
平成 25 年度 私立大学化学系教員連絡協議会 総会・シンポジウム・懇親会 

 

 

☆総 会  日 時 平成 25 年 11 月 16 日（土）14：00-14：30 

会 場 明星大学 28 号館 204 室（アカデミーホール） 

進 行 平成 25 年度当番校（町並） 

1. 当番校挨拶 

2. 会長挨拶 

3. 議長選出 

4. 議 事 

1）平成 24 年度事業報告および会計報告（資料 1） 成蹊大学 坪村 先生 

2）平成 24 年度会計監査報告(資料 1)       東洋大学 吉田 先生 

3）平成 25 年度役員・幹事校・当番校の確認（資料 2） 

4）新規会員学科‐東京都市大学工学部エネルギー化学科‐の件（資料 2） 

5）平成 26 年度役員・幹事校・当番校の選出（資料 3） 

6）その他 

 

 

☆シンポジウム 日 時 平成 25 年 11 月 16 日（土）14：45-16：45 

      会 場 明星大学 28 号館 204 室（アカデミーホール） 

    テーマ 「私化連 40 周年記念誌の編纂に向けて」 

    進  行   平成 25 年度当番校（町並） 

・私化連 40 周年記念誌（試案）について（資料 4） 

・「私大化学教育の方向性」に関するアンケート調査結果の説明（資料 5） 

・記念誌編集の進め方について、討論 

・編集幹事・編集委員の設定  

 

 

☆懇親会    日 時 平成 25 年 11 月 16 日（土）17：00-18：30 

会 場 明星大学 28 号館食堂 

         進  行  平成 25 年度当番校（松本） 

                                

 



          私化連会員学科一覧         （資料 2-2） 

     大学･学部名 学科名 

1 青山学院大学理工学部 化学･生命科学科 

2 学習院大学理学部 化学科 

3 神奈川大学工学部 物質生命化学科 

4 神奈川工科大学工学部 応用化学科 

5 関東学院大学工学部 物質生命科学科 

6 北里大学理学部 化学科 

7 慶應義塾大学理工学部 応用化学科 

8 慶應義塾大学理工学部 化学科 

9 工学院大学工学部 応用化学科 

10 工学院大学工学部 環境エネルギー化学科 

11 埼玉工業大学工学部 生命環境化学科 

12 芝浦工業大学工学部 応用化学科 

13 城西大学理学部 化学科 

14 上智大学理工学部 物質生命理工学科 

15 成蹊大学理工学部 物質生命理工学科 

16 千葉工業大学工学部 生命環境科学科 

17 中央大学理工学部 応用化学科 

18 東海大学工学部 応用化学科 

19 東海大学工学部 生命化学科 

20 東海大学理学部 化学科 

21 東京工芸大学工学部 生命環境化学科 

22 東京電機大学工学部 環境化学科 

23 東京理科大学工学部第一部 工業化学科 

24 東京理科大学理学部第一部 化学科 

25 東京理科大学理工学部 工業化学科 

26 東邦大学理学部 化学科 

27 東洋大学理工学部 応用化学科 

28 日本大学理工学部 物質応用化学科 

29 日本大学生産工学部 応用分子化学科 

30 日本大学工学部 生命応用化学科 

31 法政大学生命科学部 環境応用化学科 

32 明治大学理工学部 応用化学科 

33 明星大学総合理工学部 総合理工学科 生命科学・化学系 

34 立教大学理学部 化学科 

35 早稲田大学先進理工学部 応用化学科 

36 早稲田大学先進理工学部 化学・生命化学科 

新規 東京都市大学工学部 エネルギー化学科 

                        



(資料 2-3) 

平成 25 年度私立大学化学系教員連絡協議会役員および幹事校（敬称略） 

 

☆役 員 

会長       本間隆夫  東海大学名誉教授 

副会長   香川詔士  関東学院大学名誉教授 

副会長   日高久夫    明星大学名誉教授 

理事    西海英雄  法政大学名誉教授 

理事    吉田泰彦  東洋大学理工学部応用化学科 

理事    倉田武夫  明治大学理工学部応用化学科 

名誉顧問  吉弘芳郎  (明治大学理工学部応用化学科) 

名誉顧問  中田常雄    (中央大学理工学部応用化学科) 

 

☆幹事校 （H24-25 年度）        

  東海大学理学部化学科                        （小口） 

 東京理科大学理学部化学科               （由井） 

明星大学理工学部総合理工学科生命科学・化学系 (25 年度当番校) 

                           （町並）   

     （H25-26 年度）        

  青山学院大学理工学部化学・生命科学科         （阿部） 

 東邦大学理学部化学科                 （幅田） 

日本大学理工学部物質応用化学科        (26 年度当番校) 

                           （西宮）  

  

☆会計校 成蹊大学理工学部物質生命理工学科(H24 年度当番校)   （坪村） 

☆監査校  東洋大学理工学部応用化学科（H23 年度当番校）       （川瀬）           

            

 

 

 

 

 

 

 



 （資料 3） 

 

平成 26 年度私立大学化学系教員連絡協議会役員（敬称略） 

 

☆役 員 

会長       本間隆夫  東海大学名誉教授 

副会長   香川詔士  関東学院大学名誉教授 

副会長   日高久夫    明星大学名誉教授 

理事    西海英雄  法政大学名誉教授 

理事    吉田泰彦  東洋大学理工学部応用化学科 

理事    倉田武夫  明治大学理工学部応用化学科 

名誉顧問  吉弘芳郎  (明治大学理工学部応用化学科) 

名誉顧問  中田常雄  (中央大学理工学部応用化学科) 

 

                        

 

                        

平成 26 年度私立大学化学系教員連絡協議会幹事校・当番校  (敬称略) 

 

☆幹事校•当番校 

  （H25-26 年度） 

      青山学院大学理工学部化学・生命科学科         阿部二朗 

     日本大学理工学部物質応用化学科            西宮伸幸           

        東邦大学理学部化学科               (26 年度当番校)   幅田揚一 

（H26-27 年度） 

      学習院大学理学部化学科                （稲熊） 

     工学院大学工学部環境エネルギー学科          （中尾） 

         日本大学生命応用化学科                               （奥山） 

 

 

☆会計校•監査校 

  会計校 明星大学理工学部総合理工学科生命科学化学系（25 年度当番校（町並） 

  監査校 成蹊大学理工学部物質生命理工学科（25 年度当番校）   （坪村） 

 

   


