentation Award）
を受賞しました。おめでとうございます！ 

発表タイトル： 
Development of a transcutaneous immunotherapy for 
Japanese Cedar Pollinosis using Solid-in-Oil 
nanodispersions 

抱負： 
国際学会で、口頭発表の賞を初めていただき、嬉しく
思います。今後も気を引き諦めて、一生懸命研究をし
ていきたいと思います。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723354854479916/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/723354854479916/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=722834537865281&id=162584560556951


12月 10日（土） 
三重野 寛之さん（工学府物質創造工学専攻 博士 2年
安達研究室）が、別府ビーコンプラザ（大分県）で開
催されたグローバル人材育成推進事業 「第５回グロ
ーバルリーダー育成塾」において、『いま開こう、世
界へのトビラ』と題し、これから世界へ挑戦する中学
生、高校生にメッセージを伝えました。

今後の予定

1月 16日（月）～2月 10日（金） 
L-YREP2017
(Leading Young Researchers English Program)：M1

3月 21日（火） LP-GRP最終発表会：D2 

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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=384
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=384
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=286
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/731497860332282/?type=3&theater
http://on.fb.me/164vGVR
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
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L-YREP（実践科学英語）

受賞報告

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-YREP2017
1 月 17 日（火）～2 月 10 日（金）

アメリカ カリフォルニア州で、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）を実施しました。 
L-YREP には本コース生 9 名と、兵庫県立大学リーディ

ングプログラムコース生 5 名の計 14 名が参加しまし

た。

サンノゼ州立大学の学生との交流やシリコンバレーの

企業訪問など充実した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/permalink.php?story_fbid=745717885576946&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758284060986995&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759328430882558&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759220664226668&id=162584560556951


山形大学&九州大学 

ジョイントワークショップ

L-YREP 期間中の 1 月 25 日（水）～1 月 27 日（金）

には、「山形大学＆九州大学ジョイントワークショップ」

と題し、SRI International でイノベーション教育を受講

しました。 

受賞報告 

2016 年 12 月 17 日（土） 
九州大学 伊都キャンパスで開催されました 「第 4 回

錯体化学若手の会 九州・沖縄支部勉強会」で脇山 史彬

さん（理学府 化学専攻 酒井研究室 修士 2 年）がポス

ター賞を受賞しました。おめでとうございます！

発表タイトル：白金錯体を触媒とした水素生成反応機構

に関する速度論的解析 

抱負：初めてのポスター賞、非常に嬉しく思います。こ

れを励みに、今後も日々研究・勉学に精進したいと思い

ます。 

海外武者修行報告会のご案内

分子システムデバイスコース 2 期生 15 名（博士 1 年）

は、必修科目である海外研修（海外武者修行）を世界 8
か国の公的機関・大学で行いました。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 12 日（金） 13：30～16：00 
会場：稲盛財団記念館 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) 

https://www.sri.com/
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/apply/view/index.php?id=32999
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/751295551685846/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/743249895823745/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11699


今後の予定

3 月 21 日（火） LP-GRP最終発表会：D2 

4 月 6 日（木） オリエンテーション：M1,D1（コース生限定）

4 月 7 日（金） オリエンテーション：M2,D2（コース生限定）

4 月 11 日（火） 研究企画発表：M1 秋季選抜 2 名 

5 月 12 日（金） 海外武者修行報告会 

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 

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。 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=286
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
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
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/


2017年 
３月号 
Vol.31 

-目次-
LP-GRP最終発表会 
イベント
受賞報告 
ご案内 
今後の予定 
お問い合わせ 

LP-GRP最終発表会 

LP-GRP最終発表会：D2 
3月 21日(火) 

九州大学伊都キャンパス 総合学習プラザ 2 階 大講
義室において、本プログラムの 1期生（博士後期 2年）
のグループリサーチプロポーザル(LP-GRP)最終発表会
が行われました。本発表会では、3名ないし 4名１組の
グループに分かれたコース生たちが、昨年 11月に行っ
た中間発表をもとに教員と参画機関・企業の方々と議論
を重ね、研究提案をブラッシュアップし、それぞれ発表
を行いました。評価者として学内外教員 36名、参画機
関・企業関係者 12名が参加しました。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788200707995330&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788200707995330&id=162584560556951
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788200707995330&id=162584560556951


イベント

日本化学会 第 97春季年会（2017） 

3月 16日(木)～19日(日) 
慶応義塾大学 日吉キャンパスで開催されました「日本
化学会 第 97 春季年会 付設展示会」で、分子システム
デバイスコースの PR を行うブースを出展しました。多
くの企業研究者、他大学の教員や学生が足を運んでくれ
ました。 

受賞報告 

3月 6日(月)～8日(水) 
東京都 芝浦工業大学 豊洲キャンパスで開催されまし
た 「化学工学会 第 82 年会」で本プログラムの 3 期
生（修士課程 2 年）孔 慶リョウさん（工学府 化学シ
ステム工学専攻 後藤・神谷研究室）が優秀学生賞（ポ
スター賞）を受賞しました。おめでとうございます！

発表タイトル： 
Transcutaneous Pollinosis Immunotherapy by using 
Solid-in-Oil Technology 

抱負： 
留学生として、日本語での発表（タイトルは英語ですが）
で賞をいただき、大変嬉しく思います。今後も気を引き
諦めて、一生懸命研究をしていきたいと思います。 

ご案内

海外武者修行報告会 

分子システムデバイスコース 2期生 15名（博士後期 2
年）は、必修科目である海外研修（海外武者修行）を昨
年、世界 8 か国の公的機関・大学で行いました。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 12日(金) 13：30～16：00 
会場：稲盛財団記念館 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) 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11699
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/apply/view/index.php?id=32999
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/781119858703415/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/773033646178703/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11699


「工学部の百年」展 

九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂において開催さ
れている「工学部の百年」展において、現在の工学部及
び大学院工学研究院・工学府で行っている最新の教育プ
ログラムや研究成果の紹介を行っています。分子システ
ムデバイスコースのポスターを掲示しておりますので、
お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。

展示期間：3月 28日(火)～5月 31日(水)
平日 9:00～17:00 

開催場所：九州大学 伊都キャンパス 椎木講堂 1階 
ギャラリー＆展示コーナー 

今後の予定

4月 14日（金） 第 117回 分子システムデバイスセミナー 寺川 光洋 先生 

4月 21日（金） 第 118回 分子システムデバイスセミナー 吉田 優 先生 

4月 25日（火） 
第 119回 分子システムデバイスセミナー 
「ChemDraw Professional 16」 ソフトウェア講習会 

4月 28日（金） 第 120回 分子システムデバイスセミナー 伊藤 耕三 先生 

5月 12日（金） 海外武者修行報告会 

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 

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。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/784375081711226/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11761
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11790
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http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/784375081711226/?type=3&theater
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
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/



