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1. はじめに
（1） プログラムコーディネーター挨拶
平成 25 年 4 月に第１期生が入コースし、平成 29 年度は第 5 期
生を迎え、現在、総勢 61 名のコース生が在籍しています。
コース立ち上げ当初は、
“分子システムデバイスコース”の理
念を実現するために教員と支援室が手探りの状態でしたが、特
に若い教員と支援室スタッフの皆様、さらには、他大学、民間
企業の皆様のご尽力によって、コースは順調に立ち上がり、現
在、定常状態に至っています。教育プログラムは、専門性の深
化、科学的俯瞰力・研究提案力の育成、マネージメント・リー
ダーシップ教育、国際力の育成の 4 本の柱からなっており、民
間企業や海外での長期の研修を含め、コース生は多忙で多面的
な大学院生活を過ごしています。
特に、分子システムデバイスコースのオリジナルな教育プログ
ラムとして、グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）があ
り、LP-GRP の成功がプログラムの成功に繋がります。既存の
研究室の枠を超え、専門の異なる院生が集い、徹底した議論を
通した新しい研究提案の試みです。修士 2 年における LP 総合
試験で各グループの大凡の方向性が決まり、博士 1 年での海外
武者修行中での Skype を通した議論の深化、そして、博士 2
年での実証試験を経て、特許化の後に発表という息の長い教育
プログラムです。もしも、画期的な提案があれば、それを元に
コース生によるベンチャーの立ち上げまで繋がればという思い
もあります。LP-GRP では、最終発表に至るまでに様々な議論
がなされ、斬新な発想の原動力は、異分野の中で、まさに個々
人の知識と知恵をお互いにぶつけ合って、徹底した討論から新
しい発想やアイディが生まれてくるプロセスを実感して欲しい
と願っています。同時に、チームで働くことの難しさ、リーダ
ーシップの在り方、将来のビジネス戦略までを含めた多面的な
成長を期待しています。
平成 31 年 3 月末には文部科学省からの本プログラムへのサポ
ートは終了を迎えます。今後、プログラムの成果を卓越大学院
や学内へ波及させれるよう進めて行く必要があります。
皆様のより一層のご支援を頂ければ幸いです。
平成 29 年 10 月 20 日

プログラムコーディネーター
安達 千波矢
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（2）平成 28 年度プログラム担当者
平成 29 年 3 月 31 日現在
氏名

所属･役職

備考

髙松 洋

工学府 学府長・教授

プログラム責任者

安達 千波矢

工学府 物質創造工学専攻 主幹教授

プログラムコーディネーター

山田 淳

工学府 材料物性工学専攻 教授

久枝 良雄

工学府 物質創造工学専攻 教授

古田 弘幸

工学府 物質創造工学専攻 教授

石原 達己

工学府 材料物性工学専攻 主幹教授

今任 稔彦

工学府 化学システム工学専攻 教授

小江 誠司

工学府 物質創造工学専攻 主幹教授

金子 賢治

工学府 材料物性工学専攻 教授

神谷 典穂

工学府 化学システム工学専攻 教授

岸田 昌浩

工学府 物質プロセス工学専攻 教授

君塚 信夫

工学府 物質創造工学専攻 主幹教授

後藤 雅宏

工学府 化学システム工学専攻 主幹教授

田中 敬二

工学府 材料物性工学専攻 教授

中嶋 直敏

工学府 化学システム工学専攻 教授

三浦 佳子

工学府 化学システム工学専攻 教授

片山 佳樹

工学府 材料物性工学専攻 教授

安中 雅彦

理学府 化学専攻 教授

大場 正昭

理学府 化学専攻 教授

桑野 良一

理学府 化学専攻 教授

酒井 健

理学府 化学専攻 教授

徳永 信

理学府 化学専攻 教授

木戸秋 悟

先導物質化学研究所 教授

高原 淳

先導物質化学研究所 主幹教授

玉田 薫

先導物質化学研究所 教授

吉澤 一成

先導物質化学研究所 教授

興 雄司

システム情報科学府 電気電子工学専攻 教授

竪 直也

システム情報科学府 電気電子工学専攻 准教授

谷口 博文

産学連携センター（リエゾン部門）教授
ロバート・ファン・アントレプレナーシップ (QREC)
センター長

高田 仁

経済学府 産業マネジメント専攻 教授

副コーディネーター（総括）
運営委員会 委員
副コーディネーター
運営委員会 委員
副コーディネーター
運営委員会 委員

運営委員会 委員

運営委員会 委員

運営委員会 委員

副センタ―長

運営委員会 委員
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氏名
古川 勝彦
松尾 正人
川口 大輔
石塚 賢太郎
王 胖胖

所属･役職

備考

産学連携センター 教授
学術研究・産学官連携本部 副本部長
九州大学海外コーディネーター
九州大学カリフォルニアオフィス, Inc. 社長
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
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
分子システムデバイス国際リーダー教育センター
助教

Hui Joseph Ka

分子システムデバイス国際リーダー教育センター

Ho

助教

小簔 剛
小澤 弘宜
野村 航

分子システムデバイス国際リーダー教育センター
助教
分子システムデバイス国際リーダー教育センター
助教
分子システムデバイス国際リーダー教育センター
助教
分子システムデバイス国際リーダー教育センター

堀山 高久

助教
リーディングプログラム支援室 副支援室長

宮﨑 隆聡

分子システムデバイス国際リーダー教育センター

（H28.6.1 追加）

助教

辻 雄太

分子システムデバイス国際リーダー教育センター

（H28.8.1 追加）

助教

財部 邦英
水野 潤

分子システムデバイス国際リーダー教育センター
非常勤講師 客員教授
早稲田大学 ナノ理工学研究機構 教授
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（3）平成 28 年度分子システムデバイスコース履修生
【54 名】平成 29 年 3 月 31 日現在
氏名

博士 2 年
15 名在籍
（1 期生：平成 25 年度
入コース）

博士 1 年
16 名在籍
（2 期生：平成 26 年度
入コース）

学府

専攻

所属研究室

三重野 寛之

工学府

物質創造工学専攻

安達研

永冨 久乗

工学府

物質創造工学専攻

君塚研

久宗 穣

工学府

物質創造工学専攻

古田研

柳 琳

工学府

材料物性工学専攻

石原研

登 貴信

工学府

材料物性工学専攻

片山研

寺田 侑平

工学府

化学システム工学専攻

三浦研

都合 達男

理学府

化学専攻

大場研

中西 契太

理学府

化学専攻

大場研

金 玉樹

理学府

化学専攻

桑野研

坪ノ内 優太

理学府

化学専攻

酒井研

宮地 勝将

理学府

化学専攻

酒井研

林 樹

理学府

化学専攻

酒井研

篠原 修平

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

立石 和隆

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

田中 咲久弥

理学府

化学専攻

大場研

畠中 創

工学府

物質創造工学専攻

久枝研

楊 雨峰

工学府

物質創造工学専攻

古田研

古川 晴一

工学府

物質創造工学専攻

安田研

畠中 渉

工学府

材料物性工学専攻

片山研

前田 拓也

工学府

材料物性工学専攻

金子研

宮島 友博

工学府

材料物性工学専攻

金子研

黄 文シン

工学府

化学システム工学専攻

中嶋研

崔 鑫楠

工学府

化学システム工学専攻

三浦研

長尾 匡憲

工学府

化学システム工学専攻

三浦研

三浦 大樹

理学府

化学専攻

大場研

小柴 慧太

理学府

化学専攻

酒井研

斉藤 昴

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

石島 歩

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

三浦 大樹

理学府

化学専攻

大場研

陳 聡

システム情報科学府

電気電子工学専攻

興研

丁 震昊

システム情報科学府

電気電子工学専攻

末廣研
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氏名

修士 2 年
14 名在籍
（3 期生：平成 27 年度
入コース）

学府

専攻

所属研究室

山本 凌輔

工学府

物質創造工学専攻

君塚研

鹿毛 悠冬

工学府

物質創造工学専攻

古田研

佐々木 光一

工学府

材料物性工学専攻

片山研

芳川 拓真

工学府

材料物性工学専攻

片山研

盛満 裕真

工学府

材料物性工学専攻

田中研

孔 慶リョウ

工学府

化学システム工学専攻

後藤・神谷研

金 佳怜

工学府

化学システム工学専攻

中嶋研

大坪 宥太

理学府

化学専攻

大場研

辻 美穂

理学府

化学専攻

大場研

脇山 史彬

理学府

化学専攻

酒井研

増田 志穂美

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

村上 亜紀子

理学府

化学専攻

徳永研

吉丸 翔太郎

理学府

化学専攻

山内研

林 強

システム情報科学府

電気電子工学専攻

庄山研

（4 月入コース生）
松川 祐子

工学府

物質創造工学専攻

林研

石濱 航平

工学府

物質創造工学専攻

久枝研

樋口 千紗

工学府

物質創造工学専攻

吉澤研

修士 1 年

王 尊弘

工学府

化学システム工学専攻

三浦研

9 名在籍

久家 恵大

理学府

化学専攻

酒井研

（4 期生：平成 28 年度

八束 孝一

理学府

化学専攻

酒井研

冷 俊夫

理学府

化学専攻

玉田・岡本研

工学府

化学システム工学専攻

三浦研

工学府

化学システム工学専攻

後藤・神谷研

入コース）

（10 月入コース生）
郭 本帥
Nguyen

Thi

Hong Minh
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（4）平成 28 年度行事一覧
前期オリエンテーション・全学年交流会
全学年
分子システムデバイスセミナー（通年）
分子システムデバイスセミナー（通年）
4月

修士 1 年

分子システム基礎（前期）
デバイス基礎（前期）
一流学・異文化交流学（俳句）

5月

博士 1 年

リーダー学

博士 2 年

知的財産学（前期）

修士 1 年

実践科学英語（通年）

博士 2 年（全学年)
博士 1 年
修士 1・2 年

6月

9月

11 月

12 月

平成 29 年
1月
3月

リーディング経営特論Ⅱ（前期）
デバイス科学（通年）

修士 2 年

海外武者修行対策英語（通年）

博士 2 年

産学連携マネジメント
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

修士 1 年

研究企画発表

修士 1 年

インターンシップ（8 月～9 月順次）

修士 2 年

沖縄科学技術大学院大学 （OIST) & 九州大学交流会 2016

修士 2 年

分子システムデバイス演習（QE: LP 総合試験）

全学年
10 月

海外研修（海外武者修行）渡航開始（順次）

修士 1 年

7月

8月

武者修行報告会

修士 1 年

後期オリエンテーション
企業ブレスト
分子システム学
博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2016

博士 2 年

グループリサーチプロポーザル（LP-GRP 中間発表）

修士 1 年

一流学一般公開特別講義

修士 1 年

異文化交流学（マリ・クリスティ－ヌ 客員教授）

修士 1 年

非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー（実践科学英語）

修士 2 年

分析概論と FiaS を利用した実サンプル分析

修士 1 年

L-YREP (Leading Young Researchers English Program) 2017

修士 1 年
（博士 1 年）
博士 2 年

九州大学･山形大学ジョイントワークショップ in シリコンバレー
分子システムデバイス講究（QE: LP-GRP 最終発表）
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学位プログラム

2.

本コースでは、研究開発に対する強い意志を持ちながら、常に新しい課題にチャレンジし、グローバル
な視野を持ちながら先導的な研究開発を推進でき、高いコミュニケーション能力に基づいてリーダー
シップを発揮できる人材の育成を目的としてカリキュラムを設計している。

授業科目

単位数

実践英語科目

実践科学英語

2

リーダー育成科目

一流学・異文化交流学

2

リーダー学

2

インターンシップ

2

海外研修（海外武者修行）

2

研究企画発表

2

分子システムデバイス演習 (QE: LP 総合試験）

2

グループリサーチプロポーザル（LP-GRP 中間発表）

2

研究科目

分子システムデバイス講究（QE: LP 最終発表）

2

経営学群科目

リーディング経営特論 I

2

リーディング経営特論 II

2

知的財産学

2

知的財産特論第 1

1

知的財産特論第 2

1

産学連携マネジメント

2

デバイス基礎

2

分子システム基礎

2

デバイス科学

2

デバイス応用学Ｉ

2

デバイス応用学 II

2

分子システム学

2

分子システム応用学 Ｉ

2

分子システム応用学 II

2

インターンシップ科目

研究企画・情報集約演習科目

主専門科目

拡張専門科目

（1）専門性の深化

①

分子システム基礎

分子システム基礎（修士 1 年）は、
「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科学現象の本質を理解することを目的とし開講した。具体的に
は、分子の自己組織化から電子状態などの分子情報化学、分子認識、分子エレクトロニクス、分子パター
ニング、バイオミメティック化学、分子標的治療などの多様な学問領域にまで拡張される分子システム科
学の基礎および応用展開についてオムニバス形式の講義を行った。本授業に関連した最先端研究開発を遂
行する 8 名の講師（次頁参照）による分野横断型の教育体制で、指導ならびに評価を行った。
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担当教員

所属･役職

講義内容

工学府・主幹教授

ソフトマテリアルの分子パターン／モルフォロジーの制御とバイオミ

工学府・准教授

メティックス

安達 千波矢

工学府・主幹教授

新しい有機発光材料の登場と有機 EL への展開

吉澤 一成

工学府・教授

分子の電子状態と分子間相互作用

久枝 良雄

工学府・教授

グリーン・イノベーションにおける分子システム

君塚 信夫

工学府・主幹教授

分子組織体の化学

片山 佳樹

工学府・教授

ライフイノベーションへ向けて

清水 宗治

工学府・准教授

有機色素分子の化学

高原 淳
小椎尾

謙

高原 淳

小椎尾 謙

安達 千波矢

吉澤 一成

久枝 良雄

君塚 信夫

片山 佳樹

清水 宗治

コース生のバックグラウンドの多様性を考慮して、各講義内容について到達目標を設定した。情報科学お
よび電気電子工学をバックグラウンドに持つシステム情報科学府 電気電子工学専攻のコース生は分子シス
テム科学の基礎的な考え方の習得を到達目標とした。化学をバックグラウンドに持つ理学府 化学専攻およ
び工学府 物質創造工学専攻・材料物性工学専攻・化学システム工学専攻・物質プロセス工学専攻のコース
生は、化学的な洞察力を養い、分子システム科学を俯瞰できることを到達目標とした。
成績の評価方法については、平成 27 年度より学習到達度評価の客観性を明確にすることを目的として、
「ルーブリック評価採点法」を導入し、それぞれの到達目標に対応する理解度・到達度を評価した。評価
対象と評価比率は下表のとおりであり、合計点で、100 点満点中、90 点以上が「S」
、80 点～89 点が
「A」
、70 点～79 点が「B」
、60 点～69 点が「C」
、60 点未満が「F」とした。
本採点法は、オムニバス形式の評価体制における評価者ごとのズレの発生を抑制し、コース生も各講義の
学習要点を理解する上で有効であった。
i)

基礎コース（システム情報科学府）
評価比率を考慮して、評価対象種別αの評価点を合算し、評価対象種別βの評価点を追加して、
これらの合計点を当該学生の評価点とした。

ii)

アドバンスドコース（理学府・工学府）
同様に、評価比率から、評価対象種別αおよびβの項目を合算して評価点とした。

ルーブリック評価採点法
評価対象種別

α
評価対象：（基）＋（ア）

β
評価対象：（ア）

到達目標

評価基準
F

（例） 基礎的な高分子化学の用語
を理解し、それを用いて粘弾性を説 （～11点）
明できる。
高分子化学の用語を用
いて粘弾性を説明でき
（評価手段：レポート）
ていない。

（例） 高分子表面とバルクの粘弾
性の違いを説明できる。
（～8点）
表面とバルクの違いが
（評価手段：レポート）
区別できていない。

評価基準
C

評価基準
B

（12点～13点）
いくつかの間違いもある
が、基礎的な高分子化
学の用語を用いて最低
限の説明をしている。

（14点～15点）
大きな間違いがなく、基
礎的な高分子化学の用
語を用いて説明ができ
ている。

評価基準
A

（16～17点）
（18～20点）
ほぼ完璧に高分子化学
粘弾性を説明する模範
の用語を用いて説明で
解答である。
きている。

（9点～10点）
（11点～12点）
（13点～14点）
いくつかの間違いもある
大きな間違いがなく、違 ほぼ完璧に違いを説明
が、最低限の説明をして
いを説明できている。
できている。
いる。

8

評価基準
S

（15点）
高分子表面およびバル
クの粘弾性を説明する
模範解答である。

評価比率（基礎コース
向け） / %

評価比率（アドバンスド
コース向け） / %

35

20

(10)

15
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②

分子システム学

分子システム学（修士 1 年）は、外国人講師による分子シス
テムデバイス科学に関連する化学系講義であり、英語での議
論や理解を深めるとともに、当該分野における専門性と知識
の拡充を目的とし開講した。平成 27 年度より、分子システ
ムデバイス科学にとって特に関連の深い電気化学、有機化
学、高分子化学の 3 つに焦点を絞り集中講義として実施し
た。平成 27 年度の電気化学講義は日本人講師が担当した
が、受講生のアンケート結果ならびに教育効果を鑑み、平成

Stephen M. Lyth 准教授

28 年度はすべての講義を外国人講師が担当した。
電気化学は 10 月 20 日（木）
、21 日（金）に開講し、九州大
学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（WPII2CNER）の Stephen M. Lyth 准教授に電気化学の基礎と応
用に関して講義いただいた。講義の最後には Lyth 准教授が
所属する I2CNER のラボツアーを実施し、世界トップレベル
の研究現場を見学した。有機化学は、平成 27 年度と同じく
米国 テキサスクリスチャン大学の Sergei V. Dzyuba 准教授

Sergei V. Dzyuba 准教授

を講師に迎え、11 月 22 日（火）
、24 日（木）
、25 日（金）
の 3 日間にわたり、有機化学と生物有機化学、超分子化学に
関する基礎的講義を行った。本講義では最後に受講生自身の
研究発表を英語で行う機会を設け、英語でのプレゼンテーシ
ョンおよび質疑応答能力の向上を図った。高分子化学は韓国
浦項工科大学校 (POSTECH) の Moon Jeong Park 准教授
を講師にお招きし、12 月 6 日（火）
、7 日（水）に高分子化
学の基礎と応用に関して、ご自身の研究を交えてご講義いた

Moon Jeong Park 准教授

だいた。
③

デバイス基礎

デバイス基礎（修士 1 年）は、結晶質のみならず非晶質の電
子材料をデバイスに応用する上でも固体物理の基礎を理解す
ることを目的とし開講した。この観点から、平成 27 年度ま
でと同様に篠崎 文重 名誉教授（元 理学研究院 物理学部
門）に電気誘導理論に関する講義を担当していただいた。講
義は、結晶構造のエネルギーバンド構造を理解し、電子によ

篠崎 文重 名誉教授

るエネルギーバンドの満たされ方で、材料を金属およびバン
ド絶縁体・半導体に大別できることや固体電子理論等であっ
た。学んだ知識は、修士 1 年の研究企画発表会のグループデ
ィスカッションへ活用されることが期待できる。
また、湯浅 裕美 教授（システム情報科学府 電気電子工学
専攻）に、最新トピックスであるスピントロニクスに関する
基礎講義を行っていただいた。これからのデバイス応用、特
湯浅 裕美 教授
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に LP 総合試験やグループリサーチプロポーザル（LP-GRP）への活用が期待できる講義内容であった。
④

デバイス科学
デバイス科学（修士 1 年）は、LP-GRP において新しい研究テ
ーマとそれを用いたビジネスを提案するコース生に対し、デバ
イスの作製に関する知識と技術を体得させることを目的とし開
講した。平成 28 年度は、複数の実習を通して 1 つのデバイス
を実際に作り上げる経験をさせるべく、RGB 吸光度測定装置
を作製するカリキュラムを行った。また、それぞれの実習の際
は座学による周辺情報の講義を設けた。
興 雄司 教授（システム情報科学府 電気電子工学専攻）に講
水野 潤 客員教授

義していただいた 3D 構築技法では、吸光度計のセルホルダの
設計と作製、遮光用の染色加工を行った。また、続くマイクロ
ミリングとエレクトロニクスの実習では、ミリング装置を用い
てプリント基板のパターニングを行い、電子部品の半田付けで
表面実装を行った。
続いて水野 潤 客員教授（早稲田大学 ナノ理工学研究機構）
にご担当いただいたマイクロデバイス作製と評価の実習では、
反射を抑えるモスアイ構造を吸光測定用のセル表面にナノイン

加来 猛 氏

プリントで形成し、株式会社三菱化学テクノリサーチ 加来 猛
氏の指導のもと電子顕微鏡による表面形状の評価を行った。

さらに、興 雄司 教授による電子回路プロトタイピング演習では、ブレッドボードに電子回路を作製し、
エレクトロニクスの実習で作製した Arduino 互換基板にプログラムを書き込むことで電子回路計測システ
ムの構築を行った。最終的にセルホルダ、モスアイフィルム付きセル、フルカラーLED とフォトダイオー
ドからなる回路と受光強度評価するプログラムを組み合わせて、RGB 吸光度計を完成させた。コース生ら
は、作製した吸光度計を用いて溶液の吸光度測定を行い、デバイスが機能することを確認した。
⑤

分子システムデバイスセミナー

分子システムデバイスセミナーは、｢分子システムバイス科学｣、
「マネジメント・リーダーシップ教育」
、
｢産学交流｣、
「男女共同参画」の観点から、国際的に活躍できるリーダーとしての資質を醸成することをめ
ざし開催した。平成 28 年度も、国内外および産学を問わず、様々な分野の第一線で活躍する研究者にご講
演をいただいた。特に本年度は、研究の核となる部分について基礎的な事柄を重点的に解説していただく
ことで、講師の専門分野に明るくないコース生でも講演内容が十分に理解できるようにする工夫を講じ
た。
セミナーの開催案内は、分子システムデバイスコースのホームページ・Facebook・メールマガジンでの告
知とポスターの掲示をもって行い、有意義な議論を促すために、関連学府に所属する教員・コース生以外
の学生にも参加を呼びかけた。講演者と演題は、次頁のとおりである。本年度は、センター主催のセミナ
ー18 件、共催・後援セミナー8 件、講習会 4 件の計 30 件を開催した。
（参照資料 2(1)⑤ 平成 28 年度分子
システムデバイスセミナーポスター）
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開催日
平成 28 年
4 月 5 日（火）
平成 28 年
5 月 13 日（金）
平成 28 年
5 月 20 日（金）
平成 28 年
5 月 27 日（金）
平成 28 年
6 月 3 日（金）
平成 28 年
6 月 7 日（火）
平成 28 年
6 月 10 日（金）
平成 28 年
6 月 16 日（木）
平成 28 年
6 月 30 日（木）
7 月 7 日（木）
平成 28 年
7 月 1 日（金）
平成 28 年
7 月 8 日（金）
平成 28 年
7 月 11 日（月）
平成 28 年
7 月 11 日（月）
平成 28 年
7 月 22 日（金）
平成 28 年
10 月 14 日（金）
平成 28 年
10 月 20 日（木）
平成 28 年
10 月 21 日（金）

講師
Thorsten Bach

所属・職位
ミュンヘン工科大学・
教授
産業技術総合研究所・

演題
Chirality
and
Enantioselective Catalysis
Photochemical Reactions

主催
Light:
of

〇

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

九州大学・教授

情報と自動車運動制御

〇

東京工業大学・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

〇

平野 愛弓

東北大学・准教授

微細加工で創る人工細胞膜チップ

〇

有田 正博

富士通株式会社

阿澄 玲子

川邊 武俊

瀧ノ上 正浩

「ChemDraw Professional 15.1」ソ

○

フトウェア講習会
分子集合体中における「動的水素結
芥川 智行

東北大学・教授

〇
合」と「π 造形」の協同

興 雄司

九州大学・教授

興 雄司

九州大学・教授

村山 美乃

九州大学・准教授

中野 道彦

九州大学・准教授

Dorota Gryko

Daniel T. Gryko

「Mathematica （科学技術計算アプ
リケーション講演会～応用編～」
「3D 構築技法／エレクトロニクス
講習会～応用編～」
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
誘電泳動による微小物質の物理操作
とその応用

Polish Academy of

Vitamin B12 ‒ Something Old,

Sciences・教授

Something New

Polish Academy of

Pyrrolo[3,2-b]pyrroles – the Most

Sciences・教授
東京理科大学

荒川 裕則

〇

〇

〇

Electron-rich Functional π-electron
System
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

・名誉教授

〇

〇

－ 太陽電池と太陽水素製造 －
電子と水素が織りなす新しい物性化

北川 宏

京都大学・教授

〇
学

Stephen M. Lyth

九州大学・准教授

日産自動車
高橋 伊久磨

Energy from Soot: Engineering
Carbons for Electrochemistry
超急速充電に向けたリチウムイオン

総合研究所
先端材料研究所
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〇

〇
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平成 28 年
10 月 28 日（金）
平成 28 年
11 月 4 日（金）
平成 28 年
11 月 4 日（金）

吉川 元起

南出 泰亜

Milan Melnik

平成 28 年

Toshikazu

11 月 14 日（月）

Miyoshi

平成 28 年
11 月 24 日（木）
平成 28 年
11 月 25 日（金）
平成 28 年
12 月 2 日（金）
平成 28 年
12 月 5 日（月）
平成 28 年
12 月 5 日（月）
平成 28 年
12 月 7 日（水）
平成 28 年
12 月 9 日（金）
平成 29 年
3 月 7 日（火）

⑥

Sergei V. Dzyuba

物質・材料研究機構・
グループリーダー

嗅覚 IoT センサシステムの実現に
向けた新センサ（MSS, AMA）の

〇

総合的研究開発

理化学研究所・チーム

非線形光学に基づくテラヘルツ光研
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男女共同参画セミナー
平成 28 年 6 月 3 日（金）
、男女共同参画リーダー育成の活動と
して、
「男女共同参画の理念」に基づき、理工系分野の女性リー
ダーモデルケース（研究者）として、東北大学大学院医工学研究
科 平野 愛弓 准教授を講師として招き、男女共同参画セミナー
（兼 分子システムデバイスセミナー）を実施した。
平野 准教授には「微細加工で創る人工細胞膜チップ」と題して
最新の研究成果のみならず、創薬研究の面白さと難しさについて
も詳しく紹介していただいた。グループリサーチプロポーザル

（LP-GRP）のテーマがバイオメディカルのコース生にとっては、新薬の開発費用と開発期間についての
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話は、社会的価値やリスク分析等の検討を行う際の参考となる内容だった。参加したコース生から予定時
間を超えるほどの質問があり、講師には 1 つ 1 つ丁寧に答えていただき、盛況のうちにセミナーを終了し
た。

（2）科学的俯瞰力･研究提案力の育成
①

研究企画発表

研究企画発表（修士 1 年、8 月もしくは翌 4 月）は、本コース
の研究企画・情報集約演習科目に含まれる必修単位であり、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ある。この科目では、コース生が
修士 1、2 年次に展開する研究課題を具体的に説明し、その研
究計画の妥当性等を評価した。また、それまでに行なわれたブ
レーンストーミングを基に考えた異なる切り口の研究提案につ
いての説明も求めた。
平成 28 年 8 月 5 日（金）
、稲盛財団記念館 稲盛ホール（伊都

平成 28 年度 4 月入コース生
八束 孝一さん（理学府 化学専攻）

キャンパス）において、平成 28 年 4 月入コース生 7 名に対し
て、教員 36 名（内、学外教員 1 名）参加のもと、研究企画発
表会を実施した。
また、平成 28 年度 10 月入コース生 2 名に対して、平成 29 年
4 月 11 日（火）
、ウェスト 4 号館 第 1 会議室（伊都キャンパ
ス）において、教員 20 名が参加し実施した。
最初の 12 分間で自身の修士 1、2 年次における研究企画を説明
し、その後、5 分間の質疑応答を行った。発表は非公開とし
て、平成 27 年度から導入されたルーブリック表に基づいて参
加教員およびコース生が他のコース生の発表を評価した。採点

平成 28 年度 10 月入コース生
郭 本帥さん
（工学府 化学システム工学専攻）

基準であるルーブリック表はあらかじめコース生に周知してお
り、
「研究の背景と目的」、
「研究計画・方法」
、
「研究の特色と期待される成果」
、
「ブレーンストーミングで
得られた研究アイデア」
、
「プレゼンテーション資料」
、
「質疑応答」の 6 項目について明確な採点基準を設
けた。採点結果をもとに協議した結果、全員を合格と判定した。
（参照資料 2(2)① 平成 28 年度研究企画
発表会について）
②

分子システムデバイス演習

分子システムデバイス演習（LP 総合試験）
（修士 2 年、9 月）
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
説形式でまとめて発表するものである。総説は序論・本論・結
論の 3 つの要素で構成される。序論では、ブレーンストーミン
グを通じて設定した 1 つの大きな主題の背景を論じた。本論で
は、各メンバーの独自の視点から異なる切り口で、その主題に
関連する最新の科学トピックスをまとめた。結論では、それら
を統合し、今後の展望について言及した。本論において対象と
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する研究領域は自身の専門から必ずしも大きく外れる必要はないものとした。教員による評点に基づき、
企画･実践推進力を評価した。
平成 28 年度は、9 月 27 日（火）
、28 日（水）の 2 日間、稲盛財団記念館 稲盛ホール（伊都キャンパス）
において、修士 2 年生（15 名）を対象に LP 総合試験の口頭発表を実施した。評価者として、企業･機関
参画者 12 名、教員 43 名が参加した。コース生は 1 グループ 3 名からなる 5 つのグループに分かれて、事
前に提出した総説に沿った発表を行った。序論および結論はグループの代表者が説明し、本論は個々の担
当コース生が説明を行った。今年度は、医療デバイスを最終目標に定めた発表が多く行われた。質疑応答
の時間は、序論および結論については合わせて約 10 分間、本論では約 15 分間とした。個々の文献の理解
度、総説としての新規性、総説では触れられていない最新のトピックス、章間の関連性に関する質疑応答
が行われた。
発表終了後、各グループは発表後に決められた担当教員の指導のもと、総説の修正を行い、10 月 31 日
（月）までに再提出を行い、後日行われた判定会議の結果、LP 総合試験後に退コースした 1 名を除き、
14 名全員が合格となった。
（参照資料 2(2)② 平成 28 年度分子システムデバイス演習（LP 総合試験）規
定・注意事項）
③

グループリサーチプロポーザル（LP-GRP 中間発表）
グループリサーチプロポーザル（LP-GRP 中間発表）
（博士
2 年、11 月）は、専門教員による充実した議論や、細やか
な個別指導を行う複数指導教員制で実施する総合科目であ
る。本科目では、専門の異なるコース生 3〜4 名でグループ
を結成し、ブレーンストーミングを通じて分子システムデ
バイス科学に関する 1 つの大きなテーマを設定したのち、
新たな研究計画をチームとして立案するとともに、その研
究から創出される社会的価値についても論じた。提案内容
口頭発表の様子

は序論と結論に加え、技術（サイエンス、実証実験結果）
、
知的財産（特許性）
、社会的価値（事業計画）
、リスク分析
の 4 項目が本章として構成された。
平成 28 年 11 月 21 日（月）
、稲盛財団記念館 稲盛ホール
（伊都キャンパス）において、博士 2 年生（14 名）を対象
に LP-GRP 中間発表会を実施した。評価者として、参画企
業･機関関係者 11 名、教員 46 名が参加した。各チームは提
案内容のエグゼクティブサマリーに関する 15 分間の口頭発

ポスターセッション

表を行ったのち、その詳細をポスター形式で発表した。4～
5 枚のポスターは提案の核となる上記 4 項目を軸に作成さ

れており、各項目を主に担当したメンバーがそれぞれの内容を説明し、来場者と活発な議論を繰り広げ
た。通常の科学のみに関する研究発表とは異なり、教員だけでなく起業家やベンチャーキャピタリストな
ども参加したことで、コース生は新たな視点や考え方を得ることができた。発表会終了後、各チームには
アフターフォローとして参画企業数社が割り振られ、後日、各々の担当企業を訪問して提案内容のブラッ
シュアップを行った。修正された LP-GRP 冊子最終版は、平成 29 年 3 月 7 日（火）の締め切りまでに、
全てのグループより提出があった。
（参照資料 2(2)③ 平成 28 年度グループリサーチプロポーザル（LPGRP）規定）
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④

分子システムデバイス講究（LP-GRP 最終発表）

分子システムデバイス講究（博士 2 年、3 月）は、LP-GRP
最終発表とチーム内での相互評価および最終レポートからな
る分子システムデバイスコースにおける必修単位であり、平
成 28 年 11 月 21 日（月）に実施したグループリサーチプロ
ポーザル（LP-GRP 中間発表）の総括として位置付けられ
る。LP-GRP 最終発表では、中間発表後に加筆修正を行った
LP-GRP 冊子最終版をもとに、これまでチームとして行って
きた活動の中で、各個人が担ってきた役割と活動内容に焦点

LP-GRP 最終発表の様子

を当てて発表が行われた。本発表会は、各個人の活動を明確
化することによって個人評価を行うとともに、プログラム関係者からのアドバイスをグループとしてでは
なく個人に対してフィードバックを行うこととした。
平成 29 年 3 月 21 日（火）
、総合学習プラザ 大講義室（伊都キャンパス）において、博士 2 年生（14
名）を対象に LP-GRP 最終発表を実施した。発表会には参画企業･機関関係者 12 名、教員 36 名が参加し
た。発表順はグループごとに分けられ、各チームの発表前に代表者が LP-GRP のあらすじ（テーマの概要
と役割分担）を 5 分間で説明したのち、メンバーが各々12 分間の口頭発表を行った。発表では、アフター
フォロー参画企業訪問を含めた LP-GRP における自身の活動内容にはじまり、それらの活動を通じて得た
能力や今後の目標、自己アピールや後輩へのメッセージが語られた。発表会終了後、学内外教員や参画企
業・機関関係者から寄せられたコメント・アドバイスは、支援室で取りまとめて各コース生に渡された。
これまでの経験と助言を活かし、各コース生がこれからの日本を牽引するリーダーとして更なる成長を遂
げることが期待される。
（参照資料 2(2)④ 平成 28 年度分子システムデバイス講究（LP-GRP 最終発表）
規定）

（3）マネジメント・リーダーシップ教育
①

リーディング経営特論Ⅱ

リーディング経営特論 II （修士 1 年もしくは 2 年、隔年度開
講）は、牧野 恵美 客員准教授（東京理科大学 経営学部）にご
担当いただき、マーケティング理論の重要概念である「セグメ
ンテーション」
、
「ターゲティング」
、
「ポジショニング」の応用
方法の習得を目指し、修士 1、2 年の 2 学年合同で開講した。コ
ース生が能動的に学ぶアクティブ・ラーニングを重視し、マー
ケティングのシミュレーションゲームを中心に講義を進めた。
世界中の多くのビジネススクールで教材として使用されている、完成度の高い「マークストラット」とい
う英語のマーケティングゲームを用いた。このゲームでは、参加者がチームに分かれて、データに基づき
市場戦略を考え、実行する。マーケティング知識を習得してからゲームに臨むのが一般的だが、コース生
に対してはあえて違うアプローチを行い、マーケティングに関する知識がほぼゼロの状態で、ゲームに参
加させた。ソフトの使い方も、教員に具体的な質問をしない限り、説明はないものとし、参照できるのは
英語のマニュアルのみとして、英語で作成された財務諸表、市場レポートの読解力強化を図った。チーム
で試行錯誤しながら限られた時間内にデータ分析して意思決定を繰り返すうちに、
「セグメンテーショ
ン」
、
「ターゲティング」
、
「ポジショニング」などのマーケティングの基礎知識を身に付けることができ
た。
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②

一流学・異文化交流学

一流学･異文化交流学（修士 1 年）は、国籍や文化の異なる人々を束ねながら、何事にも臆せずボーダーレ
スにチャレンジできる強い志、コミュニケーション能力、人間力を身に付けることを目的として、さまざ
まな分野から講師を招いて集中講義形式で開講した。平成 28 年度の一流学・異文化交流学の開講日、講師
および題目は以下のとおりである。

≪一流学≫
平成 28 年 5 月 26 日（木）
William Lee 先生 (eMembrane, Inc., President) “Leader, Entrepreneur, Inventor or Manager, Who
You Want To Be?”
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
ついてご講義いただいた。
≪異文化交流学≫
平成 28 年 4 月 14 日（木）
田山 康子 先生 （歌人)「俳句とはどんなものか」
研究論文や専門書を離れて、歳時記や俳句の鑑賞を通して日本の四季、詩歌の歴史、俳句の文化的な意味
を学びながら、春の季語を用いて俳句を実作するだけでなく、句会でコース生同士が選句を行った。
「五・
七・五」の音数律が持つ世界を通して、物事の本質を見抜くことの面白さをご教授いただいた。
平成 28 年 12 月 1 日（木）
マリ・クリスティ－ヌ 客員教授 （九州大学 工学府）
“Inter-Cultural Understanding &
Communication”
異文化理解は、国と国の違いだけでなくジェンダー、相手の文化を理解する前に自分の考え方や文化を理
解したうえで、異なる価値観を尊重しあうことが、異文化コミュニケーションにおいては重要であること
をご講義いただいた。


一般公開特別講義
本コースでは、多くの方々にコースについて周知すること
を目的として、コース生以外も参加できる一般公開特別講
義を開講した。一流学は、各界の一流講師の志や価値観を
学ぶことで、自己の感性を磨くことを目的とし、オムニバ
ス形式で開講した。講師としてコンサルタント・ジャーナ
リストである林 信行 氏と First Compass General
Partner・エバーノート特別顧問である外村 仁 氏をお招き
し、
『君達の中にある才能を開花させよう』と題した講義を
一般公開特別講義の様子
(左： 林 信行 氏 右： 外村 仁 氏)

12 月 3 日（土）に椎木講堂 大講義室（伊都キャンパス）で
開講した。この講義には、学内教職員、学生、学外者およ

そ 100 名が参加し、テクノロジーの進化とどう向き合っていくべきか、また人間の強みとは何かを考えさ
せられる内容の講義であった。一般公開特別講義の後に、コース修士 1 年生限定のワークショップを開催
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した。このワークショップでは、一般公開特別講義の感想を共有し、掘り下げることで、多角的な視点で
テクノロジーの進化についての見解を深めることができた。また、ビジネス現場における問題解決のケー
ススタディから学生時代の過ごし方など、多岐にわたる内容を真摯に議論していただいき、コース生は次
世代のテクノロジーを先導する人材になるべく、意気込みを新たにした。
（参照資料 2(3)② 平成 28 年度
一流学一般公開特別講義ポスター）
③

インターンシップ

インターシップ（修士 1 年夏もしくは春）は、産官学連携教育の一環として実施した。これからのキャリ
アを主体的に考え、研究に幅を持たせる機会の創出と、大学とは異なる研究アプローチ方法、安全管理な
どを学ぶことを目的とした。
平成 28 年度は 7 社の企業に協力していただき、平成 28 年度 4 月入コース生 7 名は 8 月から 9 月の期間
に、10 月入コース生 2 名は 2 月から 3 月の間に、2 週間から 1 カ月間の実習を行った。コース生たちは実
習を通して、企業で求められるリーダーシップ・マネジメント能力に触れ、今後のコースワークや研究で
取り組むべきことや向上させるべき能力・スキルを認識し、また、将来のキャリアのイメージを具体化し
選択肢を広げることができた。
（参照資料 2(3)③ 平成 28 年度インターンシップ実施要領）
平成 28 年度インターンシップ受入企業名（順不同）
株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

1名

保土谷化学工業株式会社

2名

日産化学工業株式会社

1名

マイクロトラック・ベル株式会社

1名

三井化学株式会社

1名

住友ベークライト株式会社

1名

メルク株式会社

2名
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④

知的財産学

知的財産学（博士 1 年および 2 年）は、特許・実用新案制度の歴史や申請に至る手続きなど知的財産の概
要について理解し、身近にある商品を例に特許公報を読みながら、技術から特許出願に至るプロセスを学
ぶことや、先行技術の調査方法を習得し、LP-GRP で取り上げる研究アイデアを題材にして、特許におけ
る新規性および進歩性について理解を深めることを目的として開講した。博士 1 年次は、特許の概要と先
行技術の調査方法について学び、博士 2 年次は、LP-GRP に向けて研究アイデアを題材にした集中講義を
実施した。
平成 28 年 5 月 18 日（木）
三菱化学株式会社 田村 進 氏
株式会社三菱化学テクノリサーチ

北川 道成 氏

博士１年を対象に、企業で知的財産に関わっておられる三菱
化学株式会社 田村 進 氏と株式会社三菱化学テクノリサー
チ 北川 道成 氏を講師にお招きし、実社会における特許と
効率的な検索方法に関する集中講義を実施した。特許・実用
田村 進 氏

新案制度の歴史、手続きの流れといった総論的な内容に始ま
り、食品など身近にある商品を例に、実際に公報を読みなが
ら、技術が特許出願に至るプロセスをご講義いただいた。ま
た、企業では新技術を製品化する各段階で、様々な特許・情
報調査が行われているが、日常生活における検索と企業にお
ける情報検索を比較し、企業における情報検索の重要性や具
体的な検索の方法などをご講義いただいた。
講義を通じて、
「企業では、なぜ特許権が必要か」
、
「特許を
取得しなかったらどうなるか」など、単に特許に関する知識

北川 道成 氏

を習得するだけではなく、そのマインドの醸成も行い、グル
ープリサーチプロポーザルに繋がる講義となった。
平成 28 年 4 月 21 日（木）
、6 月 9 日（木）
、8 月 25 日（木）
特許事務所サイクス 釜田 淳爾 先生
博士 2 年を対象に、特許事務所サイクス 釜田 淳爾 先生を講
師としてお招きし、4 月 21 日（木）と 6 月 9 日（木）の 2 日
間にわたり知的財産学の集中講義を実施した。この講義で
は、特許出願に至る過程を理解し、各グループが LP-GRP の
研究開発テーマの知的財産価値を明らかにすることを目的と
した。まず、1 日目の講義では特許マインドを醸成すべく、

各コース生の研究テーマを題材にして研究開発の新規性について議論した。また、その知的財産の新規性
を物、方法、用途の 3 種類に分類し、それぞれの特徴について理解を深めた。2 日目の講義では、特許出
願にかかる費用を学んだ上で、ビジネスを支える強い特許を生み出すためには、開発技術の進歩性を明ら
かにし、発明を厳選することが必要不可欠であることを学んだ。4 月 21 日（木）
、6 月 9 日（木）の講義
後および 8 月 25 日（木）には、釜田 先生と各グループが LP-GRP のテーマを基に知的財産価値に関する
議論を行った。
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⑤

リーダー学

リーダー学（博士 1 年および 2 年）は、産業界のリーダーとなるに相応しいビジネスマインドを習得する
ことを目的とし開講した。LP 総合試験をベースに、各チームで考えた研究テーマをケーススタディとし
て、研究アイデアからビジネスへと展開するための基本と概要を学び、LP-GRP で取り上げる研究テーマ
の社会的価値に関して、主に産業界への影響やビジネスの側面からの考察を行った。

平成 28 年 4 月 5 日（火）
、6 日（水）
、8 日（金）
、11 日
（月）
William Lee 先生 (eMembrane, Inc., President)
博士 1 年生を対象に、略式の事業計画書（Executive
Summary)を書くための集中講義を開講した。経験豊かな科学
系ベンチャー企業の経営者である William Lee 先生を米国から
講師として招いた。コース生は、LP-GRP のグループで構想中
のコア技術をもとに、どのようなビジネスへと展開できるかを考え、Lee 先生にアドバイスを受けながら
事業計画書を作成した。最終日には事業計画の内容を発表し、様々な分野の教員からの審査コメントをフ
ィードバックとして受け取った。本コースの柱の 1 つである LP-GRP では、単なる科学の研究提案ではな
く、社会的な価値を示すことも求めている。海外武者修行での留学前に事業計画を検討してみることで、
今後、コース生たちが、社会的価値を一層、意識して LP-GRP に取り組むことが期待される。
平成 28 年 5 月 17 日（火）
興 雄司 教授（システム情報科学府 電気電子工学専攻）
LP-GRP に向けた集中講義として、本学の興 教授による「社会的
価値の全体像の把握」に関する講義を、博士 1、2 年生を対象に実
施した。コース生は、博士課程の研究内容と LP-GRP での研究提
案を実例として、興 教授の指導のもと、それらの社会的価値に関
して議論を行った。新たな研究を提案・実施するにあたり、社会
とどう関わっていくのか、そしてどのような価値提案に繋がるの
かを再考するきっかけとなった。
平成 28 年 5 月 23 日（月）
高田 仁 教授（経済学府 産業マネジメント専攻）
博士 2 年生を対象に、九州大学ビジネススクール（QBS）でも講
義を担当するの本学の高田 教授を講師に迎え、LP-GRP での事業
化計画に関する「シナリオプランニング」の講義を実施した。提
案するビジネスモデルが、近い将来どのような外的影響を受ける
可能性があるかを列挙し、計画に大きな影響をもたらすであろう
シナリオに対して、どのような対策を講じるべきかについて議論した。このような思考訓練を繰り返すこ
とで、コース生はより具体的なビジネス展開のイメージを持つことができるようになった。
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⑥

産学連携マネジメント
産学連携マネジメント（博士 2 年）は、アントレプレナーシッ
プやリスク分析などのキーワードをもとに、新規研究提案や起
業における社会的価値の評価、設定方法について学ぶことを目
的として開講した。実際にベンチャー企業を経営する古屋 光俊
客員准教授（商学博士、株式会社アイルネット 常務取締役）を
講師としてお招きし集中講義形式で行った。
講義は、博士 2 年次に取り組むグループリサーチプロポーザル

LP-GRP の提案内容を題材とし、全体に対する座学とグループごとのディスカッション形式で実施した。
初めに各チームが提案するテーマのミッションやビジョンを明確化したのち、それらを達成するためのビ
ジネスプランを複数立案した。その後、それぞれの戦略案におけるバリューチェーンを作成し、市場規模
や競合技術・企業などを詳細に分析することで内容を深く掘り下げた。また、戦略案の各ステップにおけ
るリスクを洗い出して数値化することにより、研究開発や事業化における実現可能性や、リスクへの対応
策を模索した。

（4）国際力の育成
① 実践科学英語
実践科学英語（修士 1 年）は、英語のコミュニケーション能力を主軸にプレゼンテーション能力、ディス
カッション能力、語彙力と表現力、論文執筆能力の向上を目指し、研究の国際舞台で真に自己表現でき、
リーダーとして活躍できる人材の育成を行うことを目的として開講した。ネイティブ講師による「プラク
ティカルコミュニケーション（Speaking & Communication）」
（通年：全 20 回）
、および 2 日間の集中セ
ミナー「Writing a Scientific Manuscript in English - a 2- day seminar for non-native English speakers
（英語で科学論文を執筆する－非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー）
」
、4 週間の米国研修(LYREP: Leading Young Researchers English Program) に加え、TOEIC Listening & Reading IP テスト
を年に 3 回、スピーキング・ライティングの能力を測る TOEIC Speaking & Writing IP テストを年に 2
回行った。
「プラクティカルコミュニケーション (Speaking & Communication) 」では学術的場面あるいは学術以
外の場面で効果的にコミュニケーションするための能力を身に付ける毎週の英語授業に加え、前期・後期
それぞれ最後の講義ではコース生によるプレゼンテーションを実施し、担当講師による講評を行った。年
間を通して TOEIC L&R IP テスト、TOEIC S&W IP テストともに平均点が向上した。

990
940
890
840

732

790

688

740
690
640

610

590
540
平成28年4月

平成28年10月

平成 28 年度 TOEIC L&R IP 平均スコア推移

20

平成29年3月

平成 28 年度活動報告書

200

153.3

160
120

115.5

80

85.7

128.5

40
0
平成28年4月

平成29年3月
Speaking

Writing

平成 28 年度 TOEIC S&W IP 平均スコア推移

「Writing a Scientific Manuscript in English – a 2-day seminar for non-native English speakers （英
語で科学論文を執筆する – 非英語話者のための科学英語論文執筆セミナー）
」は、英語を母国語としない
修士課程の学生を対象に、自身の研究成果を国際的な場でより効果的に発表するためのスキル習得を目的
とし、英語論文執筆サポートを行っているエダンズグループの博士学位を持つシニアエディターが講師を
務め実施した。アクティビティを多く取り入れながら、英語での執筆[T1]や口頭発表スキル、研究成果を
出版等の形で公に発表するノウハウの習得を目指すカリキュラムを次のとおり行った。
12 月 10 日（土）

12 月 17 日（土）

13:00-13:40

10:00-10:10

Overview of Manuscript Structure/Activity

Review Homework Activity

13:40-14:20

10:10-10:25

Clear Scientific Presentation/Activity

Searching the Literature

14:20-15:05

10:25-11:00

Paragraph and Sentence Logic/Activity

Reading Strategies/Activity

15:15-16:00

11:10-11:40

Paragraph and Text Functions /Activity

Reading Efficiently/Activity

16:00-16:20

11:40-12:15

Improving Readability

Making Notes and Discussing Work

16:20-16:35

Activity/Q & A

Improving Your Scientific Writing

13:15-13:45

16:35-16:50

Understanding the Introduction/Activity

Attracting Your Readers/Homework Activity

13:45-14:00

16:50-17:00

Understanding the Methods

Q&A

14:10-14:45
Understanding the Results/Activity
14:45-15:20
Understanding the Discussion/Activity
15:20-15:30
21
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②

L-YREP (Leading Young Researchers English Program) 2017
九州大学カリフォルニアオフィスと分子システムデバイス
コースによる企画・運営のもと、平成 29 年 1 月 16 日
（月）～2 月 10 日（金）の 4 週間、米国 カリフォルニア
州サンノゼ州立大学（SJSU）での語学研修と、シリコン
バレーでのアントレプレナーシップ教育を実施した。平成
28 年度は、本コースの修士 1 年生 9 名に加え、兵庫県立大
学のリーディングプログラム「フォトンサイエンスが拓く
英語クラスの様子

次世代ピコバイオロジー」から 5 名の学生が参加し、計 14
名での研修となった。L-YREP は、
「実践科学英語（必
修・2 単位）
」の一部として実施され、国際性および英語
でのコミュニケーション力を涵養すると共に、現地トップ
レベルの大学やシリコンバレーの多様な企業を訪問するこ
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）の実際を学ぶことを目的とした。
月曜日から木曜日の午前中は、SJSU 附属の語学学校であ
る iGateways による集中英語プログラム、
「Effective

ローレンス・バークレー国立研究所訪問

Presentation」
「Accent Training」
「Critical Thinking and
Interview Skills」
「Discussion Skills and Debate
Practice」の 4 つの実践的な英語講義を受講した。午後か
らは、SJSU で開講されている日本文化を学ぶ講義
(Japan Culture Class) への参加や、外国人学生と 1 対 1
で会話や散策をする「Conversation Partner」を実施し
た。金曜日にはフィールドトリップとして、UC バークレ
ー校やローレンス・バークレー国立研究所、世界の起業の

Research Presentation

中心地と言われているシリコンバレーのベンチャー企業や
インキュベーターなどを訪問した。第一線で活躍するベン
チャーキャピタリストや研究開発担当者が自らの経験を交

えて語る姿に、失敗を恐れず挑戦し続けることの大切さを学んだ。また、最終週の 2 月 9 日（木）午後に
は「Research Presentation」を実施し、コース生全員が自分自身の修士課程での研究内容を分かり易く英
語で発表した。
4 週間の研修中、コース生はサンノゼ近郊でホームステイをすることで、ホストファミリーとの日常会話
を通じて、異なる文化・慣習に触れる貴重な経験をした。語学研修の効果は、帰国後に実施した TOEICIP、SW のスコアにも現れており、コース生全体の平均点が上昇したことが分かる。また、L-YREP 帰国
後は、自らの可能性は無限大であると気持ちを新たにするコース生も多く、キャリアパスを考える上でも
自分自身と向き合う貴重な 4 週間となった。
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L-YREP 2017 Schedule
Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

January-16

January-17

January-18

January-19

January-20

Week #1
8:20-10:10

Critical Thinking
& Interview Skills
Class 1: Robin
Class 2: Ann

Discussion Skills
& Debate
Practice
1: Ellen S&T:
2: Ann S&T:
Lunch Break

10:40-12:30

12:30-1:30
Martin Luther
King Jr. Birth
Day

8:20- 16:00
Orientations
Tour of SJSU
Welcome Luncheon
Oral Interviews

Effective
Presentations
1: Ann S&T:
2: Ellen S&T:

Accent Training
Class 1: Ann
Class 2: Robin

17:00
Welcome Party
@BoTown
Extra-curricular
Activities

Free

13:00-14:00
Conversation
Partners
@Sweeney Hall
344
14:00-16:00
Special Lecture
Dr. Masato Matsuo
@ Sweeney Hall
344

Field Trip
10:00-12:30
Lawrence Berkeley National
Laboratory
14:00-17:00
Visolis
*Inaugural Address by
President Donald Trump

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

January-23

January-24

January-25

January-26

January-27

Week #2

8:20-10:10

Critical
Thinking &
Interview Skills
1: Robin S&T:
2: Ann S&T:

Effective
Presentations
1: Ann
2: Ellen

Critical Thinking &
Interview Skills
1: Robin
2: Ann

Effective
Presentations
1: Ann
2: Ellen

Accent Training
1: Ann S&T:
2: Robin S&T:

Discussion Skills
& Debate Practice
1: Ellen
2: Ann

Accent Training
1: Ann
2: Robin

Discussion
Skills & Debate
Practice
1: Ellen
2: Ann

10:40-12:30

12:30-1:30

Lunch Break

Field Trip
10:00-12:00Kateeva
PM
13:30-17:30
SRI Workshop
Evening
19:30Yamagata Univ.
Farewell Party @Flames

Extra-curricular
Activities

Time available
for Conversation
Partners Flexible
One on One
Meetings

Time available for
Conversation
Partners Flexible
One on One
Meetings

13:30-17:00
SRI Workshop
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Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

January-30

January-31

February-1

February-2

February-3

Week #3

8:20-10:10

Critical
Thinking &
Interview Skills
1: Robin
2: Ann

Effective
Presentations
1: Ann
2: Ellen

Critical Thinking
& Interview Skills
1: Robin
2: Ann

Effective
Presentations
1: Ann
2: Ellen

Accent Training
1: Ann
2: Robin

Discussion Skills
& Debate Practice
1: Ellen
2: Ann

Accent Training
1: Ann
2: Robin

Discussion
Skills & Debate
Practice
1: Ellen
2: Ann

10:40-12:30

12:30-13:30

Extracurricular
Activities

Field Trip
9:00-11:00 Pharmacyclics
13:00 500Startups
15:00 DropBox

Lunch Break

13:30-14:45
Japan Culture
Class 1
JPN102
@ CL208

Time available for
Conversation
Partners Flexible
One on One
Meetings

13:30-14:45
Japan Culture
Class 2
JPN102 @ CL208
17:00-20:00
Startup
Worldcup*
＠Plug & Play

Time available
for Conversation
Partners Flexible
One on One
Meetings

(need to sign up)

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

February-6

February-7

February-8

February-9

February-10

Week #4

8:20-10:10

Critical
Thinking &
Interview Skills
1: Robin S&T:
2: Ann S&T:

10:40-12:30
Accent Training
1: Ann S&T:
2: Robin S&T:

12:30-1:30

Critical
Thinking &
Interview Skills
1: Robin
2: Ann

Effective
Presentations
1: Ann S&T:
2: Ellen S&T:

Discussion Skills
& Debate Practice
1: Ellen S&T:
2: Ann S&T:

Accent Training
1: Ann
2: Robin

Effective
Presentations
1: Ann
2: Ellen

Discussion Skills
& Debate Practice
1: Ellen
2: Ann

11:00-14:00
L-YREP Farewell Party
@ Flames

Lunch Break

14:00
13:30-14:45
Extracurricular
Activities

Japan Culture
Class 3
JPN102
@ CL208

Time available for
Conversation
Partners Flexible
One on One
Meetings

13:30-14:45
Japan Culture
Class 4
JPN102
@ CL208
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Research
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@Student Union
1A
17:00
Dinner

Free
Field Trip*
16:00-17:00
Fenox Venture Capital
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③

海外研修（海外武者修行）

海外武者修行（博士 1 年）は、修士 1、2 年次に習得した基礎的な英語力と研究能力をもとに、海外の大
学や民間企業、公的研究機関で中長期の研究を行うものである。グローバルな視野で先導的な研究を開拓
できる人材、国際社会において高いコミュニケーション能力にもとづいてリーダシップを発揮できる人材
を育成することを目的とし実施した。平成 28 年度は、博士 1 年生 15 名を最長 9 カ月間、北米、欧州、ア
ジア太平洋地域に派遣した（次ページ参照）
。
本海外研修を通して、グローバル社会で活躍するために必要な「欧米型研究手法の体得」
「異文化（渡航
国・地域の歴史、文化、価値観等）を理解し受容する力」
「主体的に課題を設定・解決できる行動力」
「グ
ローバルな環境におけるコミュニケーション力」を学んだ。
帰国後、
「世界のどこででも生きていける」という感想をもつコース生が多く、グローバル社会を生き抜く
ための自信と精神力が醸成された研修となった。
（参照資料 2(4)③ 平成 28 年度海外武者修行ガイドライ
ン）

アブドラ王立科学技術大学
（サウジアラビア)

ポーランド科学アカデミー有機化学研究所

オハイオ州立大学（アメリカ）

アルバータ大学（カナダ）
（右から 2 番目：長尾 匡憲さん）

（ポーランド）
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氏名・所属

研修先

研修期間

宮島 友博

ドレスデン・ライプニッツ固体･加工材料研究所

（工･材料物性工学）

（ドイツ）

平成 28 年 5 月 21 日

斉藤 昴

アブドラ王立科学技術大学

（理･化学）

（サウジアラビア）

小柴 慧太

イリノイ大学アーバナシャンペーン校

（理･化学）

（アメリカ）

石島 歩

ユーリッヒ研究所

平成 28 年 5 月 29 日

（理･化学）

（ドイツ）

～平成 29 年 3 月 1 日

三浦 大樹

ドレスデン工科大学

平成 28 年 5 月 30 日

（理･化学）

（ドイツ）

～平成 29 年 3 月 2 日

～平成 29 年 2 月 17 日
平成 28 年 5 月 24 日
～平成 29 年 2 月 26 日
平成 28 年 5 月 24 日
～平成 29 年 3 月 16 日

丁 震昊

ノートルダム大学

平成 28 年 5 月 31 日

（シス情・電気電子工学）

（アメリカ）

～平成 29 年 3 月 2 日

畠中 創

ポーランド科学アカデミー有機化学研究所

平成 28 年 5 月 31 日

（工･物質創造工学）

（ポーランド）

～平成 29 年 3 月 1 日

長尾 匡憲

アルバータ大学

平成 28 年 6 月 1 日

（工･化学システム工学）

（カナダ）

～平成 29 年 2 月 27 日

陳 聡

ミシガン大学

平成 28 年 6 月 11 日

（シス情・電気電子工学）

（アメリカ）

～平成 29 年 3 月 21 日

楊 雨峰

サウサンプトン大学

平成 28 年 6 月 18 日

（工･物質創造工学）

（イギリス）

～平成 29 年 2 月 1 日

畠中 渉

オハイオ州立大学

平成 28 年 6 月 21 日

（工･材料物性工学）

（アメリカ）

前田 拓也

ユーリッヒ研究所

平成 28 年 6 月 25 日

（工･材料物性工学）

（ドイツ）

～平成 29 年 3 月 1 日

黄 文シン

イリノイ大学アーバナシャンペーン校

平成 28 年 6 月 28 日

（工･化学システム工学）

（アメリカ）

～平成 29 年 3 月 21 日

～平成 29 年 1 月 31 日

崔 鑫楠

スイス連邦工科大学チューリッヒ校

（工･化学システム工学）

（スイス）

古川 晴一

メルボルン大学

（工･物質創造工学）

（オーストラリア）

平成 28 年 7 月 1 日
～平成 29 年 2 月 28 日
平成 28 年 7 月 2 日
～平成 29 年 3 月 17 日
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第 1 回 海外武者修行報告会の開催
平成 28 年 5 月 11 日（水）
、稲盛財団記念館 稲盛ホール
（伊都キャンパス）において、平成 27 年度に初めて実施
した海外武者修行の報告会を開催した。学内外の約 80 名
の参加者の前で、海外武者修行を終え、帰国したばかりの
博士 2 年（1 期生）が海外での研究や生活を通して得た成
果を報告した。
開催にあたり、海外武者修行ワーキンググループを代表し
て副プログラムコーディネーター久枝 良雄 教授による海
外武者修行の紹介後、コース生を代表して、博士 2 年 三

三重野 寛之さん
（工学府 物質創造工学専攻)

重野 寛之さん（工学府 物質創造工学専攻）
、篠原 修平さ
ん（理学府 化学専攻）がプレゼンテーションを行った。米国 サンディア国立研究所に約 10 カ月（平成
27 年 5 月～平成 28 年 3 月）滞在した三重野さんは、研究以外の日常生活で大事にしていた人との関わり
について、どのように実践し、どのような成果が得られたかについて発表した。続いて、オーストラリア
国立大学に約 10 カ月（平成 27 年 5 月～平成 28 年 3 月）滞在した篠原さんは、国際色豊かな研究室で感
じたグローバルな視点や海外での適応（居場所作り）について発表した。
その後のコース生 13 名によるプレゼンテーションでは、武者修行先で困難に直面した際、どのように克服
したかなどのエピソードや、異文化での気付きなど、コース生の成長ぶりがうかがえる内容が次々と発表
された。最後に、これから武者修行に旅立つ博士 1 年（2 期生）に向けて、プログラムコーディネーター
安達 教授から激励のメッセージが送られ、盛況のうちに報告会を終了した。
（参照資料 2(4)③ 平成 28 年
度海外武者修行報告会ポスター）



九州大学総長への海外武者修行成果報告
平成 28 年 6 月 2 日（木）
、博士 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、玉
上 晃 理事･事務局長に海外武者修行の成果報告を行っ
た。
英国 グラスゴー大学に約 8 カ月（平成 27 年 7 月～平
成 28 年 3 月）滞在した中西さんは、英国の中でも訛り
が強いグラスゴーで、コミュニケーションを図るのに苦
戦しながらも、臆せず積極的に研究室メンバーに話しか
け、研究室でどのようにして信頼関係を築いていったか

（左から玉上 理事･永冨さん･久保 総長
･中西さん･安達プログラム
コーディネーター･石塚 准教授）

について話をした。米国ノースウェスタン大学に約 9 カ
月（平成 27 年 6 月～平成 28 年 3 月）滞在した永冨さんは、世界 15 カ国の研究者が所属している研究室
で、異文化との交流により発見した日本人の強みや、日本と米国の研究室の違いなどについて話をした。
久保総長から、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な質問を受け、2 人は研
究の成果のみならず、厳しい環境の中で困難を乗り越え成長したことや、様々な考え方の人が集まり、相
互に影響しあうことの重要性など、海外武者修行でしか得られない気付きについて報告した。
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3. 産官学が一体となったリーダーの養成
本コースでは、研究開発に対する高いビジョンとそれを成し遂げる勇気とチャレンジ精神を持つ人材を輩出する
ため、参画企業の経営者、研究者の方々に直接教育・指導をしていただく機会を入コースからコース修了まで設定
している。

（1） 企業の参画によるキャリア教育
インターンシップ（修士 1 年）と研究開発セミナー（企業ブレスト）
（修士 1 年）を参画者・企業の協力のもと、
実施した。LP 総合試験（修士 2 年）
、LP-GRP 中間発表（博士 2 年）および LP-GRP 最終発表（博士 2 年）でも
評価・指導をお願いした。
これらの教育機会は、一般の大学院生では得られないものであり、コース生がリーダーとしての素養、企業におけ
る研究開発の考え方を習得するとともに、自身のキャリアについて自発的に考える契機となった。
①

研究開発セミナー（企業ブレスト）

平成 28 年 10 月 27 日（木）
、本プログラムの参画企業 4 社、4 名のご協力を得て、修士 1 年生を対象に研
究開発セミナー（企業ブレスト）を実施した。企業ブレストでは、リーダーになるための意識改革を促す
ことを目的として、第一線で活躍する企業研究者・研究開発管理者から企業で必要とされるリーダー像を
提示していただいたのち、少人数グループに分かれ企業の方々とコース生との間でディスカッションを行
った。講師の方の社名、職位（当時）とテーマを以下に示す。
青木 伸一 氏（三井化学株式会社 R&D 管理部 部長）
「化学企業における研究開発と求められる人材（人財）
」
飯田 和利 氏（株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ 代表取締役社長）
「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」
高橋 隆一 氏（BASF ジャパン株式会社 尼崎研究開発センター長）
「企業視点から社会的価値とは」
萬ヶ谷 康弘 氏
「大学発ベンチャーという世界、今準備しておくべきこと」

高橋 隆一 氏
（BASF ジャパン株式会社
尼崎研究開発センター長）

萬ヶ谷 康弘 氏
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②

LP 総合試験への協力

平成 28 年 9 月 27 日（火）
、28 日（水）の 2 日間に渡り実施
した修士 2 年生の LP 総合試験（QE）の評価および指導のた
め、参画企業・機関より次の 12 名の方に参加していただい
た。

ご参加いただいた参画企業・機関 *社名、職位（当時）:
青木 伸一 氏（三井化学株式会社

R&D 管理部長）

飯田 和利 氏（株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ 代表取締役社長）
池田 征明 氏（日本化薬株式会社 イノベーション創出研究センター長）
梶原 一郎 氏（JSR 株式会社 研究開発部 参事）
高橋 隆一 氏（BASF ジャパン株式会社 尼崎研究開発センター長）
武内 勇 氏（株式会社 ラ・ルバンシュ 代表取締役）
林 省治 氏（三菱レイヨン株式会社 研究開発統括部）
平石 佳之 氏（株式会社日立製作所 ヘルスケビジネスユニット 汎用分析システム営業部 汎用分析企画課
長）
萬ヶ谷 康弘 氏
宮地 克明 氏（日産化学工業株式会社 執行役員 経営企画部長）
八尋 正幸 氏 （公益財団法人九州先端科学技術研究所 有機光デバイス研究室 室長）
脇本 健夫 氏（メルク株式会社 パフォーマンスマテリアルズ先端技術事業本部 有機 EL ビジネスディベ
ロップメントー マネージャー）
③

LP-GRP 中間発表への協力

平成 28 年 11 月 21 日（月）
、稲盛財団記念館 稲盛ホール（伊
都キャンパス）で実施した LP-GRP 中間発表では、4 グループ
の口頭発表およびポスター発表を行った。参画企業・機関の 11
名に加えて企業人 4 名に参加いただき、主に LP-GRP の技術以
外の 3 要素、知的財産（特許性）
・社会的価値（事業計画）
・リ
スク分析に関して、ビジネスの視点から活発な質問・議論・コ
メントをいただいた。さらに参画企業の方々には、中間発表か
ら最終発表へ向けたブラッシュアップのため、1 グループに対
して 2～3 社にメンターとなっていただき、LP-GRP のアフターフォローをお願いした。各グループはメ
ンター企業へ訪問し、担当者からの多様なアドバイスと議論に基づいて追加実験や LP-GRP 冊子の修正を
行なった。
ご参加いただいた参画企業・機関 *社名、職位（当時）:
青木 伸一 氏（三井化学株式会社 R&D 管理部長）
飯田 和利 氏（株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ 代表取締役社長）
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池田 征明 氏（日本化薬株式会社 イノベーション創出研究センター長）
梶原 一郎 氏（JSR 株式会社 研究開発部 参事）
JSR 株式会社 他 1 名
武内 勇 氏（株式会社ラ・ルバンシュ 代表取締役）
林 省治 氏（三菱レイヨン株式会社 研究開発統括部）
三菱レイヨン株式会社

他1名

小川 雅司 氏（公益財団法人九州先端科学技術研究所 産学連携ディレクター）
八尋 正幸 氏 （公益財団法人九州先端科学技術研究所 有機光デバイス研究室 室長）
脇本 健夫 氏（メルク株式会社 パフォーマンスマテリアルズ先端技術事業本部 有機 EL ビジネスディベ
ロップメントー マネージャー）

その他の企業人（4 名）
：
釜田 淳爾 先生（特許業務法人特許事務所サイクス 弁理士）
坂本 剛 氏（QB キャピタル合同会社 代表パートナー）
鈴木 啓明 氏（日本 MIT ベンチャーフォーラム 理事）
三好 一美 氏（有限会社パイロエンタープライズ 代表取締役社長）

メンターを務めていただいた参画企業（当時）
（9 社）
：
株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ、JSR 株式会社、日本化薬株式会社、BASF ジャパン株式会
社、株式会社日立製作所、三井化学株式会社、三菱レイヨン株式会社、株式会社ラ・ルバンシュ、他 1 社

④

LP-GRP 最終発表への協力
平成 29 年 3 月 21 日（火）
、総合学習プラザ 大講義室（伊都キ
ャンパス）において実施した LP-GRP 最終発表発表会に参画企
業ご参加いただいた。発表会終了後、ご参会いただいた参画企
業・機関関係者からコメントいただき、コース生へフィードバ
ックを行った。これまでの経験と助言を活かし、各コース生が
これからの日本を牽引するリーダーとして更なる成長を遂げる
ことが期待するとの激励のコメントもあった。

ご参加いただいた参画企業・機関の方々*社名、職位（当時）:
青木 伸一 氏（三井化学株式会社 R&D 管理部長）
飯田 和利 氏（株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ 代表取締役社長）
池田 征明 氏（日本化薬株式会社 イノベーション創出研究センター センター長）
梶原 一郎 氏（JSR 株式会社 研究開発部 参事）
高橋 隆一 氏（BASF ジャパン株式会社 尼崎研究開発センター長）
武内 勇 氏（株式会社ラ・ルバンシュ 代表取締役）
林 省治 氏（三菱レイヨン株式会社 研究開発統括部）
三菱レイヨン株式会社 他 1 名
平石 佳之 氏（株式会社日立製作所 ヘルスケアビジネスユニット 分析システム事業部 再生医療ソリュー
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ション部）
小川 雅司 氏（公益財団法人九州先端科学技術研究所 産学連携ディレクター）
八尋 正幸 氏（公益財団法人九州先端科学技術研究所 有機光エレクトロニクス実用化開発センター 研究
室長）

その他の企業人（1 名）
：
坂本 剛 氏（QB キャピタル合同会社 代表パートナー）

（2）福岡市産学連携交流センター（FiaS）での実践教育
本コースでは、福岡市産学連携交流センター（FiaS）2 号棟の 224 および 225 号室を博士 2、3 年次における
産官学連携の拠点に位置付けるとともに、グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）に関連する研究立案、
機器を利用した各種実験、分析、結果の考察をコース 1 年次から実践するための場としてコース生に提供して
いる。
また、FiaS 分析機器室が中心となって九州大学の各種分析センターなどを結ぶ『よろず相談室 分析 NEXT』
が開設され、コース生への知的支援機能がより拡充された。よろず相談申し込みなどの利用プロセス改善も図
られ、よりコース生が使いやすいシステムとなった。
平成 28 年度は FiaS に入居している公益財団法人九州先端科学技術研究所（ISIT）関係者と分子システムデバ
イスコース教職員の意見交換交流会を平成 28 年 9 月 6 日（火）に実施した。その議論を踏まえて、12 月 1 日
（木）に ISIT、株式会社三菱化学テクノリサーチ、および FiaS 分析機器室の協力を得て、修士 2 年生を対象と
した分析セミナー『分析概論と FiaS を利用した実サンプル分析』を実施した。午前中は、株式会社三菱化学テ
クノリサーチ 川畑 明 氏による企業視点での機器分析と特許戦略に関する講義を実施した。午後からは、走査
型電子顕微鏡（SEM）、収束イオンビーム走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）、透過型電子顕微鏡（TEM）、質量分
析装置（MALDI-TOF-MASS）の実機を用いて、コース関係者が持参したサンプルを実際に分析する実習を行っ
た。
（参照資料 3(2) 平成 28 年度分析概論と FiaS を利用した実サンプル分析ポスター）
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4. コース生の活動
（1）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
平成 28 年 7 月 8 日（金）～10 日（日）
、幕張メッセ国際会議
場（千葉県）で第 4 回 全国博士課程教育リーディングプログ
ラム学生会議が千葉大学「免疫システム調節治療学推進リー
ダー養成プログラム」
、筑波大学「ヒューマンバイオロジー学
位プログラム」
、同大学「エンパワーメント情報学プログラム」
3 プログラムの共催で開催された。この学生会議は、講演や創
出型ワークショップなどを通じて、これからのリーダーとし
て如何にあるべきかという将来像を見出すことが目的であった。
本コースからは、博士 2 年 登 貴信さん（工学府 材料物性工学専攻）
、三重野 寛之さん（工学府 物質創造工学
専攻）
、金 玉樹さん（理学府 化学専攻）
、修士 2 年 佐々木 光一さん（工学府 材料物性工学専攻）
、芳川 拓真さ
ん（工学府 材料物性工学専攻）
、修士 1 年 石濱 航平さん（工学府 物質創造工学専攻）の 6 名が参加した。参加
学生達は 5～6 名のグループに分かれ、ユニークなアイデアを発想し、それを社会ニーズにマッチしたイノベーシ
ョンに昇華させ、さらに擬似的に Forbes の記事の形にまとめるというワークに取り組んだ。同じグループの学生
には、ブレーンストーミングの経験が浅い学生や、英語が苦手な学生もおり、本コースの博士 2 年生はグループ
内で、ファシリテーションや通訳など、中心的な役割を担っていた。参加したコース生は、L-YREP や海外武者修
行で鍛えられた英語力、ブレーンストーミングで鍛えられたアイデアを出し合いまとめる能力が発揮でき自信が
深まったようだ。

（2）博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2016
平成 28 年 11 月 11 日（金）、12 日（土）の 2 日間、全国のリーディ
ングプログラムの関係者が一堂に会した、リーディングプログラム
フォーラムがヒルトン東京お台場（東京都）で開催された。本コース
ムからは、博士 2 年 三重野 寛之さん（工学府 物質創造工学専攻）
、
登 貴信さん（工学府 材料物性工学専攻）
、宮地 勝将さん（理学府 化
学専攻）
、永冨 久乗さん（工学府 物質創造工学専攻）と教職員が参
加した。
コース生たちが参加した意見交換会では、4 名がそれぞれポスターパネルを使って、企業の経営者や人事担当者に
対して自己アピールを行った。企業への就職を考えているコース生にとっては良いチャンスであった。また、コー
ス生たちは、他プログラムの学生たちとの交流する機会を得て、大きな刺激をとなり、自分たちが伸ばしていくべ
き能力や取り組むべき課題を考える良い機会となった。また、他プログラムについて知ることで自分たちの活動
に対する自信を深め、今後の活動で成果を出すべく決意を新たにした。

（3）沖縄科学技術大学院大学（OIST) & 九州大学交流会 2016
平成 28 年 8 月 22 日（月）
、沖縄科学技術大学院大学（OIST）の学生 17 名（13 カ国）
、教職員 2 名が、日本の主
要大学をめぐり、施設見学とポスター発表会を行うスタディーツアーの一貫として、本学を訪問し、修士 2 年（3
期生）と交流を行った。OIST の学生とコース生の交流イベントは、平成 28 年度で 3 回目を迎えた。九州大学の
紹介 DVD の鑑賞後、水素エネルギー国際研究センター、水素ステーションの視察、コース生との交流昼食会のほ
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か、
コース生が自身の研究室を英語で紹介し、
その内容を OIST の学生が採点する｢九大ラボツアー＆コンテスト｣、
OIST 学生によるポスター発表を九州大学の学生が採点を行う｢ポスターコンテスト｣を行った。猛暑の中にも関わ
らず、笑い声の絶えない交流会であった。

10:00～10:30

九州大学＆伊都キャンパス紹介

10:35～11:20

水素エネルギーセンター見学

11:20～11:40

水素ステーション見学

11:45～12:45

交流会

13:00～14:50

ラボツアーコンテスト
Group A
13:00～13:15（理学府･化学-大場研）→13:30～13:45（工学府･物質創造-古田研）
→13:50～14:05（工学府･化学システム-中嶋研）→14:10～14:25（工学府･材料物性-片山研）
→14:30～14:45（工学府･材料物性-田中研）
Group B
13:00～13:15（工学府･材料物性-田中研）→13:20～13:35（工学府･化学システム-中嶋研）
→13:40～13:55（工学府･材料物性-片山研）→14:00～14:15（工学府･物質創造-古田研）
→14:30～14:45（理学府･化学-大場研）

15:00～16:30

OIST ポスタープレゼンテーション＆コンテスト

16:40～17:00

ラボコンテスト＆ポスターコンテスト表彰

（4）九州大学･山形大学ジョイントワークショップ in シリコンバレー
平成 29 年 1 月 25 日（水）～27 日（金）に米国 カリフォルニア
州において、山形大学リーディングプログラム（フレックス大学
院）との交流イベントを行った。山形大学リーディングプログラム
との交流イベントは、第 1、2 回は、研究ポスター発表とチームプ
レゼンテーションを中心に構成していたが、
3 回目を迎える平成 28
年度は、ジョイントワークショップと称し、本コースの修士 1 年
のコース生の英語研修（L-YREP）期間を利用して、米国 カリフ
ォルニア州で世界最高峰の研究機関である、SRI International 社

SRI International 社前にて

において“SRI International’s Introduction to Innovation”と題
する 3 日間のイノベーション教育のワークショップを受講した。
本コースからは修士 1 年コース生 9 名と米国で海外武者修行（海外研修）中の博士 1 年 2 名が参加し、事前に九
大と山大の学生らが混合する 4 人チームを編成して、既存の知財を元にビジネスモデルを提案する形で臨んだ。
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分野が近い他大学のリーディングコース生とのチーム作業を通して交流を深めることも目的の 1 つとした。
ワークショップに先立ち、平成 28 年 12 月から事前準備として各チームで Skype 等を利用したディスカッション
を重ね、ビジネスとプレゼンテーションの素案を事前に作成した上で受講した。コース生らは、ワークショップ受
講の前日にサンノゼで顔合わせを行い、打ち解けた雰囲気の中でワークショップを受講した。ワークショップで
は、ベテラン講師 2 名による英語でのイノベーションの考え方や、効果的なプレゼンテーションの方法など学習
し、実際に世界のイノベーションの中心であるシリコンバレーで有機 EL ディスプレイの実用化で成長を成し遂
げているベンチャー企業、Kateeva, Inc. を訪問し、シリコンバレ
ーにおけるイノベーションを生み出す歴史的背景や風土について
ク リ ス ト フ ァ ー ・ ブ ラ ウ ン 氏 （ Vice President, Process
Engineering）から話を伺った。イノベーションのメッカであるシ
リコンバレーで実施したことにより、イノベーション教育として
は最大の効果をもたらしたようだった。
2 カ月に渡る九大・山大での混成チームでの活動を通して、チーム
メートして打ち解けたのを契機に、博士課程に進学する同士とし
クリストファー・ブラウン 氏

て今後より一層交流を深めることを期待する。

平成 28 年 12 月 1 日（木） 事前学習第０回（チーム作業）

プレゼン用シーズ決め

習

平成 28 年 12 月～

エレベータピッチ資料作成

前

技術シーズ講座

学

事

平成 28 年 11 月 24 日（木） 事前説明会（九州大学のみ）

平成 29 年 1 月 13 日（金）

事前学習第 1～3 回（チーム作業）

ワ ー ク シ ョ ッ プ

平成 29 年 1 月 25 日（水） ジョイントワークショップ 1 日目
平成 29 年 1 月 26 日（木） ジョイントワークショップ 2 日目

知財シーズ検索

価値創出プレゼン資料作成
エレベータピッチ
イノベーションプロセス
リーダーシップスキル
グループエクササイズ
Kateeva, Inc. 訪問

平成 29 年 1 月 27 日（金）

ジョイントワークショップ 3 日目

シリコンバレーの文化
イノベーションチーム
チームプレゼンテーション

交流会

各チームによる総括

（5）第 5 回グローバルリーダー人材育成塾「高校生サミット」講演
平成 28 年 12 月 10 日（土）別府ビーコンプラザ（大分県）で開催さ
れた第 5 回グローバルリーダー人材育成塾「高校生サミット」にお
いて、博士 2 年

三重野 寛之さん（工学府

物質創造工学専攻）が

講演を行った。この育成塾は、中高生に対して、将来の日本を支える
人材として世界へ挑戦する気概や、リーダーとしての素養育成を目
的として大分県教育委員会主催で開催されており、三重野さんは、
九州大学で活躍する大分県出身者として、これから世界へ挑戦する
中学生、高校生に向けて『いま開こう、世界へのトビラ』と題し、昨
年の米国 サンディア国立研究所での海外武者修行（海外研修）の経験などについて語った。
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（6）コース生研究活動報告
本コースでは、国内外の学会に積極的に参加できるよう学会参加助成を行っている。平成 28 年度は、以下に示す
とおり 18 件の受賞があり、また研究業績として第一著者および相当の論文件数が 13 件と活躍した。
（参照資料
4(6) 平成 28 年度国内外の学会参加および海外武者修行のための事前打合せ旅費等の支援について）


受賞
名前・所属
登 貴信
工・材料物性工学
博士 2 年
三重野 寛之
工・物質創造工学
博士 2 年
坪ノ内 優太
理・化学
博士 2 年
立石 和隆
理・化学
博士 2 年
畠中 渉
工・材料物性工学
博士 1 年

学会名

受賞種別・タイトル

第 34 回 九州分析化学

九州分析化学奨励賞
「新規プロテインキナーゼ活性検出分子システ
ムの開発 」

若手の会夏季セミナー
第 14 回 ホスト・ゲスト

優秀ポスター賞
「コロネン包接多孔性配位高分子による長寿命
室温りん光」

化学シンポジウム
錯体化学会 第 66 回討論会

錯体化学会学生講演賞
“Photochemical Water Oxidation Catalyzed by
an Oxo-bridged Triruthenium Complex”

第 77 回 応用物理学会

Poster Award
「InGaN 系量子井戸の表面プラズモン発光増
強現象の空間分解的評価」

秋季学術講演会
第 65 回 高分子学会年次大会

高分子学会優秀ポスター賞
「細胞膜修飾を指向した膜電位感受性ペプチド
型膜アンカー分子の開発」

12th

The
International
Symposium on Polymer Physics
(PP’ 2016)

Poster Award
“Aggregation States and Mechanical Properties
of Chemically Modified Deoxyribonucleic Acid
Films”

The International Rubber
Conference 2016 (IRC 2016)

IRCO Best Student Paper Award
“Rubbery-Like Behavior of Solid Films of
Deoxyribonucleic Acid”

佐々木 光一
工・材料物性工学
修士 2 年

若手ペプチド夏の勉強会

一般講演部門 優秀賞
「自家抗体をがん治療に活用するペプチド性中
分子の開発」

山本 凌輔
工・物質創造工学
修士 2 年

The 1st CMS-ExOM Joint
Symposium

優秀ポスター賞
「機能性液体の超高分子ゲル化と誘電特性」

第 27 回 基礎有機化学討論会

ポスター賞
「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」
ポスター賞
「TTF 縮環ケイ素フタロシアニン多量体の酸化
還元による分子配列制御」

盛満 裕真
工・材料物性工学
修士 2 年

鹿毛 悠冬
工・物質創造工学
修士 2 年

孔 慶リョウ
工・
化学システム工学
修士 2 年

第 43 回 有機典型元素化学討論会

The 29th International
Symposium on Chemical
Engineering

Best Oral Presentation Award
“Development of a Transcutaneous
Immunotherapy for Japanese Cedar Pollinosis
Using Solid-in-Oil Nanodispersions”

日本化学工学会 第 82 年会

優秀学生賞
“Transcutaneous Pollinosis Immunotherapy
by using Solid-in-Oil Technology”
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辻 美穂
理・化学
修士 2 年

吉丸 翔太郎
理・化学
修士 2 年

増田 志穂美
理・化学
修士 2 年
脇山 史彬
理・化学
修士 2 年



The 15th International
Conference on Molecule-Based
Magnets (ICMM 2016)
錯体化学若手研究会
錯体化学若手の会
夏の学校 2016

Students Poster Prize
“Synergistic Magnetic Behavior of HofmannType Porous Coordination Polymer Solid
Solutions”
優秀講演賞
「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」

Catalysis and Fine Chemicals
2016 (C&FC 2016)
The 14th International
Conference on Frontiers of
Polymer and Advanced
Materials (ICFPAM 2016)
第 4 回 錯体化学若手の会
九州・沖縄支部勉強会

Best C&FC 2016 Poster Presentation
“Support Effects of Pt/MOF Composite
Catalysts on CO Oxidation Reaction”
Poster Award
“Two-Dimensional Metal Nanoparticles
Substrate for High Resolution Fluorescence
Imaging”
ポスター賞
「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」

論文発表（査読つき, 第一著者もしくは相当の論文のみ掲載）
名前・所属

論文情報

寺田 侑平
工・
化学システム工学
博士 2 年

“SPR Study for Analysis of a Water-soluble Glycopolymer Interface and Molecular
Recognition Properties”
Terada, Y.; Seto, H.; Hoshino, Y.; Murakami, T.; Shinohara, S.; Tamada, K.;
Miura, Y.
Polymer J. 2017, 49, 255-262

坪ノ内 優太
理・化学
博士 2 年

“Light-induced Water Oxidation Catalyzed by an Oxido-bridged Triruthenium
Complex with a Ru-O-Ru-O-Ru Motif ”
Tsubonouchi, Y.; Lin, S.; Parent, A. R.; Brudvig, G. W.; Sakai, K.
Chem. Commun. 2016, 52, 8018-8021

宮地 勝将
理・化学
博士 2 年

“Synthesis and Characterization of a RuPt-Based Photo-Hydrogen-Evolving
Molecular Device Tethered to a Single Viologen Acceptor”
Miyaji, M.; Kitamoto, K.; Ozawa, H.; Sakai, K.
Eur. J. Inorg. Chem. 2017, 9, 1237-1244

林 樹
理・化学
博士 2 年

“Improved Photocatalytic Hydrogen Evolution Driven by
Chloro(terpyridine)platinum(II) Derivatives Tethered to a Single Pendant
Viologen Acceptor”
Lin, S.; Kitamoto, K.; Ozawa, H.; Sakai, K.
Dalton Trans. 2016, 45, 10643-10654

畠中 渉
工・材料物性工学
博士 1 年
畠中 創
工・物質創造工学
博士 1 年

“Use of Membrane Potential to Achieve Transmembrane Modification with an
Artificial Receptor”
Hatanaka, W.; Kawaguchi, M.; Sun, X.; Nagao, Y.; Ohshima, H.; Hashida, M.
; Higuchi, Y.; Kishimura, A.; Katayama, Y.; Mori. T.
Bioconjugate Chem. 2017, 28, 296-301
“Turn-On Fluorogenic and Chromogenic Detection of Small Aromatic Hydrocarbon
Vapors by a Porous Supramolecular Host“
Hatanaka, S.; Ono, T.; Hisaeda, Y.
Chem. Eur. J. 2016, 22, 10346-10350
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古川 晴一
工・物質創造工学
博士 1 年
長尾 匡憲
工・
化学システム工学
博士 1 年
黄 文シン
工・
化学システム工学
博士 1 年
小柴 慧太
理・化学
博士 1 年
丁 震昊
シス情・
電気電子工学
博士 1 年
盛満 裕真
工・材料物性工学
修士 2 年

芳川 拓真
工・材料物性工学
修士 2 年

“Controlling Open-Circuit Voltage in Organic Solar Cells by Terminal FluoroFunctionalization of Narrow-Bandgap π-Conjugated Molecules”
Furukawa, S.; Komiyama, H.; Yasuda, T.
J. Phys. Chem. C. 2016, 120, 21235–21241
“Polyacrylamide Backbones for Polyvalent Bioconjugates using “Post-click”
Chemistry”
Nagao, M.; Kurebayashi, Y.; Seto, H.; Takahashi, T.; Suzuki, T.; Hoshino, Y.;
Miura, Y.
Polym. Chem. 2016, 7, 5920-5924
“Solvent-free Fabrication of Carbon Nanotube/Resin Composite for Printable
Thermoelectric Device”
Huang, W.; Nakashima, N.; Fujigaya, T.
Chem. Lett. 2016, 45, 875-877
“A Nickel Dithiolate Water Reduction Catalyst Providing Ligand-Based ProtonCoupled Electron Transfer Pathways”
Koshiba, K.; Yamauchi, K.; Sakai, K.
Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56(15), 4247-4251
“Bacterial Detection Based on Polymerase Chain Reaction and Microbead
Dielectrophoresis Characteristics”
Ding, Z.; Kasahara, H.; Nakano, M.; Suehiro, J.
IET Nanobiotechnology. 2016, 7, 11, 562-567
“Direct Correlation between Molecular Cross-linking and Macroscopic Mechanical
Properties for Green Solids of Deoxyribonucleic Acids”
Morimitsu, Y.; Matsuno, H.; Ohta, N.; Sekiguchi, H.; Tanaka, K.
ChemNanoMat. 2016, 2, 1023-1027

“Encapsulation of a Nitric Oxide Donor into a Liposome to Boost the Enhanced
Permeation and Retention (EPR) Effect”
Tahara, Y.; Yoshikawa, T.; Sato, H.; Mori, Y.; Hosain, Z.; Kishimura, A.; Mori, T.;
Katayama, Y.
Med. Chem. Commun. 2017, 8, 415-421
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5. 広報
プログラムの始動から 4 年が経過し、優秀な人材を獲得するための広報活動に加え、博士 2 年生となる 1 期生の
出口を見据えて、研究機関や企業へコース生の成長をアピールする広報活動を積極的に展開した。

（1）優秀な人材獲得のために
優秀な人材の獲得には、
プログラムの認知度を更に向上させるこ
とが不可欠である。
Web サイトや Facebook を積極的に活用し、
イベントや講義の様子を日本語･英語で情報発信を行った。
また、
年に 3 回発行している広報誌“Newsletter”は、平成 27 年度同
様、コース生の活躍を前面に押し出した内容とし、博士 1 年時の
海外武者修行先でのコース生の様子やカリキュラムの紹介を中
心とした。発行した広報誌は、学内･参画企業のみならず、リク
12 月開催コース説明会

ルート活動の一貫として九州･山口圏内の大学や高等専門学校へ
送付した。

平成 27 年度初めて実施した海外武者修行は、カリキュラムの中でも注目度が高く、報告会を開催したところ学内
外 80 名が参加した。また、次年度のコース生募集期間に開催した一流学一般公開特別講義では、パンフレット、
広報誌の配布を行いプログラムの周知を図った。
平成 28 年度はコース説明会を 2 回開催した。説明会では、プログラムコーディネーター 安達 千波矢 教授から
プログラムのビジョンについて説明を行ったあと、教務担当 興 雄司 教授（システム情報科学府）
、桑野 良一 教
授（理学府）がカリキュラムの説明をした。その後、施設見学を兼ねコース生のブレーンストーミング施設で在コ
ース生との座談会を行った。入コース希望者からは、主専攻とコースの両立について、海外武者修行、LP-GRP に
ついてなどの質問がなされた。上記のような広報活動を行ったことにより、プログラムをよく理解し、目標をしっ
かり持った優秀な学生の獲得につながった。
（参照資料 5(1) 平成 28 年度コース生募集ポスター）

（2）学内外へ向けた広報活動
平成 28 年 4 月 9 日（土）光化学に関する国際会議（The 26th IUPAC Symposium on Photochemistry：2016
IUPAC Photochem) のポストシンポジウムが稲盛財団記念会館 稲盛ホール（伊都キャンパス）にて本プログラ
ムの共催で開催された。ポストシンポジウムでは、2016 IUPAC Photochem の基調講演者や招待講演者など著
名な 5 名の海外研究者（オックスフォード大学やソウル国立大学など）を招聘した。海外武者修行より帰国した
ばかりの博士 2 年 久宗 穣さん（工学府 物質創造工学専攻）
、坪ノ内 優太さん（理学府 化学専攻）
、三重野 寛
之さん（工学府 物質創造工学専攻）
、海外武者修行出発直前の博士 1 年 畠中 創さん（工学府 物質創造工学専
攻）のコース生 4 名が英語で口頭発表し、海外の著名な研究者と議論した。このシンポジウムには、学内外の約
80 名の研究者が参加し、コース生の英語、研究能力の高さをアピールすることができた。
（参照資料 5(2) 平成
28 年ポストシンポジウムポスター）
平成 28 年度は、九州大学総長への海外武者修行報告の様子が九大広報誌（
「九大広報 104 号」
（平成 28 年 10 月
発行）
）
、修士 2 年 孔 慶リョウさん（工学府 化学システム工学専攻）の大学での生活ぶりが九大広報誌の英語
版（「九大広報 104 号」
、“KYUDAI NEWS No.28”( 2017 February) ）に掲載され、広く多くの方々の目に留
まることができた。
また、多くの研究者、企業が一同に介する学会でブース出展を 3 件行い、プログラムの養成している人物像やカ
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リキュラムについて広く周知を行った。次年度も引き続き、終了
時の出口を見据えて、研究機関や企業へコース生の成長をアピー
ルする広報活動を積極的に展開していく予定である。

日本化学会 第 97 春季年会

開催月
平成 28 年 11 月

平成 28 年 12 月

平成 29 年 3 月

イベント名等
第 6 回 CSJ 化学フェスタ 2016

内容

規模主催者発表

ブース出展

約 3,000 名

（於：東京都）
第 27 回産学交流ユースフォーラム

公式発表
ブース出展

（於：九州大学）

なし

日本化学会 第 97 春季年会（2017）
（於：神奈川県）
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ブース出展

約 8,000 名
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付録
資料 1 九州大学博士課程教育リーディングプログラムに関する規則
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別表

省略
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資料 2 九州大学博士課程教育リーディングプログラム奨励金要項
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資料 3 九州大学特定大型教育研究プロジェクトの拠点に関する規程

46

平成 28 年度活動報告書

47

平成 28 年度活動報告書

別表第 2

省略
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参照資料 2(1)⑤ 平成 28 年度分子システムデバイスセミナーポスター

49

平成 28 年度活動報告書

50

平成 28 年度活動報告書

51

平成 28 年度活動報告書

52

平成 28 年度活動報告書

53

平成 28 年度活動報告書

54

平成 28 年度活動報告書

55

平成 28 年度活動報告書

56

平成 28 年度活動報告書

参照資料 2(2)① 平成 28 年度研究企画発表会について
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参照資料 2(2)② 平成 28 年度分子システムデバイス演習（LP 総合試験）規定・注意事項
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参照資料 2(2)③ 平成 28 年度グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）規定
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参照資料 2(2)④ 平成 28 年度分子システムデバイス講究（LP-GRP 最終発表）規定
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参照資料 2(3)② 平成 28 年度一流学一般公開特別講義ポスター
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参照資料 2(3)③ 平成 28 年度インターンシップ実施要領
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参照資料 2(4)③ 平成 28 年度海外武者修行ガイドライン
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参照資料 2(4)③ 平成 28 年度海外武者修行報告会ポスター

参照資料 3(2) 平成 28 年度分析概論と FiaS を利用した実サンプル分析ポスター

77

平成 28 年度活動報告書

参照資料 4(6) 平成 28 年度国内外の学会参加および海外武者修行のための事前打合せ旅費等の支援
について
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参照資料 5(1) 平成 28 年度コース生募集ポスター

参照資料 5(2) 平成 28 年ポストシンポジウムポスター
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