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1. はじめに
（1）

プログラムコーディネーターからのメッセージ
現在日本を取り巻く経済環境は極めて厳しく、特に日本の基幹産業
であるエレクトロニクス産業においてはその生産拠点が韓国、中国等の
アジア諸国へ移動し、産業としての凋落が著しい状況にある。化学産業
においても、アジア諸国の追い上げを見ると同様な凋落が数年後には訪
れると予想され危機感を感じる。同時に日本から海外の大学への留学生
の数は 2000 年をピークに緩やかな減少傾向にあり、日本の学生たちの
内向き志向が顕著である。米国の大学院生に卒業後の進路は？と聞く

プログラムコーディネーター
安達

千波矢

九州大学大学院工学府
教授

と、第一に自らベンチャーを興したいと多くの学生が言う。それがダメ
なら、中小・大企業へという答えが多い。一方、日本の学生たちに同じ
質問をすると、多くの学生は第一に名の通った大企業へ、ダメなら中小
へ、ましてやベンチャーを自ら興したいとかベンチャーへ行きたいとい
う学生は極稀である。でもよく考えてほしい。新しいイノベーションを

生み出すのは、大体小さなスタートアップ企業や大学の研究室である。スタートアップは、自分自身が世界
を変えることができると思っている人たちの小集団である。少人数なら意志を同じくするメンバーと機敏に
行動ができ、考えるスペース、時間、お金を十分に与えられることで、ハイリスク・ハイリターンへの挑戦
ができるのである。
生物としての人類は理想の未来を目指して常に進化しなければならないと思う。生物の進化は突然変
異である。その突然変異が世界を前進させてきた。現状に満足して、そこに安住しようと思った瞬間から進
化はなくなり、イノベーションは決して起きることはない。科学技術に決して終わりはない。過去の歴史を
見れば分かる通り、そこには必ず新しい発見が隠れているのである。リーディング大学院の学生のみなさん
への期待は、決して現状に留まることなく積極果敢に草薮をかき分けて前進する“進化し続けるイノベータ
ー”になってほしいことである。そのためには、自分の学問領域の深堀りと共に、異分野への積極果敢な挑
戦、そして、ビジネスマインドをも兼ね備えたスーパーリーダーに成長してほしいと願っている。本コース
では分子システムデバイス科学という学際領域の新しい学問・産業分野を開拓できる研究者の養成を目指し
ているが、近視眼的な個別の材料・デバイス技術に留まらず、アプリケーションやシステムとして大きな枠
組やワールドワイドな視点からの俯瞰力も身につけてほしいと願っている。プログラムは、まだ手探りの部
分も多く進化の途中である。教員、コース生、支援室メンバーが一体となって本コースが留まることなく進
化していくことを願っている。
現在、九州大学伊都キャンパスを中心として、地元福岡市とも一体となり、イノベーションの受け入
れ場所や制度も着々と準備が進んでいる。国籍を問わず優秀なイノベーターが生息できる都市の形成を進
め、これからの日本を支える新しい科学技術と産業の仕組みが福岡から立ち上がることを期待している。是
非、コース生には、ここ福岡から新しいイノベーションを引き起こし、新しい未来社会を切り拓いてほしい
と願っている。
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（2）


コース生紹介

平成 25 年度コース生
（平成 27 年 3 月 31 日現在 16 名在籍）

以下進路変更につき退コース
山崎

恒太 (システム情報科学府

電気電子工学専攻) 平成 26 年 3 月 31 日付け
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平成 26 年度コース生
（平成 27 年 3 月 31 日現在

17 名在籍）
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2. 3 年目を迎える学位プログラム
専門性の深化・科学的俯瞰力の育成

（1）


分子システム基礎
分子システム基礎は、「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指し開講した。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 7 名の講師
（＊表参照）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。
担当教員
高原

淳

所属･役職
先導物質化学研究所・教授

講義内容
ソフトマテリアルの分子パターン／モルフォロジーの
制御とバイオミメティクス

安達

千波矢

工学研究院・教授

有機発光デバイスの基礎有機エレクトロニクス入門

吉澤

一成

先導物質化学研究所・教授

分子の電子状態と分子間相互作用

久枝

良雄

工学研究院・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

工学研究院・教授

分子組織体の化学

片山

佳樹

工学研究院・教授

ライフ・イノベーションに向けた分子システム

古田

弘幸

工学研究院・教授

分子認識と超分子化学

高原 淳


安達 千波矢

吉澤 一成

久枝 良雄

君塚 信夫

片山 佳樹

古田 弘幸

分子システム学
分子システム学は、平成 26 年度も前年度と同じく

Sergei Dzyuba 教授（テキサスクリスチャン大学（US））を
講師に迎え、4 日間に渡る英語での集中講義形式で行った。
本講義では、「分子システムデバイス科学」の学問を分子の
観点から捉え、有機化学の基礎および先端研究を英語で理解
することを目指した。また、有機化学の基礎的講義を受講し
ていないコース生（システム情報科学府所属等）を支援する
ため、センター所属の教員が常時 1 名は講義に同席してファシリテーターを務めた。
最初の講義では受講生自身の研究発表を英語で行い、最後の講義では国際化学専門誌（J. Am. Chem.
Soc.や Chem. Commun.等）の論文を批判的に読み、要点をまとめ、内容を英語で紹介・議論する双方向の
講義を実施した。最先端有機化学を英語で理解するだけでなく、科学的なクリティカル・シンキング能力と
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。
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デバイス基礎
デバイス基礎は前年度と同じく、篠崎 文重 名誉教授（元 九州大学 理学研究院 物理学部門）が講義を

担当した。本科目は配布資料を用いる講義形式で行ない、成績の評価には講義への出欠状況とレポートを用
いた。講義では金属、半導体、絶縁体の電気伝導理論からデバイス実例まで幅広く議題を取り挙げた。ま
た、分子化学材料における伝導キャリアの動的振る舞いに対する知見を得ることや、物理的理解を基礎に、
物質の構造的側面に限らず、電場と磁場に対する巨視的応答
を学ぶことに重点を置いた。授業の計画および個別の学習目
標については、講義全体を通して様々な物質の輸送特性、特
に低温状態で顕著な超伝導転移等の量子効果を学ぶことで、
微視的情報の理解を目指した。その他の低温状態における電
気伝導物性についても議論し、多くの研究分野で利用されて
いる縮退半導体や導電性高分子等の材料特性についても触れ
た。


デバイス科学
分子システムデバイスコースの特色である GRP では、様々な専門分野（化学、工学、システム情報科

学など）のコース生同士が実社会での応用を指向した共同研究を展開するため、その過程で電子デバイスを
扱う可能性が高い。本科目は、コース生がデバイスに関する知識や技術を体得することを目的として開講し
た。
平成 26 年度は、前年度と同じく MEMS（Micro Electro
Mechanical Systems）関連の講義を水野 潤 教授（早稲田大学
ナノ理工学研究機構）、スケッチ学を新竹 積 教授（沖縄科学
技術大学院大学量子波光学顕微鏡ユニット）、フィジカルコン
ピューティング演習を興 雄司 教授（システム情報科学研究院
I & E ビジョナリー特別部門）が担当した。MEMS の講義
は、電子デバイスを理解するために、MEMS 作製技術や
MEMS を応用した装置の紹介を中心に進めた。授業では、講
師自らが作製した加速度センターを使っての実演のほか、最先
端の MEMS 研究についても詳細な議論を行った。成績評価に
は、コース生自らが考えた新規研究提案に関するレポートを用
いた。
スケッチ学は、自分のイメージを具現化することができる
スキルとして、工学的スケッチ技術を会得することを目的とし
て行った。図形の描写法から始まり、簡単な構造物のスケッ
チ、頭の中で構造を想像しながらのスケッチ等を実施した。
フィジカルコンピューティング演習では、Arduino という
マイコンを使用し、Processing というプログラミング環境を用
いてディジタルデバイスの現状と、通信・AD,DA 変換の基礎
を踏まえて、実習として電子回路計測システムの構築を行っ
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た。これにより、ディジタルの物作りの発展性と、材料研究のデバイス化がどこまでできるかを理解できる
ように努めた。作製した回路を用いて、コース生自身が LED（発光ダイオード）やホール素子、トランジ
スタといったアナログのデバイス特性を測定し、半導体特性などの基礎理論を確認する実習を行った。


研究企画発表
研究企画発表 (修士 1 年、8 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 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
も求めた。
平成 26 年 8 月 8 日（金）伊都キャンパス稲盛ホールにお
いて、コース生 17 名、教員 33 名参加のもと、研究企画発表
会を実施した。コース生は最初の 12 分間で自身の 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、学内外参画者が審査員として参加し
コース生の発表を評価した。評点は「先行研究などの背景の把
握」、「要旨と発表資料の完成度」、「プレゼンテーション能力」、「ブレーンストーミングで得られた研
究アイデア」、「質疑応答」の 5 項目について行った。採点結果をもとに協議した結果、コース生 17 名全
員を合格と判定した。


分子システムデバイス演習（QE : LP 総合試験）
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。総説は下
記の 3 つの要素で構成される。すなわち、ブレーンストーミ
ングを通じて１つの大きなテーマを設定し、それを序論とす
る。そのテーマについて、グループの各メンバーが専門とす
る分野の立場からまとめた最新の科学トピックスを本論とす
る。最後にそれらをまとめ、今後の展望を加えたものを結論
とする。本論において対象と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。教員による評点に基づい
て企画･実践推進力を評価した。
平成 26 年度は、9 月 11 日(木)、12 日(金)の２日間、伊
都キャンパス稲盛ホールにおいて、修士 2 年生（16 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、企業参画者 10 名、学外教員 2 名、学内教員 43 名
が参加した。修士 2 年生は１グループ 4 名からなる 4 つのグループに分かれて、事前に提出した総説に沿っ
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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。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
文献の理解度や章間のつながり、さらには総説としての新規性や、総説をまとめる上でのグループ内の役割
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、9 月末日までに再提出を行い、後日行われた判定会議の結果、16 名全員が合格となった。

（2）

分子システムデバイスセミナー・装置説明会・講習会

分子システムデバイスセミナーは、国際的に活躍する研究リーダーとなるために必要な｢分子システム
バイス科学に関する知見｣、「マネジメント・リーダー教育」、｢産学交流｣などに関する最新の知見を得る
ためのものである。平成 26 年度も、国内外および産学を問わず、各分野の第一線で活躍されている専門家
を講師として招聘し、年間を通してオムニバス形式の講演会を開催した。また、福岡市産学連携交流センタ
ー（FiaS）に設置されたプログラムが所有する装置の説明会も実施した。
セミナーの開催に当たっては、ポスターを作成して周知を図るとともに、テレビ会議システムを利用し
て伊都キャンパスと箱崎キャンパスで同時に聴講できる環境を整えた。平成 26 年は、分子システムデバイ
ス国際リーダー教育センター主催のセミナーが 16 件、共催・後援セミナー9 件、装置説明会 3 件、講習会 2
件、計 30 件開催した。講演者の名前と演題を示す。
平成 26 年 4 月 22 日(火)

第

38 回

分子システム

有田

正博 (富士通株式会社)

Advanced Graduate Course on Molecular Systems for Devices
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★

平成 26 年 4 月 25 日(金)

九州大学大学院 博士課程教育リーディングプログラム

分子システムデバイスコース

Open Seminar

デバイスセミナー

参加無料

日(火）
日程： 2014 年 月
時間・会場： 箱崎ｷｬﾝﾊﾟｽ 理学部 2 号館化学科第 2 講義室 10:00
伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合学習プラザセミナー室 (110)

〜 11:30
14:30 〜 16:00

堀

「ChemBioOffice Ultra 13.0」
ソフトウェア講習会

「ChemBioOffice Ultra

概要：

九州大学にて PerkinElmer 社の「ChemBioOﬃce Ultra」サイトライセンスの導入にあたり、本ソフトウェアパッケージに含

講師：

有田 正博 氏

勝 (名古屋大学･教授)

｢プラズマ医療・分子システ

まれる「ChemBioDraw」および「ChemBio３ D」の利用説明会を開催いたします。サイトライセンスにおける利用方法や、
基本的な描画ツールの説明から、汎用的に利用されるシミュレーション機能を中心に実演を交えながら解説を行います。

( 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 ＨＰＣアプリケーション統括部 )

講演内容： ＊本セミナーは日本語で行われます

13.0」ソフトウェア講習会

1）サイトライセンス運用における ChemBioOﬃce Ultra のインストール方法

ム科学｣

2) ChemDraw Ultra の機能紹介、操作説明

- 化学構造式やバイオ関係まで対応する豊富な描画ツールとテンプレート
-ChemDraw Ultra の作画機能

- 化学構造式から各種物性を予測する

- 化学構造式からＮＭＲスペクトルを予測する

- 化学構造式から IUPAC 名に基づいた化合物の命名

3）ChemBio3D Ultra の機能紹介、操作説明
- 2 次元描画から 3 次元描画への変換

- 3 次元構造の修正、原子追加、原子置換

- 3 次元化した化学構造式の構造緩和機能（ＭＭ計算）

- 3 次元化した化学構造式の操作方法（回転、拡大、縮小）

- 3 次元化した化学構造式の観察方法（座標、結合角、距離、分子表面）
- タンパク質の PDB データの読み込みのコツと 3 次元表示

4）質疑応答

事前登録：4 月 15 日 ( 火 ) までに以下より登録してください。
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/form/view/index.php?id=76

■お問い合わせ先 : 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
E-mail：oﬃce[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp
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
■主催： 九州大学工学部・理学部・薬学部・先導物質化学研究所
■共催： 九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム分子システムデバイスコース

平成 26 年 4 月 28 日(月)

平成 26 年 5 月 1 日(木)

Dr. Seung-Goo Lee,

｢光ピンセットの使用方法と有

九州大学大学院 博士課程教育リーディングプログラム

ಎ઼ઞ৷ಆ

★

分子システムデバイスコース
Advanced Graduate Course on Molecular Systems for Devices

装置説明会のご案内

日時：

2014 年 5 月 1 日(木) 13:00 〜 14:30

場所：産学連携交流センター

第 2 センター

225 号室

ήȔȳǻȃȈƷ̅ဇ૾ඥƱ

Korea Research Institute of

用性について学ぶ｣
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Bioscience and
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Biotechnology (KO)
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“Various Uses of Fluorescent Proteins for

■お問い合わせ先

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
E-mail：oﬃce[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp
TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912
〒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

Synthetic Biotechnology and Microbial Cell
Analyses”
平成 26 年 5 月 8 日(木)・
29 日(木)

平成 26 年 5 月 12 日(月)

九州大学大学院 博士課程教育リーディングプログラム

M a t h e m a t i c a 分子システムデバイスコース
Advanced Graduate Course on Molecular Systems for Devices

★

★

★

★

日時： 2014

年 5月

8 日(木）13:00 〜 14:30

Prof. Mahesh K. Lakshman,

14:50 〜 16:20
5月 29 日(木）13:00 〜 14:30
14:50 〜 16:20

会場：伊都キャンパス総合学習プラザ 110

Ito campus: Open Learning Plaza 1F Seminar room(110)

「Mathematica（科学技術
計算アプリケーション）によ
る化学計算・情報処理講習
会｣

The City College and The

Mathematica
（科学技術計算アプリケーション）
による化学計算・情報処理
講習会
概要：

リーディングプログラムで導入された Mathematica（科学技術計
算アプリケーション）の実習形式の講習です。プログラミングの
みではなく、対話形式等での高度な計算を行うための技術を習得
することを目的とします。

講師：

丸山 耕司氏、金光 安芸子氏
ウルフラムリサーチ・アジアリミテッド

City University of New York
(US)

講習内容： 科学計算ソフトである Mathematica は、化学データベース、微
積分方程式の解析、画像処理、データ処理、3 次元グラフィック
ス等が利用できる。この具体的手法について、講習と実習形式で
行います。（PC 必須）
■お問い合わせ先

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

“From Modification of Nucleosides to

■主催：九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム
分子システムデバイスコース

E-mail：oﬃce[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp
TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912
〒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

Methodologies for Organic Synthesis”
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■主催： 九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム
分子システムデバイスコース

ཧຍ㈝↓ᩱ

平成 26 年 5 月 14 日(水)

平成 26 年 5 月 16 日(金)

Dr. William Lee,

谷口 正輝 (大阪大学･教授)

eMembrane, Inc. (US)

「オーダーメイド医療を担う

“Next Generation

1 分子シークエンサー基礎研

Intraocular Lenses”

究から起業まで｣

平成 26 年 6 月 12 日(木)
｢ピコ秒蛍光寿命測定装置の
使用方法と有用性について学

平成 26 年 6 月 13 日(金)

九州大学大学院 博士課程教育リーディングプログラム

ಎ ઼ ઞ৷  ಆ

★

分子システムデバイスコース
Advanced Graduate Course on Molecular Systems for Devices

装置説明会のご案内

日時：

2014 年 6 月 12 日(木) 16:40 〜 18:10

場所：産学連携交流センター

第 2 センター

北川 進 (京都大学･教授)

225 号室

ȔǳᅺᖩήݤԡยܭᘺፗƷ
̅ဇ૾ඥƱஊဇࣱ
ƴƭƍƯܖƿ

｢多孔性材料による気体のサ
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イエンスとテクノロジー－困
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難および不可能をブレークス
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३५ॸ৲औोञಎ઼दघ؛
■お問い合わせ先

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

■主催： 九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム
分子システムデバイスコース

E-mail：oﬃce[at]molecular-device.kyushu-u.ac.jp
TEL：092-802-2911 FAX：092-802-2912
〒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

ルーするために－｣

ཧຍ㈝↓ᩱ

平成 26 年 6 月 27 日（金）

平成 26 年 7 月 3 日 (木)

小谷 正博 (学習院大学・名誉

「Setfos 3.4 について学ぶ」

教授)
｢有機固体のなかの励起子と
電子｣

平成 26 年 7 月 11 日(金)

平成 26 年 7 月 18 日(金)

小出 隆規 (早稲田大学･教授)

合田 圭介（東京大学･教授）

｢コラーゲンのケミカルバイ

｢超高速イメージングで癌診

オロジー〜３重らせんペプチ

断｣

ドのエンジニアリングと利用
〜｣

平成 26 年 7 月 18 日(金)

平成 26 年 8 月 6 日(水)

片田 順一（富士フイルム株

高井 まどか（東京大学･教

式会社）

授）

「銀増幅技術による高感度イ

｢ポリマーブラシ界面におけ

ンフルエンザ迅速診断システ

るタンパク質吸着および細胞

ムの技術開発と商品化」

接着｣

平成 26 年 8 月 27 日(水)

平成 26 年 9 月 22 日(月)

Prof. Ralf Zimmermann,

Prof. Chien-Tien Chen,

University Rostock (DE)

National Tsing-Hua

“Analysis of Complex

University (TW)

Materials, Substance

“Spirally Configured Cis-

Mixtures and Thermal Processes by Photo-

Stilbene/Fluorene (STIF) Hybrids for OLED

Ionisation Mass Spectrometry (PIMS)”

Applications and Solar Cell Applications”

8

平成 26 年 10 月 2 日(木)

平成 26 年 10 月 3 日(金)

「3D プリンター講習会｣

永津 雅章 (静岡大学･教授)
｢金属ナノ微粒子を利用した
プラズマプロセスによる表面
処理｣

平成 26 年 10 月 24 日(金)

平成 26 年 11 月 14 日(金)

深津 晋（東京大学･教授）

酒多 喜久（山口大学･准教

｢物質の性質から機能を想起す

授）

る力 – 半導体ヘテロ構造の例

｢H2O の完全分解反応に高活

から学ぶ –｣

性を示す光触媒開発｣

平成 26 年 11 月 15 日(土)

平成 26 年 11 月 20 日(木)

Prof. Tomislav Rovis,

Prof. Curtis P. Berlinguette,

Colorado State University

The University of British

(US)

Columbia (CA)

“From Conventional Ligands

“Cycloruthenated

to Engineered Enzymes:

Chromophores for Dye-Sensitized Solar

Rh(III) Catalysis for C–H Activation”

Cells”

平成 26 年 11 月 27 日(木)

平成 26 年 12 月 5 日(金)

Prof. Sergei V. Dzyuba,

櫻井 英博 (大阪大学･教授)

Texas Christian University

“Palladium Meets Gold:

(US)

Peculiar Activity of

“Ionic Liquids – Designer

Bimetallic Gold/Palladium

Solvent Media for Exploring Non-Covalent

Alloy Nanoclusters”

Interactions”
“BODIPY Dyes: Synthesis and Applications
of Fluorescent Probes”
平成 26 年 12 月 12 日(金)

平成 26 年 12 月 19 日(金)

中本 高道 (東京工業大学･教

和田 智之（理化学研究所・

授)

グループリーダー）

｢ヒューマン嗅覚インタフェ

｢光技術を利用した持続可能

ース｣

な社会に向けて｣

9

平成 27 年 2 月 26 日(木)

平成 26 年 12 月 26 日(金)
杉岡

幸次 (理化学研究所・ユ

Prof. Reinhard Niessner,

ニットリーダー)

Technical University of

｢フェムト秒レーザー3 次元加工

Munich (DE)

と高機能バイオチップ作製への

“Laser Light: Versatile Tool

応用｣

for Chemo-analytical Particle
Characterization”

（3）


国際力の育成

実践科学英語
本講義は英語のコミュニケーション能力を
平成26年度TOEIC-IP平均点

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

990

向上を目指し、ビジネスおよび研究の国際舞台

800

で真に自己表現でき、リーダーとして活躍でき

600

る人材の育成を行うことを目的とした。ネイテ

400

ィブ講師による「プラクティカルコミュニケー

200

ション（Speaking & Communication）」

0

（通年：全 24 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（L-YREP :
Leading Young Researchers English
Program）に加え、TOEIC IP 試験を年に 3
回、スピーキング・ライティングの能力を測る

400
300

740

672

680

H26.4

H26.10

H27.3

平成26年度TOEIC-SW 平均点

234

262

200
100
0

TOEIC SW 試験を年に 2 回行った。「プラク

H26.4

H27.3

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なった。年間を通して
TOEIC IP、SW ともに平均点が向上した。
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「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、アクティビティを多く取り入れなが
ら、英語での執筆や口頭発表スキル、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実施した。
【講師】
Dr. Jeffrey Robens （シニアリサーチコンサルタント・教育グループリーダー）
Dr. Andrew Jackson（シニアエディター）
Dr. Melanie de Souza（シニアエディター）
【12 月 13 日(土）
】

【12 月 14 日(日）
】

09:00 – 09:45

Academic publishing

09:00 – 09:30

Professional writing skills

09:45 – 10:00

Activities

09:30 – 09:50

Display items

10:10 – 10:40

Evaluating the literature

10:00 –10:45

Methods & Results
Activities

10:40 –11:10

Activities

10:45 – 11:15

11:10 – 12:00

Presenting your work

11:15 – 11:45 Introductions

13:00 – 13:45

Publication ethics

11:45 – 12:00

Q&A

13:45 – 14:15

Activities

13:00 – 13:45

Discussions

14:25 – 15:15

Effective writing

13:45 – 14:15

Activities

15:15 – 15:45

Activities

14:25 – 15:15

Titles and abstracts

15:55 – 16:25

Choosing the right journal

15:15 – 15:45

Activities

16:25 –16:50

Activities

15:55 – 16:25

Communicating with Journals

16:50 – 17:00

Q&A

16:25 – 16:45

Activities

16:45 – 17:00

Q&A
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L-YREP 2014 (Leading Young Researchers English Program）
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 27 年

1 月 26 日(月) から 2 月 20 日(金) の 4 週間、米国カリフォルニア州サンノゼ州立大学での語学研修を実施
した。本年度は、修士 1 年生 17 名のほか、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
が拓く次世代ピコバイオロジー」から 2 名の学生が参加し、お互いに切磋琢磨しながら 4 週間の研修期間を
過ごした。本研修は、「実践科学英語（必修・2 単位）」の一部として実施し、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、現地のトップレベルの大学やシリコンバレーの企業を訪問するフィー
ルドトリップ、および、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）の実際を学ぶことを目的とした。
コース生は、サンノゼ近郊でホームステイをしながら、午前中
は英語の「話す」「聞く」「読む」「書く」の４技能の向上を目指
し、サンノゼ州立大学附属の語学学校である iGateways による
「プレゼンテーション」「発音」「リスニング」「工学部生のため
の英語」などの授業を受講した。また、サンノゼ州立大学のケミス
トリークラブのメンバーや学生との交流、ホームステイ先でのホス
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 TOEIC
IP、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（P.10）。
また、フィールドトリップでは UC バークレー校、スタンフォ
ード大学など世界トップレベルの大学や、世界の起業の中心地と言
われているシリコンバレーのベンチャー企業の訪問を通して、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。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 2014 スケジュール
January 25 Sat

Fukuoka (FUK) = Narita (NRT) = San Jose (SJC)

February 21 Sat

San Francisco (SFO) = Narita (NRT) = Fukuoka (FUK) +1 February 22

Week #1
8 : 10
– 10 : 00am

Monday
1/26
9 : 10am
– 4 : 00pm

Tuesday
1/27
Effective
Presentations

Welcome!

10 : 30
– 12 : 20pm

Orientation,
Checking in,
Writing sample
& Oral
interview,
Welcome
lunch, Campus
Tour

Listening to
Lectures

Accent
Training

Accent
Training

Thursday
1/29
Effective
Presentations

Show & Tell
Effective
Presentations

Show & Tell
Listening to
Lectures

2 : 00
– 4 : 00pm
Lecture by
Dr. Matsuo

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell

Show & Tell

5 : 00
– 7 : 00pm
Pizza Party
with SJSU
Students

2 : 00
– 4 : 00pm
Tour King
Library’s
Hidden Art and
other features.
（Optional）

Friday
1/30
9 : 00am
– 5 : 00pm

Field Trip

Lunch

Lunch
Afternoon
lectures,
events, or
extra-curricular
activities

Wednesday
1/28
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

2 : 00
– 4 : 00pm
Tour San
Jose’s
Downtown
with
Conversation
Club Leaders

10 : 00am
– 12 : 30pm
Phamacyclics
with Lunch

2 : 00
– 3 : 30pm
Apple
4 : 00
– 5 : 30pm
Google

6 : 30pm
Arrive at King
Library
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Week #2
8 : 10
– 10 : 00am

10 : 30am
– 12 : 20pm

Monday
2/2
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Tuesday
2/3
Effective
Presentations

Wednesday
2/4
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Thursday
2/5
Effective
Presentations

Show & Tell
Effective
Presentations

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Effective
Presentations

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell

Show & Tell

Show & Tell

Show & Tell

Field Trip

10 : 00am
– 1 : 00pm
UC Berkeley

Lunch

Lunch
Afternoon
lectures,
events, or
extracurricular
activities

Friday
2/6
8 : 00am
– 7 : 30pm

Conversation
Club

Conversation
Club

Conversation
Club

Conversation
Club
2 : 00
– 3 : 00pm
DeNA
4 : 00
– 5 : 00pm
Zen Square
7 : 30pm
Arrive at King
Library
Yosemite
National Park
Saturday &
Sunday trip
California
Tours
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Week #3
8 : 10
– 10 : 00am

10 : 30am
– 12 : 20pm

Lunch
afternoon
lectures,
events, or
extra-curricular
activities

Monday
2/9
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Tuesday
2/10
Effective
Presentations

Wednesday
2/11
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Thursday
2/12
Effective
Presentations

Show & Tell
Effective
Presentations

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Effective
Presentations

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Listening to
Lectures

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell
Active
Preparation &
Practice using
the Language
of Engineers

Show & Tell
Accent
Training

Show & Tell

Show & Tell

Show & Tell

Show & Tell

12 : 45
– 3 : 00pm
Lunch social
with Dean
Gilles Muller,
PhD and SJSU
Chemistry
Club members

Lunch
Conversation
Club

Conversation
Club

Conversation
Club

Friday
2/13
8 : 00am
– 6 : 30pm

Field Trip

9 : 00am
– 12 : 30pm
Kateeva

2 : 30pm
Stanford Univ.
Lecture by
Richard B.
Dasher
Director, USAsia
Technology
Management
Center
Yoshio Nishi,
Professor in the
Department of
Electrical
Engineering
and the
Department of
Material
Science and
Engineering
7 : 30pm
Arrive at King
Library
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Week #4
8 : 10
– 10 : 00am

10 : 30am
– 12 : 20pm

Monday
2/16
Active
Preparation
& Practice
using the
Language of
Engineers

Tuesday
2/17
Effective
Presentations

Wednesday
2/18
Active
Preparation
& Practice
using the
Language of
Engineers

Thursday
2/19
Effective
Presentations

Show & Tell
Effective
Presentations

Listening to
Lectures

Effective
Presentations

Listening to
Lectures

Show & Tell
Listening to
Lectures

Accent
Training

Listening to
Lectures

Accent
Training

Accent
Training

Active
Preparation
& Practice
using the
Language of
Engineers

Accent
Training

Active
Preparation
& Practice
using the
Language of
Engineers
Lunch
afternoon
Extracurricular
Activities

Lunch
2 : 00
– 4 : 00pm
Lecture by
Jack W
Moorman

2 : 00
– 4 : 00pm
Final
Presentations

2 : 00
– 4 : 00pm
Final
Presentations
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12 : 45
– 4 : 00pm
Research
presentation
and discussion
with SJSU
students
hosted by
Dean Muller,
SJSU
Chemistry &
Biochemistry
and Dr.
Matsuo

Friday
2/20
10 : 00
– 11 : 30am
Student
Feedback
Forum

12 : 00
– 1 : 30pm
Farewell
luncheon and
ceremony
with students,
staff, and
teachers
2 : 45
– 4 : 30pm
Plug & Play
Lecture by
Hiroshi Saijyo



海外武者修行対策英語
単位である海外研修（海外武者修行）に向けての、TOEFL 70 点、TOEIC
本講座は、3 年次の必修 2 単位である海外研修（海外武者修業）に向けての、TOEFL

800 点を目指した選択の英語授業であり、国際舞台で自己表現できる英語運用能力を養うため、TOEFL テ
ストを構成する、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングのアカデミックな内容に重点を
置き、英語能力を総合的に強化する授業を実施した。
毎週実施するボキャブラリークイズを通じて、アカデミックな語彙を強化するとともに、サマリーやパラ
フレーズの練習を通じて、英語で物事を分かりやすく説明する訓練を行った。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、英語のプレゼンテーション力および質疑応答能力の向上を図った。

（4）


研究開発に対する情熱と発想力の育成

一流学・異文化交流学
国際的に活躍できるリーダーには、国境を越えて社会に新たな価値を生み出すイノベーションを牽引す

るプロジェクトをマネジメントする能力が求められる。本講義は、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意志、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 26 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≫
5 月 15 日（木）ウィリアム・リー 先生
“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、事業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、製品を作りあげる際に必要となるプ
ロセスについてご講義いただいた。

5 月 22 日（木）池田 博榮 先生
「志」教育
先人やリーダーが残した「言葉」を題材に、強い「志」を持つ者達が
発する「言葉」の力強さ、困難にもあきらめずに立ち向かい最後までや
り遂げた強靭な生き様をご講義いただいた。
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≪異文化交流学≫
10 月 23 日（木）田山

康子 先生

「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ぶだけではなく、俳句を実作
し「五・七・五」の音数律がもつ世界を通じて、物事の本質を見抜くこ
との面白さをご教授いただいた。

1 月 22 日（木）マリ・クリスティ－ヌ 先生
“Inter-Cultural Understanding & Communication”
異文化コミュニケーションとは何か。異国の文化、習慣などの違いを
知るだけではなく、異なる価値観を自らが取り入れて成長をしていくこ
とが、国際的なプロジェクトを成功に導くための原動力となることをお
示しいただいた。



インターンシップ
産官学連携教育の一環として、1 年次に約 1 ヶ月間のインターンシップを実施した。平成 26 年度は 8

～9 月にかけて、16 社の国内関係企業の協力を得て行った（＊表参照）。このインターンシップの目的は、
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である。現場の企業人と交流することで、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、職業観・就業意識を深め、社会人基礎力を高めることができた。

平成 26 年度インターンシップ受入れ企業名（順不同）
株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

1名

ウシオ電機株式会社

1名

三井化学株式会社

1名

クラレ株式会社

1名

JSR 株式会社

1名

昭栄化学工業株式会社

1名

住友ベークライト株式会社

2名

NTT 物性科学基礎研究所

1名

保土谷化学工業株式会社

1名

NEC スマートエネルギー研究所

1名

大日本印刷株式会社

1名

日本ゼオン株式会社

1名

新日鐵住金株式会社

1名

株式会社村田製作所

1名

バイオコズム株式会社

1名

シスメックス株式会社

1名
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一般公開特別講義
本プログラムでは、多くの方々にプログラムを広く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。平成 26 年度は、一流学･異文化交流学の一般公開特別講義として、11
月 15 日（土）に水野 和敏 氏（元日産自動車株式会社）による『リーダーとしての仕事術』、3 月 4 日
（水）に孫 泰蔵 氏（MOVIDA JAPAN 株式会社・代表取締役社長兼 CEO）と小笠原 治 氏（株式会社
ABBALab 代表取締役・株式会社 nomad 代表取締役）による『グローバルで勝負するために』と題した講
義を行った。また、両講義の後、講師の方々とディスカッションすることにより感性を育むことを目的とし
た、コース生限定のワークショップも行った。

一般公開特別講義の様子

ワークショップの様子

平成 26 年 11 月 15 日（土）
水野 和敏 氏（元 日産自動車 GT-R プロジェクト総責任者）
「リーダーとしての仕事術」
（共催：公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）、後援：福岡県・福岡市・糸島市）
（九州大学 伊都キャンパス 稲盛ホール）

一般公開特別講義の様子

一般公開特別講義の様子

ワークショップの様子

平成 27 年 3 月 4 日（水）
孫 泰蔵
孫泰
蔵 氏（MOVIDA JAPAN 株式会社・代表取締役社長兼 CEO）
小笠原 治 氏（株式会社 ABBALab 代表取締役・株式会社 nomad 代表取締役）
「グローバルで勝負するために」
（共催：公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構（OPACK）、後援：福岡県・福岡市・糸島市）
（九州大学 伊都キャンパス 総合学習プラザ工学部大講義室 206 号室）
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（5）


マネジメント・リーダーシップ力の育成

リーディング経営特論Ⅱ
リーディング経営特論 II は修士 1 年生と 2 年生の 2 学年合

同で開講した。本プログラムの必修科目である経営科目（企業
経営）は、社会人経験が浅い理系のコース生にとってイメージ
すら掴みづらい。受講人数が少ないと議論の幅も狭くなりがち
なため、平成 26 年度から 2 学年合同のクラス編成に変更し
た。
企業経営のマインドを醸成すべく、本講義は体験型学習
に重点を置き、経営学の講義を挟みながら、主にシミュレーションゲームを中心に進めた。多くのビジネス
スクールで使用され、教材として完成度の高い「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
使用し、1・2 年生混合のチームでマーケティングに関する様々な意思決定をシミュレーションし、市場の
ダイナミズムや経営の難しさを体感させた。このほか、自分のキャリアや将来ビジョンをより具体的に描く
ために、強み診断分析に基づき自分の資質を振り返った。また、レゴブロック「レゴ®シリアスプレイ®
（LSP）」という特殊なグループワークの手法を使ってイノベーションやマーケティングについて考察し
た。日本有数の LSP ファシリテーターである蓮沼 孝 氏と石原 正雄 氏にお越しいただき、MIT の
Disciplined Entrepreneurship に関する講義と、レゴのグループワークを組み合わせた、日本初の試みを行
った。コース生は指示に従ってレゴで作品を短時間で作り、作品に意味を持たせながらグループ全員にスト
ーリーを語り、自分の研究テーマの事業化などについて検討した。


プレゼンテーションワークショップ
ビジネス界で通用するプレゼンテーション能力を身に付

けるために、プレゼンテーションワークショップを開講した。
日米で数多くの企業研修を手掛け、経営コンサルタントでもあ
り日米の大学の非常勤教授でもある Joseph Lee 氏が、英語を
時々交えながら日本語で講義した。受講したコース生は、講師
が経営コンサルティングの実務から見出したプレゼンテーショ
ンのコツなどについて聞き、プレゼンテーションの練習を積み
重ねた。また、ワークショップ中に録画したプレゼンテーションを再生しながら、具体的なアドバイスを受
けた。
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（6）

男女共同参画リーダー育成

本年度の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として、2 名の女性起業家を講師として招き、男女共同参画セミナーを実施した。
ソフィアバンク代表の藤沢 久美 氏は、学部時代に理系の研究をしていたが、卒業後は金融情報サービ
ス会社を起業、その経緯をコース生に紹介した。「ないものは自分で創る」を実践してきた藤沢 氏の話は
コース生の刺激となり、質疑応答の時間には多くの質問が飛び交った。熊本を拠点にバイオディーゼルのベ
ンチャーを創業した星子 文 氏は、「世界最高水準」と言われる高品質の廃油燃料を生み出した。不撓不屈
の精神での 10 年におよぶ取り組み、賛同した方への巻き込む力について話をされた。勤務先の会社がある
日、倒産しその会社がサイドビジネスとして手掛けていたバイオディーゼル事業がなくなってしまうことが
残念でならない、という思いから、一念発起し起業した。産業廃棄物ビジネスへの参入で、数々の嫌がらせ
を受けながらも、あきらめずに事業を進められたのは、周囲の人の支援があったからだと語った。明確なビ
ジョンを持ちつつ、大勢の人を巻き込むことの大切さをコース生は学ぶことができた。

平成 26 年 10 月 23 日 (木)

平成 26 年 11 月 13 日 (木)

藤沢 久美 氏

星子 文 氏

（シンクタンク・ソフィアバンク代表）

（自然と未来株式会社 代表取締役

社長）

「藤沢 久美さんと未来について話をしよう」

「低炭素社会の実現を目指す “第二のくまモン”」

（総合学習プラザ 110 号室）

（総合学習プラザ 110 号室）
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3. 産官学連携
（1） キャリアパス教育
本プログラムでは、産官学のトップクラスの研究者や経営者による直接指導体制で、広く国際的に活躍
でき、専門性、想像力、構想力、コミュニケーション能力、国際性、行動力を備えたスーパーリーダーの育
成を目指している。このため様々な機会をとらえて、民間企業および公的機関の方々にプログラムへ参画し
ていただいた。特に企業には、コース生 1 年次の研究開発部門へのインターンシップ受け入れ、コース生と
のブレーンストーミングに参加していただいた。4～5 年次におけるグループリサーチプロポーザル（GRP
）でも協力をいただく予定で準備を進めている。コース生は産業界と関わることにより、企業における研究
開発の進め方を学び、自らのキャリアパスを考えるきっかけとなった。平成 26 年度は、11 の参画企業と 1
つの公的研究機関の協力をいただいた。主な依頼事項は以下のとおりである。


分子システムデバイス演習（QE : LP 総合試験）、企業の視点からの助言。また、本プログラム運営委
員との意見交換。



研究開発セミナー（企業ブレスト）に参加。



平成 27 年度入コース生選抜審査に参加、企業視点から応募生へのインタビュー。
国内参画企業・機関リスト



BASF ジャパン株式会社

JSR 株式会社

株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

日本化薬株式会社

日産化学工業株式会社

日立アロカメディカル株式会社

三井化学株式会社

三菱レイヨン株式会社

メルク株式会社

株式会社ラ・ルバンシュ

ユミコアジャパン株式会社

公益財団法人九州先端科学技術研究所

参画企業との意見交換（LP 総合試験）
平成 26 年 9 月 11 日（木）、12 日（金）、LP 総合試験に出席いただいた連携企業の方々（のべ 16

名）へ、プログラムの実施状況の報告、研究開発セミナー（企業ブレスト）への参加依頼、さらに企業のプ
ログラム参画について本プログラム運営委員とで、意見交換を行った。
主な意見は次の通りであった。


九州大学の東京オフィスなどの施設を利用すれば、関東にある企業は人数を掛けて協力でき
る。



ブレーンストーミングに企業が参加する場合は、秘密保持契約などは結ばずに余計なことは言
わず、自由な発想でディスカッションすべきである。



企業に期待することを明確に示して欲しい。
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研究開発セミナー（企業ブレスト）
平成 26 年 12 月から平成 27 年 1 月の 3 回にわたり、本プログラムの企業参画者 9 社 13 名の方々の協

力を得て、修士 1 年のコース生を対象に研究開発セミナーを実施した。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べく、第一線で活躍する企業研究者・研究開発
管理者から企業に必要な博士像を提示していただいた。具体的には各講師の方から 20～30 分の講演をいた
だき、その後、少人数のグループに分かれたコース生達との Q&A とディスカッションを 20～30 分行っ
た。講師の方の社名・職位（当時）とテーマを以下に示す。
平成 26 年 12 月 4 日（木）
日本化薬株式会社 研究開発本部 研究企画部長 萬ヶ谷

康弘 氏

「企業が求めるドクター像と今、学ぶべきこと」
日本化薬株式会社 研究開発本部 研究企画部 企画グループ・研究グループ
プロジェクトリーダー

池田

征明 氏

「企業における研究開発と今身につけるべきこと」
日本化薬株式会社 研究開発本部 研究企画部 企画グループ 参事 清柳 典子 氏
「製品化と今学ぶべき技術」

萬ヶ谷 康弘 氏

池田 征明 氏

清柳 典子 氏

平成 26 年 12 月 11 日（木）
株式会社ラ・ルバンシュ 代表取締役 武内 勇 氏
「製品化と今学ぶべき技術」
三井化学株式会社 R&D 管理部長 青木 伸一 氏
「企業における研究開発と今身につけるべきこと」
日立アロカメディカル株式会社

計測システム営業部

分析販売企画課長

平石 佳之 氏

「企業が求めるドクター像と今、学ぶべきこと」

武内 勇 氏

青木 伸一 氏
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平石 佳之 氏

平成 27 年 1 月 8 日（木）
株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

代表取締役社長

株式会社エア・リキード・ラボラトリーズ

研究員

飯田 和利 氏

Peng Shen 氏

「企業が求めるドクター像と今、学ぶべきこと」
BASF ジャパン株式会社 研究開発センター長
BASF ジャパン株式会社 研究開発室

高橋

マネージャー

隆一 氏
山下 秀樹 氏

「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」
三菱レイヨン株式会社

横浜研究所

所長

林

省治 氏

「企業における研究開発と今身につけるべきこと」
日産化学工業株式会社

執行役員

材料科学研究所長

宮地

克明 氏

「リーダーとなるために今なすべきこと」
有機 EL ビジネスディベロップメント

メルク株式会社

マネージャー

脇本

健夫 氏

「知財について今学ぶべきこと」

飯田 和利 氏･Peng Shen 氏

宮地



高橋

克明 氏

隆一 氏･山下 秀樹 氏

脇本

林 省治 氏

健夫 氏

平成 27 年度入コース生選抜審査への参加
平成 27 年 3 月 16 日（月）、平成 27 年度の入コース生選抜審査へ参画企業 4 社から 4 名の方々に、企

業人の視点で面接審査に加わっていただき、成功体験、失敗体験、リーダーとしての経験など企業の立場よ
り質問をいただいた。

（2）

福岡市産学連携交流センター（FiaS）での実践教育

本プログラムでは、福岡市産学連携交流センター (FiaS)
を 4、5 年次における産官学連携の拠点に位置付けるととも
に、GRP に根差した研究課題に関する問題提起、研究立案、
結果の考察を 1 年次から実践するための場として機能してい
る。この機能を活性化し、コース生への知的支援機能を拡充す
るため、FiaS 入居企業である株式会社三菱化学テクノリサー
チ社に化学分析の相談を行うことができる『よろず相談所』を
開設した。また、試みとして、同社が管理する FiaS 分析機器室の協力のもと、SEM、TEM、MALDI-
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TOF-MASS を用いて繊維商品、PC ハードディスク、界面活性剤製品の化学分析を行う講習会｢分析概論と
サンプルを利用した分析｣を開催した。さらに、他の FiaS 入居企業および研究機関とも積極的に交流を図る
ため、同センター内で『リーディング説明会&入居者交流会』を開催し、プログラムリーダーから本プログ
ラムの取り組みに関する紹介と説明を行った。

｢リーディング説明会&入居者交流会｣においてコースの説

｢分析概論とサンプルを利用した分析｣

明をする安達プログラムコーディネーター

（平成 26 年 6 月 5 日（木））

（平成 26 年 5 月 22 日（木））
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4. 事業定着・発展、PDCA サイクル
（1）

全学的な推進体制の構築

平成 26 年 11 月、全学的な組織として「大学院リーディングプログラム推進 WG」を設置した。メン
バーは教育担当理事を WG 長とし、理事（産学官社会連携）、理事（オールラウンド型プログラム責任者）
、理事・事務局長（総務担当）および 2 名の副学長ならびに 2 名のプログラム責任者の 8 名とした。平成
26 年度は計 3 回の会議を行い、推進体制の明確化、将来構想について検討した。

（2）

外部評価

平成 26 年度の外部評価委員会は、アドバイザリー委員
との合同で平成 26 年 11 月 20 日(木)に開催した。梶山 千里
氏（福岡女子大学理事長・学長）を委員長とし、北川 禎三
氏（兵庫県立大学大学院生命理学研究科特任教授）、Char
Kookheon 氏 （ Professor & Director,

Seoul National

University）、國武 豊喜 氏（（財）北九州産業学術推進機
構理事長）、マリ・クリスティーヌ 氏（異文化コミュニケ

梶山 千里 氏（福岡女子大学理事長・学長）

ーター・国連ハビタット親善大使）の５氏により実施した。
安達

千波矢プログラムコーディネーターの「プログラ

ム全体および現状の説明」、自己点検ワーキンググループ長
の藤ヶ谷 剛彦 准教授による自己点検評価書の説明、施設見
学、学生ヒアリング、質疑応答の後、総評において評価され
た事項、改善すべき事項についてご指摘をいただき、今後の
プログラムの活動の指針とした。
学生ヒアリングの様子
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5. コース生の活動
（1） コース生の自主的活動


第 2 回博士課程教育リーディングプログラム学生会議
平成 26 年 6 月 21 日（土）、22 日（日）の 2 日間、「第 2 回博

士課程教育リーディングプログラム学生会議」が熊本大学（熊本市）
で開催された。本会議は、九州大学・熊本大学・長崎大学の 3 大学主
催の下、本コースからも修士 2 年生の登 貴信、篠原 修平の 2 名が実
行委員（コアメンバー）として、会議の企画・運営に参画したほか、
サポートスタッフとして当日多くのコース生が参加した。
学生会議初日は、ディスカッションのテーマである『博士の
Employability と博士教育と社会の接続』について活発な議論が交わされ、2 日目にはグループごとに別れ
て「博士が社会に貢献するためには何をすべきか？」という問いに対する提案発表を行った。ディスカッシ
ョンには、修士 1 年生を中心にコース生 17 名が参加した。英語でのディスカッションということもあり、
参加したコース生の多くが最初は緊張した面持ちだったが、全国から集まった他大学の学生が物怖じせずに
ディスカッションをする姿を見て、自らも積極的に議論の輪に加わっていった。学生会議でのディスカッシ
ョンを通して多様な物の考え方を学ぶだけではなく、全国のリーディングプログラム生とも交流を深め、切
磋琢磨をしながら、リーディングでの活動に向けて気持ちを新たにしていた。

（2） 他大学との交流


OIST & Kyushu University Scientific Poster Presentation
平成 26 年 8 月 18（月）、伊都キャンパス稲盛ホールにおいて、

学術交流提携先の一つである沖縄科学技術大学院大学（OIST）の
学生との“Scientific Poster Presentation”を行った。10 カ国 14
名からなる OIST の学生と修士 2 年のコース生は、英語で自身の研
究を紹介し合い、交流を深めた。3 年次に海外研修（海外武者修
行）を控えている修士 2 年生には良い刺激となったようだ。
また、OIST の学生は“Scientific Poster Presentation”に先立
ち、有機光エレクトロニクス分野の最先端の研究施設である最先端有機光エレクトロニクス研究センター
（OPERA）を訪問した。なお、OIST との交流は今後も継続する予定である。


山形大学･九州大学・リーディングプログラムジョイントシンポジウム 2014
平成 26 年 10 月 30 日（木）、31 日（金）の２日間、山形大学フロンティア有機材料システム創成フ

レックス大学院とのジョントシンポジウム“山形大学・九州大学リーディングプログラムジョイントシンポ
ジウム 2014”が開催された。2 回目となる本シンポジウムは山形大学の主催で行われ、修士 1 年のコース
生 17 名と教職員が山形大学工学部を訪問した。初日は、山形大学の城戸
ーと安達

淳二プログラムコーディネータ

千波矢プログラムコーディネーターによるパネルディスカッションが行われ、コース生への叱咤

激励が送られた。その後、自身の研究を紹介するポスターセッションを通じて、互いの研究に対して理解を
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深めた。２日目は、「日本のグローバル化における問題提起とブレークスルーのための画期的提案」と題し
たブレーンストーミングを両大学のコース生混合グループで行い、半日をかけて一つの意見へとまとめあげ
た。また、繊維工場（新田）、有機エレクトロニクスイノベーションセンター（INOEL）見学バスツアー
では、最先端の有機エレクトロニクス研究施設を見学し、米沢の地域性にも触れることができた有意義な 2
日間であった。

ポスターセッションの様子

（3）

有機エレクトロニクスイノベーションセンター

コース生学会活動（受賞者）

本プログラムでは、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た。平成 26 年度は、以
下に示す通り、各学会で 11 件受賞した。


平成 25 年度生（修士 2 年生）
受賞者
中西

契太

理学府
化学専攻
宮地

勝将

理学府
化学専攻
都合

達男

理学府
化学専攻
坪ノ内

優太

理学府
化学専攻
篠原

修平

理学府
化学専攻

学会名／賞／受賞年月

発表タイトル

日本膜学会第36年会

「親脂質性salen型錯体を用いたリ

受賞：学生賞（ポスター賞）

ポソームの機能化」

平成26年5月
第35回光化学若手の会

「電子貯蔵サイトを有するRuPt二

受賞：ポスター賞

核系光水素発生デバイスに関する

平成26年6月

研究」

第51回化学関連支部合同九州大会

「希土類多核錯体の系統的合成と

受賞：若手研究者奨励賞

磁気および発光特性」

平成26年6月
第3回錯体化学若手の会

九州・沖縄支部勉強会

受賞：ポスター賞

「ルテニウム単核錯体を触媒とす
る水からの光酸素発生反応」

平成26年11月
2015 IMCE International Symposium jointed

“New Design of Colorimetric

with the 4th International Symposium of

Plasmon Biosensor with

Nano-Macro Materials, Devices, and System

Multilayered Metallic

Research Alliance Project

Nanoparticle Sheets”

受賞：ポスター賞
平成27年1月
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平成 26 年度生（修士 1 年生）
学会名／賞

発表者
畠中

創

工学府
物質創造工学専攻
崔

シン楠
工学府

化学システム工学
専攻
小柴

慧太

理学府
化学専攻

小柴

慧太

理学府
化学専攻

畠中

創

工学府
物質創造工学専攻
周

晓彤

工学府
材料物性工学専攻

発表課題

第35回光化学若手の会

「固相合成法による多色発光性包

受賞：優秀ポスター賞

接結晶の創製」

平成26年6月
第25回九州地区

“Inhibition of bacterial adhesion

若手ケミカルエンジニア討論会

and protein adsorption on

受賞：ポスター賞

hydroxyapatite surface by using

平成26年7月

PEG–Phosmer copolymer”

2014 International Conference on Artificial

“Electrochemical hydrogen

Photosynthesis

production from water catalyzed

受賞：優秀ポスター賞

by Bis(dithiolato)nickelate(II)

平成26年11月

complexes”

7th Asian Biological Inorganic Chemistry

“Electrochemical Hydrogen

Conference

Evolution from Water Catalyzed

受賞：優秀ポスター賞

by Bis(dithiolato)nickelate(II)

平成26年11月

Complexes”

第3回錯体化学若手の会九州・沖縄支部勉強会

「個相合成法によるπ共役分子の

受賞：ポスター賞

会合制御と多色発光性包接結晶の

平成26年11月

創製」

The 10th SPSJ International Polymer

“Aggregation Structure and

Conference

Photodynamics in Poly (3-

受賞：IPC 2014 Young Scientist Poster

hexylthiophene) Fiber Mats”

Award（ポスター賞）
平成26年12月

30

31

6.

広報

本プログラムでは、優秀な人材を確保するとともに、多くの方々にプログラムの活動を広く周知するこ
とに焦点を当てた広報活動を行った。

（1） 優秀な人材の確保のために
学内でのプログラムに対する理解を深めてもらうために、プログラム参画学府の学部４年生を主な対象
として、8 月に 3 回、10 月～12 月に 3 回のコース説明会を実施した。
特に、10 月～12 月のコース説明会では、カリキュラムの説明のみなら
ず、参加者とコース生の座談会を教員の立会いなしで行った。質問に
対してコース生は率直に答えていたため、入コース後のイメージ作り
に一役買ったようである。また、プログラムの知名度向上のため、速
報性のあるソーシャルネットワーキングシステム、Facebook を積極的
に活用し、通常授業や海外研修の様子、コース生の学会受賞など随時
更新を行ったところ、入コース希望者によるフォローなど一定の効果
が見られた。
学外においては、第 24 回万有福岡シンポジウムでコース紹介ポス
ターを掲示し、コース生およびプログラム教員がブースに立ちプログ

第 24 回万有福岡シンポジウム

ラムの説明を行った。また、本大学の大学院入試願書配布時期にあわ

にてプログラムの説明を行な

せて、他大学や高専校へ本プログラムの募集案内、パンフレットや広

う 2 期生

報誌を送付したところ、他大学出身の優秀な学生の獲得へと繋がっ
た。
平成 26 年度コース説明実績
日付

配布先

平成 26 年 4 月 14 日

学部 3 年対象

工学部

物質科学工学科応用化学コース

平成 26 年 6 月 23 日

全国大学（276 箇所入コース案内同封）資料のみ配布

平成 26 年 8 月 20 日

システム情報科学府

平成 26 年 8 月 21 日

工学府

化学システム工学専攻

平成 26 年 8 月 25 日

理学府

化学専攻

平成 26 年 8 月 25 日

工学府

材料物性工学専攻

院試後説明会

平成 26 年 8 月 25 日

工学府

物質創造工学専攻

院試後説明会

平成 26 年 8 月 25 日

工学府

物質プロセス工学専攻

平成 26 年 10 月 20 日

理学府

化学専攻

平成 26 年 10 月 22 日

工学府･システム情報科学府 対象説明会

平成 26 年 12 月 8 日

システム情報科学府

電気電子工学専攻

院試後説明会

院試後説明会

院試後説明会

院試後説明会

対象説明会

電気電子工学専攻
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対象説明会

オリエンテーション

（2）

学内外および国内外へ向けた広報

プログラムの活動内容を紹介する広報誌の発行を行い、他大学、高専校、参画企業やインターンシップ協
力企業に配布した。また、日本語および英語でのメールマガジンを毎月作成し、学内の学生や教員のみなら
ず、国内の参画企業、インターンシップ協力企業や一般の希望者（計 285 件）および、海外の参画者（計
21 件）に配信した。なお、メールマガジンの配信により、定期的に Facebook を確認するなどプログラムへ
の関心が高まった参画者も現れ、投稿に対して「いいね！」をしてくれる閲覧者が増加した。ページに対し
ての「いいね！」数は前年同月と比較すると約 75％の増となった。

平成 26 年 9–10 月合併号（日本語版）

平成 26 年 9–10 月合併号（英語版）

（3）

一般市民に向けた公開講座の開催

本プログラムでは、多くの
方々にプログラムを広く周知する
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
（P.18）を開講した。公開講座の
共催である公益財団法人九州大学
学術研究都市推進機構
（OPACK）のメールマガジン
や、同じく後援である福岡市の
｢ふくおか市政だより｣等を通して
広報活動を行った結果、学外から
多数の来場者があり、一般の方々
への周知の一助となった。
一般公開特別講義来場者比較
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ふくおか市政だより
（平成 27 年 2 月 15 日号）
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付録 1

九州大学特定大型研究プロジェクトの拠点に関する規定

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
平成１９年度九大規程第１１号
制
定：平成１９年 ７月２０日
最終改正：平成２５年１１月１９日
（平成２５年度九大規程第４９号）
（趣旨）
第１条 この規程は、競争的資金等による特定の大型教育研究プロジェクトの実施に当たり、そ
の実効性、迅速性及び柔軟性を確保するために、大型教育研究プロジェクトの拠点（以下「拠
点」という。）の設置、運営等を定めるものとする。
（拠点）
第２条 拠点は別表第１及び別表第２の左欄に掲げるとおりとし、当該各拠点が実施する大型教
育研究プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）は、同表の右欄に掲げるとおりとする。
２ 各拠点の内部組織その他必要な事項は、当該拠点において定める。
（拠点の設置申請等）
第３条 次に掲げる要件に該当するプロジェクトの実施責任者（拠点リーダー、拠点長、実施責
任者、代表研究者等をいう。以下同じ。）又は理事は、拠点の設置を総長に申請（理事にあっ
ては推薦）することができる。
(1) 総長がプロジェクトの総括責任者等になっていること。
(2) プロジェクトの申請に当たり、総長が直轄する拠点を構築し、当該拠点においてプロジェ
クトを実施する旨の提案がされていること。
(3) プロジェクトの支援を専ら行う事務部門が整備されること。
（拠点の設置の決定）
第４条 総長は、前条の申請又は推薦があった場合には、拠点の設置について研究戦略委員会に
審議を付託するものとする。
２ 研究戦略委員会は、前項の規定により拠点の設置について審議し、その結果を総長に報告す
る。この場合において、研究戦略委員会は、審議に当たっては、プロジェクトに応じて関連す
る委員会に意見等を求めることができる。
３ 総長は、前条の申請若しくは推薦又は前項の報告を踏まえ、拠点の設置の可否を決定し、そ
の結果を実施責任者等へ通知する。
（拠点の廃止）
第５条 拠点が次のいずれかに該当する場合は、総長は、当該拠点を廃止することができる。
(1) プロジェクトが終了したとき。
(2) 拠点以外でプロジェクトを実施する組織が整備されたとき。
(3) その他総長が廃止の必要があると認めたとき。
（拠点の設置等の報告）
第６条 総長は、拠点を設置又は廃止するときは、その旨を将来計画委員会へ報告するものとす
る。
（拠点への支援）
第７条 拠点に対して、拠点が使用した学内共通利用施設に係る費用等を支援する。
２ 前項の支援の範囲及び手続については、別に定める。
（雑則）
第８条 この規程に定めるもののほか、拠点の設置、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成１９年７月２０日から施行し、平成１９年７月２日から適用する。
附 則（平成２０年度九大規程第１４号）
この規程は、平成２０年７月１日から施行する。
附 則（平成２０年度九大規程第１００号）
この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
附 則（平成２１年度九大規程第５６号）
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この規程は、平成２１年１０月１日から施行する。
附 則（平成２１年度九大規程第１００号）
この規程は、平成２２年４月１日から施行する。
附 則（平成２２年度九大規程第２０号）
この規程は、平成２２年７月２１日から施行し、平成２２年５月２１日から適用する。
附 則（平成２２年度九大規程第１６２号）
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
附 則（平成２３年度九大規程第１２８号）
この規程は、平成２４年４月１日から施行する。
附 則（平成２４年度九大規程第１２号）
この規程は、平成２４年４月５日から施行する。
附 則（平成２４年度九大規程第５７号）
この規程は、平成２４年１２月２１日から施行する。
附 則（平成２５年度九大規程第３５号）
１ この規程は、平成２５年１０月１日から施行する。
２ この規程による改正後の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（以下
「新規程」という。）別表第１及び別表第２に規定する拠点は、新規程に基づき設置されたも
のとみなす。
附 則（平成２５年度九大規程第４９号）
この規程は、平成２５年１１月１９日から施行する。
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別表第１
拠点名

プロジェクト名

「国際的視野を持ったアグリバイオリーダー 国際的視野を持ったアグリバイオリーダーの育
の育成」教育拠点
成
（グローバル人材育成推進事業（文部科学省）
）
「分子システムデバイス国際研究リーダー養 分子システムデバイス国際研究リーダー養成お
成および国際教育研究拠点形成」教育拠点
よび国際教育研究拠点形成
（博士課程教育リーディングプログラム（文部
科学省））
「グリーンアジア国際戦略プログラム」教育 グリーンアジア国際戦略プログラム
拠点
（博士課程教育リーディングプログラム（文部
科学省））
「持続可能な社会を拓く決断科学大学院プロ 持続可能な社会を拓く決断科学大学院プログラ
グラム」教育拠点
ム（博士課程教育リーディングプログラム（文
部科学省））
「エネルギー環境理工学グローバル人材育成 エネルギー環境理工学グローバル人材育成のた
のための大学院協働教育プログラム」教育拠 めの大学院協働教育プログラム
点
（大学の世界展開力強化事業（文部科学省））
「地球資源工学グローバル人材養成のための 地球資源工学グローバル人材養成のための学部
学部・大学院ビルドアップ協働教育プログラ ・大学院ビルドアップ協働教育プログラム
ム」教育拠点
（大学の世界展開力強化事業（文部科学省））
「スパイラル型協働教育モデル：リーガルマ スパイラル型協働教育モデル：リーガルマイン
インドによる普遍性と多様性の均衡を目指し ドによる普遍性と多様性の均衡を目指して
て」教育拠点
（大学の世界展開力強化事業（文部科学省））
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別表第２
拠点名
先端融合医療レドックスナビ研究拠点

プロジェクト名
先端融合医療レドックスナビ研究拠点
（科学技術総合推進費補助金「先端融合領域イ
ノベーション創出拠点の形成」（文部科学省））

「自然共生社会を拓くアジア保全生態学」研 自然共生社会を拓くアジア保全生態学
究拠点
（グローバルＣＯＥプログラム（文部科学省）
）
「個体恒常性を担う細胞運命の決定とその破 個体恒常性を担う細胞運命の決定とその破綻
綻」研究拠点
（卓越した大学院拠点形成支援補助金（文部科
学省））
「未来分子システム科学」研究拠点

未来分子システム科学（卓越した大学院拠点形
成支援補助金（文部科学省））

マス・フォア・インダストリ教育研究拠点

マス・フォア・インダストリ教育研究拠点（卓
越した大学院拠点形成支援補助金（文部科学
省））

「新炭素資源学」研究拠点

新炭素資源学（卓越した大学院拠点形成支援補
助金（文部科学省））

創造的次世代医療実現化を担うＡＲＯの構築

創造的次世代医療実現化を担うＡＲＯの構築
（橋渡し研究加速ネットワークプログラム（文
部科学省））

東アジア環境研究機構

東アジア環境研究機構（特別経費（文部科学省））
東アジア環境ストラテジスト育成プログラム
（科学技術振興調整費「戦略的環境リーダー育
成拠点形成」（文部科学省））

最先端有機光エレクトロニクス研究拠点

スーパー有機ＥＬデバイスとその革新的材料へ
の挑戦（最先端研究開発支援プログラム（内閣
府））

共進化社会システム創成拠点

共進化社会システム創成（革新的イノベーショ
ン創出プログラム（ＣＯＩ ＳＴＲＥＡＭ）
（文
部科学省））
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付録 2

九州大学博士課程教育リーディングプログラム学生に対する授業料支援について

九州大学博士課程教育リーディングプログラム学生に対する授業料支援について
平成２５年 ８ 月２０日
総

長

裁

定

１．趣旨
九州大学博士課程教育リーディングプログラム（以下「プログラム」という。）に選抜
された優秀な学生（以下「プログラム学生」という。）に対して、経済的負担を軽減して
学業及び研究に専念させるために、授業料に対する支援を実施する。
２．支援額
授業料に対する支援金として、年度ごとに１人につき１０万円を支給する。
３．支援期間
支援期間は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号）第２条第１項及び
第２項に規定する博士課程の標準修業年限内とする。
４．支給要件
次のいずれかに該当する者に対しては、授業料に対する支援は行わないものとする。
(1) 国費外国人留学生
(2) 自国の政府機関等から授業料に相当する奨学金を受給している又は外国政府から
派遣等により授業料等の不徴収の取り扱いを受けている外国人留学生
(3) 日本学術振興会の特別研究員（DC1、DC2 を除く）として採用されている者
(4) 他の団体等より奨学金等を受けている場合で、当該団体以外からの資金援助を受
けることが認められていない者
(5) 休学（支給年度の全期間にわたって休学となる場合に限る。）若しくは退学し、又
は除籍となった者
(6) 死亡した者
(7) 懲戒処分を受けた者
(8) 学業成績又は性行が不良であるとプログラムの企画・運営等を行う委員会等（以
下「委員会等」という。）で認められた者
(9) プログラム学生としてプログラムを履修しないこととなった者
５．受給者の決定
プログラム責任者が、対象となるプログラム学生の支給要件を確認のうえ、委員会等
での選考を経たのち、学生支援委員会で決定する。
６．支給方法
支援金は、受給者の指定した受給者本人の口座への振込みにより支給する。ただし、
1/2
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上記５の受給者の決定から支援金の支給までの間において、上記４に該当することが明
らかになった場合は、支援金は支給しないものとする。
７．その他
(1) プログラム学生が、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号）第４３
条第３項に規定する授業料免除を申請することを妨げないものとする。
(2) 本授業料支援については、平成３０年度までに見直しを行うものとする。
(3) 総長は、予算等の状況により支援金の減額又は支給の停止を行うことができるも
のとする。
８．事務
九州大学博士課程教育リーディングプログラム学生に対する授業料支援に関する事務
は、事務局各課等及び部局事務部の協力を得て、学務部において処理する。
附

記

この裁定は、平成２５年８月２０日から実施する。

2/2
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付録 3

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

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
実
施：平成２４年１２月 １日
最終改正：平成２６年 ７月 ４日
（趣旨）
第１条 この要項は、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（平成２４年
度九大規則第３４号。以下「規則」という。
）第１１条第２項に基づき、規則第３条に規定す
る学位プログラム（以下「プログラム」という。
）に選抜された学生（以下「プログラム学生」
という。
）に対して学業及び研究に専念するために支給する奨励金に関し必要な事項を定める。
（奨励金の受給対象者）
第２条 奨励金の受給対象者は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。
(1) プログラム学生として１年間継続的にプログラムを履修すること。
(2) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員（ＤＣ）として採用されていないこと。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金貸与を受けていないこと。
(4) 国費留学生として日本政府（文部科学省）奨学金を受給していないこと。
(5) 留学生として独立行政法人日本学生支援機構の学習奨励費又は母国の奨学金を受給してい
ないこと。
(6) その他給付型又は貸与型の経費を受給していないこと。ただし、授業料援助を目的とする
奨学金等として九州大学（以下「本学」という。
）が認めたものについては、この限りでない。
(7) 奨励金の受給期間中に就労により報酬を受給しないこと。
２ 前項第７号の規定にかかわらず、次に掲げる職に従事することが本プログラムの実施又は教
育研究上必要不可欠なものとして規則第４条に規定するプログラム責任者が認めたときは、週
当たり総時間数５時間の範囲内で当該職に従事し、報酬を受給することができる。
(1) 本学におけるティーチング・アシスタント又はリサーチ・アシスタント
(2) 本学の病院又は先端医療イノベーションセンターにおける医員等（九州大学医員等規程
（平成１６年度九大規程第１４７号）に基づくものに限る。
）
(3) 大学等高等教育機関（大学、短期大学、高等専門学校）における非常勤講師
（奨励金の支給額及び支給期間）
第３条 奨励金の支給額は、プログラム責任者が、プログラムごとに定めるものとする。ただし、
プログラム学生１人につき月額２０万円（特に優秀なプログラム学生と認める者にあっては、
月額２４万円）を超えることはできない。
２ 奨励金は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３号）第２条第１項及び第２項に
規定する博士課程の標準修業年限内に限り支給することができる。
（奨励金の受給申請）
第４条 奨励金の受給を希望するプログラム学生は、所定の書類を、年度ごとに定められた期日
までに、所属するプログラムのプログラム責任者に提出しなければならない。
（奨励金受給学生の選考）
第５条 奨励金の受給を受けるプログラム学生の選考は、プログラム責任者が、プログラムごと
に定める選考方法に基づき実施する。
２ プログラム責任者は、奨励金の支給開始日までに、奨励金の受給が決定したプログラム学生
（以下「奨励金受給学生」という。
）の氏名を公表するものとする。
（奨励金の支給方法）
第６条 奨励金は、原則として支給定日（毎月２１日（その日が日曜日又は土曜日若しくは国民
の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは当該日の直前の休日でない日）とする。）
に、支給額を奨励金受給学生が指定する口座への振込みにより支給するものとする。
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２ 前項の規定にかかわらず、支給定日までに支給条件に係る事実が確認できない等の理由によ
りその日に支給することができないときは、その日後の支給定日に支給できるものとする。
（支給停止）
第７条 奨励金受給学生が、次の各号のいずれかの事実に該当する場合は、奨励金の支給を停止
し、又は取り消すものとする。
(1) 休学若しくは退学し、又は除籍となった場合
(2) 死亡した場合
(3) 懲戒処分を受けた場合
(4) 学業成績又は性行が不良であるとプログラムの企画・運営等を行う委員会等（以下「委員
会等」という。
）で認められた場合
(5) 第２条第２号から第７号までのいずれかの基準を満たさないこととなった場合
(6) 履修するプログラムで実施される博士論文研究基礎力審査等の結果により、学位を授与す
る対象とならなかった場合
(7) プログラム学生としてプログラムを履修しないこととなった場合
２ 奨励金受給学生が希望する場合は、
所定の手続を経て奨励金の支給を停止することができる。
（奨励金の返還）
第８条 プログラム責任者は、前条第１項（第２号を除く。
）の規定に基づき停止又は取り消され
た奨励金が既に振り込まれた場合は、奨励金受給学生に対して、当該奨励金の返還を請求する。
この場合において、停止事由又は取消事由が生じた日が月の中途の場合は、日割計算により算
出した奨励金の返還請求をするものとする。
２ 奨励金受給学生は、前項の規定に基づき奨励金の返還請求を受けたときは、速やかに奨励金
を返還しなければならない。
（支給の再開）
第９条 第７条第 1 項第１号、第４号若しくは第５号又は同条第２項の規定により奨励金の支給
を停止した場合で、停止事由が消滅したときは、所定の手続を経て、奨励金の支給を再開する
ことができる。この場合において、停止事由が消滅した日が月の途中の場合は、日割計算によ
り算出した奨励金を支給するものとする。
（支給の特例）
第１０条 第３条第２項の規定にかかわらず、病気、留学等の特別な事由で休学したことにより
在籍期間が標準修業年限を超えることとなった場合、標準修業年限を超過した日から１年以内
の期間に限り奨励金を支給することができる。この場合において、当該休学の取扱いについて
は、九州大学授業料免除等選考要項（平成２５年１月１０日学生委員会議決）別記第３の規定
を準用する。
２ 第７条第１項第６号に該当する奨励金受給学生のうち、プログラム責任者が、委員会等の議
を経て、プログラム学生としてプログラムを引き続き履修できるものとして認めた場合、１年
以内の期間に限り奨励金を支給することができる。
（特別な事情による支給停止等）
第１１条 プログラム責任者は、委員会等の議を経て、予算等の状況により奨励金の減額又は支
給の停止を行うことができる。
２ 奨励金受給学生が、インターンシップにより派遣先から報酬又は日当を受給する場合は、当
該奨励金受給学生の奨励金の月額よりそれらの受給額を差し引いた額を奨励金として支給す
るものとする。
（遵守事項）
第１２条 奨励金受給学生は、公費によって経済的支援を受けるという自覚を常に持ち、学業及
び研究に専念しなければならない。
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（競争的資金の受給）
第１３条 奨励金受給学生は、他の競争的資金を受けて研究活動等を実施することが不可欠であ
るとプログラム責任者が特に認めた場合は、当該競争的資金に応募することができるものとす
る。
（その他）
第１４条 プログラム責任者は、委員会等の議を経て、奨励金受給学生が長期に留学し、又はイ
ンターンシップ等に参加する場合は、必要とする経費（滞在費を含む。
）を、予算の範囲内で
奨励金とは別に支給することができる。
（雑則）
第１５条 この要項に定めるもののほか、奨励金の支給に関し必要な事項は、プログラム責任者
がプログラムごとに別に定めるものとする。
附 記
この要項は、平成２４年１２月１日から実施する。
附 記
この要項は、平成２５年４月１日から実施する。ただし、この要項による改正後の第６条第１
項の規定は、平成２５年２月１日から適用する。
附 記
この要項は、平成２５年１２月２６日から実施する。ただし、この要項による改正後の第１条
の規定は、平成２５年１２月１日から適用する。
附 記
この要項は、平成２６年７月４日から実施し、この要項による改正後の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の規定は、平成２６年５月３０日から適用する。
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付録 4

リーディングプログラム奨励金に関する申合せ

九州大学博士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイスプログラム」
における奨励金に関する申合せ
平 成 26 年 3 月 31 日
分子システムデバイス
国際リーダー教育センター
運 営 委 員 会 決 定

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第１５条の規定に基づき、博
士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイスプログラム」における奨励金
の支給に関し次のとおり定める。

１．奨励金の給付額
奨励金の給付額は、学生１人につき以下のとおりとする。
・修士課程１年生

月額１５万円

・修士課程２年生及び博士後期課程１年生・・・月額１５～１８万円
・博士後期課程２、３年生・・・・・・・月額２０万円
２．受給学生の選考
奨励金受給学生の選考は、奨励金受給調書及び博士課程教育リーディングプログラム
における選抜試験の成績により実施する。
２

修士課程２年次以降は、前年度の学業成績ならびに研究業績等を勘案し、分子シス

テムデバイス国際リーダー教育センター運営委員会により奨励金の受給者ならびに受
給額を決定する。
この申合せは、平成２６年３月３１日に決定し、平成２６年６月１日から適用する。
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付録 5

「ラボローテション・チュートリアル」の取り扱いについて

博士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイス国際研究リーダー養成及び
国際教育研究拠点形成」に関する「ラボローテション・チュートリアル」の取り扱いにつ
いて
平成 25 年 2 月 1 日
分子ｼｽﾃﾑﾃﾞﾊﾞｲｽ国際ﾘｰﾀﾞｰ教育ｾﾝﾀｰ長
大学改革推進等補助金＜博士課程教育リーディングプログラム＞における平成 24 年度採
択プログラムである本学「分子システムデバイス国際研究リーダー養成及び国際教育研究
拠点形成」（以下「分子システムデバイスリーディングプログラム」）の教育の一環である
「ラボローテション・チュートリアル」の目的、必要経費等の取り扱いは下記のとおりと
する。
記
1.

「ラボローテーション・チュートリアル」の目的等について
本プログラムコース生が、ローテーションにより研究室行脚を行い、当該研究室の
教員やプログラム教員から口頭でグループ指導を受けることにより、
「自身の専門分野
に沿った研究テーマ」と「異なる切り口の研究提案」を発想することで、研究テーマ
の視野を広げることを目的とする。
また、
「ラボローテーション・チュートリアル」は、カリキュラム上の演習科目とし
てのグループリサーチプロポーザル（GRP）の一環として実施する。

2.

必要経費について
「ラボローテーション・シュートリアル」を実施する研究室においては、必要経費
を措置する。なお、経費の使途については、以下の各事項を厳守すること。
（1） グループリサーチプロポーザル（GRP）に資する設備備品（小額備品含む）、
図書・書籍実験用試薬等の消耗品の購入及び関連旅費。
（2） その他、当該ラボローテション・チュートリアルの事業遂行に真に必要な費用。
なお、執行については「大学改革推進等補助金 取扱要領」を参照することと
する。

3.

その他
この取り扱いに定めるもののほか「ラボローテーション・チュートリアル」の詳細に
ついては、別に定めるものとする。
以
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付録 6

平成 26 年学会参加助成要項

改訂
平成 26 年 6 月 1 日
九州大学博士課程教育リーディングプログラム
分子システムデバイスプログラム関係者各位
分子システムデバイス国際リーダー教育センター長
安達 千波矢
平成26年度国内外の学会等への参加支援について
博士課程教育リーディングプログラム「分子システムデバイスプログラム」では、コース生の
自発的で意欲的な研究発信を促進することを目的とし、学会参加支援制度を設け、コース生のポ
スター発表、口頭発表を支援します。
ついては、下記をご参考の上、学会参加の支援を希望される方は、分子システムデバイスリー
ディングプログラム支援室まで申請書をご提出ください。
記
申請資格：分子システムデバイスコース履修者
対
象：平成 26 年度開催の国内及び国際学術会議
（1 人当たりの申請上限：国内 2 回、海外 1 回）
支援期間：平成 26 年 5 月 1 日（木）～平成 27 年 1 月 30 日（金）
※予算に限りがありますので、期間途中で申請を締め切る場合があります。
※平成 27 年 1 月 30 日(金)までに、旅費の概算申請が可能なものに限ります。
助成経費：旅費および学会参加登録料を負担します。ただし、ESTA、VISA の取得、海外渡航保
険などの費用は含みません。万一 VISA 取得に際し不具合やトラブルが起こった場合
の旅費のキャンセルに際しての費用に関しては、ご負担いただきます。
申請方法：所定の申請用紙に記入の上、伊都・箱崎の支援室へ直接ご提出ください。
提出書類：学会参加助成申請書(様式 1)、
学会資料（スケジュール、発表タイトル、参加費が明記されているもの。HP 写し可）
旅行券の金額の根拠となる書類（インターネットで調べた価格や旅行会社の見積書な
ど。予約前の情報でも構いません。）
海外に渡航する場合は、海外渡航届(理学様式と工学・シス情様式があります)
提出先： 分子システムデバイスリーディングプログラム支援室
E-mail: office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
伊都地区：ウエスト 2 号館 6 階 627 号室
TEL: 092-802-2911
FAX:092-802-2912
箱崎地区：理学部 2 号館 3 階 2354 号室 化学部門事務室内
TEL : 092-642-7179 (内線 99-7179) FAX:092-642-2607
提出締切：第 1 回：平成 26 年 6 月 23 日（月）
※第 1 回締切前に開催される学会に関しては、直ちに申請をお願い致します。
[今後の提出締切予定案] ※締切は多少変更する事がございます。
第 2 回：平成 26 年 8 月 25 日（月）
第 3 回：平成 26 年 10 月 27 日（月）
第 4 回：平成 26 年 12 月 19 日（金）
第 5 回：平成 27 年 1 月 30 日（金）
※学会参加手続きのスケジュール上、その他の理由にて、各締切に間に合わない場合
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は、事前に余裕を持って支援室にご相談下さい。事前相談のない、学会開催直前や、
開催後に提出された申請は、支援を行いかねますのでご注意ください。
採否通知：審査後、支援室から学会支援の可否を通知します。通知があり次第、次の書類を提出
して下さい。
学会参加費）学会参加費を支払った際の領収書(払込票、クレジットカード明細)
旅費）旅行を予約した際の領収書(航空券・パック旅行)、旅程表、搭乗券半券など（出張後）
終了後の成果報告）
学会参加支援制度を利用して学会に参加した場合は、出張後 10 日以内に報告書の提出が義務づけ
られます。写真及び出張報告の提出など、本プログラムの広報活動へのご協力をお願いします。
注意点：現在、学振を含む科研費、その他の研究費によって支援されている研究の成果発表は、
当該学振等研究費によってなされるのが原則です。ただし、旅費が含まれない性質の研究費など、
理由のあるものは申請可能です。
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付録 7

海外武者修行ガイドライン

海外武者修行（3年次海外研修）に関するガイドライン
Ver. 1.2 (2014.10.2 更新)
1. 海外研修の目的
1、2 年次に習得した基礎的な英語力を元に海外の民間企業や大学、研究機関で研究を
行い、グローバルな視野で先導的な研究開発を開拓できる人材を育成し、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を育成することを目的として
行います。
2. 海外研修の期間
2015 年 5 月 23 日（土）～2016 年 3 月 21 日（月）までの最大 10 か月間
※2016 年 3 月 23 日（水）までに搭乗券半券、領収書、報告書の提出がない場合の旅費支
援は致しませんのでご注意ください。
3. 受入先の選定について
コース生が所属する研究室の指導教員が主体となり選定を行って頂きます。
受入先が決まらない場合は指導教員に相談の上、L-YREP/留学 WG へご連絡ください。
4. 受入先との交渉について
分子システムデバイスコースでは「強い意志と高いコミュニケ―ション能力を持ち、リ
ーダーシップを発揮できる人材」を養成すべき人物像と位置付けております。つきまして
は、指導教員の先生方とよく相談をして、指導教員の先生から許可を頂きましたらコース
生自身で受入先とのやり取りを実施してください。コース生が受入先と Email 等でやり
取りを行う際は必ず指導教員へも cc（カーボンコピー）で情報共有してください。月 1
回程度、リーディング支援室から進捗を照会させて頂きますので、ご協力をお願い致しま
す。
5. 語学研修について
海外研修の主な目的は研究です。本プログラムで個別に語学研修が必要と認めた方につ
いては、10 ヶ月の海外研修期間内に受入先（又は受入先周辺の地域）で英語研修を実施
してください。米国へ派遣される際は、サンノゼ州立大学の英語研修を紹介することも可
能ですが、開始時期と受講期間が限られますので詳細は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へご相談ください。
6. ビザの取得について
受入先が決定しましたら、ビザの手続きを始めて頂きます。国によって手続きが違いま
すので指導教員の指導頂きながらお進め頂きますようお願い致します。分子システムデバ
イス国際リーダー教育センターではビザ手続きに必要な財政証明書を発行致します。
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財政証明書発行に関して必要な書類は以下の通りです。尚、希望の時期に出発して頂く
ために、ビザに関する必要な情報の収集は 2014 年 10 月末までに行ってください。提出
時期が重なりますと時間がかかる可能性がございますので、分かり次第リーディング支援
室へご報告ください。
・現地の受入先名称、所在地、受入期間
・受入先の教授（若しくは研究代表者）
、秘書、及び国際課などの連絡先
・受入に当たって、コース生の資格、身分（学生、研究生、研修生など）とビザの種類
・九州大学で発行、証明が必要な書類
・ビザを発給する際に必要な Minimum financial requirements
・月々の平均的な必要生活費用、学費、Student fee
7. 海外研修費用について
センター運営委員会で決定した額を支援致します。支援額（コース生への旅費、Student
fee、3 年次「海外武者修行」に向けた打ち合わせに関わる旅費、語学研修費など）につい
ては取扱いを検討中です。
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付録 8

インターンシップ実施要領

定例会議20141216改

LP インターンシップ実施要領
（コース生用）
分子システムデバイスコースでは 1 年次の必修（2 単位）として「インターンシップ」を以下のとおり
実施致します。
1. インターンシップの目的
企業による研究業務の実践により、学習へのフィードバック、学習意欲の向上、社会人基礎力な
どの汎用的能力の育成、自己適性の理解など、これからのキャリアを主体的に考え、研究に幅を持
たせる機会とする。
また、企業人による教育により、社会・顧客の視点、システム思考等の社会的能力を兼ね備える
ため、大学とは異なる研究アプローチ方法、安全管理等を学ぶ。
2. インターンシップの期間
2015 年 8 月 17 日（月）～2015 年 9 月 30 日（水）までの期間で、原則 2 週間（実質 10 日間）以
上とする。インターンシップの具体的な実施時期、期間についてはコース生、指導教員、受入企業
の間で協議し決定する。なお、受入企業の都合で期間が満たない場合は、インターンシップ担当
教員等で協議の上、その対応を検討する。
3. 受入企業の選定の考え方ついて
(1) 実習期間内での教育効果を高めるために、自身の希望、専門分野を考慮し、指導教員と協
議した上で、指導教員が受入企業を決定する。
(2) 幅広い見識を深めるために、受入企業の実習テーマに縛りは設けないが、受入企業側の体
制、意向などを勘案し選考する。
4. 受入企業との交渉について
(1) 原則、リーディングプログラム支援室（以下、LP 支援室）から配布する受入実績がある企業
一覧から、受入企業について調整を行なう。
(2) 指導教員と協議の結果、受入企業一覧以外を希望する場合は、指導教員が受入の可否に
ついて調整を行なう。
(3) 受入企業決定後は、期間、実習テーマ、宿泊先の寮、交通手段、インターネットの接続状況
等について、指導教員、LP 支援室と協議の上で調整、確認を行う。
(4) 手続きなどで進捗調整の状況をフォローする必要があるため、コース生は、指導教員、LP 支
援室に随時報告を行なうとともに、受入先と Email でやり取りを行う際は必ず指導教員、LP
支援室にも CC で情報共有する。
(5) 旅費等の費用負担は、原則、本プログラムで本学の規定に沿って負担する。そのため、企業
から日当等が支給される場合は、原則受け取らない。ただし、旅費、日当等について、企業
側で負担する旨の申し出等があった場合は、LP 支援室に連絡する。
5. 事前準備の注意事項について
(1) インターンシップは、各企業担当者が本務の時間を割いて対応いただくものである。よってコ
ース生は、目的意識を持って積極的な姿勢で取り組み、十分な成果が得られるよう努力する
こと。
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(2) 旅費、宿泊費の手続きに関して、期間、実習テーマ、宿泊先が決定したら随時、指導教員、
LP 支援室に連絡し、所要の情報収集、手続きについて指示を仰ぐこと。
また、寮またはホテルのネット環境を必ず確認し、メールの送受信ができるようにすること。
(3) 受入企業の概要、および実習プログラムを確認し、実習にあたって要求される基本的知識、
技能の習得に努めること。
(4) 学生教育研究災害傷害保険および学研災付帯賠償責任保険に必ず加入すること。
(5) インターンシップの実施に際して、受入企業への誓約書等の提出、所要の手続きについて、
内容を確認し対応すること。
(6) 企業への対応、マナーなど、必要な情報を提供するために、担当教員によるオリエンテーシ
ョンを実施する。コース生は、必ず出席しインターンシップに備えること。
6. 実習期間中の注意事項について
(1) 実習期間中は、受入企業の規則、及び企業指導担当者の指示を遵守しなければならない。
(2) 挨拶をはじめ、企業責任者、担当者との人間関係の形成に努めること。
(3) 定められた実習日、時間を守ること。遅刻や病気等で欠勤する場合は、必ず企業担当者へ
連絡すること。
(4) 受入企業の資料・物品の取扱、保管には十分留意すること。
(5) トラブル、事故等が起きた場合は、LP 支援室から配布する緊急連絡網（別添②）に基づき、
指導教員、受入企業、LP 支援室へ至急連絡し、指示を仰ぐこと。なお、コース生は災害傷害
保険・賠償責任保険の加入が義務付けられているが、報告を怠ると保険金が支給されない
場合があるので、必ず報告すること。
(6) 実習期間中に電話、Email 等で特プロ教員、または LP 支援室から実習状況の確認の連絡
などがある場合は、速やかに対応すること。
7. 報告書の提出について（インターンシップ終了後）
(1) 所定様式のインターンシップ報告書（別添③）を指定する期日までに提出する。その際、可能
な範囲で実習現場等の写真も盛り込む。なお、企業には、事前に報告書の様式を提示すると
ともに、自身で報告書の内容、写真撮影等の許可を得る。
(2) インターンシップ担当教員は、コース生から提出された報告書を基に成績評価を行なう。
8. その他
(1) インターンシップにおいて知りえた実習機関に関する機密を一切漏らしてはならない。機密漏
洩により実習機関に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されることがあるため、厳重に注
意すること。
(2) インターンシップにおいて得られた成果を受入企業外で公表する場合は、内容に応じ、受入
企業及び指導教員と協議の上、確認すること。
(3) 本要領に定めるもののほか、インターンシップの実施について、受入企業との間に擬義が生
じた際は、LP 支援室及び指導教員に連絡すること。
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付録 9 「分子システムデバイスコース」コース生募集要項＜修士１年次進学者対象 平成 27 年 4 月入コース＞

九州大学 博士課程教育リーディングプログラム
「分子システムデバイスコース」コース生募集要項
＜修士１年次進学者対象 平成 27 年 4 月入コース＞
１．分子システムデバイスコース
「博士課程教育リーディングプログラム」は、優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え、広
く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーへと導くことを目的とした事業です。
本学の取組「分子システムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育研究拠点形
成」が同プログラムに採択され、博士課程前期・後期一貫型の「分子システムデバイスコ
ース」を設置しました。
本コースでは、五年一貫教育を通じて、次世代の日本の科学技術の核となる「分子シス
テムデバイス科学」を担う「科学を基礎とする確かな学理」と「豊かな感性」で考え抜け
るリーダーの養成を目指しています。

２．求める人材
本コースは、最先端分子系材料を基軸とする※分子システムデバイス科学の研究を
通じて、新しい産業の勃興に繋がる次世代科学技術コアの形成を担うグローバルリー
ダーの養成を最終目的としています。
そのため、研究開発の専門性、研究に対する情熱、研究マネジメント力、イノベー
ションマインド、リーダーシップ及びコミュニケーション能力等、多くのスキルが求
められます。
したがって、これらのスキルを確実に身に付けるため、基礎的学力はもとより、最
後まで粘り強く学び続け、挫折してもあきらめず、何度も立ち上がり、考え抜く気概
を持った学生を求めます。

分子システムデバイス科学とは
従来の化学系の学問領域と主にエレクトロニクス学問分野との融合により、分子機
能とデバイス機能の繋がりを明確化し、分子機能のシステム化を目指し、個別の分子
設計からデバイスとしてのシステム化を行い、さらには、デバイスの実社会における
位置づけを明らかにしようとする学問領域のこと。
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３．出願資格
平成２７年４月１日に本学の次の学府・専攻の大学院修士課程１年次へ入学予定の者
物質創造工学専攻、材料物性工学専攻、

工

学

府

理

学

府 化学専攻

化学システム工学専攻、物質プロセス工学専攻

シ ス テ ム 情 報 科 学 府 電気電子工学専攻
（出願に際しての注意事項）
・他のリーディング大学院プログラムへの併願は認めない。
・修士課程修了後に企業に就職することを目指す学生は、コース生となることができ
ない。
・本コース生として採用後、日本学術振興会（JSPS）特別研究員に応募し、採択され
た場合であっても本コースに引き続き在籍することを確約する者
・本コース生として採用後、博士後期課程１年次の「海外研修」から帰国後も、本コ
ースに引き続き在籍することを確約する者
４．コース履修開始日
５．募集人員

平成２７年４月１日（水）

１５名

６．出願書類
①「分子システムデバイスコース」コース出願書（様式１－１）
②

出願理由書（様式１－２）

③

推薦書（様式１－３）
※出願者の専門性を熟知している方（指導教員など）からの推薦書を提出する。
推薦書は、注釈の指示に従って記入し、厳封したものを提出すること。

④

英語資格試験スコア証明書（TOEIC または TOEFL）の写し

７．英語資格試験について
TOEIC 公開テスト（日本又は韓国で実施されるもの）
、または TOEFL iBT,
のいずれかを事前に受験しておくこと。
・スコア証明書は、顔写真付きのものとする。
・TOEIC 及び TOEFL のスコア証明書は、平成２４年１２月 1 日以降のものとする。
・以下のスコアは認められない。
TOEIC IP、カレッジ TOEIC、TOEFL ITP などの団体受験制度
TOEIC Speaking and Writing、TOEIC Bridge
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８．出願書類受付等
①出願書類受付（持参又は郵送）
平成２６年１２月１日（月）午前９時から
平成２７年２月２７日（金）午後５時まで（郵送の場合も上記の間に必着のこと）
②提出先
（持参の場合）
九州大学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
伊都地区：ウエスト２号館６階 ６２７号室
箱崎地区：理学部２号館３階

化学事務室

２３５４号室

（郵送の場合）
〒819-0395 福岡市西区元岡 744 番地 W2-627 号室
九州大学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
※郵送の場合は、封筒の表に、
「コース応募書類在中」と朱書きすること。
③注意事項
・出願書類に不備がある場合は受理できません。
・出願手続き後は、原則として記載事項の変更は認めません。
・出願時に提出された書類は返却しません。
④指導教員の本プログラムへの協力
本コース生の指導教員は，本プログラムにご協力いただく必要があります。
具体的には、プログラムにかかる会議等への出席、研究室ローテーションへの協
力、研究企画発表、分子システムデバイス演習（総合試験）
、グループリサー
チプロポーザル、分子システムデバイス講究等への出席ならびにインターンシ
ップ先、海外研修先の選定などを行っていただく必要がありますので、出願者は、
事前に必ず指導教員の了解を得ておいてください。
⑤個人情報の取扱いについて
出願時に提出された氏名、住所、その他個人情報については、「選抜審査（出
願処理）」、「選抜審査実施」、「合格発表」
、「履修手続」等の業務、分子システム
デバイスコースに関する業務を行うために利用します。
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９．選抜審査日 平成２７年３月１６日（月）
審査方法：出願書類に基づく個別面接審査
（詳細については、出願者へ別途連絡）
１０．審査結果発表日

平成２７年３月２０日（金）

なお、合否については、出願者各人に連絡するとともに、合格者のみ受験番号を
九州大学分子システムデバイスコースのホームページに掲載します。
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/
１１．コース履修及び博士の学位
①コース履修について
現在在籍している学府・専攻に学籍を置いたまま、各学府・専攻内に設置さ
れている「分子システムデバイスコース」の科目を履修することになりま
す。
なお、修了要件、必修科目等については、各学府関係の教務担当係及びリー
ディングプログラム支援室に必ず確認してください。
②博士の学位
博士の学位取得については、各学府・専攻・コースの修了要件によります。
なお、博士の学位記には、
「博士課程教育リーディングプログラム」の名称
が、記載されます。
１２．平成２７年度秋季の募集について
平成２７年度選抜審査（３月１６日実施）で欠員が生じた場合、秋季選抜審査を
実施し、コース生として若干名を受け入れることがあります。
１３．問合せ先
九州大学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 福岡市西区元岡７４４番地 ウエスト２号館６２７号室
電話番号：(092)802-2911
E-Mail: office atmark molecular-device.kyushu-u.ac.jp
(atmark は＠に読みかえてください。)
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付録 10 「分子システムデバイスコース」コース出願書(様式 1-1)

(様式１－１)
平成

年

月

九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム
「分子システムデバイスコース」プログラム

責任者

殿

「分子システムデバイスコース」コース出願書
分子システムデバイスコースの趣旨を理解し、本コースの履修を出願します。
フリガナ
（出願者） 氏名
印
氏
名
国籍
Name:
生年月日

西暦

合格所属学府
専攻・研究室

年

月

日

学府

性 別
専攻

男 ・ 女
研究室

指導教員名
連絡先

TEL/FAX

緊急連絡先 TEL/FAX
E-mail
卒業研究テーマ
履歴
年

月

学歴（高等学校卒業以降について記入してください。)

年

月

職歴

年

月

免許・資格

年

月

受賞等
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付録 11 「分子システムデバイスコース」コース出願理由書(様式 1-2)

(様式１－２)

出願理由書
氏名
■出願理由について次の項目毎に記入してください（2,000 文字以上）
① 本コースを志望する動機 ② 目指す将来像 ③ 自己の長所、短所 ④入コース後の抱負 ⑤特に優れた学業
成績、受賞歴，飛び級入学、留学経験、語学力、特色ある学外活動など、客観的にアピールできる事項があればこ
の項目に明記して下さい。行間、フォントサイズ等は変更せず、この 2 頁に収めること。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（12 ポイント、行間 1 行／この行は削除して下さい）
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付録 12 「分子システムデバイスコース」コース推薦書(様式 1-3)

(様式１－3)

九州大学大学院博士課程教育リーディングプログラム
「分子システムデバイスコース」プログラム

責任者

殿

推薦書
出願者の所属

学府

専攻

出願者の氏名
出願者の大学院での指導教員がご記入ください。どのような立場でいつから出願者を知っているかを明示の
上、次の事項を必ず含めてお書きください。①出願者の専門分野に対する熱意・積極性、②専門分野におけ
る見識を深めようとする力、③研究における独創性、④専門分野で身につけた能力を他の領域において用い
ることができる力、⑤将来性

□ 上記出願者が「分子システムデバイスコース」を履修するにあたり、指導教員として
分子システムデバイスコースのプログラム実施に参画します。
・プログラムにかかる会議等への出席
・研究室ローテーション等への協力
・研究企画発表への出席(修士 1 年)
・LP 総合試験（分子システムデバイス演習）への出席ならびに冊子確認(修士 2 年)
・グループリサーチプロポーザルへの出席（博士 2 年）
・インターンシップ先の選定（修士１年）
、海外研修の研修先の選定(博士１年)
・その他コース生の教育・研究に関すること

指導教員氏名（自署）
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九州大学大学院 博士課程教育リーディングプログラム
「分子システムデバイス国際研究リーダー養成および国際教育研究拠点形成」
発

行

九州大学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 福岡市西区元岡 744 番地
TEL:092-802-2911

ウェスト 2 号館 627 号室

FAX:092-802-2912

E-mail:office@molecular-device.kyushu-u.ac.jp
http://molecular-device.kyushu-u.ac.jp/

