
応用化学科の「未来に活きるKeywords」

応用化学科では、人類の持続的発展に不可欠な「環境」「エネル
ギー」「食と健康」の3分野を重点研究領域としています。私
の研究室で行われている食品や医用材料の開発には、異種
分子を組み合わせた素材開発がカギを握っていると考
えています。頭を柔らかくして、「混ざらない」と
思っているものを混ぜてみる、という発想が新
しいアイデアを生むと期待しています。

食と健康を支える化学技術

分子の「出会い」

理工学部　応用化学科　
高分子・バイオ化学研究室
(機能性バイオ分子）

黒岩 崇 教授

[ めざせる資格・免許 ] ● 中学校教諭一種免許状（理科）（技術）　● 高等学校教諭一種免許状（理科）（工業）　
◆ 危険物取扱者（甲種）　◆ 消防設備士（甲種特類以外）　★ 公害防止管理者　◎ 毒物劇物取扱責任者

●所定の単位を修得すると得られる資格（実務・研修・講習を含む）　◆卒業生全員が受験資格を得られる資格　★めざせる資格　◎  卒業生全員が得られる資格

● 社会の発展に貢献する化学を学ぶ　　● 化学を活かした課題解決力を磨く　　● 最新の研究分野もしっかりカバー[ 学科の特徴 ]

在校生の学科を選んだ理由を知りたい人は

89〜90ページへ▶LINKS ▶ もっと詳しく
資格・免許の詳細は

129ページへ▶

学びの領域は

31〜32ページへ▶
卒業後の仕事のイメージは

119〜128ページへ▶

えば、80年だった人生が100年に

なると、1日3回の食事回数はお

よそ20,000回増えることになり

ます。そして、この20,000回は後期シニアと

して体験することになるのです。このことから

も、安心しておいしく安全に食べられる食品は

今後さらに求められると考えています。

私の研究室では、生体分子を利用した医

用材料、食品素材の開発に関する研究

を展開しています。具体的には、タ

ンパク質、糖質、脂質をはじめとするバイ

オ分子のユニークな特質を見つけ出し、適切

に結合させることで新たな生物素材の創出を

めざしています。“生物由来”の物質を研究する

ことで、持続可能社会の実現につながるポテン

シャルを秘めた素材として、資源の有効活用や

省エネルギーの実現にも貢献。さらに現在で

は、開発した食品素材がどのように「消化」さ

れるかという点に注目した研究をスタートさ

せています。

「こんな食品を開発したい」と思って作ったもの

が、実際にどのように消化されていくのかを研

究することで、消化機能が未発達な赤ちゃんや、

加齢や病気により消化機能が低下した方々も安

心して食べられる最適な食品の加工技術を実

現させたいのです。栄養があり、おいし

く、健康でいられる食品は誰もが求め

るところですが、一方で、「人生100年

時代」を迎える日本においては、ライフス

テージの広がりにともない、現代人の食に対す

るニーズも多様化しています。食品の製造から

流通・喫食・消化までのプロセスを最適化する。

この観点で新たな素材を用いた食品を開発する

こと、そこに高度な製造業の発展を支えてきた

理工学の考え方を融合させることは、大きな意

義のある研究につながると考えています。

例

食事が20,000回増える人生100年時代に
新しい素材で、新しい食品を。

理工学部

応用化学科
化学のチカラで社会の発展に貢献する人材を育てる。

学
部
学
科
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[ 専門的に学べる研究室 ]

▍高分子・バイオ化学研究室（機能性高分子）
革新的エネルギーデバイスの実現に向けた
高分子の設計合成に関する研究

▍高分子・バイオ化学研究室（機能性バイオ分子）
バイオ分子のユニークな特性を「地球に
やさしいものづくり」に活かす研究開発

▍有機合成化学研究室（重合化学）
有機合成を基盤に、人体や生態系に安
全で環境にやさしい材料の開発をめざす

▍有機合成化学研究室（構造化学）
材料構成要素である分子デザインを鍵と
したエネルギー材料・機能材料を開発

▍環境化学工学研究室（触媒・資源化学プロセス）
ナノ空間材料を多機能触媒や生体適合
部材へ応用する研究によって、「地球と
人の持続的な共栄」をめざす

▍環境化学工学研究室（応用電気化学）
分子やイオンの吸着や反応といった化
学的現象を利用するバイオデバイスやエ
ネルギーデバイスを開発

▍機能性界面化学研究室
界面活性剤などの分子が形成する分子 
組織体を利用した機能性材料の調製法を研究

▍固体材料科学研究室（固体化学）
環境・エネルギー問題を解決する新規 
エネルギー関連材料技術の研究開発を実施

▍固体材料科学研究室（無機材料化学）
セラミックスとそれらの関連材料に注目
し、強くスマートな無機材料を創り出す

▍動的解析化学研究室
無機物質のなりたちと化学変化を観察し、
資源の活用と機能性材料の開発を進める

 ● 有機・生物化学 ● 無機・分析化学
 ● 物理化学・化学工学 卒業研究

応用化学の基礎知識を修得
2年次からは化学を中心とした応用化学の
基礎知識を固め、専門学修につながる実
験や実習を通して「生きた技術」を学びます。

1 年 2 年 3 年 4 年

学
び
の
ス
テ
ッ
プ

実験や実習を通して知識を深める理工学と応用化学の基礎を学ぶ

理工学の基礎を修得
1年次では応用化学の基礎となる
共通科目を学修し、理工学の基礎
と理工学的考え方を身につけます。

理
工
学
基
礎
科
目

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
微分積分学（1a）（1b）※MS
線形代数学（1a）（1b）※MS
化学（1）
情報リテラシー演習（a）（b）
物理学実験（a）（b）

微分積分学（2a）（2b）※MS
線形代数学（2a）（2b）※MS
物理学（3）（4）
化学（2）
化学実験
コンピュータ概論（a）（b）
プログラミング基礎（a）（b）
物理学及び演習（1）（2）
上級力学
電磁気学基礎
ことづくり（1）

微分方程式論
ベクトル解析学
数理統計学（a）（b）※MS
代数学
生物学（1）
生物学実験（a）（b）
地学（1）
地学実験（a）（b）
電気工学概論（実習含）
ことづくり（2）

フーリエ解析学
生物学（2）
地学（2）
技術者倫理
金属加工（製図・実習含）
数値解析
ことづくり（3）

ことづくり（4） AI・ビッグデータ基礎
AI・ビッグデータ応用
ことづくり（5）

【学年配当しない科目】インターンシップ（1）／インターンシップ（2）／海外体験実習（1）／海外体験実習（2）

P
B
L
科
目

SD PBL（1） SD PBL（2） SD PBL（3）

専
門
科
目

専門教養

サイバーフィジカルDX
知的財産

理工学と生活
工業概論
原子力汎論
探究の進め方

量子力学入門
相対論入門

学部共通 Direct Current Electrical Circuit Analysis 電気化学（a）（b） 電気電子通信計測応用

ひらめき
ことづくり

ひらめきづくり（1） ひらめきづくり（2） ひらめきづくり（3） ひらめきづくり（4） ひらめきづくり（5） Next PBL（1） Next PBL（2）

学科共通

応用化学総合演習（a）（b） 物理化学演習（a）（b）
量子化学
化学熱力学（1）
有機化学（1a）（1b）
無機化学（a）（b）
グリーンケミストリー（a）（b）
分子構造論

化学熱力学（2a）（2b）
物理化学（1）（2）
分析化学（1）
有機化学（2）

物理化学（3）

【学年配当しない科目】特別講義（1）／特別講義（2）／特別講義（3）

実験・
実習系

応用化学実験基礎（1a）（1b） 応用化学実験基礎（2a）（2b） 応用化学実験発展（a）（b）

有機・
生物化学

高分子化学
生物化学

バイオプロセス化学
有機材料化学
構造化学

物理化学・
化学工学

界面化学
光機能性化学
応用電気化学
化学工学

反応工学
エネルギー変換工学

無機・
分析化学

固体化学 固体物性（a）（b）
無機物質化学（a）（b）

無機材料化学
分析化学（2a）（2b）

卒業研究
関連

事例研究 卒業研究（1） 卒業研究（2）

※上記の他、教養科目、語学科目などの学部・学科共通科目を設置しています。詳細はP.94をご覧ください。
※MSは数理科学分野
■字は選択科目　■字は必修科目　■字は選択必修科目　■字は「ひらめき・こと・もの・ひと」づくりプログラム受講者のみ選択可

カリキュラムは2022年4月現在のもので、一部変更される場合があります。

3つの研究分野を深める
3年次から有機・生物化学、物理化学・化学工学、無機・分析化学の研究分野をしっ
かり学修し、4年次の卒業研究に備えます。

研究室 
 Pick up！

安齋 月泉（3 年）
神奈川県北鎌倉女子学園高等学校出身

化学の実験では、実際に自分の手で合成を行います。アセトアニリ
ドの合成実験では、高校の教科書にあった写真と同じ状態の反応
を自らが作り出すことに成功。その反応に感動した私は、化学がもっ
と大好きになり、化学で人を笑顔にしたいと思うようになりました。

　　　 　 Student VOICE ▶ 学科の学びと私の未来

高校の教科書ではわからない
実際の「反応」に感動。 ■ 化学分析の仕事に携わる

1つのことに夢中になるのが長所
でもあり短所でもあります。これ
から社会人として、研究者として、
幅広い視野を持つことも大切なこ
とだと感じています。

■ 物理学実験など
化学科ですが、物理の授業がたくさ
んあります。私は物理が苦手でした
が、化学には物理が不可欠。複雑な
公式など、物理を学ぶことで化学へ
の理解も深められたと思います。

      Pick up!

＜成長につながった授業＞

世田谷キャンパス

私の未来に向けて変えること
hangehange
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