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事業報告ー1

先進研究講演会

2021年5月29日
WEB配信

ご講演映像は
応化会HPの資料庫で公開していま
す。
事務局へお問い合わせ頂き、是非、
資料庫へアクセスしてください ！

１）応用物理化学部門 福永 明彦 教授

「演題 エネルギー問題と材料開発」

２）無機合成化学部門 ゲガン・レジス 准教授

「演題 自己組織化物質の界面や構造の理解と
その応用」

３）化学工学部門 小堀 深 専任講師

「演題 いかに結晶をつくるか、いかに結晶を
つくらせないか」
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交流会講演会
(オンライン講演会）

第35回
2021年4月24日(土)

第36回
2021年7月3日（土）

※ZOOM形式でのWEB開催

第35回交流会講演会
応用化学会 交流委員会主催 第35回交流会講演会
2021年4月24日（土）15:00～17:00 

(Zoomによるリモート開催)
講演者 桜井公美氏 プレモパートナー株式会社

創業者・代表取締役
演題 『デザイン思考で医療機器開発を！』
副題 「テクノロジーPushか、ニーズDrivenか」

第36回交流会講演会
応用化学会交流委員会主催 第36回交流交流講演会
2021年7月3日（土）15:00～16:30 

(Zoomによるリモート開催)
講演者 上沼敏彦氏 ロシュ・ダイアグノスティックス

株式会社
NA事業部 カスタムバイオテック部 部⾧

演題 『COVID-19の現状と対策』
副題 「COVID-19にいかに立ち向かうか」
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先輩博士からの
メッセージ

(オンライン開催）

第1回
2021年 8月21日(土)

第2回
2021年12月18日(土)

①現役博士課程の在校生に
よる講演会
②そのほかの博士課程在校生
を交えての座談会
③博士号取得後社会で活躍されてい
るOB/OGとの交流会

→博士課程進学への一助となる
べく新たに企画し開催した。

第1回先輩博士からのメッセージ
2021年8月21日（土）13:30～16:00 (Zoomによるリモー
ト開催)
講演者 加藤弘基さん（D1山口研究室）

演題 『有機化学に魅せられて』
講演者 疋野拓也さん（LD2下嶋研究室）

演題 『無機合成って面白い』
参加者 B1-8名、B2-5名、B3-18名、B4,-9名、M1-10名

第2回先輩博士からのメッセージ
2021年12月18日（土）13:00～16:00 (Zoomによるリモート開催)
講演者 加藤 遼さん（2017博士修了西出･小柳津･須賀研究室

中央大学助教）
演題 『博士号を“取るまで”と“取ってから”』

講演者 堀 圭祐さん（2020博士修了 野田･花田研究室 住友化学）
演題 『企業研究者という選択』

講演者 中村 夏希さん（東芝 門間研究室D3）
演題 『社会人博士に至るまで』

参加者 B1-1名、B3-6名、B4,-9名、M1-19名、M2-4名

事業報告-4

評議員会
2021年10月30日(土)14時-16時

議 ⾧：西出宏之 先生
参加者：88名（前回74名）

・評議員メンバーを一新して
2回目となる評議員会

・全世代にとって魅力ある応化会
活動への進化を掲げ、学生委員会
活動、若手部会から次世代ﾋﾞｼﾞｮﾝ、
また、支部の若手部会立ち上げ、
各世代のｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨを報告し、活発
な意見交換が行われました。

リアル会場＋オンラインのハイブリッドで開催
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学生企画フォーラム
＜富士フィルム株式会社＞

2021年12月4日(土)

ZOOMによるオンライン開催

第7回学生企画フォーラムが開催されました。
本会は学生が学生のために企画・運営を行うフォーラムです。
本年度は富士フイルム株式会社様の絶大なるご協力のもと
澤田 真氏 村上達也氏 赤木夏帆氏
3名の社員の方にご講演いただきました。

「Ovice」というツールを用いて懇親会
を行いました。こちらのツールでは自
身のアイコンを移動させることで、よ
りリアルに近い形で会話ができます。
オンライン上ではありますが密な交流
が出来ました。
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先輩からのメッセージ

2022年1月22日(土) 9:00 - 17:40      
参加企業： 47社（前回 51社）
参加学生：128名（前回140名）

☆本年もリモート開催の中、
学生にとっては具体的な情報が得られ、
企業側も自社に対する理解を深めて
もらうという状況が、両者にとって
本フォーラムの高い評価につながって
いると思われる。

☆一方、参加企業を増やすために、日程を
含めた運営方法や現在少ない業種企業へ
のアプローチなど今後の課題

上記のタイムテーブルの通り、各社講演は1回。講演時間は40分／回
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学生委員会交流会

･「若手会員定期交流会」
第1回2021年5月15日
第2回2021年8月 7日

･「縦割り交流会」
2021年6月12日

･「応化委員女子会」
2021年5月、8月

等

☆詳しくは応化会HP
学生委員会のページを
是非ご覧ください

⇐☆縦割り交流会☆
OB, OGと学生が気軽に交流
できる場を提供し、学年を超
えた“縦”のつながりを作るこ
とを目的として開催。オンラ
イン開催ということもあり、
OB, OG 21名、学生56名と多
くの方々が参加してくださり
ました

☆若手会員定期交流会☆ ⇒
各分野で活躍されている応用
化学科のOB/OGにご講演を
頂いた後、テーマに分かれて
懇談会を実施。かなりハイレ
ベルな講演内容も。

☆応化委員女子会☆ ⇒
2021年3月に立ち上げ。理系では
少数にあたる女子学生に焦点を当
て、成⾧できる場を提供する。
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ホームページの更新と保守管理及び改良
・応化会イベント・会員情報のタイムリーな掲載と更新の実施
・HP掲載の利便性向上のためにWord press化の推進とSNSの活用拡大
・デジタル応用化学会員名簿の更新
・早稲田応用化学会報のデジタル化の更なる推進
・企業ガイダンスの更新
・先生への突撃インタビュー（特別編）、卒業生へのインタビューコーナーを新設
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関西支部

第13回総会：2021年4月10日

特別講演会：総会同日開催

第13回早桜会講演会：10月30日

役員会：3回/年

懇話会：3回/年

以上 WEB開催

特別講演会
講師 斉藤 幸一氏（第33回 鈴木研 住友化学㈱）
演題「新型コロナウィルス感染症を正しく理解する上での基礎知識」

第13回早桜会講演会
講師 金原 和秀氏(新32回平田研 静岡大学大学院

総合科学技術研究科教授、副学⾧)
演題 「COVID-19後の環境バイオテクノロジー」 出席者17名

懇話会
第37回 講師：中野哲也氏（新37回 豊倉研） 出席者16名

演題：「西洋哲学の歴史について」
第38回 講師：三品健吾氏（新59回 関根研） 出席者15名

演題：「ナノセラミック分離膜を活用した
カーボンニュートラル化学プロセスの開発」

第39回 講師：金森敏幸氏（新33回 酒井研 産業技術総合研究所）
演題：「40年間、研究開発で携わってきた医療分野

ー化学系エンジニアの見方」
出席者16名
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中部支部

総会：2021年5月7日

交流講演会：2021年11月13日

役員会：4回/年（WEB、対面）

総会 5月7日～17日の間にメールにより審議実施
（コロナ禍のため、リアル開催を断念）

交流講演会
講師 黒田 一幸先生(早稲田大学 名誉教授)
演題 「ナノ空間物質の化学」 参加者25名

その他支部の活動のポイント
・若手部会を発足し活動を開始

～若手部会を活性化し、
若手会員の意見を支部運営に反映させる～
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円
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正有志会員・学生会員第1四半期、半期、期末会費納入状況（円）

期末 半期 第一四半期 自動振込 学第1四半期 学半期 学会員期末

会計報告-1 年会費納付金額の推移
2021年度予算額と実績額

摘 要 2021年度予算額 2021年度決算額 予算との差額(2020年度決算額）

収支補填準備金 2,209,620 0 2,209,620 231,750
正有志会員会費 5,000,000 4,374,300 625,700 4,617,700
学生会員会費 1,000,000 991,200 8,800 87,300
利息・寄付金 1,500 449 1,051 1,053
名簿発行賛助金 0 0 0 0
企業ガイダンス賛助金 2,100,000 1,935,000 165,000 1,935,000

先輩からのメッセージ参加費 2,500,000 2,350,000 150,000 2,500,000

寄付 0 50,000 -50,000 10,000

関西支部昨年度予算調整分 0 197,540 -197,540 109,975

中部支部昨年度予算調整分 0 208,497 -208,497 112,524

百周年準備基金取崩し 0 0 0 0

運営資金(名簿積立金)取崩

合 計 12,811,120 10,106,986 2,704,134 9,605,302

会計報告-2 2021年度予算と実績
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