
教育・研究などへの取組状況 

 

総合工学システム学科 環境物質化学コース 教授 東田 卓 

項 目 取 組 状 況 

教 育  令和２年度担当科目 
総合工学システム概論１年生、総合工学実験実習 II２年、有機化学 I(3A)、有機化学 II(4A)、環

境物質化学実験 I（有機化学）(4A)、基礎研究（前期講義、後期研究）(4A)、卒業研究(5A)、

応用有機化学(F1)、工学基礎研究(F1)、工学特別研究(F2)、専攻科工学特別ゼミナール II 

 担当科目の取組状況（工夫・改善した点） 
「わかりやすい講義、自ら学ぶ学習環境の構築」 

・本科生の授業をすべて Keynote（Mac 版のスライドショー）化して、写真や動画を入れ、

わかりやすい講義を目指し、板書転記が遅いものに向け講義スライドを Classroom にアップ

した。 

・多くの講義・実験においてアクティブラーニング（AL）を導入して、自らが自発的に学習

できる環境を作成した。（継続中） 

→ポスターツアー法、Think-Pair-Share 法、ピア・インストラクション法としての「教え合

い・学び合い」など 

・専攻科については講義とともに演習を重視し、「教え合い・学び合い」の時間を作り、最終

の講義ノートを R ドライブにて公開し、学年末試験の対策とした。 

 特記すべき教育方法の実践例 
「学習の効率化（映像化）、学生実験の改善」 

・Keynote を用いることにより、板書でできない図表の掲示、動画の提供ができ、教科書の

補完をすることができた。（継続中） 

・段取りが遅い学生でも学生実験が時間内に終わるよう、実験手順（テキスト）を大幅に見直

し、短時間で終了できるよう改善を促した。実験前に自発的に予習をさせることにより、安全

対策を行い、実験のミスを事前に防ぐことにより、確実に時間内に終わる環境を構築している。

（継続中） 

・有機化学 I の教科書は自著の「基礎有機化学」「基礎有機化学演習」（サイエンス社）を用

い、2020 年度から新規に執筆した改訂版（サイエンス社）を使用中である。 

・専攻科工学特別ゼミナールでは英語抄録、英語論文作成を行い、その成果は令和２年度に欧

文紙に採択された。（Journal of Sol-Gel Science and Technology, (2021) 
98:281–287） 

 校長顕彰などの受賞 
教育として校長顕彰第 2 条第 1 項（５）を受賞（令和２年度） 

 
研 究  平成３０～令和２年度における研究業績 

 学術論文執筆 

One-pot synthesis of visible-light-responsive ti tanium oxide photocatalyst with 
embedded si lver nanoparticles, Suguru Higashida, Shotaro Yoshida, Natsuki 
Koyama, Kazumasa Suzuki, Takeo Oku ,Tsuyoshi Akiyama, Journal of Sol-Gel 
Science and Technology, (2021) 98, 281–287, 
https://doi.org/10.1007/s10971-021-05510-4 

Improved production of phenol from benzene by photocatalytic reaction using 
TiO2powder treated with HF and a reaction system having a benzene/water 
interface, Suguru Higashida, Kyohei Okamoto, Eri Hirota, Ryota Taniguchi, En 
Yagi, Chemistry Letters, 49(11), 1298-1301 

Effect of Substituents on TiO2 Photocatalytic Oxidation of 
trans-Sti lbenes, Teruyuki Miyake, Yuichiro Hashimoto, Seihou Jinnai, Ryusei 
Oketani, and Suguru Higashida*, Bull. Chem. Soc. Jpn,, 2019, 92(1), 55-60  他 10

件 

https://doi.org/10.1007/s10971-021-05510-4
https://doi.org/10.1007/s10971-021-05510-4
https://doi.org/10.1007/s10971-021-05510-4
https://researchmap.jp/read0179117/published_papers/31333522
https://researchmap.jp/read0179117/published_papers/31333522
https://researchmap.jp/read0179117/published_papers/31333522


 

 国際会議での発表 

Photocatalytic oxidation for organic synthesis with TiO2and AuNP/TiO2、SUGURU, 
HIGASHIDA, The 4th FZU-OPU Joint International Symposium on Photocatalysis, 
Photofunctional Materials and Nano-Science & Technology, O-02, 2019 年 11 月  

Enhancement effect of hole-transfer from Au nanoparticle to photochromic 
molecule by insertion of thin TiO2 insulator layer, Suguru Higashida, Ryota Toku, 
Genta Nakano, Tsuyoshi Kawai, Ryosuke Asado, Ryo Mizutsu, Tsuyoshi 
Akiyama, Final International Symposium on Photosynergetics , P09, 2019 年 10
月     

 学術講演会での発表 

チタニア基板上に固定化した金ナノ粒子と一置換フォトクロミック分子の反応, 徳 涼太, 中野 

源太, 水津 了, 朝戸 良輔, 秋山 毅, 河合 壯, 東田 卓, 日本化学会第 100 回春季年会, 
2PA-106, 2020 年 3 月    

陰イオン交換樹脂を用いた TiO₂光触媒反応によるベンゼンからフェノールの合成, 岡本 匡平, 

東田 卓,  廣田 江里, 谷口 亮太, 第 2５回日本高専学会年会講演会, P31１, 2019 年 9

月 優秀ポスター賞受賞 

有機化学実験における Think-Pair-Share 法を用いた学習の深化について, 東田 卓第 2５回
日本高専学会年会講演会, D1-1, 2019 年 9 月, 他１2 件

（https://www.ct.omu.ac.jp/higashida/paper.html） 

 特許 
なし 

 平成３０～令和２年度における外部資金獲得状況 
令和 2 年度 

2020 年度 物質・デバイス領域共同研究課題 基盤共同研究（大阪大学産研）  

新規な n 型有機半導体を用いた有機薄膜太陽電池の評価  

 学会などでの受賞 
第 2５回日本高専学会年会講演会  P311 優秀ポスター賞受賞 (指導学生 ) 

第 2４回日本高専学会年会講演会  P311 優秀ポスター賞受賞 (指導学生 ) 

 

社会貢献  平成３０～令和２年度における公開講座・出前授業の取組状況 
・環境物質化学コース公開講座（主任としてのコース説明他） 

子と親の楽しいかがく教室（ミクロの世界を見てみよう） 

・寝屋川市理科自由教育研究発表会講師 

・わくわく児童理科研究発表会講師（三井小学校） 

 平成３０～令和２年度における学協会等の委員 
ティーチング・ポートフォリオ研究会 理事 

 特記すべき社会貢献の内容 

 

 


