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分子システムデバイスコースは5期生7名
を迎え、61名となりました！ 

本年度も、どうぞ宜しくお願い致します。

4月実施カリキュラム 

研究企画発表会：M1 
4月 11日(火) 
伊都キャンパス 4号館 第 1会議室において、昨年秋
季入コース修士 1年(4期生) Nguyen Thi Hong Minh
さん（工学府）、郭 本帥さん（工学府）の 2 名が研究
企画発表を行いました。発表及び質疑応答は全て英語
で行われ、プログラム参画教員 20名が参加しました。
この科目では、 コース生が 1、2 年次に実施する研究
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、昨年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。異なる学府や専攻に所
属する教員から、多様な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
ラムの一つです。

一流学：M1
4月 11日(火) 
William Lee先生（President, eMembrane, Inc.）によ
る、”Leader, Entrepreneur, Inventor, Manager, Who You 
Want To Be?” と題した「一流学」の講義が行われまし
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
いて学びました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/794229027392498/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=794751690673565&id=162584560556951
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/794231894058878/?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。 

4 月 13 日(木)は工学府 安達 千波矢 教授（プログラ
ムコーディネーター）、4月 20日(木)は工学府 中野谷
一 准教授、4月 27日(木)は先導物質化学研究所 高原
淳 教授に講義していただきました。

デバイス基礎：M1

4月 13日(木) 
結晶質、非晶質の電子材料をデバイスに応用する上で
必要な固体物理の基礎を理解することを目的にデバイ
ス基礎を開講しています。電気誘導理論に関する講義
は、篠崎 文重 先生（九州大学 名誉教授）にご担当し
ていただいております。

リーディング経営特論Ⅰ：M1・M2

4月 21日(金) 
古屋 光俊 先生（客員准教授)によるリーディング経営
特論Ⅰでは、経営学の基礎と将来の LP-GRPに向けた
知識・スキルの修得、アントレプレナーとしての精神
を養います。修士 1、2 年生の混合チームで、New 
Venture Creation に挑みます。最終発表が楽しみです。 

ストレスマネジメントレクチャー：D1

4月 25日(火) 
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（海外研修）へ出発する博士
1 年(3 期生)に向けてメンタルヘルスケアについて講
義を行いました。「海外での研究と生活」というタイト
ルで、海外で生活することで受ける様々なストレスや、
帰国後に感じるリ・エントリーショック（逆カルチャ
ーショック）に対して、いかにして自分自身を守るか
事例を挙げ丁寧に説明して下さいました。

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/794113757404025/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/798460366969364/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/803304536484947/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/794108850737849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/799242136891187/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/802767399871994/?type=3&theater


O&N：M1
4月 27日(木)  
財部 邦英 先生（客員教授）による O&N（Ownership 
and Networking）を行いました。分子システムデバイ
スコースでは、異なる研究室に所属する学生同士でデ
ィスカッションを行いながら、自身の研究を深めるだ
けでなく、新しいイノベーションを生み出すことが期
待されています。この講義では、自分の「強み」と「弱
み」を考え、一人ずつ発表を行いました。コース生同
士お互いを理解する良い機会になりました。

異文化交流学（俳句）：M1
4月 27日(木)  
俳人の田山 康子 先生をお招きして俳句の講義を行
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。
コース生は実際に俳句を作り、共に鑑賞し批評し合い
ました。短い時間でたくさんの素晴らしい句が生ま
れ、コース生の感性の豊かさに驚かされました。

分子システムデバイスセミナー

第 117回 寺川 光洋 先生
4月 14日（金） 
『バイオ・ソフトマテリアルとレーザー加工』 

（慶應義塾大学 理工学部 電子工学科 准教授） 

第 118回 吉田 優 先生
4月 21日（金） 
『高活性化学種の反応性に着目した生命科学研究に役
立つ分子連結法の開発』 

（東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 
生命有機化学分野 准教授） 

第119回 「ChemDraw Professional 
16」ソフトウェア講習会 

4月 25日（火） 
『「ChemDraw Professional 16」 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）

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/803926826422718/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/803859193096148/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/794909140657820/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/799239516891449/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/802806426534758/?type=3&theater


第 120回 伊藤 耕三 先生
4月 28日（金） 
『しなやかなタフポリマーを実現する環動高分子』 

（東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授） 

ご報告 

九州大学 4月度定例記者会見 

4月 18日(火) 
博士 2年(2期生)の小柴 慧太さん（理学府）と畠中 創
さん（工学府）が、報道関係記者および久保総長をは
じめとする九州大学役員が出席する 4 月度定例記者会
見において、昨年度実施した海外武者修行について発
表いたしました。 
副プログラムコーディネーターの久枝 良雄 教授（工
学府）によるコース概要説明の後、小柴さんはイリノ
イ大学アーバナシャンペーン校での、畠中さんはポー
ランド科学アカデミー有機化学研究所での研究や異文
化での気づきや学びについて報告いたしました。久保
総長から、海外での経験を今後に活かして欲しいと激
励の言葉を頂きました。

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) 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/797433113738756/?type=3&theater
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.162923180523089.36590.162584560556951/805390189609715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/797433113738756/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=11699


今後の予定

5月 12日（金） 海外武者修行報告会 

5月 19日（金） 第 121回 分子システムデバイスセミナー 中西 和樹 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=11699
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=12067
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/

