
年度 懇話会・支部 支部・全国大会
基礎と応用講習会

トピックス講習会

国際交流

若手(学生賞)
その他

1964

(昭和39 年)

・化学装置九州懇話会

 設立(1/28)

1987

(昭和62 年)

・化学工学会九州支部

 設立(5/8)

鹿児島大会 ・第18回基礎と応用講習会

・第９回講習会「プラント

 オペレーション工学」

1988

(昭和63 年)

第21回秋季大会

(九州大学)

・第19回基礎と応用講習会

・第10回講習会「装置産業

 におけるＡＩ技術の応用」

・第１回日韓学生シンポジウム(九州大学)

・第１回九州地区若手研究者・技術者・学生

 の集い(九州大学)

1989

(平成元年)

・第20回基礎と応用講習会

・第11回講習会

 「計算機援用による化学

 プラントの運転制御」

・第２回日韓学生シンポジウム(韓国)

・第１回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (新日鐵㈱/北九州)

・第１回若手見学会(九州工業技術試験所)

・第２回九州地区若手研究者・技術者・学生

 の集い(佐賀大学)

1990

(平成2年)

・沖縄化学工学懇話会

 設立(6/30)

・南九州化学工学懇話会

 設立(1/25)

・東九州化学工学懇話会

 設立(3/8)

大分大会 ・第21回基礎と応用講習会

・第12回講習会

「Polymer processing

 の最近の動向」

・第３回化学工学に関するシンポジウム

 (伊万里)

・第２回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (東陶機器㈱/北九州)

・第３回九州地区若手研究者・技術者・学生

 の集い大学(大分大学)

・第123回講演会

「これからの電池材料と

 資源開発」

「東陶機器における品質

 管理の実施例

 －デミング賞を

      受賞して－」

・ 第124回講演 会

「 Molecular

 interpretation of ideal

 elastic fluids 」

1991

(平成3年)

・化学装置九州懇話会

 閉会(1992/2/28)

・第22回基礎と応用講習会

・第13回講習会

「超臨界流体技術の新展開」

・第４回日韓学生シンポジウム(韓国)

・第４回九州地区若手研究者・技術者・学生

 の集い(九重共同研修所)

1992

(平成4年)

・北九州化学工学懇話会

 設立(6/9)

・西九州化学工学懇話会

 設立(6/12)

佐賀大会 ・第23回基礎と応用講習会

・第14回講習会「膜分離

 技術の基礎と応用」

・第５回化学工学に関するシンポジウム

 (別府)

・第３回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (阿蘇)

・第５回九州地区若手研究者・技術者・学生

 の集い(佐賀大学)

・第１回九州－釜山/慶南 化学工学会議

 (佐賀大学)

1993

(平成5年)

第58年会(鹿児島大学) ・第24回基礎と応用講習会

・第15回講習会

「環境をめぐる諸問題と

 工学的対応」

・第６回日韓学生シンポジウム(韓国)

・第４回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (新日鉄㈱大分)

1994

(平成6年)

熊本大会 ・第25回基礎と応用講習会

・第16回講習会

「蒸留技術の最先端」

・第７回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (北九州)

・第５回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (飯塚)

・第６回化学工学九州地区若手研究者

 ・技術者・学生の集い(熊本大学)

・第１回九州支部学生賞(熊本大学)

・第２回九州－釜山/慶南 化学工学会議

 (釜山)

・第１回九州/台北化学工学会議(台湾)

1995

(平成7年)

・九州支部若手

 エンジニア連絡会設立

・第26回基礎と応用講習会

・第17回講習会「最新の

 プロセス制御 － 理論的

   展開と応用事例－」

・第８回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (韓国)

・第６回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (串木野)

・第１回化学工学会九州支部若手エンジニア

 連絡会講演会(九州大学)
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1996

(平成8年)

飯塚大会 ・第27回基礎と応用講習会

・第18回講習会

「技術者と規則」

・第19回講習会「環境調和

 エネルギーシステム」

・第９回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (宮崎)

・第７回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (糸島)

・第２回化学工学会九州支部若手エンジニア

 連絡会講演会(糸島)

・第３回九州－釜山/慶南 化学工学会議

 (九州工業大学/飯塚)

・第２回九州/台北化学工学会議(鹿児島)

・第２回九州支部学生賞

1997

(平成9年)

第30回秋季大会

(九州産業大学)

・第28回基礎と応用講習会

・第20回講習会

「あなたも特許が書ける」

・第21回講習会「固体膜

 による高度分離－可能性と

        実用性－」

・第10回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (韓国)

・第８回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (佐賀大)

・第34回化学関連支部合同九州大会

1998

(平成10 年)

沖縄大会

以後支部大会 毎年開催

・第29回基礎と応用講習会

・第22回講習会「バイオ

 関連産業における

 バリデーションとＧＭＰ」

・第23回講習会

「環境保全技術最前線」

・第11回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (九州大学)

・第9回九州若手ケミカルエンジニア討論会

 (青島)

・第４回九州－釜山/慶南化学工学会議 

・第３回九州/台北化学工学会議(台湾)

・第３回九州支部学生賞

・第35回化学関連支部合同九州大会

・第１回企業と大学の

 懇談会

1999

(平成11 年)

福岡大会 ・第30回基礎と応用講習会

・第24回講習会

「環境と触媒技術」

・第12回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (韓国)

・第10回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(志賀島)

・第４回九州支部学生賞

・第36回化学関連支部合同九州大会

・第２回企業と

 大学・高専との懇談会

・特別セッション

『これが我が社の技術

 です』(環境編)

2000

(平成12 年)

宮崎大会 ・第31回基礎と応用講習会

・第25回講習会「装置産業

 における安全管理と

 プラントオペレーション」

・第13回化学工学シンポジウム

 大田/忠南-九州(福岡大学)

・第11回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(九重)

・第５回九州－釜山/慶南化学工学会議

 (宮崎)

・第４回九州/台北化学工学会議(宮崎)

・第５回九州支部学生賞

・第37回化学関連支部合同九州大会

・第３回企業と

 大学・高専との懇談会

・特別セッション

『これが我が社の製品と

 プロセス』

 (食品編，環境編)

2001

(平成13 年)

化学工学会第67年会

(福岡工業大学)

・第32回基礎と応用講習会

・第26回講習会

「化学関連産業における企業

 活動と環境的ポリシー」

・第14回化学工学シンポジウム 九州-忠南

 (韓国)

・第12回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(九重)

・2001 九州/台北/韓国(釜山－慶南)

 化学工学会議 

・第６回九州支部学生賞

・第38回化学関連支部合同九州大会

・第４回企業と

 大学・高専との懇談会

2002

(平成14 年)

熊本大会 ・第33回基礎と応用講習会

・第27回講習会「次世代

 産業を支える新技術、

 マイクロ化学システムの

 最新動向」

・第15回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(熊本大学)

・第13回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(九重)

・2002 九州/台北/韓国(釜山－慶南)

 化学工学会議(台湾)

・第７回九州支部学生賞

・第39回化学関連支部合同九州大会

・第５回企業と

 大学・高専との懇談会

・特別セッション

 『これが我が社の製品と

 プロセス』

2003

(平成15 年)

・第34回基礎と応用講習会

・第28回講習会

「バイオマス再資源化技術

 最前線―何がどこまで

        可能か―」

・第６回化学工学会学生発表会(西日本地区)

・第16回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(韓国)

・第14回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(指宿)

・第８回九州支部学生賞

・第40回化学関連支部合同九州大会

・第６回企業と

 大学・高専との懇談会
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2004

(平成16 年)

沖縄大会 ・第35回基礎と応用講習会 ・第17回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(鹿児島大学)

・第15回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(武雄)

・2004 九州/韓国(釜山－慶南)/台北

 化学工学会議(釜山)

・第９回九州支部学生賞

・第41回化学関連支部合同九州大会

・第７回企業と

 大学・高専との懇談会

2005

(平成17 年)

・第36回基礎と応用講習会

・第29回講習会「化学関連

 プラントの安全と安心に

 向けて」

・第18回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(韓国)

・第16回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(別府)

・第10回九州支部学生賞

・第42回化学関連支部合同九州大会

・第８回企業と

 大学・高専との懇談会

2006

(平成18 年)

・第38回秋季大会

 (福岡大学)

・鹿児島大会

・第37回基礎と応用講習会

・第１回旭工科大学 化学工学

 講座

・第19回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(北九州)

・第17回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(山口)

・2006 九州／台北／釜山‐慶南

 化学工学会議(鹿児島)

・第11回九州支部学生賞

・第43回化学関連支部合同九州大会

・第９回企業と

 大学・高専との懇談会

2007

(平成19 年)

・第１回化学工学に関する

 沖縄ワークショップ

・第38回基礎と応用講習会

・第30回講習会「バイオ

 エタノールの現状と将来」

・第２回基礎と応用延岡

 出前講習会

・第20回化学工学に関するシンポジウム

 九州-大田/忠南(韓国)

・第18回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(宮崎)

・第12回九州支部学生賞

・第44回化学関連支部合同九州大会

・第10回企業と

 大学・高専との懇談会

2008

(平成20 年)

沖縄大会 ・第39回基礎と応用講習会

・第３回基礎と応用延岡出前

 講習会

・第31回講習会「化学災害の

 安全対策の現状と将来

  -安全と安心の実現に

        向けて-」

・第21回化学工学に関する国際シンポジウム

 (佐賀大学)

・第19回九州若手ケミカルエンジニア

 討論会(阿蘇)

・2008 九州／台北／釜山‐慶南

 化学工学会議(台湾)

・第13回九州支部学生賞

・第45回化学関連支部合同九州大会

・第11回企業と

 大学・高専との懇談会

2009

(平成21 年)

・第40回化学工学の

 基礎講習会

・第４回基礎と応用延岡

 出前講習会

・第22回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第20回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(阿蘇)

・第14回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第46回化学関連支部合同大会

・第12回企業と

 大学・高専との懇談会

2010

(平成22 年)

・化学工学３支部合同

 徳島大会

・第２回化学工学に関する

 ⾧崎ワークショップ

・第41回化学工学の

 基礎講習会

・第５回基礎と応用延岡

 出前講習会

・第23回化学工学に関する

 国際シンポジウム(九州産業大学)

・第21回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(熊本大学)

・第15回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第47回化学関連支部合同大会

・第13回企業と

 大学・高専との懇談会

2011

(平成23 年)

秋季大会 ・第42回化学工学の

 基礎講習会

・第６回基礎延岡出前講習会

・第24回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第22回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(霧島)

・2011韓国－日本－台湾化学工学国際会議

 (韓国)

・第16回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第48回化学関連支部合同大会

・第14回企業と

 大学・高専との懇談会

2012

(平成24 年)

・第３回化学工学に関する

 大分ワークショップ

・第43回化学工学の

 基礎講習会

・第７回基礎延岡出前講習会

・第25回化学工学に関する

 国際シンポジウム(沖縄)

・第23回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(八幡)

・第17回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第49回化学関連支部合同大会

・第15回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会
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2013

(平成25 年)

・第44回化学工学の

 基礎講習会

・第８回基礎延岡出前講習会

・化学工学会九州支部

 セミナー

・第26回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第24回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(別府)

・2013日本―台湾―韓国化学工学国際会議

 (熊本)

・第18回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第50回化学関連支部合同大会

・第16回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2014

(平成26 年)

・第45回化学工学の

 基礎講習会

・第９回基礎延岡出前講習会

・第27回化学工学に関する

 国際シンポジウム(クアラルンプール)

・第25回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(宮崎)

・第19回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第51回化学関連支部合同大会

・第17回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2015

(平成27 年)

・第４回九州支部

 ワークショップ熊本

・第46回化学工学の

 基礎講習会

・第10回基礎延岡出前講習会

・第28回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第26回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(伊万里)

・2015台湾―韓国－日本化学工学国際会議

 (台湾)

・第20回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第52回化学関連支部合同大会

・第18回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2016

(平成28 年)

・第５回九州支部

 ワークショップ水俣

・第47回化学工学の

 基礎講習会

・第11回基礎延岡出前講習会

・第29回化学工学に関する

 国際シンポジウム(宮崎)

・第27回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(志賀島)

・第21回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第53回化学関連支部合同大会

・第19回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2017

(平成29 年)

・第48回化学工学の

 基礎講習会

・第12回基礎延岡

 出前講習会

・第30回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第28回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(水俣)

・第22回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第54回化学関連支部合同大会

・第20回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2018

(平成30 年)

・第６回九州支部

 久米島ワークショップ

・第49回化学工学の

 基礎講習会

・第13回基礎延岡

 出前講習会

・第31回化学工学に関する

 国際シンポジウム(タイ)

・第29回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(阿蘇)

・第23回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第55回化学関連支部合同大会

・第21回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2019

(令和元年)

・第50回化学工学の

 基礎講習会

・第14回基礎延岡

 出前講習会

・第32回化学工学に関する

 国際シンポジウム(韓国)

・第30回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(玉名)

・2019台湾―韓国－日本化学工学国際会議

 (別府)

・第24回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第56回化学関連支部合同大会

・第22回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2020

(令和2年)

・第51回化学工学の

 基礎講習会

・第25回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第57回化学関連支部合同大会(中止)

・第23回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2021

(令和3年)

・第52回化学工学の

 基礎講習会

・第31回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(オンライン)

・第26回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第58回化学関連支部合同大会

・第24回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会

2022

(令和4年)

・第53回化学工学の

 基礎講習会

・第33回化学工学に関する

 国際シンポジウム(福岡)

・第32回九州地区若手ケミカルエンジニア

 討論会(福岡)

・第27回化学工学会九州支部学生賞審査会

・第59回化学関連支部合同大会

・第25回企業と大学・

 高専の人材育成懇談会
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