
祝　受賞

■叙勲関係

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

R1.5.28 瑞宝中綬章 名誉教授 伊藤　正之

R1.5.28 瑞宝中綬章 名誉教授 牧戸　孝郎

■教員

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

H31.3.16 日本物理学会第24回（2019年）論文賞 大学院工学研究科准教授 片山　尚幸 外４名
Commensurate Itinerant Antiferromagnetism
in BaFe2As2: 75As-NMR Studies on a Self-
Flux Grown Single Crystal

H31.3.16 日本物理学会第24回（2019年）論文賞 大学院工学研究科特任助教 山影　相
山川洋一（大学院理学研究科助教）、田仲由
喜夫（大学院工学研究科教授）、岡本佳比古
（大学院工学研究科准教授）

Line-Node Dirac Semimetal and Topological
Insulating Phase in Noncentrosymmetric
Pnictides CaAgX (X = P, As)Journal of the
Physical Society of Japan, 85, 013708 (2016)

H31.3.17 日本化学会第68回進歩賞 大学院理学研究科准教授 伊藤　英人
ナノグラフェン、グラフェンナノリボン、ナノ
チューブの精密合成

H31.3.17 第15回日本物理学会Jr.セッション 物理教育功労賞
教育学部附属中・高等学校 教
諭

大羽　徹

H31.3.18
日本化学会第99回春季年会第33回若い世代の特別
講演会講演証

大学院理学研究科講師 河野　慎一郎
液晶性大環状化合物の自己組織化を利用す
るナノ空間の機能開発

H31.3.18
東京共創言語進化学講座2019ポスター発表最優秀
賞

大学院情報学研究科研究員 米納  弘渡
有田隆也（大学院情報学研究科教授）、鈴木
麗璽（大学院情報学研究科准教授）

認知とコミュニケーションに関する言語能力の
進化に個体学習と社会学習が与える影響

H31.3.19 名古屋大学COI若手顕彰産学官イノベーション賞
未来社会創造機構特任准教
授

小野島　大介
バイオデバイスとモビリティを融合したエアロ
ゾル計測ドローンの開発

H31.3.19 名古屋大学COI若手顕彰プロジェクトリーダー賞
未来社会創造機構特任准教
授

金森　亮

H31.3.19 名古屋大学COI若手顕彰研究リーダー賞 未来社会創造機構特任助教 赤井　直紀

H31.3.20 読売テクノフォーラム第25回ゴールド・メダル賞 大学院理学研究科教授 松林　嘉克
植物の成長を支えるペプチドホルモン群の発
見

H31.3.20 第77回日本金属学会功績賞 大学院工学研究科准教授 中村　篤智
無機結晶における転位コア構造と機能に関す
る研究

H31.3.21 第51回日本原子力学会賞論文賞 大学院工学研究科教授 山本　章夫 外１名
統合理論に基づく一般的な多領域形状におけ
る径方向及び方位角方向依存の共鳴自己遮
蔽効果の取り扱い

H31.3.21
第51回日本原子力学会計算科学技術部会賞部会
業績賞

大学院工学研究科教授 山本　章夫
先進的炉心解析シミュレーション技術開発へ
の貢献

H31.3.22 林業経済学会賞(学術賞) 大学院生命農学研究科教授 原田　一宏
グローバルな森林保全・気候変動政策下にお
けるローカルな地域住民による森林資源利用
に関する研究

H31.3.26
Journal of the Ceramic Society of Japan, the
Editor-in-Chief Award of Distinguished Reviewer in
2018

大学院工学研究科准教授 山田　智明

受賞者一覧(H31.3.16～R1.6.15)



H31.3.30 日本農業経済学会学術賞 大学院環境学研究科教授 立川　雅司
『遺伝子組換え作物をめぐる「共存」―EUにお
ける政策と言説』

H31.3.31 電気学会優秀論文発表賞 大学院工学研究科助教 兒玉　直人
Installation of PA66, PMMA or Si-resin
cylinders in silica-sand for rising arc voltage
during DC interruption

H31.4.16 第５回日本平滑筋学会白鳥常男賞 大学院医学系研究科助教 馬嶋　剛

舟橋康人（医学部附属病院病院講師）、 松川
宜久（大学院医学系研究科講師）、山本徳則
（大学院医学系研究科特任教授）、後藤百万
（大学院医学系研究科教授）外３名

Role of microglia in the spinal cord in colon-
to-bladder neural crosstalk in a rat model of
colitis

H31.4.17
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科
学技術賞

生物機能開発利用研究セン
ター教授

芦苅　基行
イネ重要農業形質遺伝子の同定と機能解析
および育種学的研究

H31.4.17
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰科
学技術賞

未来材料・システム研究所教
授

興戸　正純
表面ナノ階層構造の構築と生体材料への応
用に関する研究

H31.4.17
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若
手研究者賞

大学院理学研究科助教 篠原　秀文
植物ペプチドホルモンと受容体を介した細胞
間情報伝達の研究

H31.4.17
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若
手研究者賞

大学院理学研究科特任助教 森島　邦博
原子核乾板による宇宙線イメージングの開発
とその応用の研究

H31.4.17
平成31年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若
手研究者賞

大学院工学研究科准教授 清水　一憲
マイクロデバイスを用いた生体組織機能発現
に関する研究

H31.4.18 日本機械学会奨励賞 大学院工学研究科助教 村島　基之
CFRP部材加工時における金属表面に対する
樹脂付着メカニズムの解明及び付着制御手
法の開発の研究

H31.4.23 2018年（平成30年）度英文誌査読者賞
大学院医学系研究科寄附講
座助教

髙橋　徳幸

H31.4.24 北里研究所浅川賞 大学院医学系研究科教授 荒川　宜親 型多剤耐性菌の克服に資する体系的研究

R1.5.7 第72回中日文化賞 大学院医学系研究科教授 寺﨑　浩子 難治性眼疾患の克服への挑戦

R1.5.9 日本内分泌学会研究奨励賞 環境医学研究所助教 田中　都
細胞間クロストーク・臓器間ネットワークに着
目した肥満・糖尿病の病態解明

R1.5.11 堀科学芸術振興財団研究発表会準優秀賞 大学院理学研究科講師 河野　慎一郎
ホスト－ゲスト相互作用を利用する液晶性大
環状化合物を用いたソフトな分子組織の開発

R1.5.16 2019年度日本気象学会賞 宇宙地球環境研究所准教授 増永 浩彦
複合的な衛星観測データの解析による熱帯対
流力学の研究

R1.5.17 東海化学工業会功績賞 大学院工学研究科教授 関　隆広

R1.5.17 東海化学工業会賞 大学院工学研究科助教 中村　仁
カルシウム化合物からなるナノ複合材料の化
学耐久制御とその応用

H31.5.17 平成31年度日本栄養·食糧学会技術賞 大学院生命農学研究科講師 北浦　靖之 外３名 ケストースの多様な生理機能の解明と実用化

R1.5.18 SHGSC Japan Award of Excellence 2019
物質科学国際研究センター准
教授

山田　泰之

Development of Functional Molecular
Assemblies Based on Programmable
Construction of Face-to-Face Assemblies of
Metallo-Porphyrinoids



R1.5.20 日本トライボロジー学会奨励賞 大学院工学研究科助教 村島　基之
3Dプリンタにより造形された変形表面による
流体潤滑状態の能動的制御

R1.5.24 地域安全学会年間優秀論文賞 減災連携研究センター准教授 平山　修久
南海トラフ巨大地震時における災害廃棄物処
理に係る災害対応リソース

R1.5.25 日本臨床ウイルス学会若手奨励賞 大学院医学系研究科助教 佐藤　好隆

R1.5.26 令和元年度石崎賞 大学院医学系研究科准教授 渕田　英津子
臨床看護師と看護教員の協働による模擬認
知症患者参加型演習における学生の学び

R1.5.29 地球電磁気・地球惑星圏学会田中舘賞 宇宙地球環境研究所准教授 大塚　雄一
GPS及びレーダーを用いた中・低緯度電離圏
擾乱の観測的研究

R1.5.29 The Best Paper Award (Tribology Online) 大学院工学研究科助教 村島　基之 梅原徳次（大学院工学研究科教授）
Effect of Electric Field on Adhesion of
Thermoplastic Resin against Steel Plates

R1.5.29
2018年度低温工学・超電導学会研究発表会令和元
年度国際交流奨励賞

大学院工学研究科助教 土屋　雄司
非対称IcをもつREBCO薄膜を用いた超伝導ダ
イオード素子の開発

R1.5.30 日本建築学会著作賞 減災連携研究センター教授 福和　伸夫 次の震災について本当のことを話してみよう

R1.5.30
AGU’s Outstanding Reviewers of 2018, Radio
Science

宇宙地球環境研究所准教授 大塚　雄一

R1.5.30 第27回ポリマー材料フォーラム優秀発表賞 大学院工学研究科助教 原　光生
吸湿現象を利用したリオトロピック液晶の新展
開

R1.5.31 日本都市計画学会2018年年間優秀論文賞 大学院環境学研究科准教授 宮脇　勝
イタリア第三世代の景観計画と景観保護にお
ける国の役割に関する研究

R1.6.1 「電波の日」東海総合通信局長表彰
未来材料・システム研究所教
授

片山　正昭
多年にわたる情報通信研究者の育成と東海
情報通信懇談会電波部会長としての地域貢
献

R1.6.1 情報通信月間東海総合通信局長表彰 大学院情報学研究科教授 間瀬　健二

戦略的情報通信研究開発推進事業などによ
り、自由視点映像技術の研究を多年にわたり
リードし、車椅子利用者の褥瘡予防システム
の発展など、ICTによる社会課題の解決に貢
献

R1.6.6 ROBOMECH表彰（学術研究部門） 未来社会創造機構教授 新井　史人

丸山央峰（大学院工学研究科准教授）、椿雅
樹（大学院工学研究科修了生）、益田泰輔（未
来社会創造機構特任准教授）、小俣誠二（未
来社会創造機構特任助教）

バイオニックセンサ―バイオニックヒューマノイ
ドのセンシング技術―

R1.6.6 電子情報通信学会2018年度論文賞 大学院情報学研究科教授 石川　佳治 外２名
An Efficient Algorithmfor Location-Aware
Query Autocompletion

R1.6.6 第8回新化学技術研究奨励賞 大学院工学研究科准教授 畝山　多加志
高分子材料開発に向けたメソスケール粗視化
モデリングの発展

R1.6.7 感謝状
未来材料・システム研究所教
授

成瀬　一郎
愛知県環境保全関係功労（環境保全推進功
労）

R1.6.7 日本塑性加工学会フェロー 大学院工学研究科准教授 湯川　伸樹
塑性加工分野における科学および技術の進
歩・発展への貢献

R1.6.10 令和元年度全国発明表彰二十一世紀発明奨励賞 大学院工学研究科教授 社本　英二 外１名 超音波楕円振動切削技術の発明

R1.6.11 日本複合材料学会2018年度林賞 大学院工学研究科准教授 吉村　彰記
炭素繊維複合材料の高精度な損傷解析と、X
先CT等を用いた可視化・検証



R1.6.11
Lee Hsun Research Award, Institute of Metal
Research, Chinese Academy of Sciences

未来材料・システム研究所教
授

大野　雄高

R1.6.11 日本複合材料学会2018年度論文賞
ナショナルコンポジットセンター
助教

後藤　圭太 荒井政大（大学院工学研究科教授）外２名
引張-圧縮二軸応力試験による一方向CFRP
積層板の強度評価

■事務職員・技術職員

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

R1.6.2 第13回日本緩和医療薬学会年会　優秀演題賞
医学部附属病院薬剤部薬剤
師

竹内　佐織

稲垣孝行（医学部附属病院薬剤師）、松原匡
希（医学部附属病院薬剤師）、宮崎雅之（医学
部附属病院副薬剤部長）、千﨑康司（医学部
附属病院副薬剤部長）、永井拓（医学系研究
科准教授）、山田清文（医学系研究科教授）

プレバガリンの有効性に影響を与える因子の
探索

■学生

受賞日 受賞名 受賞者の所属・職名 受賞者氏名 連名者 受賞対象となった研究のテーマ

H31.3.16 情報処理学会第81回全国大会学生奨励賞 工学部B4 岩田　紗希
超低解像度の遠赤外線画像から人物姿勢の
推定を実現する手法の提案

H31.3.16 情報処理学会第81回全国大会学生奨励賞 工学部B4 山本 遼人 VR システムでのHRTF 選択方法の比較

H31.3.16 Urban Data Challenge2018アクティビティ部門銀賞 大学院情報学研究科Ｍ2 渡辺　優樹
防災啓発アプリ オープンデータで自助の意識
を高めよう

H31.3.21
The Best Oral Presentation Awards in the area of
Plasma Science , ISPlasma2019/IC-PLANTS2019

大学院工学研究科D3 杉浦　啓嗣

大橋靖之（大学院工学研究科M1）、近藤博基
（大学院工学研究科准教授）、石川健治（大学
院工学研究科特任教授）、堤隆嘉（大学院工
学研究科助教）、林俊雄（大学院工学研究科
客員教授）、関根誠（大学院工学研究科特任
教授）、堀勝（未来社会創造機構教授）外２名

Control of sp2-C Fraction and Hardness of
Amorphous Carbon Films by Formation of
Precursor Radicals Depending on a Residence
Time

H31.3.21 電子情報通信学会学術奨励賞 大学院工学研究科M2 伊藤  大貴
レイヤ型ディスプレイを介してフォーカルスタッ
クから復元される多視点画像の高品質化に関
する検討

H31.3.21 第51回日本原子力学会フェロー賞 工学部B4 近藤　諒一
FRENDYを用いたACE形式断面積のランダム
サンプリング実装

H31.3.22 第80回応用物理学会秋季学術講演会Poster Award 大学院理学研究科D2 堀田　貴都

樋口翔平（本学修了生）、内山揚介（大学院理
学研究科M2)、篠原久典（大学院理学研究科
教授）、北浦良（大学院理学研究科准教授）外
３名

hBNサンドしたTMD原子層における励起子拡
散

H31.3.22 日本森林学会学生ポスター賞 大学院環境学研究科M2 和田　竜征
平野恭弘（大学院環境学研究科准教授）、土
居龍成（大学院環境学研究科D1）外１名

スギ次数根特性の季節変化

H31.3.25 名古屋大学総長顕彰 理学部B4 中島　弘瑛
面性不斉Tb-フタロシアニンダブルデッカー錯
体の合成と物性評価

H31.3.25
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻（化学
系）H30年度優秀学位論文賞

大学院理学研究科D1 唐澤　昌之
基質模倣物によるシトクロムP450BM3の機能
改変法に基づく菌体内水酸化反応系の開発

H31.3.25 鏡友会賞 大学院工学研究科M2 西村　和揮
キラルπ-銅(II)触媒を用いる活性アミドのエナ
ンチオ選択的α-フッ素化反応



H31.3.25 日本化学会東海支部長賞 大学院工学研究科M2 小久保　祐汰
修士論文「FRETを用いたギャップDNA－ヌク
レオシド間の相互作用解析」

H31.3.25 日本化学会東海支部支部長賞 大学院工学研究科M2 岩田　麻友子
溶液を用いたプロセスによる
ZnO/BiFeO3/NiO積層構造薄膜の作製と光誘
起特性評価

H31.3.25 日本化学会東海支部支部長賞 工学部B4 安井　俊博
2-アルキルスピロインドレニンの1,3-転位型環
拡大反応によるアゼピノインドールの合成

H31.3.25 日本化学会東海支部長賞 工学部B4 東　秀憲
卒業論文「DNA骨格を利用した高効率光捕集
アンテナの開発」

H31.3.25 日本化学会東海支部支部長賞 理学部B4 野村　昌輝 4′-修飾ヌクレオシドアナログの合成

H31.3.26 Ｈ30年度名古屋大学大学院理学研究科顕彰 大学院理学研究科Ｍ2 唐澤　昌之
基質模倣物によるシトクロムP450BM4の機能
改変法に基づく菌体内水酸化反応系の開発

H31.3.26
The Ceramic Society of Japan, Best Student Paper
Award in 2018

大学院工学研究科M2 岡本　一輝

Influence of Deposition Conditions on Self-
assembled Growth of Pb(Zr,Ti)O3 Nanorods
by Pulsed Laser Deposition at Elevated
Oxygen Pressure

H31.3.27
第74回年次大会（2019年） 日本物理学会学生優秀
発表賞領域8

大学院工学研究科D2 鬼頭　俊介
Cu0.33TiSe2におけるCuイオンの秩序化に伴
うハニカム格子型電荷密度波の形成

H31.3.27
International Workshop on Behavior analysis and
Recognition for knowledge Discovery (BiRD 2019)
Best Student Poster Award

大学院環境学研究科D1 鈴木　宏和
水谷友一（大学院環境学研究科研究員）、依
田憲（大学院環境学研究科教授）外１名

Does Aging Change Foraging Behavior of
Black-Tailed Gulls?

H31.3.28 電気化学会第86回大会優秀学生講演賞 大学院工学研究科M1 笹本　康介
サイズと組成により制御する金-銀ナノリング
コロイドのプラズモン特性

H31.4.9 日本化学会第99春季年会（2019）学生講演賞 大学院理学研究科D2 鈴木　和人

荘司長三（大学院理学研究科教授）、 ジョシュ
ア　カイル　スタンフィールド（大学院理学研究
科D3）、柳澤颯太（本学修了生）、渡辺芳人
（名誉教授）外２名

Development of the Stereoselective
Oxidation System Catalyszed by Cytochrome
P450BM3 Using Decoy Molecules

H31.4.9 日本化学会第99春季年会(2019)学生講演賞 大学院工学研究科D2 仲里　巧
外周部修飾 2,7-ジアザピレン誘導体の合成と
物性

H31.4.9 日本化学会第99春季年会(2019)学生講演賞 大学院工学研究科D2 川端　賢
オリゴアミド側鎖を有するらせんポリマーの超
分子自己会合挙動

H31.4.9 日本化学会第99春季年会(2019)学生講演賞 大学院工学研究科D3 リュウ　ゼンリ
Hydrothermal Synthesis of Low Dense Array 
of Long ZnO Nanowires

H31.4.9
名古屋大学大学院工学研究科応用物理学専攻修
士論文中間審査会学生が選んだ優秀賞

大学院工学研究科M2 横井　里奈
フォトカソード電子銃の高性能化による高輝度
パルス電子線の実現

H31.4.20
日本オペレーションズ・リサーチ学会研究部会「評価
のOR」学生奨励賞

大学院情報学研究科M2 瀧本　修斗

高田陽介(大学院情報学研究科D3)、胡艶楠
(大学院情報学研究科助教)、小野廣隆(大学
院情報学研究科教授)、柳浦睦憲(大学院情
報学研究科教授)外５名

ハブ・スポーク配送計画問題に対する発見的
解法

R1.5.14
IEEE SSCS Kansai Chapter Academic Research 
Award

大学院工学研究科M2 林　賢哉
新津葵一（大学院工学研究科准教授）、荒田　
滋樹（大学院工学研究科M2）、小林敦希（大
学院工学研究科D2）

単独動作可能な血糖モニタリングシステムに
向けたグルコース発電素子と65nm CMOS 
0.165V 0.27nW無線送信回路による電力自立・
低コストバイオセンサ集積回路

R1.5.16 学生優秀発表賞（日本薬学会） 大学院理学研究科D3 シュウ　ザオマ ジスルフィド結合による膜透過性核酸の開発



R1.5.19
学生セッション（ポスター）最優秀賞（第10回日本プラ
イマリ・ケア連合学会学術大会）

医学部B4 今来　茜

高橋徳幸（医学系研究科寄附講座助教）、當
山萌香（医学部医学科）、青松棟吉（医学系研
究科寄附講座助教）、末松三奈（医学系研究
科寄附講座講師）、岡崎研太郎（医学系研究
科寄附講座講師）、伴信太郎（名誉教授）、葛
谷雅文（医学系研究科教授）

総合診療科専攻医における共感の認識構造：
質的探索的研究

R1.5.20 情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 大学院工学研究科M2 内田　脩斗
Word2Vecにおける加算型単語ベクトルの効
果と応用

R1.5.20 情報処理学会東海支部学生論文奨励賞 大学院情報学研究科M1 岩田　紗希
超低解像度遠赤外線画像からの人物姿勢推
定の初期検討

R1.5.22 APSR Travel Award 大学院医学系研究科D3 古川　大記
大山慎太郎（医学部附属病院特任助教）、長
谷川好規（医学系研究科教授）外２名

Development Of A Machine Learning 
Combination With Deep Learning For 
Diagnosing Idiopathic Pulmonary Fibrosis In 
Interstitial Lung Disease

R1.5.23
量子生命科学会第１回大会ポスターセッション最優
秀賞

大学院工学研究科M1 宮地　冬
湯川博（未来社会創造機構特任准教授）、小
野島大介（未来社会創造機構特任准教授）、
馬場嘉信（大学院工学研究科教授）外２名

蛍光なのダイヤモンドによる幹細胞再生機能
温度センシング

R1.5.23 The CSW Best Student Paper Award 大学院工学研究科M2 中野　崇志
Electronic structure analysis of core 
structures of threading dislocations in GaN

R1.5.25 2019年度分離技術会年会学生賞 大学院工学研究科M1 福田　祐士
超臨界二酸化炭素を用いた乳脂質からのグリ
セロ脂質とスフィンゴ脂質の分離

R1.5.25 2019年度分離技術会年会奨励賞 大学院工学研究科M2 原　幹
ナノ繊維膜型コアレッサーを用いた水中微小
油滴の新規合一分離プロセス

R1.5.25 分離技術会年会2019奨励賞　東亞合成賞 大学院工学研究科研究生 中岡　真菜
COSMO-RS法による相分離型CO2吸収剤の
相挙動予測

R1.5.28 日本火山学会学生優秀論文賞 大学院環境学研究科D2 田口　貴美子

Source properties and triggering processes of 
long-period events beneath volcanoes 
inferred from an analytical formula for crack 
resonance frequencies.

R1.5.28
2018年度日本太陽エネルギー学会奨励賞（学生部
門）

大学院工学研究科M2 陳　國威

Impact Assessment of PV Power Output 
Forecast Accuracy on Efficient Distributed 
Generator's Operation of Stand-alone 
Microgrid

R1.5.30
World Conference on Transport Research (世界交通
学会)WCTR Topic Area C Best Paper Award

大学院環境学研究科D2 朱　宏 中村英樹（大学院環境学研究科教授）
A Model Analysis of the Saturation Flow Rate 
Influenced by Downstream Conditions

R1.5.31
第68回高分子学会年次大会高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M2 後藤　美咲
1,5-シフトを伴う種々の定序配列ビニルモノ
マーのラジカル重合

R1.5.31
第68回高分子学会年次大会高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M2 横田　知瞭
フルフラール由来環状ビニルエーテルのリビ
ングカチオン重合および共重合

R1.5.31
第68回高分子学会年次大会 高分子学会優秀ポス
ター賞

大学院工学研究科M1 大島　育也
テレケリックなポリ（N-イソプロピルアクリルア
ミド）を用いた均一網目構造を持つ高分子ゲ
ルの合成と膨潤収縮挙動

R1.6.5
15th International Symposium on Applied 
Bioinorganic Chemistry Elsevier Best Poster Prize 
(Journal of Inorganic Biochemistry賞)

大学院理学研究科D1 唐澤　昌之
柳澤颯太（本学修了生）、 渡辺芳人（名誉教
授）、荘司長三（大学院理学研究科教授）

Direct Hydroxylation of Benzene to Phenol 
Catalyzed by the Whole-Cell Biocatalyst 
Utilizing Substrate Misrecognition of 
P450BM3

R1.6.5
15th International Symposium on Applied 
Bioinorganic Chemistry Poster Awasrd 
(ChemBioChem&Chemistry A European Journal賞)

大学院理学研究科M2 米村　開

有安真也（大学院理学研究科特任助教）、ジョ
シュア　カイル　スタンフィールド（大学院理学
研究科D3）、小野田浩宜（本学修了生）、渡辺
芳人（名誉教授）、荘司長三（大学院理学研究
科教授）外２名

Engineering of Enzymatic Activity Achieved 
By Employing Newly Screened Peptide-Like 
Molecules

R1.6.6
BEST POSTER PRIZE（BEST POSTER PRIZE (35th 
Symposioum on Chemical Kinetics and Dynamics)

大学院情報学研究科D2 三澤　奈々

「Theoretical Study of Olefin Polymerization 
Process by (Pyridylamido)Hafnium(IV) 
Catalyst Using Computational Chemical 
Methods 」



R1.6.6 第35回化学反応討論会ベストポスター賞 大学院理学研究科M2 長谷川　景郁
菱川 明栄（物質科学国際研究センター教
授）、松田晃孝（大学院理学研究科講師）、藤
瀬光香（大学院理学研究科D2）

Asymmetric fragmentation of CH4 in phase-

locked two-color intense laser fields

R1.6.6 2018年度電子情報通信学会論文賞 本学修了生 近藤　倖大 岩田哲（大学院工学研究科准教授）外２名
On the Design Rationale of SIMON Block 
Cipher: Integral Attacks and Impossible 
Differential Attacks against SIMON Variants

R1.6.11
平成30年度 電子情報通信学会東海支部学生研究
奨励賞（修士）

大学院工学研究科M2 稲垣  安隆
深層学習を用いた符号化開口カメラによる光
線空間の圧縮取得

R1.6.11
平成30年度 電子情報通信学会東海支部学生研究
奨励賞（修士）

大学院工学研究科M2 白木　隆太
大容量光ファイバ通信ネットワークのアーキテ
クチャ

H31.6.11 第33回独創性を拓先端技術大賞ニッポン放送賞 大学院工学研究科Ｄ3 鬼頭　俊介
放射光X線を用いた物質の軌道状態の直接
観測手法の確立～軌道自由度に関する物性
研究の新展開～

R1.6.12 ゴードンリサーチ会議2019ポスター賞 大学院工学研究科D2 川端　賢
Supramolecular Assembly of a Helical 
Foldamer and Its Metal-induced Helix-to-
Helix Transition

R1.6.14 The EASIAM2019 Student Paper Prize 多元数理科学研究科D2 田中　智之
Local well-posedness for higher order 
Benjamin-Ono type equations

R1.6.15
シンポジウムモレキュラー・キラリティー2019ポスター
賞

大学院工学研究科M2 安藤　光香
軸不斉を有する側鎖に有機触媒部位を導入し
たポリアセチレン誘導体のらせん構造制御と
応用


