
科学技術社会論学会　第19回年次研究大会・総会　タイムテーブル　（2020.11.16版）

Ａ枠 Ｂ枠 Ｃ枠 Ｄ枠

A-1-1 [GS] B-1-1 [GS] C-1-1 [OS] D-1-1 [OS]

リスクと概念 科学/技術哲学
コロナ禍の市民科学：市民はパンデミッ

クへの対策にいかに関与しうるか
博物館資料を活用した科学史の研究
および展示・演示・アーカイブ化の試み

座長：柴田 清 座長：調 麻佐志 オーガナイザー：水島 希 オーガナイザー：多久和 理実
城下 英行 呉羽 真 水島 希 多久和 理実, 塚原 東吾
山田 陽太, 神里 達博 七沢 智樹 網盛 一郎 吉岡 克己

ヨーク ケネンス 平野 葉一
上田 昌文 菱木 風花

A-1-2 [GS] B-1-2 [GS] ディスカッサント：吉澤 剛 河野 洋人

ディスカッサント：一方井 祐子 ディスカッサント：有賀 暢迪

座長：見上 公一 座長：藤垣 裕子
栗本 温子 福本 江利子
岸本 充生

12:45 - 14:25

14:40 - 16:20

16:35 - 17:20

17:20 - 18:35

Ａ枠 Ｂ枠 Ｃ枠 Ｄ枠

A-2-1 [GS] B-2-1 [GS] C-2-1 [OS] D-2-1 [OS]

科学コミュニケーション調査 メディアと表象
コロナ禍のSTSの役割と

専門家交流
「黒い雨訴訟」判決・控訴は

何を意味するか1

座長：山口 富子 座長：種村 剛 オーガナイザー：横山 広美 オーガナイザー：林 衛
小林 俊哉 藤吉 隆雄 横山 広美 林 衛
田中 沙紀子, 伊達 雄亮, 厚見 宙志 佐藤 優紀 五十嵐 泰正 大瀧 慈
標葉 隆馬, 小泉 望 菅原 風我 小出 重幸 高橋 博子

粥川 準二
ディスカッサント：平田 光司
ディスカッサント：川本 思心

A-2-2[GS] B-2-2 [GS] C-2-2 [OS] D-2-2 [OS]

教育 科学の表象 COVID-19下の科学と政治
「黒い雨訴訟」判決・控訴は

何を意味するか2

座長：林 真理 座長：隠岐 さや香 オーガナイザー：内田 麻理香 オーガナイザー：藤岡 毅
青木 千帆子 吉岡 有文 小山田 和仁, 加納 寛之 小山 美砂
萩原 優騎 有賀 雅奈 調 麻佐志, 尾内 隆之 森松 明希子
塚原 修一 片岡 良美, 川本 思心 内田 麻理香 藤岡 毅

柴田 清 瀬川 嘉之
ディスカッサント：田中 幹人 ディスカッサント：八巻 俊憲

ディスカッサント：山田 耕作

A-2-3[GS] B-2-3 [GS] C-2-3 [OS]

トランスサイエンス／ELSI 研究マネジメント
証拠と議論に基づく

宇宙科学技術政策の可能性

座長：神里 達博 座長：直江 清隆 オーガナイザー：伊勢田 哲治
八巻 俊憲 小野田 敬, 伊藤 泰信 杉谷 和哉
林 衛 齋藤 芳子 神崎 宣次
見上 公一 新井 聖子 磯部 洋明

A-2-4[GS] B-2-4 [GS] C-2-4 [GS]

科学コミュニケーション実践 デュアルユース ジェンダー

座長：城下 英行 座長：夏目 賢一 座長：標葉 隆馬
種村 剛 川本 思心 一方井 祐子, 南崎 梓, 加納 圭, 横山 広美
筒井 晴香 小林 知恵 南崎 梓, 一方井 祐子, 加納 圭, 横山 広美

総会

柿内賢信記念賞授与式および同特別賞受賞者記念講演

第2日目：2020年12月6日（日）

第2セッション
10:30 - 12:00

神戸大学実行委員会企画2
中川保雄記念シンポジウム：「放射線被曝の歴史」研究の現在的意義

司会：柿原 泰
島薗 進

田井中 雅人
ディスカッサント：牧野 淳一郎, 山内 知也

中休み

中休み

レギュラトリサイエンス 科学論

第1日目：2020年12月5日（土）

第1セッション
9:30 - 10:30

（C・D枠は11:00まで）

第2セッション
10:45 - 11:45

神戸大学実行委員会企画1
放射光科学とサイエンス・ベースド・イノベーション

司会：松嶋 登
桑田 敬太郎, 原 拓志, 松嶋 登

石川 哲也
高田 昌樹

ディスカッサント：塚原 東吾, 桑田 耕太郎

中休み

昼休み

第3セッション
13:00 - 14:30

第4セッション
14:45 - 15:45

第1セッション
8:45 - 10:15

昼休み

中休み

中休み


