更新情報

- 最終更新日 (2017/11/19 Sunday 15:28:55 JST)

2017.11.18各種開催情報 にサイエンスアゴラ2017での九州大学・大学院生のSTSステートメント・セッションの御案内 を掲載しました。2017.11.4第16回年次研究大会の
プログラムとタイムテーブル確定版の公開と大会会場の一部変更の御案内 を掲載しました。 2017.10.4 ?第16回年次研究大会のプログラム暫定版の公開と大会会場の御案
内 を掲載しました。2017.9.28.第16回年次研究大会の参加費の事前割引についてのお詫びとご案内? を掲載しました。2017.9.9. 2017年度科学技術社会論・柿内賢信記念
賞の選考結果 を掲載しました。受賞者のみなさま、おめでとうございます。2017.8.31 第16回年次研究大会における発表申込み審査結果と第16回年次研究大会における宿
泊と保育所についてを掲載しました。2017.8.17人工知能社会のあるべき姿を求めて −人工知能・ロボットについて語る参加型対話イベントー の開催・参加募集案内を掲
載しました。（本イベントは、シンポジウムではなく対話型ワークショップになっていますが、例年開催している科学技術社会論学会シンポジウムに相当しています。）
2017.6.5第16回年次研究大会・総会（2017年度）のお知らせを掲載しました。 2017.4.10 柿内賢信記念賞（特別賞） 2017年度公募要領ならびに柿内賢信記念賞（奨励賞
実践賞） 2017年度公募要領を掲載しました。 2016.10.15 第15回年次研究大会・総会（2016年度）のお知らせに掲載のタイムテーブルとプログラムを更新しました。
2016.9.27 第15回年次研究大会・総会（2016年度）のお知らせに掲載のタイムテーブルとプログラムの暫定版を更新しました。 2016.8.18第15回年次研究大会・総会
（2016年度）のお知らせに、タイムテーブルとプログラムの暫定版を掲載しました。 2016.8.9「第15回年次研究大会における発表申込み審査結果について」を掲載しまし
た。2016.6.8第15回年次研究大会・総会（2016年度）のお知らせの正式版を掲載しました。2016.6.6 柿内賢信記念賞（特別賞） 2016年度公募要領ならびに柿内賢信記念
賞（奨励賞実践賞） 2016年度公募要領を掲載しました。 2016.4.1?第15回年次研究大会・総会（2016年度）のお知らせを掲載しました。2016.3.302016年度科学技術社会
論学会シンポジウム （2016年5月15日）の案内を掲載しました。今年度は日本哲学会と合同で「科学と社会と『研究不正』」をテーマとして京都大学で開催します。皆様
、奮ってご参加下さい。2015.11.272015年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果ならびに受賞者の研究計画要旨を掲載しました。受賞者の皆様、おめでとうございます
。2015.6.25第14回年次研究大会・総会（2015年度）参加申込システム へのリンクを公開しました。システムの稼働は6月26日0時からを予定しています。大会の開催内容
については、第14回年次研究大会・総会（2015年度）のお知らせ を御覧ください。各種開催情報に、2015年度科学技術社会論学会シンポジウムのご案内を掲載しました。
2015.6.11柿内賢信記念賞 2015年度公募要領を公開しました。 2015.1.222014年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果ならびに選評 を掲載しました。2014.10.21第13回
年次研究大会 発表申込・予稿執筆要領・プログラム に、会場アクセスの地図を掲載しました。 2014.10.20第13回年次研究大会 発表申込・予稿執筆要領・プログラム
に、プログラム案（発表題目含む詳細版）ならびにタイムテーブルの更新版を掲載しました。各セッションの座長担当者の割り当てを除いて、これでプログラムおよび
織ぅ爛董璽屮襪郎能 ﾆ任箸気擦討い燭世④泙后 2014.8.28第13回年次研究大会・総会(2014年度)のご案内に大会参加費の一覧を掲載いたしました。 2014.8.26第13回年次
研究大会 発表申込・予稿執筆要領・プログラムにタイムテーブル案を掲載いたしました。また、本案の公表をもって、登壇審査合格の発表に代えさせていただきます。
（本案掲載の一般講演ならびにオーガナイズドセッションはすべて登壇頂けます。） 2014.8.20第13回年次研究大会 発表申込・予稿執筆要領 に掲載の予稿提出先のメー
ルアドレスが誤ってました。修正いたしましたので、ご提出予定の方はご確認下さい。ご迷惑をお掛けしましたこと、お詫び申し上げます。 2014.7.31 第13回年次研究大
会 発表申込・予稿執筆要領 を公開いたしました。手違いにより公開が大変遅くなり、ご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。2014.7.23各種開催情
報に、2014年度科学技術社会論学会シンポジウムの案内を掲載しました。 2014.7.8第13回年次研究大会・総会(2014年度)のご案内に、発表申し込み専用ページ の案内を
追加しました。2014.6.5去る5月10日、本学会評議員でもありました中山茂先生がお亡くなりになりました。評議員一覧 のページに、本学会を代表して藤垣裕子会長によ
る追悼文を掲載いたしました。科学史・科学論において中山先生がなされた多大なる御貢献に深謝いたしますとともに、謹んで哀悼の意を表します。2014.5.31柿内賢信記
念賞 2014年度公募要領を公開いたしました。2014.4.11第13回年次研究大会・総会(2014年度)のご案内を掲載しました。本年の大会・総会は11月15日(土)・16日(日)に大
阪大学（豊中キャンパス）にて開催されます。 2013.12.122013年度柿内賢信記念賞受賞者の研究計画要旨を掲載しました。2013.11.262013年度柿内賢信記念賞研究助成金
の選考結果を掲載しました。 2013.11.8第12回年次研究大会・総会（2013年度）プログラムのご案内を掲載しました。2013.9.3 各種開催情報に、第11回東アジアSTSネッ
トワーク会議での発表募集（Call for Papers）を掲載しました。今回の会議は東工大で開催されるほかオプショナルツアーも催されます。2013.8.132013年度科学技術社
会論学会シンポジウム「地球温暖化問題と科学コミュニケーション〜哲学者・科学者・社会学者が闘論〜」（2013年9月27日、札幌）の参加申し込みについてを掲載しまし
た。2013.8.8第12回年次研究大会・総会(2013年度)の発表予稿の執筆要領等 を修正しました。また第12回年次研究大会・総会（2013年度）のご案内も掲載いたしました。
掲載が遅くなり、会員のみなさまにご心配・ご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。2013.8.7第12回年次研究大会・総会(2013年度)に発表予稿の執筆要領等
を掲載しました。 2013.7.17第12回年次研究大会・総会(2013年度)に「年次研究大会の発表・参加申込について」を掲載しました。 2013.6.6 新会長の挨拶を掲載しまし
た。 2013.6.5 「科学技術社会論学会会員専用ページ（マイページ）」が作成されました。画面左側のメインメニューの「会員専用（マイページ）」 よりアクセスしてく
ださい。 2013.4.1 学会事務局の連絡先が変わりましたので、お問い合わせのページ等でご確認ください。 2012.12.202012年度柿内賢信記念賞研究助成金に、2012年度柿
内賢信記念賞研究助成金の選考結果と2012年度受賞者の研究計画要旨を掲載しました。2012.12.2 年次研究大会・総会（2012年度）の報告を掲載しました。 2012.12.2 科
学技術社会論学会規約と科学技術社会論学会理事、監事選出細則を一部改正しました。入会方法で、正会員・学生会員・購読会員用の入会申込用紙を変更しました。（学
会規約第九条の改訂に伴う変更。）2012.9.18第11回年次研究大会・総会（2012年度）の発表予稿の案内に「予稿テンプレート」を掲載しました。 2012.8.31第11回年次研
究大会・総会（2012年度）の発表予稿の案内を掲載しました。2012.8.10各種開催情報に、ジョン・フォレスター教授特別講演会のご案内を掲載しました。 2012.7.112010
年度柿内賢信記念賞研究助成金の学会賞受賞者の小川眞里子さんの研究経過報告 を掲載しました。 2012.6.1柿内賢信記念賞 2012年度公募要領を掲載いたしました。
2012.5.23先日公開いたしました2012年度科学技術社会論学会シンポジウムのご案内で、申込先のリンクURLが不記載でした。追加いたしましたので、ご利用ください。す
でに申込されようとなされた皆様にはご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。 2012.5.16各種開催情報に、2012年度科学技術社会論学会シンポジウムのご案
内を掲載しました。2012.3.142010年度柿内賢信記念賞研究助成金の奨励賞受賞者の立花浩司さんの研究経過報告 を掲載しました。 2012.1.302010年度柿内賢信記念賞研
究助成金の奨励賞受賞者の小門穂さんの研究経過報告を掲載しました。2011.12.212011年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果および受賞者の研究計画要旨を掲載しま
した。学会事務局の連絡先（お問合せ） が変わりました。2011.11.29第10回年次研究大会・総会（2011年度）のご案内にある最終プログラムとタイムテーブルの修正版を
公開しました。また大会会場の情報（会場アクセス、地図へのリンク等）を追加しました。 2011.11.28第10回年次研究大会・総会（2011年度）のご案内に、最終プログラ
ムとタイムテーブルを掲載しました。 2011.10.26各種開催情報に、シンポ「社会の中に活きる科学技術と大学―市民と専門家をつなぐ活動の意義と課題」〜市民と専門家
の熟議と協働のためのネットワーク（DeCoCiS.net）設立に向けて（2011/11/19）の案内を掲載しました。 2011.10.3第10回年次研究大会・総会（2011年度）のご案内に、
暫定プログラム（2011年10月3日現在, PDF114kB）を掲載しました。 2011.8.17第10回年次研究大会の予稿テンプレートをダウンロード可能なように掲載しました。2009年
度受賞者の成果報告（加藤直子氏）を掲載しました。2011.5.21柿内賢信記念賞 2011年度公募要領を掲載いたしました。皆さま、奮ってご応募ください。各種開催情報に
、2011年度シンポジウムのお知らせを掲載しました。今年度は「東日本大震災から科学技術と社会のこれまでを考える」をテーマにしてSTS NETWORK JAPANと合同で開催い
たします。2011.4.16学会声明「東日本大震災に際して」を掲載いたしました。 2011.1.192010年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果ならびに2010年度受賞者の研究計
画要旨を掲載しました。 2011.1.17第10回年次研究大会・総会（2011年度）のご案内を掲載しました。 2010.12.26募集情報に、理化学研究所・研究戦略会議事務系職員（
任期制）募集のお知らせを掲載しました。 2010.11.15科学技術社会論学会シンポジウム（11/27）のお知らせに、「参加登録」の説明を追加しました。参加予定の皆様は
ご確認ください。2010.10.22各種開催情報に、当日のプログラムも含めた科学技術社会論学会シンポジウムのお知らせを掲載しました。募集情報の意見公募（パブリック
コメント）に、「科学技術に関する基本政策について」のパブリックコメントについてとJST社会技術研究開発センター「科学技術イノベーション政策における『政策のた
めの科学』」に関する新しい研究開発プログラムについて の案内を掲載しました。2010.12.26募集情報に、理化研・研究戦略会議事務系職員（任期制）募集のお知らせを
掲載しました。 2010.10.14サーバーの不具合および移行に伴い、本サイトのURLをhttp://jssts.orgからhttp://jssts.jpに変更しました。各種開催情報に、2010年度総会
・シンポジウムのお知らせを掲載しました。 2010.8.25第9回（2010年度）年会日本語セッション 案内に掲載の日本語セッションのプログラムと予稿集を更新しました。
参加予定の皆様はご確認ください。 2010.8.4第9回（2010年度）年会日本語セッション 案内に掲載の日本語セッションのタイムテーブルを更新いたしました。関係者の皆
様はご確認下さい。 2010.8.3?各種開催情報 に、科学史サマースクール2010―大学変革期における「科学の教養」〜「科学の○○科目をどう教えるか」のご案内を掲載し
ました。 2010.7.25科学技術社会論学会 理事・監事選挙立候補届け を掲載しました。シンポジウム「科学裁判を考える」のご案内を掲載しました。「科学技術と社会の
相互作用」第3回シンポジウムのご案内を掲載しました。? 第9回（2010年度）年会日本語セッション 案内に、日本語セッションのプログラム、タイムテーブル、予稿集を
掲載しました。?第9回年次研究大会（2010年度）に、JSSTS-4S合同国際会議開催記念 市民公開講座のご案内を掲載しました。2010.7.10?第9回年次研究大会（2010年度）
に、日本語セッション案内 を掲載しました。プログラムは近日中に公開されます。2010.6.21柿内賢信記念賞 2010年度公募要領を掲載いたしました。ふるってご応募く
ださいますよう、ご案内を申し上げます。2010.4.23第9回年次研究大会（2010年度）に、日本語セッション発表予稿集執筆要領を掲載しました。第9回年次研究大会（2010
年度）での日本語セッション発表申し込み要領の締切日に再び誤りがありました。正しい締切日は2009年5月1日（土）です。再びご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申
し上げます。2010.4.16第9回年次研究大会（2010年度）での日本語セッション発表申し込み要領の締切日の日付と曜日が一致しておりませんでした（4月17日（土）が正し
い締切日です）。皆様にご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。2010.4.5第9回年次研究大会（2010年度）に、日本語セッション発表申し込み要領（申込締切
： 4 月17日（金土））を掲載しました。（公示が大変遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。）柿内賢信記念賞研究助成金の2008年度受賞者の成果報告を掲載しまし
た。 2010.3.24各種開催情報に、STS Network Japan 20周年記念シンポジウム「ＳＴＳ再考」のご案内を掲載しました。??会員専用エリアの「会員名簿」に、会員名簿ロ
ーマ字表記版を掲載しました。2010年度年次研究大会共同開催部分参加申し込みの際にご参照ください。2010.3.2学会誌『科学技術社会論研究』の投稿募集に、?『科学
蚕兌匆駭生Φ罅拌茖更罅 箪検峅奮惶蚕兩
｢慮什漾焚沼蝓法廚慮狭栃臀 のご案内を掲載しました。なおサーバー不調により、掲載が大変遅くなりましたこと、お詫び
申し上げます。2010.2.23各種開催情報に、?World Wide Views in JAPAN結果報告シンポジウム「気候変動問題を考える〜市民の声は届くのか〜」のご案内を掲載しました
。??2010.2.22各種開催情報に、?日本学術会議シンポジウム「若手アカデミーとは何か（仮題）」 のご案内を掲載しました。? 各種開催情報に、?日本リスク研究学会 第
２３回シンポジウム『 リスクベースの安全管理と日本リスク研究学会の発展に向けて 』のご案内を掲載しました。2009.12.82010 4S-JSSTS Meetingの発表およびセッシ
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ョン提案の締切が2010年2月1日に延期になりました。詳しくは4S websiteをご覧ください。??2009.11.28柿内賢信記念賞の2009年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果
と受賞者の研究計画要旨 を掲載しました。受賞者の皆さま、おめでとうございます。各種開催情報に、??STS学会後援イベント「アメリカの理系大学院留学： 公開イン
タビュー」のご案内を掲載しました。入会申込書の内容を更新しました。2009.11.18各種開催情報に、??国際ワークショップ「ヒトゲノム研究のガバナンス −研究倫理か
らバイオバンク運営まで−」（12月7日、京都大学）のご案内を掲載しました。2009.11.142010 4S-JSSTS MeetingのCall for Papers等の案内が4S (Society for Social
Studies of Sciences)のホームページに掲載されました。??2009.10.25第8回年次研究大会・総会（2009年度）のご案内に、オンライン予稿集のリンクを追加しました。予
稿集の閲覧には、ニュースレターに同封しました「第8回（2009年度）年次研究大会・総会のご案内」に掲載されたIDとパスワードが必要です。??2009.10.22募集情報に、
総合研究大学院大学教員公募と、早稲田大学政治経済学術院「研究助手」募集のご案内を掲載しました。? 2009.10.8各種開催情報に、??日本リスク研究学会第22回年次大
会のご案内を掲載しました。（本学会も協賛しております。）? 2009.9.12各種開催情報に、??STS学会シンポ「現代の安全・環境論争とその科学的位相」? （10月3日、九
州大学）のご案内を掲載しました。? 2009.9.119月7日頃から本ウェブサイトが、サーバー不調により閲覧できない状態になっていました。?ご迷惑をおかけした皆さまに
爾
ﾍ佑喊修珪紊欧泙后?2009.8.13各種開催情報に、??シンポジウム「ブダペスト宣言から10年 過去・現在・未来 −社会における、社会のための科学を考える−」?
里完篤發魴悩椶靴泙靴拭 2009.7.28募集情報に、東京大学大学院総合文化研究科・広域科学専攻広域システム科学系の教員公募のご案内を掲載しました。??2009.7.24各
種開催情報に、??第10回生命科学と社会のコミュニケーション研究会と、研究成果シンポジウム「自律型対話プログラムによる科学技術リテラシーの育成」のご案内を掲
載しました。??2009.7.17【重要】 昨日掲載しました?柿内賢信記念賞 2009年度公募要領で、締切日の記述に誤りがありましたので、訂正しました。?皆さまには大変ご
堆任鬚 ｢ C韻靴匿修渓 C△蠅泙擦鵝2009.7.16柿内賢信記念賞 2009年度公募要領を掲載いたしました。ふるってご応募くださいますよう、ご案内を申し上げます。??
2009.7.1募集情報に、東京工業大学社会理工学研究科・教授公募のご案内と、広島大学大学院総合科学研究科・教員公募のご案内を掲載しました。??2009.6.23各種開催情
報に、??第1回 STS Network Japan 関西定例研究会（6月28日開催）と、ゲノムひろば2009 in アキバ（8月1-2日）のご案内を掲載しました。2009.6.4学会事務局の連絡先
が変わりました。詳しくはお問合せをご覧ください。募集情報に、理化学研究所・研究政策企画員公募のご案内を掲載しました。2009.6.2各種開催情報に、第２回原子力
社会論・公開ワークショップ「市民参加と高度科学技術−高レベル放射性廃棄物処分の問題を題材に」（6月20日／東京大学）のご案内を掲載しました。2009.5.28『科学
技術社会論研究』第８号特集「気候変動の諸科学と市民参加」にご寄稿のみなさまへ投稿募集のページに、提出媒体およぶ提出部数等についてご案内を追加しました。
2009.5.19募集情報に、産総研ナノテク研究部門研究員公募のご案内を掲載しました。??2009.4.28第8回年次研究大会・総会（2009年度）のご案内に大会公式ホームページ
のリンクを追加しました。 募集情報に、?JST社会技術研究開発プロジェクト公募のご案内を掲載しました。STS学会のご案内に、理事会及び編集委員会交通費支給規定を
掲載しました。2009.4.9第8回年次研究大会・総会（2009年度）のご案内を掲載しました。??2009.4.8理事会（2009年4月4日開催）にて、会長改選が行われ、新会長に中島
秀人氏（東京工業大学）が選出されました。新理事・監事も含めた役員リストは科学技術社会論学会役員をご覧ください。??各種開催情報に、社会技術シンポ「科学技術
と社会の相互作用」の案内を掲載しました。2009.3.20募集情報に、??第6回「研究助成金」並びに「マイクロソフト知的財産研究賞」公募のご案内を掲載しました。各種
開催情報に、2009 年（第25 回）日本国際賞受賞記念講演会のご案内を掲載しました。??2009.3.12各種開催情報に掲載の?学会共同ワークショップ「国の科学技術・イノ
戞璽轡腑鸚鑪 ｢罰惷┣颪量魍筺粗鐱楫晋Φ罅
｣灰潺絅縫謄 侶狙 妨 ｢韻董
の案内に、プログラムの詳細を追加しました。??2009.3.11募集情報に、??総合研究大学
院大学の助教公募の案内を掲載しました。2009.3.4各種開催情報に掲載の?学会共同ワークショップ「国の科学技術・イノベーション戦略と学協会の役割〜日本型研究・
｣灰潺絅縫謄 侶狙 妨 ｢韻董の案内を更新しました。各種開催情報に、国際ワークショップ「主要国における科学技術・イノベーション戦略形成と知識利用」の案
内を掲載しました。各種開催情報に、ESRI国際フォーラム2009「社会変革に向けた新しいイノベーション政策」の案内を掲載しました。各種開催情報に、政策評価相互研
修会第4回・5回の案内を掲載しました。2009.2.23各種開催情報に、?学会共同ワークショップ「国の科学技術・イノベーション戦略と学協会の役割〜日本型研究・政策コ
潺絅縫謄 侶狙 妨 ｢韻董 の案内および講演募集要項を掲載しました。募集情報に、東工大GCOE特任教授募集の案内を掲載しました。2009.1.31次期理事候補の立候補理
由を会員専用エリアに掲載しました。学会の皆さまは、会員専用エリアにログインし、会員専用メニューよりご覧ください。??2009.1.30各種開催情報に、?「ゲノム特定
彑 霧 ｱ D轡鵐櫂献Ε燹陛豕 のご案内を掲載しました。??2009.1.26募集情報に、Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture誌の「食とコミュ
ニケーション特集号」論文投稿案内を掲載しました。2009.1.6各種開催情報に、?STS Network Japan シンポジウム2009の案内を掲載しました。? 各種開催情報に、?第9回
「生命科学と社会のコミュニケーション研究会」の案内を掲載しました。? 2009.1.2各種開催情報に、?社会技術研究開発センター・シンポジウム「21世紀の科学技術リテ
ラシー」の案内を掲載しました。2008.12.26学会誌『科学技術社会論研究』の投稿募集に、?第８号特集「気候変動の諸科学と市民参加」への投稿募集の案内 を掲載しま
した。2008.11.28各種開催情報に、?「科学技術論」を見直す連続講座 の案内を掲載しました。2008.11.26各種開催情報に、?ワークショップ「２１世紀型科学教育の創
?I」 の案内を掲載しました。2008.10.27第７回年次研究大会のオンライン予稿集を公開しました。本学会員および非会員で参加申込済みの方がご覧になれます。詳しくは
年会・総会総合案内（参加要領・プログラム・予稿集）をご覧ください。2008.10.22各種開催情報に、?学術統合化プロジェクトシンポジウム「我々の未来はどうなるの
@ のご案内を掲載しました。2008.10.8各種開催情報に、シンポジウム「ゲノム医学のこれから」と、シンポジウム「現代を見る目、めざす未来 〜食と健康のコミュニ
ケーション」のご案内を掲載しました。2008.10.3? 重要なお知らせ ― 年会実行委員会メールサーバ不具合について： 現在、?年会実行委員会で使用しているメール
機璽个防垓餽腓 ｢△蝓?ssts2008[ at ]cscd.jpのアドレスではメールが届かなくなっております。誠に申し訳ありませんが、10月2日朝以降、実行委員会にメールを送信
されたにもかかわらず、返信が届いていない方、あるいは不具合を伝えるReturn messageが届いた方は、stc[at]cscd.osaka-u.ac.jp（[at]を@に変えてください）に、再
度送信をお願いいたします。??2008.9.29年次研究大会・総会に、年会・総会総合案内（参加要領・プログラムなど）を掲載しました。参加申込み要領、プログラム、交通
案内、発表者およびワークショップ・オーガナイザーの皆様へのお願いもありますので、ご確認ください。（本学会会員の皆様には同内容の印刷物が郵送されます。）??
2008.9.26各種開催情報に、ゲノムひろば2008 in 名古屋、シンポジウム「これからの科学リテラシーを考える」、セミナー「デジタル・ネットワーク時代における文化の
豊かさを求めて」の案内を掲載しました。募集情報に、総合研究大学院大学全学事業推進室助教（特定有期雇用職員）公募の案内を掲載しました。2008.8.18募集情報に、
早稲田大学国際教養学部の専任教員募集（科学史・科学哲学）の案内を掲載しました。??2008.7.30募集情報に、『社会技術研究論文集Vol.6』論文投稿募集の案内を掲載
しました。2008.7.25年次研究大会・総会に、発表予稿集執筆要領と参加申し込み要領を掲載しました。2008.7.21各種開催情報に、日本学術会議主催国際会議「持続可能
な社会のための科学と技術に関する国際会議2008」と、大阪大学コミュニケーションデザイン・センターおよび大阪市立科学館主催シンポジウム「社会と科学をつなぐ」
の案内を掲載しました。 第7回年次研究大会・総会のご案内にある「参加申込み要領の公示」および「発表予稿執筆要領の公示」の日程が７月２５日（金）に変更になり
ました。参加予定の皆さまには、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。2008.7.1学会誌『科学技術社会論研究』の執筆要領を6月30日付で改訂しました。投稿を予定
されている方は、『科学技術社会論研究』に投稿される方へをご確認のうえ、新しい執筆要領に従って、ご投稿ください。??2008.6.30柿内賢信記念賞研究助成金 2008年
度公募要領を掲載しました。奮ってご応募ください。入会のご案内に、本学会の郵便振替口座の情報を掲載しました。2008.6.27募集情報に、総合研究大学院大学サマース
クール「科学における社会リテラシー」のお知らせを掲載しました。受講生の参加申し込み締め切りは７月８日です。募集情報に、総合研究大学院大学教授募集の案内を
掲載しました。?応募締め切りは７月１８日です。 2008.6.7年次研究大会・総会に第7回年次研究大会発表申込み要領を掲載しました。??2008.5.21第7回年次研究大会・総
会のご案内を掲載しました。発表申込み、予行締切りなど重要な日程のお知らせがありますので、参加予定の皆さまはご確認ください。2008年STS学会初夏シンポジウム「
地球温暖化対策に向けた研究戦略とコミュニケーションの課題」のご案内を掲載しました。2008.4.22各種開催情報に、RISTEXシンポジウム「21世紀の科学技術リテラシー
」のご案内を掲載しました。募集情報に、JST社会技術研究開発事業の提案募集のご案内を掲載しました。2008.2.8各種開催情報に、社会技術研究開発プログラム「科学技
術と社会の相互作用」第1回シンポジウムのご案内を掲載しました。募集情報に、大阪大学サイエンスショップ研究員公募のご案内を掲載しました。2007.12.21柿内賢信記
念賞研究助成金の2006年度受賞者の成果報告を掲載しました。各種開催情報に、シンポジウム『今、求められる研究者像と人材育成』のご案内を掲載しました。
2007.11.19先日の年次研究大会で発表された2007年度柿内賢信記念賞研究助成金の選考結果を掲載しました。? 2007.11.18各種開催情報に、「科学技術と社会安全の関係
を考える市民講座」の参加者募集のご案内を掲載しました。2007.10.29第6回年次研究大会・総会のご案内（詳細版）に、各セッションの座長名を入れたプログラム早見表
を追加しました。 各種開催情報に、第6回社会技術フォーラム「ライフサイエンスの倫理とガバナンス―社会と協働する科学技術を目指して」?の案内を掲載しました。?
2007.10.26各種開催情報に第７回「学問と社会のあり方」研究会の案内を掲載しました。募集情報に北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット（CoSTEP）の教育
公募の情報へのリンクを掲載しました。? 2007.10.18各種開催情報にリスクガバナンス研究会「農業バイオテクノロジーをめぐる科学と政治」の案内を掲載しました。
2007.10.4第6回年次研究大会・総会のご案内に、第6回年次研究大会・総会のご案内（詳細版）を掲載しました。参加費用のご案内、交通案内等にくわえて、最新版のプロ
グラムへのリンクもございますので、参加予定の皆様はご参照ください。??? 各種開催情報に第６回「学問と社会のあり方」研究会の案内を掲載しました。2007.9.14?各
鏗 Y転霾 にJASTJ（日本科学技術ジャーナリスト会議）関西月例会のご案内ならびに「ゲノムひろば2007」開催のご案内を掲載しました。2007.9.4募集情報に総研大・高
等研究センターでの上級研究員募集の案内を掲載しました。??2007.7.31第6回年次研究大会の発表予稿集執筆要領を掲載しました。発表される予定の皆様はご覧ください
。2007.6.29各種開催情報にシンポジウム「人文社会科学・芸術と社会のつながり： アマチュアリズムという楽しみ、趣味の公共性」（7月7日に立命館大にて開催）の案
内を掲載しました。柿内賢信記念賞研究助成金の案内にポスターを掲載しました。ダウンロード、印刷のうえ、皆様のまわりで、ご配布・ご掲示いただければ幸いです。
2007.6.8第6回年次研究大会・総会のご案内を掲載しました。?研究発表等のご案内がありますので、発表をご希望の方はご参照ください。?2007.6.7STS学会入会のご案内
に、??会員資格等に関する細則 を掲載しました。また入会方法に機関会員用の案内と入会申請書を追加しました。（これまで欠落しており、ご迷惑をおかけしました。
）2007.6.2各種開催情報に「総合研究大学院大学サマースクールのお知らせ」を掲載しました。??2007.5.30学会誌のページに、『科学技術社会論研究』第６号での特集「
ナノテクノロジーと社会」の投稿募集の案内を掲載しました。「学会への声」に掲載しておりました白鳥紀一氏の「科学論者への希望（歴史としての「サイエンス･ウォー
ズ」の教訓から）」 を、会員専用ページに移動しました。あわせて、本論考に寄せられた会員からの反論文も掲載いたしました。 なお白鳥氏の論考は、本学会会員への
意見ということから、当初から会員専用ページでの公開を予定しておりましたが、手違いにより一般公開ページに公開しておりました。今回の措置は、その修正です。関
係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。2007.5.23柿内賢信記念賞研究助成金の2007年度公募要領を掲載しました。奮ってご応募くだ
さい。2007.5.22本学会Webへの情報掲載基準（ガイドライン）を掲載しました。??2007.5.17? STS学会シンポジウム「科学研究における「不正」の構造」のプログラムに
ポスターを掲載しました。STS学会会員用メニューを再開しました。掲示板（JSSTSフォーラム）などがご利用になれます。会員ログインよりアクセスしてください。（次
号ニュースレターで新しいユーザー名とパスワードをお知らせいたしますが、当面は2004年度にニュースレターでご案内したものもご利用になれます。）??2007.5.12募集

http://jssts.jp - 科学技術社会論学会 (Japanese Society for Science and Technology
Powered
Studies)
by Joomla!じゃぱん
ページ 2/3

作成: 2018/01/18 PM 12:38

情報に、JST社会技術研究開発センター（RISTEX）の研究プロジェクト提案募集の案内を掲載しました。2007.5.1STS学会シンポジウム「科学研究における「不正」の構造
」のプログラムを掲載しました。??2007.4.3科学技術社会論学会役員のリストを更新しました。各種開催情報にSTS学会シンポジウム「科学研究における「不正」の構造（
仮題）」のお知らせを掲載しました。年次研究大会・総会に第6回年次研究大会・総会のお知らせを掲載しました。2007.2.22各種開催情報に第5回社会技術フォーラム「新
プログラムに関する社会との対話」の案内を掲載しました。新プログラムには「科学技術と社会の相互作用」という本学会会員の関心に密着したテーマが含まれておりま
す。学会への声に非会員の白鳥紀一氏（九州大学名誉教授）より寄せられたご意見「科学論者への希望」を掲載しました。2006.12.20?各種開催情報 に第7回東アジアSTS
（科学技術社会論）会議の開催案内を掲載しました。（1月7日： アクセスマップを追加しました。）2006.12.11各種開催情報に阪大シンポ「安全・安心な教育研究環境を
実現するには」?の案内を掲載しました。 2006.11.17各種開催情報にSTS Network Japan2006 冬のシンポジウム「科学的知識の伝達・理解・発見」の案内を掲載しました
。2006.11.14柿内賢信記念賞研究助成金の2006年度の受賞者が決まりました。選評など詳細はこちらをご覧ください。2005年度受賞者の成果報告も併せてご覧ください。
本年度総会において科学技術社会論学会規約 が改正されましたので、改正後の規約内容を掲載しました。2006.11.10各種開催情報に第4回社会技術フォーラム「社会技術
の新たな展開〜社会との協働を目指して」の案内を掲載しました。2006.11.04各種開催情報にサイエンスアゴラ2006〜科学と社会をつなぐ広場をつくるの案内を掲載しま
した。2006.10.15第５回年次研究大会・総会の大会タイムテーブルが更新されました。参加される皆様、ご確認ください。（URLも変更されております。）2006.10.2?第
飢麈 仝Φ翅膕顱α躄颪里完篤 に、大会タイムテーブルへのリンクを追加しました。『科学技術社会論研究』に投稿される方へに、「書評」用の執筆要領、投稿票、チ
ェックリストを掲載しました。今後、書評を『科学技術社会論研究』に投稿される方は、同要領等に従ってください。2006.9.26?各種開催情報 にお茶の水女子大学ジェン
ダー研究センター連続夜間セミナーと「科学技術と社会安全の関係を考える市民講座」 参加者募集の案内を掲載しました。2006.8.5第５回年次研究大会・総会のご案内に
、大会専用ホームページへのリンクを追加しました。発表予稿の執筆要領、執筆用フォーマット・ファイルのご案内もありますので、発表予定の方はご利用ください。?
2006.8.5第５回年次研究大会・総会のご案内を更新しました。??2006.7.17柿内賢信記念賞研究助成金の2006年度公募要領を掲載しました。奮ってご応募ください。各種開
催情報に第1回「脳神経科学と倫理」国際ワークショップの案内を掲載しました。2006.5.12??ＰＣＳＴ−９協賛国際シンポジウム「科学を語り合う――サイエンスコミュ
ニケーションの方法と実践」の案内に、講演要旨等、詳細を追加しました。2006.5.8各種開催情報にＰＣＳＴ−９協賛国際シンポジウム「科学を語り合う――サイエンス
コミュニケーションの方法と実践」の案内を掲載しました。2006.4.27年次研究大会・総会に第５回年次研究大会・総会のご案内を掲載しました。2006.2.27本サイトのサ
ーバー移転とサイトの再構築を行いました。新しいURLはhttp://jssts.jp/です。作業中、皆様にはご迷惑をおかけしましたが、今後ともよろしくお願いいたします。会員
専用ページはまだ工事中です。フォーラム（掲示板）の改築、ログイン方法の改善などを検討中です。使用開始は、次号ニュースレターで使用方法等の詳細をお知らせし
た後になる予定です。各種開催情報に第49回「科学技術社会論研究会」ワークショップ「人工物の政治性を巡って」の案内を掲載しました。2005.11.16メインメニューに
柿内賢信記念賞研究助成金のご案内を追加しました。2005年度選好結果が掲載されています。2005.11.02各種開催情報に第２回社会技術フォーラム 生命科学と社会の接点
で社会技術に何ができるか(11/10開催) の案内を掲載しました。2005.09.29各種開催情報に国際シンポジウム「エネルギー技術導入の社会意思決定プロセス」(10/2開催)
の案内を掲載しました。2005.09.28募集情報に、静岡大学農学部共生バイオサイエンス学科教員公募の案内を掲載しました。? 2005.08.02募集情報に、柿内賢信記念賞研
究助成金の公募についてを掲載しました。奮ってご応募ください。? 2005.08.01年次研究大会・総会の第4回年次研究大会・総会一般研究発表の募集の案内に、大会ホーム
ページのリンクを追加しました。2005.07.23年次研究大会・総会に第4回年次研究大会・総会一般研究発表の募集の案内を掲載しました。2005.06.29募集情報に総合研究大
学院大学先導科学研究科の教員公募の案内を掲載しました。 各種開催情報に総研大湘南レクチャー： 科学における社会リテラシー３の受講生募集案内を掲載しました。
2005.05.28各種開催情報の第46回「科学技術社会論研究会」ワークショップの案内を更新しました。（プログラムの詳細、参加申込案内を追加） 各種開催情報に第47回「
科学技術社会論研究会」ワークショップの案内を掲載しました。 2005.05.23各種開催情報に第46回「科学技術社会論研究会」ワークショップの案内を掲載しました。 科
学技術社会論学会役員リストを更新しました。2005.04.24各種開催情報にSTS Network Japan 春のシンポジウム（4月29日）とSTS Network Japan総会・研究発表会（4月30
日）の案内を掲載しました。2005.04.22各種開催情報にSSU/AST（Science Studies Unit／Anthropology of Science and Technology)研究会（5月7日）の案内を掲載しま
した。? 2005.03.27各種開催情報 に第45回「科学技術社会論研究会」ワークショップ（4月23日）の案内を掲載しました。2004.11.24北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)
公募情報を掲載しました。 第44回「科学技術社会論研究会」ワークショップ（12月4日）の案内を掲載しました。2004.10.28 2004年度年次研究大会の詳細情報（会場アク
セス、プログラムなど）を掲載しました。2004.9.20各種開催情報に、第43回「科学技術社会論研究会」ワークショップ「リスク行政の現状と課題：国際的動向と日本の課
題」の案内を掲載しました。2004.9.19募集情報に、北大理学研究科の教授（科学基礎論（科学哲学）または科学技術社会論、科学技術史の専攻）の公募情報を掲載しまし
た。2004.9.52004年度年次研究大会の予稿の締切りが延長されました。詳しくは「2004年度年次研究大会の予稿締切り延長について」をご覧下さい。 「学会誌『科学技術
社会論研究』第４号の論文投稿に関するお願い」を掲載しました。 各種開催情報に、第42回「科学技術社会論研究会」ワークショップ「戦争の日常化と科学技術」の詳細
案内を掲載しました。2004.8.14STS学会会員専用の掲示板JSSTSフォーラムの運用がスタートしました。 会員の方は、ニュースレター最新号に掲載のユーザー名とパスワ
ードにて、画面左の「会員ログイン」よりログインし、「ユーザー登録のご案内」をご一読のうえ、個別のユーザー登録を行ってから、フォーラムをご利用ください。
2004.8.2各種開催情報に、第２回 経営と技術移転に関する国際会議 (ICBTT 2004)へのリンク を掲載しました。同会議には本学会も協賛しております。 STS学会会員専用
の掲示板は現在、設定を調整中です。8月中旬にオープン予定です。2004.7.17STS学会会員専用の掲示板を新設します。現在、設定を調整中で、7月26日頃までにオープン
予定です。 STS学会の活動の第3回年次研究大会・総会（2004年度）の情報を更新しました。 各種開催情報に、2004年度 ゲノムひろば（主催：文部科学省科学研究費特
定領域研究ゲノム4領域）の情報を掲載しました。2004.7.1STS学会の活動の第3回年次研究大会・総会（2004年度）の情報を更新しました。発表申し込みの方法と締め切り
についての情報を追加しました。 各種開催情報の第41回「科学技術社会論研究会」ワークショップの情報を更新しました。
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