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１．九州支部理事会より 

 令和２年度（第８回）の支部総会と研究会について，COVID-19 の渦中であり

感染症拡大防止のため，２０２１年３月６日（土）にオンライン（Zoomを使用）

において実施されました。初めてのオンライン実施となりましたが，大きな問題

も生じず，無事に実施されました。 

 

【支部総会】 

議題１ 2020年度の活動報告について 

議題２ 2021年度の活動計画について 

議題３ 2019年度の会計監査について 

議題４ 2020年度の会計状況および 2021年度予算計画について 

議題５ 2021・2022年度支部理事・支部選出本会委員・支部連絡委員について 

議題６ 2020年度支部研究大会について 

 総会には支部会員 9名が参加。支部会員 6名が委任状提出。合計 15名となり，

会則に定められた定足数を満たし，総会は成立しました。今回は対面ではなく，

オンラインでの審議となりましたが，審議事項は全て原案通り認められました。 

 

【支部研究会】 

1) 対面実験と同等の教育効果を目指したオンライン実験教室の試み 

武藤 梨沙（福岡大学） 

2) COVID-19が大学生の卒業研究に与えた影響はどのようなものだったか 

林 壮一（福岡大学） 

3) 「非線形」を学ぶ（カオス理論の教材化へ向けて） 

福山 隆雄（長崎大学） 

4) アクティブ・ラーニング型授業を通した力学誤概念の変容 

板橋 克美（崇城大学） 

5) 汎用的読解能力が及ぼす力学概念理解度への影響 

酒見 龍裕（久留米工業大学） 



 研究会には 19名が参加。Zoomを用いたオンラインでの開催でしたが，技術的

なトラブルもなく，無事に終了することができました。研究会の最後には，研究

会の優秀発表者として，武藤 梨沙 氏が，巨海 玄道 顧問より表彰されました。 

コロナ禍が収束し，2021 年度の総会・研究大会は，満を持して，宮崎県にて

開催できることを祈念します。 

 

 

２．本会理事会（第４回：2021/4/10）より 

 ４月１０日（土）に，オンライン（Zoom）にて，２０２０年度第４回の理事会

が開催されました。支部に関連のある理事会の議事を抜粋してお知らせします。 

 

【議 事】 

（２） 総会議案書について 

  ① 事業報告／事業計画 

②  決算／予算 

③ 会計監査 

  ④ 次年度理事・監事候補 

（３）2021年度研究大会（東北支部）について  

・実施形態 

・組織 

・その他 

・評議員会・支部長会議 

（４） 学会賞選考結果 

（５） 次年度評議員候補／支部へは確認 

（６） 学会業務のオンライン化について 

 

【報 告】 

（１２） 国際物理オリンピック組織委員（日本開催 2023年） 

（１３） 各委員会等年度報告 

編集委／，学会賞選考委／，ニューズレター編集委／， 

ホームページ委／，入試検討委／，教科「理科」関連学会協議会／ 

（１４） 支部活動報告 （資料８－１，８－２） 

北海道／，東北／，新潟／，関東／，近畿／，中国四国／，九州／ 

 

 

 



３．九州支部理事会より 

２０２１年度の各委員会等をお知らせします。 

 

2021・2022 年度 支部理事会 

 

任期：2021 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 [第 5 期] （2021 年 3 月末 任期満了により交代） 

役 職 氏 名 所 属 資格条件 

支部長 福山 隆雄 長崎大学 正会員 

 

任期：2020 年 4 月 1 日～2022 年 3 月 31 日 [第 4 期] （任期中のため交代なし） 

副支部長 
副島 雄児 九州大学 正会員 

今村 清寿 熊本県教育庁 正会員 

支部 

理事 

庶務 小島健太郎 九州大学 正会員・準会員 

会計 柴崎 幸貴 西南学院中学校・高等学校 正会員・準会員 

編集・渉外 落合 道夫 福岡女学院中学校・高等学校 正会員・準会員 

支部監事 
江藤徹二郎 久留米工業大学 正会員・準会員 

藤原 俊夫 福岡県立光陵高等学校 正会員・準会員 

 

支部顧問 

丸野 俊一 九州大学名誉教授 任期なし 

大濵 順彦 西南学院大学名誉教授 任期なし 

巨海 玄道 九州大学名誉教授 任期なし 

 

2021・2022 年度 支部選出本会委員 

 

本会委員 氏 名 所 属 任 期 

理 事 福山 隆雄 長崎大学 2020/4 ～ 2022/3 

編集 

委員 

（正） （調整中）  2021/4 ～ 2023/3 

（副） 
田尾周一郎 九州大学 2021/4 ～ 2023/3 

小島健太郎 九州大学 2021/4 ～ 2023/3 

ニューズレター編集委員 田尾周一郎 九州大学 2020/4 ～ 2022/3 

 

 

評議員 

野田 常雄 久留米工業大学  

 

2020/4 ～ 2022/3 

柴崎 幸貴 西南学院中学校・高等学校 

藤原 俊夫 福岡県立光陵高等学校 

今村 清寿 熊本県教育庁 

堀江 雄二 鹿児島大学 

教育課程検討委員 柴崎 幸貴 西南学院中学校・高等学校 2021/4 ～ 2023/3 



2021・2022 年度 支部連絡委員 

（支部細則に支部連絡委員の任期２年，再任を妨げないことを追記済） 

 

任期：2021 年 4 月 1 日～2023 年 3 月 31 日 [第 5 期] 

本会委員 氏 名 所 属 任 期 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部連絡委員 

 

江藤徹二郎 久留米工業大学 
福岡（福岡） 

落合 道夫 福岡女学院中学校・高等学校 

松崎 昌之 福岡教育大学 
福岡（北九州） 

井上 哲秀 福岡県立北九州高等学校 

中村  聡 佐賀大学 
佐賀 

龍頭  修 佐賀県教育庁 

福山 隆雄 長崎大学 
長崎 

緒方 則彦 長崎県立壱岐高等学校 

藤井 弘也 大分大学 
大分 

（調整中）  

市川 聡夫 熊本大学 
熊本 

米村 孝久 熊本湧心館高等学校 

秋山 博臣 宮崎大学 
宮崎 

木村 英二 宮崎県立宮崎南高等学校 

重田  出 鹿児島大学 
鹿児島 

山下 敏博 鹿児島県立鶴丸高等学校 

前野 昌弘 琉球大学 
沖縄 

喜屋式 浩 沖縄県立西原高等学校 

 

 

以上 

２０２１年４月 

 


