
平成 27年度 日本理科教育学会九州支部【評議員会】議事録 

 

 

日時 2015(平成 27)年 5 月 23 日（土）12:00～14:00（例年より 30分延長して設定） 

場所 沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町 116番地 37） 

出席 17 名（会計監査・大会事務局長を含む） 欠席委任 7 名 

 

県 出 席 者 欠 席 者 

福 岡 県 森藤義孝，坂本憲明，甲斐初美 北御門毅，下川嘉満 

佐 賀 県 世波敏嗣 筒井浩司 

熊 本 県 正元和盛，渡邉重義 飯野直子 

長 崎 県 山路裕昭 田中秀明 

大 分 県 牧野治敏，三次徳二 長野雄一郎 

宮 崎 県 中山迅，野添生 安影亜紀 

鹿児島県 土田理，内ノ倉真吾 下古立 浩 

沖 縄 県 杉尾幸司，松田伸也，（吉田安規良) ，（濱田栄作） 安里智子 

                  ※吉田氏は会計監査，濱田氏は大会事務局としての出席 

 

会のはじめに，今年度支部大会実行委員長の杉尾評議員（琉球大学）からの挨拶が行われ

た。 

 

議題 

1. 平成 26年度会計報告 

平成 26年度支部大会開催の熊本県（渡邉評議員）から別添資料により会計報告，およ

び吉田氏（琉球大学）からの監査報告があり，承認された。 

2. 平成 27年度九州支部長の選出について（任期・期間を含む） 

平成 26年度に引き続き，福岡教育大学の坂本評議員が選出された。期間は，法人化後

の事業年度にあわせることとし，任期を新規に２年とした。なお，法人化への過渡期

になるため，支部選出理事との兼任とした。 

3. 平成 27年度九州支部理事・役員・評議員について 

原案（別添資料）が提案され，承認された。各県からの代表評議員の選出は行わず，

評議員全員に情報配信することが確認された。未定２名については該当県の人事補充

が行われた時点で審議・決定することとした。名簿の所属名（鹿児島大学）に一部変

更があるので，別添資料を更新することが確認された。 

4． 法人化後の九州支部体制について 

  理事と支部長は２年任期とし，従来どおりにローテーション（九州左回り）すること 

が確認された。期間は法人化後の事業年度と同じとする。支部評議員の人数設定につ

いては，現定款での規定が無いが現行の人数を基本とし，今後必要に応じて本部事務

局に確認することとした。評議員の選出方法についても本部の今後の指示に従うもの

とするが，当面は現行の選出方法を踏襲し，支部総会での承認を受けて決定されるこ

ととした。 



5.  次回の九州支部大会について 

開催予定の宮崎県（中山評議員）から，開催時期は５月（2016 年 5 月 28 日予定），会

場は宮崎大学（予定）であることが提案され，承認された。法人化による事業年度変更

に伴い，次回大会は，平成 27年度の第 2回大会となることが確認された（大会名は「平

成 27 年度第 2 回日本理科教育学会九州支部大会」の予定）。詳細が決定したら担当県の

評議員から連絡を行うこととした。発表論文賞は例年通り実施する。 

6. 九州支部大会発表論文表彰規定の改定について 

改定案（別添資料）が提案され，承認された（表彰対象者の資格，論文の筆頭著者と

口頭発表者の問題を受けての改定）。一般社団法人に移行すると同時に，支部の新規定

として運用することが確認された。なお，表彰者については，学会 webページに氏名

と題目のみを掲載し，蓄積することとした。 

7. 次々回以降の九州支部大会について 

次々回は，福岡教育大学での開催予定の全国大会との合同開催，その後は大分県，佐賀

県の順に開催することが確認された。全国大会との合同開催時も支部発表論文賞の表彰

は実施することとした。 

8. 平成 27年度九州支部大会発表論文賞の選考 

支部表彰規定に従って，推薦（投票）による事前協議を行い，その結果に基づき，以下

4名の学生会員を九州支部大会発表論文賞の表彰者として決定した。なお，今回から事

前の推薦（投票）は１回のプロセスで行ったことが確認された。 

矢守健太郎（熊本大学大学院教育学研究科） 

  比嘉聡（琉球大学大学院教育学研究科） 

  織田一輝（福岡教育大学大学院教育学研究科） 

  寺田昂世（熊本大学大学院教育学研究科） 

9. その他 

  特になし 

 

 

報告 

1. 平成 26年度第３回理事会報告 

  別添資料等に基づき，法人移行スケジュール，新定款（案），新事業年度（7月 1日 

からの１年間），会計年度（事業年度と同じ）等が確認された。詳細は，事前送信のフ

ァイル（坂本メモ）を参照することとした。 

2. 平成 27年度九州支部選出理事について（２年任期：2015.7～2017.7） 

法人移行に伴って 4 月 30 日までの報告が求められたため，事前の支部メール審議によ

る投票によって，坂本評議員（福岡教育大学）が選出されたことが報告された。 

3. 第１回電磁的方法による理事会について 

別添資料により，定款の一部修正（大会実行委員長に関する事項）が承認されたこと

が報告された。 

4. 学会表彰対象者の推薦について 

今回の該当者はなかったことが報告された。 



5. 平成 27年度以降の全国大会について 

京都大会の次は，北陸（信州大学），九州（福岡教育大学），東北（岩手大学）と続く

ことが報告された。 

6. 平成 29年度（2017年度）全国大会について 

  福岡教育大学の森藤評議員から，大会準備状況が報告された。 

7. 平成 27年度九州支部大会（沖縄大会）について 

大会事務局長の濱田氏（琉球大学）から，大会運営に関する報告がなされた（当日の

参加者は合計 59 名の予定）。 

8. その他 

 ・支部大会受付システムの利用について 

 Web によるシステムを利用して事前の参加・発表申し込みを行ったが，発表申し込

み者以外の参加申し込みおよび懇親会申し込みについては周知が必要である。当日

の一般参加受付も従来どおり可能であることが確認された。 

・情報交換 

 大学の改組に関わる情報交換が一部なされた。 

 

[資料] 

資料１：平成 26 年度 日本理科教育学会九州支部 会計報告 

資料２：平成 27 年度 日本理科教育学会九州支部評議員名簿／役員・評議員名簿（案） 

資料３：日本理科教育学会九州支部大会発表論文表彰規定，申し合わせ（改定案） 

資料４：候補となった発表題目，対象者，推薦（投票）結果 

資料５：一般社団法人日本理科教育学会定款（案），法人移行スケジュール 



平成 27年度 日本理科教育学会九州支部【総会】議事録 

 

 

日時 2015(平成 27)年 5 月 23 日（土）14:10～14:40 

場所 沖縄県市町村自治会館（那覇市旭町 116番地 37） 

司会 甲斐評議員（支部事務局：福岡教育大学） 

 

支部長挨拶（坂本） 

 

支部大会開催挨拶（杉尾実行委員長） 

 

議題 

1. 平成 26年度会計報告 

平成 26年度支部大会開催の熊本県（渡邉評議員）から別添資料により会計報告，およ

び吉田氏（琉球大学）からの監査報告があり，承認された。 

2. 平成 27年度九州支部理事・役員・評議員について 

原案（別添資料）が提案され，承認された。所属名（鹿児島大学）の一部訂正につい

て確認された。 

3. 九州支部大会発表論文表彰規定の改定について 

改定案（別添資料）が提案され，承認された（表彰対象者の資格，論文の筆頭著者と

口頭発表者の問題を受けての改定）。一般社団法人に移行すると同時に，支部の新規定

として運用することが確認された。 

4. 次回の九州支部大会について 

宮崎県で５月開催（2016年 5月 28 日予定）とすることが提案され，承認された。 

5. その他 

  特になし 

 

報告 

1. 平成 26年度理事会報告（学会の一般社団法人移行等について） 

一般社団法人への移行予定について報告され，事業年度の変更（7 月 1 日からの１年

間），会費納入案内の時期等に変更があることが確認された。 

2. 平成 29年度（2017年度）全国大会の開催について 

大会のアナウンスがなされた。 

3. 平成 27年度九州支部大会発表論文賞受賞者の発表 

支部長から選考についての説明がなされ，以下 4名の学生会員を平成 27 年度九州支部

大会発表論文賞の表彰者として決定したことが報告された。 

矢守健太郎（熊本大学大学院教育学研究科） 

比嘉聡（琉球大学大学院教育学研究科） 

織田一輝（福岡教育大学大学院教育学研究科） 

寺田昂世（熊本大学大学院教育学研究科） 



4. その他 

特になし 

 

表彰 

上記の平成 27年度九州支部大会発表論文賞の表彰者 4 名に表彰状を贈呈した。 

 

 

諸連絡 

 ・懇親会のご案内 

 ・午後セッション後の閉会について 

 

資料１：平成 26 年度 日本理科教育学会九州支部 会計報告 

資料２：平成 27 年度 日本理科教育学会九州支部 役員・評議員名簿（案） 

資料３：日本理科教育学会九州支部大会発表論文表彰規定，申し合わせ（改定案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 27 年度 日本理科教育学会九州支部 役員・評議員名簿 （訂正済） 

 

役 職 氏 名 勤務先 

支部長 坂本 憲明 福岡教育大学理科教育講座（理科教育教室） 

支部選出理事 坂本 憲明 福岡教育大学理科教育講座（理科教育教室） 

評議員 森藤 義孝 福岡教育大学理科教育講座（理科教育教室） 

評議員 坂本 憲明 福岡教育大学理科教育講座（理科教育教室） 

評議員  甲斐 初美 福岡教育大学理科教育講座（理科教育教室） 

評議員 北御門 毅 福岡市立平尾中学校（校長） 

評議員 下川 嘉満 福岡県教育センター教育指導部 

評議員 世波 敏嗣 佐賀大学文化教育学部 

評議員  筒井 浩司 東部教育事務所 

評議員  （未定）  

評議員 正元 和盛 熊本大学教育学部 

評議員 渡邉 重義 熊本大学教育学部 

評議員 飯野 直子 熊本大学教育学部 

評議員 山路 裕昭 長崎大学教育学部 

評議員 田中 秀明 長崎県教育センター 

評議員 （未定）  

評議員 牧野 治敏 大分大学高等教育開発センター 

評議員 三次 徳二 大分大学教育福祉科学部 

評議員 長野雄一郎 大分県教育庁社会教育課 

評議員 中山 迅  宮崎大学大学院教育学研究科 

評議員 野添 生 宮崎大学教育文化学部 

評議員 安影 亜紀 宮崎県教育研修センター 

評議員 土田 理 鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系 

評議員 内ノ倉 真吾 鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系 

評議員 下古立 浩 鹿児島県教育庁義務教育課義務教育係 

評議員 松田 伸也 琉球大学教育学部 

評議員 杉尾 幸司 琉球大学教育学部 

評議員 安里 智子 宜野湾市立真志喜中学校 

 

 

 


