
Ａ枠 Ｂ枠 Ｃ枠 Ｄ枠 E枠
A-1-1 [GS] B-1-1 [GS] C-1-1 [GS] D-1-1 [GS] E-1-1 [OS]
科学論 STS教育 科学技術政策（１） 技術哲学・技術者倫理

座長　：城下 英行 座長　：横山 広美 座長　：綾部 広則 座長　：直江 清隆
坂本 舞衣・川本思心 小林 俊哉 中山 敬太 夏目 賢一 なし
杉谷 和哉 戸田山 みどり 坂田 成実・神里達博 七沢 智樹
渡邉 康平・神里 達博 種村 剛 定松 淳 鈴木 俊洋・藤原 厚作 E-1-2 [OS]（10:00-）

感染症対策におけるエビデンスと
専門的判断

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

第2セッション
10:45 - 11:45 原発事故 研究組織・基盤 科学技術政策（２） 責任ある研究・イノベーション オーガナイザー：本堂 毅

（E-1-2のみ10:00-11:30） 座長　：城下 英行 座長　：横山 広美 座長　：　調 麻佐志 座長　：直江 清隆 尾内 隆之

林 衛 入江 信一郎 廣田 英樹 小林 知恵 米村 滋人
八巻 俊憲 小野田 敬・伊藤 泰信 新井 聖子 標葉 隆馬

司会：戸田山 和久
記念講演：束村 博子

科学技術社会論学会　第20回年次研究大会・総会　タイムテーブル　（11.27版）

第1日目：2021年12月4日（土）

第1セッション
9:00 - 10:30

中休み

昼休み

12:50 - 14:10

名古屋大学実行委員会企画
「名古屋大学におけるジェンダー平等のための取り組み：女性研究者採用・育成」



進行：小林俊哉
講演１：綾部 広則
講演２：林 隆之
パネルディスカッション「STSと科学技術イノベーション（STI）政策研究はどうつながるか」
司会：久木田 水生
パネリスト：赤池 伸一、青島 矢一、日比野 愛子、講演者二名

16:35 - 17:20

17:20 - 18:35

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

科学コミュニケーション 医療 計量書誌学分析・テクスト
マイニング 専門知と社会

技術死生学の試み　ー人の表象技
術の発展と死生観の関係性を考察

する
座長　：川本 思心 座長　：神里 達博 座長　：藤垣 裕子 座長　：三上 直之 オーガナイザー：渡部 麻衣子
黒川 紘美 有賀 雅奈・永田 徳子・高

柳 航
坂田 幸太郎 平田 光司 七沢 智樹

日隈 脩一郎 松原 克志 福本 江利子 奈須野 文槻 水上 拓哉
片岡 良美・川本思心 今井 竜也 給 樂巴幹・田中隆文 戸田 聡一郎

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：2021年12月5日（日）

第1セッション
9:00 - 10:30

中休み

14:20 - 16:20

科学技術社会論学会設立 20 周年記念国内イベント
 「次の 20 年に向けて-STS とイノベーション」

中休み



信原 幸弘
ディスカッサント：長谷川 愛

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

リスクコミュニケーション ゲノムと生命倫理 AI（１） 気候変動 歴史的な機器を活用した演示・科
学教育の試み

座長　：林 真理 座長　：神里 達博 座長　：標葉 隆馬 座長　：三上 直之 オーガナイザー：塚原 東吾
吉田 省子 佐藤 桃子・武藤 香織 前田 春香 青柳 みどり 多久和 理実

加藤 源太郎 田中 丹史 一方井 祐子・横山広美 馬場 健司・小澤はる奈 平野 葉一
原 塑 菅原 裕輝・見上 公一 阿部 修治 吉岡 克己

ディスカッサント：前山 和喜

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

ELSI 新型コロナ／感染症 AI（２） 環境 天文学史に関する記録の保存・評
価・活用の試み

座長　：見上 公一 座長　：小林 俊哉 座長　：標葉 隆馬 座長　：夏目 賢一 オーガナイザー：多久和 理実

松山 桃世 寿楽 浩太・田中 幹人 横山 広美・一方井祐子 平井 俊男 野澤 恵
岸川 丈流 城下 英行 高橋 さきの 宮崎 正也 野澤 聡

筒井 晴香 天野 麻穂 金子 雄伍・神里 達博 千葉 庫三
ディスカッサント：塚原 東吾

A-2-4[GS] B-2-4 [GS] C-2-4 [GS] D-2-4 [GS] E-2-4 [OS]

市民参加 新型コロナ禍の専門家 科学技術史 被曝・健康被害を隠蔽する「科学
の誤用」

座長　：見上 公一 座長　：山口 富子 座長　：夏目 賢一 オーガナイザー：林 衛

石川 肇 伊沢 亘洋 なし 藤吉 隆雄 宗川 吉汪
西川 晃弘 柴田 清 吉岡 有文 藤岡 毅

鴨下 祐也

昼休み

第3セッション
13:15 - 14:45

中休み

第4セッション
15:00 - 16:30

第1セッション
9:00 - 10:30

中休み

第2セッション
10:45 - 12:15


