
平成 27年度（第 2回）日本理科教育学会九州支部【評議員会】議事録 

 

日時 2016(平成 28)年 5 月 28 日（土）12:10～13:20 

場所 宮崎市民プラザ 4階 大会議室：A 会場（宮崎市橘通西 1-1-2） 

出席 16名（会計報告者を含む） 欠席委任 6名 

 
県 出 席 者  欠席者（下線:委任） 

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 渡邉重義 正元和盛，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， 下古立 浩 内ノ倉真吾 

沖 縄 県 杉尾幸司，濱田栄作，（吉田安規良)   安里智子（松田伸也） 

                  ※吉田氏は会計報告，濱田氏は松田氏の代理としての出席 

 

支部長挨拶（坂本 憲明） 

大会実行委員長挨拶（中山 迅） 

 

 

議題  ※注）一般社団法人化後の学会年度：平成 27年度（H28.6.30まで），平成 28年度（H28.7.1～H29.6.30）， 

                   平成 29年度（H29.7.1～H30.6.30） 

 

1. 平成 27年度（第 1回）会計報告 

前回の支部大会開催（平成 27年 5月 23 日：沖縄県）会計担当の吉田安規良氏（琉球 

大学）から別添資料により会計報告，および野添生氏（宮崎大学）からの監査報告が 

あり，承認された。 

 

2. 平成 28年度，平成 29 年度九州支部長について 

平成 28年度は，福岡教育大学の坂本評議員を継続とし，承認された。 

平成 29年度は，佐賀大学の世波評議員を選出し，承認された（任期 1年毎に更新）。 

 

3. 平成 28年度，平成 29・30 年度九州支部理事・評議員について 

平成 28年度は，別添資料のように，支部理事と各県の評議員を継続とし，承認された。

（支部理事は，福岡教育大学の坂本評議員：九州支部長と兼任）。 

平成 29・30年度は，佐賀大学の世波評議員を選出し，承認された（任期 2年）。 

次期（平成 29・30年度）評議員は，従来通りに，平成 29年 4月中に各県で選出して

学会事務局に報告（名簿提出）することとした。 

※註１：次期評議員については，平成 29年 8月の全国大会開催時に承認 

 

4. 平成 28年度九州支部大会について 

平成 28年度（学会年度期間）の九州支部大会の開催はないことが確認された。 

※註２：今回の支部大会（平成 28 年 5 月）は，学会年度では平成 27 年度（第 2 回）

の開催になる。毎年，学生の発表機会は確保されている。なお，今回の予算は平成 28



年度（学会年度）予算から措置される。 

 

5. 平成 29年度以降の九州支部大会について 

平成 29 年度は福岡県・大分県，平成 30 年度は佐賀県の担当であることが確認され， 

平成 31年度は長崎県が担当することが決定された。 

・「平成 29 年度（第 1 回）日本理科教育学会九州支部大会」は全国大会と同時開催（発 

表論文賞の選考・表彰，支部功労賞の表彰を実施）。 

・「平成 29 年度（第 2 回）日本理科教育学会九州支部大会」は大分県で平成 30年 5 

月に開催予定（発表論文賞の選考・表彰，支部功労賞の表彰を含む）とする。 

※註３：例年の 5 月開催（平成 29年）は，同年に九州支部内での全国大会が実施さ 

れるために行わない。支部発表論文賞については，要旨集のページ数や M2

生への配慮等も検討されたが，8 月開催の全国大会時に選考を実施すること

とした。 

  ※註４：大分県での発表論文集は「第 44巻」とする。 

  ※註５：平成 29 年度の支部大会予算は大分県が執行する。 

 

6. 一般社団法人日本理科教育学会九州支部功労者表彰規程の制定について(追認) 

本規程（別添資料）の制定について承認された。 

 

7. 平成 27年度九州支部功労者賞の選考（追認） 

九州支部功労者表彰規程に従って，2名の推薦者（熊本大学：正元和盛氏，長崎大学：

山路裕昭氏）の受賞が決定された。 

 

8. 平成 27年度（第 2回）九州支部大会発表論文賞の選考 

  九州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 5 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。 

   森萬里穗（宮崎大学大学院教育学研究科） 

   黒岩千恵（宮崎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） 

   松下 仁（宮崎大学大学院教育学研究科） 

   津留ありさ（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 27年度（第 1回）九州支部大会（沖縄大会）について 

沖縄県の杉尾評議員から報告がなされた。 

2. 平成 27年度第 3回理事会（H28.3.28）報告 

坂本理事から出席の報告がなされた。全国の会員数と会員動向について報告され，支

部学会員の拡充についての呼びかけがなされた。 

3. 学会表彰対象者の推薦（全国推薦）について 

中山委員から推薦期限が延期されていることが示された。九州支部からの今年度の推

薦は無いことが確認された。 



4. 平成 28年度以降の全国大会について 

平成 28年度は長野（信州大学），平成 29年度は福岡，平成 30年度は岩手での開催予

定であることが確認された。 

5. 平成 29年度（2017年度）全国大会について 

森藤評議員（大会実行委員長）より，下記のように大会日程・会場の予定が示され，

協力のお願いがなされた。 

 日程：平成 29 年 8 月 4日（金）理事会，8月 5 日（土）～6日（日）大会 

 場所：福岡教育大学 

 

6. その他 

   ・支部大会受付システムの利用について 

   順調に稼働していることが確認された。 

・情報交換 

 牧野評議員から資料提供および参加の呼びかけがなされた。 

  ・支部大会の報告について 

   学会年度末に九州支部大会開催（5月開催）となるため，大会終了後速やかに学会 

事務局に報告する必要があることが確認された。 

 

 

[資料] 

資料１：平成 27 年度（第 1 回） 日本理科教育学会九州支部 会計報告 

資料２：平成 28 年度 日本理科教育学会九州支部理事・支部長・評議員名簿 

資料３：一般社団法人日本理科教育学会九州支部功労者表彰規程，推薦書 

資料４：一般社団法人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 

資料５：学生発表論文賞事前協議の結果（得票数のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27年度（第 2回）日本理科教育学会九州支部【総会】議事録 

 

 

日時 2016(平成 28)年 5 月 28 日（土）13:30～14:00 

場所 宮崎市民プラザ 4階 大会議室：A 会場（宮崎市橘通西 1-1-2） 

司会 甲斐評議員（福岡教育大学） 

 

支部長挨拶（坂本 憲明） 

 

支部大会開催挨拶（大会実行委員長：中山 迅） 

 

※注）一般社団法人化後の学会年度：平成 27 年度（H28.6.30 まで），平成 28 年度（H28.7.1～H29.6.30）， 

                 平成 29 年度（H29.7.1～H30.6.30） 

 

議題 

１. 平成 27年度（第 1回）会計報告 

前回支部大会開催（沖縄県）の会計担当である吉田安規良氏（琉球大学）から別添

資料により会計報告，および野添生氏（宮崎大学）からの監査報告があり，承認さ

れた。 

 

２. 平成 28年度九州支部長，九州支部理事・評議員について 

原案（別添資料）が提案され，承認された。 

 

３. 平成 28年度九州支部大会について 

平成 28年度（学会年度）の九州支部大会の開催はないことが確認された。 

※註：例年の 5月開催（平成 29 年）は，同年に九州支部内での全国大会が実施さ 

れるために行わない。平成 29 年 8 月の福岡教育大学での全国大会開催時に平成 29

年度（第 1 回）日本理科教育学会九州支部大会をあわせて開催し，評議員会・総会

において支部発表論文賞の選考・表彰，支部功労賞の表彰を行う。 

 

４. 平成 29年度以降の九州支部大会について 

平成 29年度は福岡県・大分県，平成 30 年度は佐賀県の担当であることが確認され，

平成 31年度は長崎県が担当することが決定された。 

・「平成 29年度（第 1 回）日本理科教育学会九州支部大会」は全国大会と同時開催

（発表論文賞の選考・表彰，支部功労賞の表彰を実施）。 

・「平成 29 年度（第 2 回）日本理科教育学会九州支部大会」は大分県で平成 30年 5 

月に開催予定とする。 

 

５. 一般社団法人日本理科教育学会九州支部功労者表彰規程の制定について(追認) 

本規程（別添資料）の制定について承認された。 

 

６. その他 

特になし 

 



報告 

1. 平成 27年度第 3回理事会（H28.3.28）報告 

坂本理事から全国の会員数と会員動向について報告され，支部学会員の拡充についての

呼びかけがなされた。 

 

2. 平成 28年度以降の全国大会について 

平成 28 年度は長野（信州大学），平成 29 年度は福岡，平成 30 年度は岩手での開催予

定であることが確認された。 

 

3. 平成 29年度（2017年度）全国大会について 

森藤評議員（大会実行委員長）より，下記のように大会日程・会場の予定が示された。 

 日程：平成 29 年 8 月 4日（金）理事会，8月 5 日（土）～6日（日）大会 

 場所：福岡教育大学 

 

4. 平成 27年度九州支部功労者賞の発表 

九州支部功労者表彰規程に従って，2名の推薦者（熊本大学：正元和盛氏，長崎大学：

山路裕昭氏）の受賞が決定されたことが報告された。 

 

5. 平成 27年度（第 2回）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 5名の学生会員を平成 27 年度（第 2 

回）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。 

 

森萬里穗（宮崎大学大学院教育学研究科） 

   黒岩千恵（宮崎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） 

   松下 仁（宮崎大学大学院教育学研究科） 

   津留ありさ（熊本大学大学院教育学研究科） 

 

6. その他 

特になし 

 

表彰 

上記の平成 27年度九州支部功労者賞の受賞者 2名（正元氏は代理の渡邉氏），および平

成 27 年度（第 2 回）九州支部大会発表論文賞の受賞者 5 名（黒岩氏は代理の野添氏）に

表彰状を贈呈した。 

 

諸連絡 

 大会事務局より事前参加申込数・当日参加人数等の報告がなされた。 

 

[資料] 

資料１：平成 27 年度（第 1 回） 日本理科教育学会九州支部 会計報告 

資料２：平成 28 年度 日本理科教育学会九州支部長・理事・評議員名簿（２年任期） 

資料３：一般社団法人日本理科教育学会九州支部功労者表彰規程 

資料４：一般社団法人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 



平成 27 年度（第 2 回） 日本理科教育学会九州支部 役員・評議員名簿（２年任期：２年目） 

 

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 

支部選出理事 坂本 憲明 福岡教育大学理科教育講座 

評議員 森藤 義孝 福岡教育大学理科教育講座 

評議員 坂本 憲明 福岡教育大学理科教育講座 

評議員  甲斐 初美 福岡教育大学理科教育講座 

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 元熊本大学教育学部 

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 鹿児島大学学術研究院法文教育学域教育学系 

評議員 濱田  栄作 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 豊見城市立長嶺中学校 

 

 


