
2017年 
4月号 
Vol.32 

-目次-
4月実施カリキュラム 
分子システムデバイスセミナー 
ご報告 
ご案内 
今後の予定 
お問い合わせ 

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/
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5月実施カリキュラム 

知的財産学：D1 
5 月 11 日(木) 
株式会社三菱化学ケミカルリサーチ 北川 道成 氏と
三菱ケミカル株式会社 田村 進 氏を講師にお迎え
し、3期生（博士 1 年）を対象に、福岡市産学連携交
流センター(FiaS)において知的財産学の講義を行いま
した。研究者として必須の知識である知的財産権や特
許制度について、身近にある商品を例に、演習も交え
ながら学びました。
1 期生の LP-GRP を踏まえて、これからやるべきこと
が見えているようで、コース生は積極的に質問してい
ました。

デバイス応用学：M1
5 月 11 日(木) 
世界で究極の科学技術計算アプリケーションとして知
られている「Mathematica」について、システム情報科
学府 興 雄司 教授に講義していただきました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/810832735732127/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/810802702401797/?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。 

5月 11日(木)、18日(木)は工学府 久枝 良雄 教授、
5 月 25 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。 

リーダー学：D1
5月 15日(月)～17日(水) 
LP－GRP のイントロダクションに位置づけられる
William Lee先生（President, eMembrane, Inc）の集中
講義「リーダー学」を行いました。 
初日はグループで GRP の実用化を仮定したエグゼク
ティブサマリーのプレゼンテーションを行い、最終日
には初日の内容をブラッシュアップして、最終発表を
行いました。プログラムの専任教員はもちろん、QB
キャピタルの川太 規之 氏、元本学産学官連携本部 知
的財産グループの三角 可恵 氏にも審査に加わってい
ただき、ビジネスや知財の視点からもコメントをいた
だきました。

実践科学英語：M1
5月 16日(火) 
5期生（修士 1年）対象の「実践科学英語」が始まり
ました。初回は、それぞれ英語で自己紹介を行い、テ
キストに沿って授業を行いました。

分子システムデバイスセミナー

第 121回 中西 和樹 先生

5月 19日（金） 
『ゾル－ゲル法による多孔体の構造と物性制御』 

（京都大学大学院 理学研究科 准教授） 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/810768312405236/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/814816012000466/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/814043852077682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/815409068607827/?type=3&theater


受賞報告 

3 月 16 日(木)～19 日(日) 
慶應義塾大学 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」での 1 期生（博士 2 年*
発表時）宮地 勝将さん（理学府 化学専攻）の発表が
学生講演賞に選ばれました。おめでとうございます！ 

講演タイトル： 
“Visible-light-induced Hydrogen Evolution Driven by 
Pt(II) Terpyridine Complexes Tethered to an Electron 
Donor Site” 

感想： 
英語による発表及びディスカッションを通じて、講演
賞を頂くことができ大変うれしく思っております。研
究室内外における皆との交流、及び海外武者修行をは
じめとする LP の各種カリキュラムにて磨かれた力の
賜物であると考えています。 

イベント

海外武者修行報告会 
5月 12日(金) 
伊都キャンパス 稲盛ホールにて、2期生（博士 2年）
の海外武者修行報告会を開催しました。当プログラム
では、3 年次（博士 1 年）に長期間の海外武者修行が
必修となっており、2期生 15名は、最長 9か月間、世
界 8ヵ国の大学・公的機関にて研究留学を行いました。 
それぞれ 5 分間の発表と質疑応答を行い、なぜその研
修先を選んだか、どのような研究をしたか、武者修行
中の生活、またこれから旅立する後輩へのメッセージ
等が発表されました。工学府長 髙松 洋 教授（プログ
ラム責任者）より開会のご挨拶、また総評では、工学
府 山田 淳 教授（副プログラムコーディネーター）よ
り、報告会の感想や出発を待つ 3 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、95
名が参加し、盛況のうちに終了しました。

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/813076998841034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/813076998841034/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/813621608786573/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/813076998841034/?type=3&theater


今後の予定

6月 9日（金） 第 122回 分子システムデバイスセミナー 栗村 直 先生 

6月 16日（金） 第 123回 分子システムデバイスセミナー 遠藤 達郎 先生 

6月 23日（金） 第 124回 分子システムデバイスセミナー 野崎 智洋 先生 

6月 30日（金） 第 125回 分子システムデバイスセミナー 松田 真生 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=12342
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=12374
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=12446
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=12396
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/
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6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 1日(木)、8日(木)は 工学府 清水 宗治 准教授、 
6 月 15 日(木)、22 日(木)は 先導物質化学研究所  
吉澤 一成 教授、 
6 月 30 日(木)は工学府 君塚 信夫 教授に講義してい
ただきました。 

武者修行対策英語：M2
6月 1日(木) 
4 期生（修士 2 年）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（海外研修）に
向けて、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。初回は、“What is culture?”というテーマ
でディスカッションを行いました。 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/823211044494296/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/836296063185794/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/842911155857618/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/823364254478975/?type=3&theater


 

 

デバイス基礎：M1 

 

 

6月 15日(木) 
デバイス基礎は、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
る必要があるため、前半は篠崎 文重 名誉教授（元 理
学研究院 物理学部門）よる電気誘導理論に関する講
義、後半は湯浅 裕美 教授 (システム情報科学研究院 
情報エレクトロニクス研究部門) よるスピントロニク
スに関する講義を実施しています。後半の第 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。 

 

 

 

リーダー学：D2  

6月 30日(金)  
九州大学ビジネススクール(QBS)でも講義を担当する
経済学府の高田 仁 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
を実施しました。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
しました。 

 

 

分子システムデバイスセミナー 

 

 

 

第 122回 栗村 直 先生 

 
6月 9日(金) 
『非線形光学デバイス～光デバイスを実現する方法、
人材～』 
 
（物質・材料研究機構 主幹研究員） 

 

 

 

第 123回 遠藤 達郎 先生 

 
6月 16日(金) 
『機能性ポリマーを基材としたナノフォトニックデバ
イスの開発とセンサー応用』 
 
（大阪府立大学大学院 准教授） 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/836298063185594/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/846030482212352/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/829102887238445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/836303039851763/?type=3&theater


 

 

第 124回 野崎 智洋 先生 

 6月 23日(金) 
『プラズマ・触媒反応と環境調和型プロセス』 
 
（東京工業大学 工学院機械系 教授） 

 

 

 

第 125回 松田 真生 先生 

 6月 30日(金) 
『金属フタロシアニン系伝導体における分子設計と巨
大磁気抵抗効果』 
 
（熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授） 

 
 

受賞報告 
 

 

 

6月 8日(木)、9日(金) 
大 阪 大 学 で 開 催 さ れ ま し た  ”Interdisciplinary 
Symposium for Up-and-coming Materials Scientists 
2017 (ISUMS 2017)"において 3期生（博士 1年） 辻 美
穂さん（理学府･化学専攻 大場研究室）が Oral Award
を、3期生（博士 1年） 大坪 宥太さん（理学府･化学
専攻 大場研究室）が Best Poster Awardを受賞しまし
た。おめでとうございます。 
 
辻 美穂さん (写真：左） 
発表タイトル:"Control of Spin Transition Behavior in 
Hofmann-type Porous Coordination Polymer Solid 
Solutions Including Two Kinds of Open Metal Sites" 
受賞タイトル:Oral Award 
抱負:英語での口頭発表の難しさを実感しました。今回
の受賞は、海外武者修行へのモチベーションをさらに
向上させてくれたと思います。 
 
大坪 宥太さん (写真：右） 
発表タイトル："Catalytic Nuclear Spin Conversion for 
Molecular Hydrogen by Cyanide-Bridged Porous 
Magnets" 
受賞タイトル：Best Poster Award 
抱負：本研究内容における初受賞を非常に嬉しく思い
ます。この時期に国際シンポジウムで受賞できたこと
は、今後の研究活動だけでなく海外武者修行の励みに
もなります。今後とも本賞に恥じぬ活躍ができるよう
に邁進する所存です。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/840572766091457/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/845972135551520/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/836227923192608/?type=3&theater


 

 

今後の予定 

 7月 14日（金） 第 127回 分子システムデバイスセミナー 庄山 正仁 先生  

 8月 4日（金） 研究企画発表：M1  

 8月 29日（火） 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=12554
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/
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7月実施カリキュラム 
 

 

 

知的財産学：D2 

 

7月 5日(水)  
特許事務所サイクスの釜田 淳爾 先生による知的財産
学の講義を実施しました。特許を考えるうえで重要と
なる新規性や進歩性を意識したディスカッションを行
うことで、LP-GRP の提案技術の内容をさらにブラッ
シュアップしていきます。 

 

 

 

デバイス科学・応用学：M1 

 
 

7月 6日(木)  
システム情報科学府 興 雄司 教授による3D技法に関
する演習講義を実施しました。後期のデバイス科学の
実習で使用する遮光セルホルダーを共進化社会イノベ
ーション施設（COI 棟）のクリエイティブラボに設置
している、3Dプリンタで作成しました。 

 

 

 

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 6日(木)は工学府 君塚 信夫 教授、 
7月 20日(木)、27日(木)は工学府 片山 佳樹 教授に
講義していただきました。 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/848619971953403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.848569165291817/848568841958516/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/862329530582447/?type=3&theater


 

 

リーディング経営特論：M1･M2  

7月 21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Ⅰでは、ビジネスモデルキャンバスと
バリュープロポジションキャンバスについてご講義い
ただきました。座学はもちろんですが、トム・ウージ
ェック氏の「マシュマロ・チャレンジ」や伊都キャン
パス内でのフィールドワークも盛り込んだ充実した内
容でした。 

 

 

 

 

インターンシップ：M1 

 

 

7月 27日(木)  
M1 コース生対象の必修科目であるインターンシップ
のオリエンテーションを行いました。工学府 後藤 雅
宏 教授より、インターンシップの心構えなどについて
お話しいただきました。M1コース生は 8～9月に行わ
れる実習に向けて、準備を進めています。 

 

分子システムデバイスセミナー 

 

 

 

第 121回 庄山 正仁 先生 

 
7月 14日(金) 
『パワーエレクトロニクスにおけるノイズと EMC 
(Electromagnetic Compatibility) の考え方』 
 
（九州大学大学院 システム情報科学研究院 教授） 

 
 

受賞報告 
 

 

 

7月 14日(金)､15日(土)  
熊本県水俣市で開催されました「日本化学工学会九州
支部 第 28 回九州地区若手ケミカルエンジニア討論
会」において 3期生（博士 1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）が最
優秀賞（ポスター発表）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 nanodispersions (化粧品に実用された技術
を花粉症の治療へ) 
抱負：海外武者修行の直前に賞をいただいて、大変光
栄です。留学中にも成果を出せるように、精進します。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/861824867299580/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/862510060564394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/853506298131437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/855826021232798/?type=3&theater


 

イベント 

 

 

 

第 5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(土)、9日(日)  
信州大学 上田キャンパスで開催されました「第 5回博
士課程教育リーディングプログラム学生会議」に、4
期生（修士 2 年）の石濱 航平さん、樋口 千紗さんが
参加しました。 
会議は全て英語で行われ、他大学の学生とチームに分
かれ意見交換を行いポスター発表を行いました。全国
のリーディングプログラムの学生たちとの交流を深め
ることができたようです。 

 

 

 

 

 

 

九州大学教育改革シンポジウム 2017 
7月 10日(月)椎木講堂（伊都キャンパス）において、
九州大学における世界で活躍できる人材育成や大学院
教育の最前線を紹介する九州大学教育改革シンポジウ
ム 2017が開催されました。 
シンポジウムは 2 部構成になっており、1 部では九州
大学が現在取り組んでいる博士課程教育の紹介および
成果発表が行われました。本コースからは久枝 良雄 
副プログラムコーディネーターが登壇し「産官学連携
による次世代を担う人財養成」と題して、海外武者修
行とグループリサーチプロポーザル (LP-GRP) につ
いてお話しました。プログラムでの成果として、1 期
生を代表して博士 3 年 登 貴信さん(工学府 材料物性
工学専攻)が「コースで高めた人間力」と題し海外武者
修行や LP-GRP を通してどの様に成長したか、また今
後社会出てどの様に役立てていくかについてお話しま
した。 
その後のパネルディスカッションでは「社会が求める
課題解決型人材とは」をテーマに、登さんは九州大学
の他のリーディングプログラムの学生とともに登壇
し、企業の方や本学の教員と社会に求められる博士人
材像について意見を交わしました。 
第 2 部は、九州大学で現在取り組んでいる最新の研究
内容を紹介することを目的としたポスター発表が行わ
れました。本コースからは、LP-GRP の成果発表を行
い、ポスター発表 144件の中から 1期生（博士 3年） 
永冨 久乗さん（工学府 物質創造工学専攻）が金賞を、
1 期生（博士 3 年）寺田 侑平さん（工学府 化学シス
テム工学専攻）が銅賞を受賞しました。シンポジウム
は、盛会のうちに幕を閉じました。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/852657031549697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.851400831675317/851400685008665/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.851400831675317/851400735008660/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/851392911676109/?type=3&theater


 

 

今後の予定 

 8月 29日（火） 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
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/
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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 4日(金) 
IMIオーディトリアム室（伊都キャンパス）において、修
士 1 年コース生 7 名を対象に、プログラム参画教員 27
名が参加し、研究企画発表を実施しました。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、前期に行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。 

 

 

 

分子システムデバイス演習 
（LP総合試験）：M2 

 
 

8月 29日(火)  
稲盛ホール（伊都キャンパス）において、修士 2 年 9 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。LP 総合試験は、研究企画・情報
集約演習科目に含まれる必修単位であり、分子システムデ
バイス科学に関する最新の科学トピックスを総説形式で
まとめ、事前に提出した総説に沿って発表をします。修士
2年生は１グループ 3名の 3つのグループに分かれて行い
ました。評価者として、企業・機関参画者 9 名、学外教
員 2名、学内教員 36名が参加しました。 

  
 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/870053423143391/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.881917441956989/881917218623678/?type=3&theater


    

 

 

産学連携マネジメント：D2 

 

 

8月 30日(水) 
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）による「産学連
携マネジメント」の集中講義の最終講義日でした。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ました。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
ンを複数立案しました。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ました。
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ました。 

 

 

 

企業ブレスト：D2  

9月 26日(火) 
参画企業の一つである、株式会社日立製作所 平石 佳之 
様（ヘルスケアビジネスユニット 分析システム事業部 
再生医療ソリューション部）にご来学いただき、LP-GRP
中間発表に向けた企業ブレストを行いました。GRPのテ
ーマ対して企業の視点からご意見をいただくだけでな
く、企業におけるキャリアパスについてもお話下さいま
した。コース生にとって大変有意義な時間となりました。 

 

 

 

受賞報告 
 

 

 

8月 7日(月)  
東北大学片平キャンパスで開催されました「複合アニオン
化合物の創製と新機能」第 2回若手スクールにおいて、修
士 2年 松川 祐子さん（工学府・物質創造工学専攻）が研
究企画賞を受賞しました。おめでとうございます！ 
◆発表タイトル：非公開 
◆抱負：学会に参加している学生同士が互いの発表を聞き
合った上で、新しいテーマを提案する、という活動を行い
ました。受賞することができ、大変嬉しく存じます。研究
室やリーディングプログラムにて、議論やブレーンストー
ミングを繰り返し行う中で身に着いた力のおかげである
と考えております。今後も研究活動と、リーディングプロ
グラムでの活動に励んで参ります。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/884403388375061/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/894762337339166/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/883972138418186/?type=3&theater


 

 

 

 

8月 30日(水)～9月 2日(土)  
韓国  光州科学技術院で開催されました  "2017 KJF 
International Conference on Organic Materials for 
Electronics and Photonics (KJF-ICOMEP 2017)" におい
て、修士 2年 冷 俊夫さん（理学府 化学専攻）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：”Adjusted Emission color from Quantum 
Dots by Thermal Treatment” 
◆抱負：今学期中に論文が投稿できるように頑張ります。 

 

 

 

今後の予定 

 10月 5日 (木) 後期オリエンテーション：M1、D2  

 10月 12日 (木) 後期オリエンテーション：M2  

 10月 12日 (木) 分子システムデバイスセミナー（Stephen Lyth先生）  

 10月 13日 (金) 分子システムデバイスセミナー（渡邊 充広先生）  

 10月 20日 (金)、21日(土) 博士課程教育リーディングプログラムフォーラム 2017  

 10月 27日 (金) 分子システムデバイスセミナー（野地 博行先生）  

 

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=12982
http://www.leading.nagoya-u.ac.jp/LF2017/
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=73
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/888235747991825/?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/
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10月実施カリキュラム 

オリエンテーション
10月 5日(木)
コース生の後期オリエンテーションを実施しました。
後期のカリキュラムは、M1 コース生は L-YREP、M2
コース生は突撃ブレスト（研究室ローテーション）、D2
コース生は LP-GRP 中間発表・最終発表と盛りだくさ
んとなっています。

インターンシップ報告会：M1
10月 12日(木) 
夏期に 2～4 週間の期間で行われたインターンシップ
の報告会を実施しました。分子システムデバイスコー
スでは、プログラム参画企業を中心に、企業における
研究開発の現場を知り実践力を身につけるために、M1
の夏期にインターンシップを行っています。報告会で
は、インターンシップでの成果や企業と大学との研究
の進め方の違いなどについて 2 分間の発表を行い、気
付きを共有しました。特に人間力を高めることや時間
の管理等、研究以外にも学ぶことが多いインターンシ
ップとなったようです。最後にインターンシップ担当、
工学府 後藤 雅宏 教授から企業が求める博士像など、
貴重なお話しをしていただきました。

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/898729120275821/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/902077446607655/?type=3&theater


デバイス科学：M1
10 月 19 日(木) 
コース生専用の創作の施設であるクリエイティブラボ
において、システム情報科学府 興 雄司 教授による
「デバイス科学」の講義を行いました。
この講義は、エレクトロニクスデバイスやシステムに
関して、M1 前期に行なった「デバイス基礎」の講義で
学んだ内容を元に、デバイスのより実践的な構造を理
解し、それを駆動させるために必要な知識の習得を目
指し開講しています。
今回の実習では、デバイス系の学生と化学系の学生が
グループを組んで、表面実装部品の半田付けによる電
子デバイスの作製を行いました。

L-YREP ガイダンス：M1
10 月 30 日(月) 
九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受け、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年次に行っています。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を訪
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、2018 年 1 月 16 日(火)～2 月 9
日(金)の期間で実施いたします。
L-YREP に先立って、ビザや保険についての説明会を行
いました。

分子システムデバイスセミナー

第 130回 Stephen M. Lyth 先生

10月 12日(木) 
“Energy from Soot: Engineering Carbons for 
Electrochemistry” 

（九州大学 エネルギー研究教育機構 准教授） 

第 131回 渡邊 充広 先生

10月 13日(金) 
『ウェットめっきプロセスによる機能性被膜の創成』 

（関東学院大学 総合研究推進機構 准教授） 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/905388546276545/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/910888232393243/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/902173833264683/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/902215629927170/?type=3&theater


 

 

 

第 132回 野地 博行 先生 

 10月 27日(金) 
『1分子生物物理学から人工細胞リアクタ研究まで』 
 
（東京大学 大学院工学系研究科応用化学専攻 教授） 

 

 

受賞報告 
 

 

 

10月 4日(水） 
福岡市で開催されました九州最大のビジネスプランコ
ンテスト「Startup Go! Go! 2017」にて、修士 2年 石
濱 航平さん（工学府 物質創造工学専攻・久枝研究室）
が代表を務める起業部のグループ「NOVIGO（ノビー
ゴ）」が優勝およびその他特別賞を数賞受賞しました。
おめでとうございます！ 
本プログラムの担当教員 後藤 雅宏 教授（工学府）の
シーズをもとに、ワクチンシールの開発、販売への展
開を目指したプランを発表しました。実現すれば針が
不要になり、患者の負担の軽減だけでなく針の廃棄処
理も不要となり、多くの期待が寄せられています。 
 
◆抱負：リーディングプログラムで学んだことを最大
限に生かし、研究も起業もできる人材になれるようこ
れからもチャレンジしていきたいです！ 

 

 

 

今後の予定 

 11月 10日（金） 第 134回 分子システムデバイスセミナー（長谷川 美貴 先生）  

 11月 24日（金） 
第 135回 分子システムデバイスセミナー 
（Sergei V. Dzyuba 先生） 

 

 11月 28日（火） LP-GRP中間発表会：D2  

 12月 2日（土）、3日（日） 実践科学英語（科学英語論文執筆セミナー）：M1  

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13140
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/908875892594477/?type=3&theater
http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/topics/view/1258


 

 

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
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/
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LP-GRP中間発表会 
 

 

 

11月 28日(火) 
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（2期生）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。発表会では、
４つのグループに分かれたコース生が、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 53 名、参画機関・企業関係者 13 名がアドバイスを
行いました。また、午後からは技術、知財、社会的価
値、リスク分析の項目についてポスター発表を行いま
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ていきます。 

 

 

11月実施カリキュラム 
 

 

 

武者修行対策英語：修士 2年 

 

11月 2日(木)  
武者修行対策英語の最終日、一人ずつ英語でプレゼン
テーションを行いました。この講義は、博士 1 年に実
施する海外武者修行に備えて、英語でのディベート力、
ディスカッション能力を身に付けることを目的として
開講しております。幅広い内容の講義をとおして、コ
ース生は英語に自信を付けたようでした。来年度行わ
れる海外武者修行に向けて、修士 2 年（4 期生）はビ
ザの手続きなど本格的に準備を進めています。 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/rpp.162584560556951/927628050719261/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/913530132129053/?type=3&theater


 

 

 

デバイス科学：修士 1年 

 
 

11月 9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 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）についての講義が行われ
ました。 
 
11月 16日(木) 
福岡市産学連携交流センター（FiaS）において水野 潤
先生による「ナノインプリンティング」の実習講義を
実施しました。また、FiaSの分析解析よろず相談室の
加来 猛氏にご指導をいただき、走査型電子顕微鏡
（SEM）を用いた分析も行いました。 

 

 

 

異文化交流学：修士 1年 

 

11月 14日(火) 
異文化コミュニケーターであり、本学工学府 客員教授 
マリ・クリスティーヌ先生をお招きして、“Inter-Cultural 
Understanding & Communication”と題して英語での講
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、コース生は異文化適応能力に
関する自己分析の後、英語で自己紹介をしました。 

 

 

 

分子システム学：修士 1年 

 

11月 22日(水)、24日(金) 
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 2 日間の集中講義
が行われました。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。最終日には英語で自身の研究内容を紹介し質疑応
答を行いました。 

 

 

 

分析概論：修士 2年 

 

11月 21日(火) 
福岡市産学連携交流センター（FiaS）において、修士 2
年（4 期生）を対象に「分析概論と FiaS における課題
解決型分析実習」を実施しました。午前は、研究者とし
ての心構えなど、今後の研究やコースワークに取り組ん
でいく上で糧となる講義を受講しました。午後は、分析
機器室よろず相談室の方々の指導のもと、SEM、TEM
などを用いて、コース生自らが持ち込んだサンプルや製
品などの分析実習を行いました。 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/915351298613603/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/920935381388528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/917432771738789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.922437097905023/922436837905049/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/923824947766238/?type=3&theater


 

分子システムデバイスセミナー 

 

 

 

第 134回 長谷川 美貴 先生 

 11月 10日(金) 
『レアアースを分子で発光させる！』 
 
（青山学院大学 教授） 

 

 

 

第 135回 Prof. Sergei V. Dzyuba 

 
 

11月 24日(金) 
“MOLECULAR ROTORS  
tools for assessing structure and properties of the 
media” 
 
（Department of Chemistry and Biochemistry,  
Texas Christian University, USA） 

 

 

ご案内 
 

 

 

福岡市長 高島 宗一郎氏による 
「一流学」講義開催のご案内 
 
本年度の一流学一般公開講義は、福岡市長 高島氏をお
招きして講義を行います。 
 
「苦難はなかったのか・どう乗り越えたのか」、「なぜ
福岡市はスタートアップに注力しているのか」、「リー
ダーとは」、などについて講演していただきます。 
 
[日 時] 12月 16日(土) 13：30～14：30 
[場 所] 稲盛財団記念館 稲盛ホール 

（九州大学 伊都キャンパス） 
[定 員] 200名（先着） 
[講演名] FUKUOKA NEXT 

～福岡市を次のステージへ～ 
[参加費] 無料 
[申込み] こちらからご登録ください 

 

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13281
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13281
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/apply/view/index.php?id=61201
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/915492948599438/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/922440207904712/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13281


 

 

今後の予定 

 12月 16日(土) 「一流学」一般公開特別講義（福岡市長 高島 宗一郎氏）  

 2018年 
1月 16日(火)～2月 9日(金) 

L-YREP2018 
（Leading Young Researchers English Program）：M1 

 

 3月 7日(水) 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/?p=13281
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/
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平成 30年度 
コース生を 
募集します 

詳細はこちら 

 

 

 

12月実施カリキュラム 
 

 

 

実践科学英語：修士 1年 

 

12月 2日(土)、3日(日) 
修士 1 年コース生の必修科目である実践科学英語の
一環として、外部講師 2名による、科学英語論文執筆
セミナーが行われました。 
分子システム化学国際コースとの合同での開催とな
り、国際色豊かな講義となりました。 

 

 

 

企業ブレスト：修士 1年 

 

12月 7日(木) 
修士 1年コース生を対象に、「企業における博士人材
像」や「グローバル人材」について考える「企業ブレ
スト」が行われました。実際に参画企業でマネジメン
トや研究に携わっている 4 名の方々による、講演や
グループディスカッションを通して、コース生は自身
の将来やキャリアパスについて深く考える機会を得
ることができました。 

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13336
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13336
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/929780707170662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/931330253682374/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
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分子システムデバイスセミナー 
 

 

 

第 137回 星野 友 先生 

 
12月 2日(金) 
『タンパク質のような動的な機能を発現する合成ナノ
粒子の開発 
〜プラスチック抗体からCO₂分離膜まで〜』 

 
（九州大学 工学研究院 准教授） 

 
 

イベント 

 

 

 

一流学・一般公開特別講義 
 
12月 16日(土) 
稲盛財団記念館 稲盛ホール（伊都キャンパス）にお
いて、福岡市長 高島 宗一郎氏による、一流学・一般
公開特別講義が行われました。「FUKUOKA NEXT〜
福岡市を次のステージへ〜」と題した講演で、高島市
長は、福岡市が現在抱えている問題に対し、20〜30
年後を見据えどの様な取り組みを行っているか、次世
代を担う若者に対して何を期待しているか、熱く語ら
れました。当日は寒い中にも関わらず、学内外から約
160 名が参加しました。また、講演後は修士 1 年コ
ース生対象のワークショップが行われました。高島市
長はコース生の質問に対し真摯に答えていました。 

 

 
 

受賞報告 
 

 

 

12月 10日(日)〜12月 14日(木) 
中国 廈門市で行われた "The 15th Pacific Polymer 
Conference" において、修士 1年 阿部 建樹さん（工
学府 材料物性工学専攻 田中研究室）が ACS Omega 
Best 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：Photo-Carrier Transport Property in 
Poly(3-hexylthiophene) Thin Films 
抱負：Best Poster Awardをいただき、大変光栄に思っ
ております。今回の受賞を励みに一層成長できるよう
邁進する所存です。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/926075807541152/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/935530849928981/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/935530849928981/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/926075807541152/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/935530849928981/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/937094329772633/?type=3&theater


 
 

 

今後の予定 

 

 1月 16日(火)〜2月 9日(金) 
L-YREP2018 
(Leading Young Researchers English Program)：修士 1年 

 

 2月 14日(水) 第 133回 分子システムデバイスセミナー 
(Frédéric PERUCH先生) 

 

 3月 7日(水) LP-GRP最終発表会：博士 2年  

    

 

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/?p=13156
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13156
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?page_id=286
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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平成 30年度 
コース生を 
募集します 

※募集期間を 3/19まで延長します 

詳細はこちら 

 

 

 

L-YREP2018（実践科学英語） 

 

 

 

 

 

L-YREP2018  

1月 17日(火)～2月 9日(金) 
修士 1 年コース生の必修科目「実践科学英語」の一
環として、アメリカ カリフォルニア州にて海外研修
Leading Young Researchers English Program 2018
（L-YREP）を実施しました。 
L-YREPは、サンノゼ州立大学附属の iGatewaysでの
英語研修のみならず、アップル新本社やシリコンバレ
ーの企業、大学を訪問し、イノベーションとアントレ
プレナーシップ（起業家精神）を肌で感じることも目
的の一つとしています。コース生は現地の学生との交
流や、ホームステイ先での異文化体験など、充実した
4週間を過ごしました。 
 
本年度は、訪問した研究室や企業にてコース生の研究
内容を英語で紹介しました。スタンフォード大学 
Stanford Polymer Collective (SPC)では、阿部 建樹さ
ん（工学府 材料物性工学専攻）、本田 竜太朗さん（工
学府 化学システム工学専攻）が、カリフォルニア大
学バークレー校 Raymond 教授研究室では永井 邑樹

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/?p=13293
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/929780707170662/?type=3&theater
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.950210918460974/950210748460991/?type=1&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.960289524119780/960288544119878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/pcb.961396617342404/961395424009190/?type=3&theater


 

さん（工学府 物質創造工学専攻）と石川 悠眞さん（工
学府 物質創造工学専攻）が発表しました。IBMでは、
中窪 奎喬さん、徐 暢さん（共にシステム情報科学
府 電気電子工学専攻）、アップル本社では石川 悠眞
さん、辻 啓太さん（共に工学府 物質創造工学専攻）
が発表いたしました。また、アップル本社では、プロ
グラムコーディネーター安達 千波矢教授が最新の
OLEDの研究について講演を行い、多くの研究者が参
加して、熱心に質問をしていました。 
 
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！ 

 

2月実施カリキュラム 
 

 

 

分子システム学：修士 1年 

 

2月 13日(火)、14日(水) 
Bordeaux University の Senior CNRS Researcherで
ある Frédéric Peruch 先生による高分子化学につい
ての集中講義を行いました。この講義は、すべて英語
で行われ、グローバルコースの学生も修士 1年コース
生と共に受講しました。 

 

分子システムデバイスセミナー 
 

 

 

第 133回  Frédéric Peruch先生 

 
2月 14日(水) 
 “Organocatalysis and enzymatic catalysis in polymer 

chemistry” 
 
（Bordeaux University, Senior CNRS Researcher） 

 

https://www.facebook.com/pages/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%88%86%E5%AD%90%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9/162584560556951
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/965808100234589/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/965821530233246/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.429191393896265.1073741853.162584560556951/954811281334271/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/965808100234589/?type=3&theater
https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/965821530233246/?type=3&theater


 
 

 

今後の予定 

 

 4月 5日(木) オリエンテーション  

    

 

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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グループリサーチプロポーザル（LP-GRP）最終発表 

 

 

 

3月 7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、博士 2 年生（13 名）を対象に参画企業･機関
関係者、教員が参加して LP-GRP 最終発表を実施し
ました。発表はグループごとに行い、まず代表者が
LP-GRPのあらすじ（テーマの概要と役割分担）を 5
分間で説明した後、メンバー各々が 20分間口頭発表
を行いました。発表では、参画企業から受けたアフタ
ーフォローの内容を含めた LP-GRP における自身の
活動内容、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を語りまし
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
を遂げることを期待しています。 

 

 

 

http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=977949432353789&id=162584560556951


1期生コース修了式、学位授与式 
 

 
 

 

 

3月 7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、LP-GRP最終発表の後、1期生、14名のコース修了
式を執り行いました。プログラム責任者 高松 洋先生
（工学府長）からコース修了証が授与されました。 
 
3月 20日(火) 
椎木講堂（伊都キャンパス）において、平成 29 年度学
位記授与式が行われました。1 期生には分子システムデ
バイスプログラムの修了が付記された学位記が授与さ
れました。また、中西 契太さん（理学府 化学専攻・大
場研究室）は学術研究活動において特に顕著な業績を挙
げたとして表彰されました。1 期生の皆様のさらなるご
活躍を祈念しております。 

 

 
 

受賞報告 
 

 

 

修士 2年 樋口 千紗さん（工学府 物質創造工学専攻・ 
吉澤研究室）が、最優秀発表賞および Best Poster 
Award を受賞しました。おめでとうございます！ 
1.「平成 29年度工学府修士課程（応化機能）最終試問
会」 
受賞名：修士最優秀発表賞 
タイトル：シリカ表面/エポキシ樹脂接着界面における
吸着水に関する分子論的研究 
 
2. 3月 16日(金)「IMCE国際シンポジウム」 
受賞名：Best Poster Award 
タイトル：Theoretical Study on the Role of Hydrogen 
Bond in the Adhesion between Glass Surface and 
Epoxy Resin 
 
抱負：最優秀発表賞、Best Poster Award を頂けて光栄
です。自分の自信につながり、また海外武者修行に向
けて弾みがつきました。これを励みに、今後も研究を
頑張っていきたいです。 

 

 

https://www.facebook.com/162584560556951/photos/a.162923180523089.36590.162584560556951/977960209019378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=988869591261773&id=162584560556951
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ご案内 

 

 

 

海外武者修行報告会 
 
3 期コース生（博士後期 2 年）14 名は、必修科目で
ある海外研修（海外武者修行）を昨年、世界 5カ国の
大学で行いました。その報告会を下記の通り開催しま
す。 
皆様のご参加をお待ちしております。 
 
日時：5月 10日(木) 13：30～16：20 
会場：総合学習プラザ 第 5-6講義室 

参加：無料（事前登録はこちらから) 

 

 

 

今後の予定 

 

 5月 10日（木） 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 リーディングプログラム支援室 
〒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。 
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