
応用化学科



応用化学科が目指すもの

新しい「価値」の創造

「独創的な人材」の育成

新しい「化学」の創造



Create New Chemistry
新しい化学の創造



伊藤耕三

2006年 高分子学会賞

タフポリマー

水分90%のタフポリマーゲル

分子自己集合化学

藤田誠

2018年 Wolf Prize

野依教授以来
日本人二人目

パーツ144個

学部教員紹介



野地博行
2020年 中谷賞大賞
2015年 読売ゴールドメダル賞

山口和也

1分子計測・人工細胞 超精密触媒化学 理論化学・生物物理化学

石北 央
2014年 石油学会奨励賞
2011年 Mitsui Chemicals Catalysis 

Science Award of Encouragement

2013年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞

写真
竹谷純一

植村卓史
柳田 剛

ナノ材料化学分子組織化学高性能有機デバイス

2016年 日本学術振興会賞
2014年 花王研究奨励賞 2011年 FFIT学術賞

2012年 文部科学大臣表彰 若手科学者賞
2012 ナノテク大賞

学部教員紹介



研究科教員紹介

藤岡洋 立間徹

光機能電子薄膜 ナノフォトニック化学 機能性錯体化学

石井和之

砂田祐輔

機能性金属クラスター科学

尾張眞則

環境計測化学



准教授･講師紹介

岡本敏宏 斉藤圭亮 澤田知久 鈴木康介 田端和仁 長島一樹

横山英明 小林篤 高橋綱己 田村宏之 佐藤宗太馬渡和馬

細野暢彦 眞弓皓一 レ ハクホンツー



Create New Value
新しい価値の創造



自ら生み出した新しい化学の社会実装へ

竹谷純一

株式会社 Pi-Crystal

• パイクリスタル（創業
⇒M&A）

• オルガノサーキット（創業）

国内企業8社と連携

伊藤耕三

化学系企業6社との共同開発株式会社 ASM

90%ポリマーのコンセプトカー
重量 通常車の1/2、最高速度150km/h、



社会連携連携講座と共同研究
Cf. 工学系16学科で30講座, 理学部10学科で1講座

化学、電機系やIoT・エレクトロニクス業界
と共同研究多数

柳田 剛

「革新分子構造解析」講座 「デジタルバイオ分析」講座

藤田 誠 野地博行 植村卓史
他、国内企業5社と共同研究

「次世代空調技術の創成」講座
（10月から）

国内外の企業11社と設立

他、国内企業4社と共同研究

大手印刷会社と設立 大手空調メーカーと設立

山口和也

国内企業7社と共同研究

「革新ナノ無機材料の創生」講座
(2016-2018年)



Create New Creators
「独創的人材」の育成



「独創の方法論」を学ぶには
独創の現場に身を投じるしかない



応用化学科の教育ビジョン

基礎数学，基礎物理，基礎化学

社会へ 未来を創造40年間

Mr. Kitamori

Dr. Kitamori

学部 2,3年生 1.5 年間 物理化学，分析化学，量子化学，無機化学，有
機化学, 物性論，数学，応用化学演習，各種学
生実験など

基礎知識の修得

博士課程 3年間 問題の発見と
創造的解決

学部4年生
修士課程 3年間 問題解決の手法



李⾚峰 D3 ⽇本化学会第99春季年会「学⽣講演賞」
李 鐘光 D3 第59回天然有機化合物討論会 奨励賞
鈴⽊ 亮⼈ D3 第10回⼤津会議 Research Presentation Awardee

本⽥信吾 D2 SLAS2020 Tony B. Academic Travel Award

本⽥信吾 D2 SLAS2020 Student Poster Award

本⽥信吾 D2 第57回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
本⽥信吾 D2 第59回⽣物物理若⼿の会夏の学校ポスター賞

⽶⾥健太郎 D2 第9回CSJ化学フェスタ2019
「 CSJ化学フェスタ博⼠オーラル賞」

⽶⾥健太郎 D2 第9回CSJ化学フェスタ2019
「優秀ポスター発表賞」

⽶⾥健太郎 D2 錯体化学会第69回討論会
「ポスター賞（Dalton Transactions Award）」

⾕⽥部孝⽂ D2 第123回触媒討論会「学⽣優秀講演賞」
⾕⽥部孝⽂ D2 ⽇本化学会第98春季年会「学⽣講演賞」
鈴⽊ 亮⼈ D2 ⽇本化学会第99春季年会「学⽣講演賞」
神⽥ 智哉 D2 第７回アジア錯体化学会議（ACCC7）Poster Prize

⾚間健司 D2 第56回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
渡邊亮 D1 第57回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞

塚崎隆志 M2 第8回CSJ化学フェスタ2018「ポスター賞」
中井諭 M2 第51回酸化反応討論会2018「ポスター賞」

⾕⼝勇樹 M2 2018年⽇本セラミックス協会秋季シンポジウム
「優秀ポスター発表賞」

佐々⽊眞⼀ M2 錯体化学会第68回討論会「ポスター賞」
河島圭佑 M2 第55回⽣物物理年会 学⽣発表賞

塩野翼 M2 2018年⽇本セラミックス協会秋季シンポジウム
「最優秀ポスター発表賞」

澤⽥浩樹 M2 第57回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
落合悠⼈ M2 第57回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
猪俣 祐貴 M2 錯体化学会第68回討論会 学⽣講演賞
野元 颯 M1 ⽇本電⼦材料技術協会第55回秋季講演⼤会 優秀賞
中⽥和希 M1 第9回CSJ化学フェスタ2019 優秀ポスター発表賞
⽔⾕凪 M1 錯体化学若⼿の会夏の学校2019 優秀ポスター賞
⽔⾕凪 M1 錯体化学会第69回討論会ポスター賞
⽔⾕凪 M1 第9回CSJ化学フェスタ2019 優秀ポスター発表賞
⼩泉慶洋 M1 第9回CSJ化学フェスタ2019「優秀ポスター発表賞」
⾼⼭聡 M1 第9回CSJ化学フェスタ2019「優秀ポスター発表賞」
⼭⽥雅⼈ M1 第56回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
落合悠⼈ M1 第56回⽇本⽣物物理学会年会学⽣発表賞
三橋孝司 B4 光合成セミナー2019 三室賞

修士卒業までに約1/3が授賞



富士フイルム、三菱化学、住友化学、三井化学、東レ、チッソ、
中外製薬、味の素、JX日鉱日石グループ、セイコーエプソン、
大日本インキ、ニチレイバイオサイエンス、コニカミノルタ ほか

化学・バイオ系製造業： 31 %

機械・エネルギー 他製造業： 4 %

その他： 7 %

大学・研究所： 57 %

東大、京大、東北大、名大、農工大、東京理科大、筑波大、
ハーバード大、ノースウエスタン大、アイントホーヘン工科大、
産総研、理研、物・材機構、米国立癌研究所 ほか

独創性を身につけた「博士」の進路



学生さんの声（超抜粋）



応用化学科とは

新しい「価値」を創造

「独創的な人材」を育成

新しい「化学」を創造


