
Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場

A-1-1 [WS] B-1-1 [WS] C-1-1 [GS] D-1-1 [GS] E-1-1 [GS]

幹細胞・再生医療研究をめぐる
STS的研究の展開

科学技術のエートス――そのあり
方と倫理を再考する

環境・気候変動をめぐる
社会的意思決定

サイエンスコミュニケーション① 科学システムと理論

オーガナイザー：標葉 隆馬 オーガナイザー：立花 幸司 座長：宗像 慎太郎 座長：桃木 暁子 座長：藤垣 裕子
八代 嘉美 勢力 尚雅 己斐 裕一、藤垣 裕子 八巻 俊憲 加藤 源太郎
永田 素彦 田坂 さつき、水谷 光、生田目 昭 兪 石洪、藤垣 裕子 関谷 翔
見上 公一 立花 幸司 柳下 正治、濱田 志穂 萩原 優騎
鈴木 和歌奈 濱田 志穂、柳下 正治 林 衛、難波 美帆 入江 信一郎

※講演ｷｬﾝｾﾙのため09:20より開
A-1-2 [OS] B-1-2 [GS] C-1-2 [GS] D-1-2 [GS] E-1-2 [WS]

STS１０+１０特別企画①：
STSの教育プログラムの可能性

科学技術イノベーションと政策 女性と科学 教育とSTS
技術知と倫理のSTS的課題を探

る

オーガナイザー：藤垣 裕子 座長：調 麻佐志 座長：平川 秀幸 座長：塚原 修一 オーガナイザー：比屋根　均
コメンテーター：小林 傳司 宮崎 正也 小川 眞里子 平井 俊男 杉原 桂太
コメンテーター：加藤 和人 田村 直樹 磯貝 恵美子、鶴岡 信治 山邉  昭則 黒田 光太郎
廣野 喜幸 藤本 翔一、藤垣 裕子 高橋 さきの 内山 弘美 斉藤 了文
梶 雅範 山口 富子 江間 有沙 打田 憲生
平田 光司 比屋根 均
福島 真人 二瓶 真理子、直江 清隆

12:10 - 13:20

A-1-3 [OS] B-1-3 [WS] C-1-3 [GS] D-1-3 [GS]

東日本大震災と科学技術社会
論：今後の学的貢献を検討する

ための省察

日本のSTSは何であったのか：
科学技術論の政治社会学

ライフサイエンスを巡るSTS① サイエンスコミュニケーション②

オーガナイザー：調 麻佐志 オーガナイザー：木原 英逸 座長：平田 光司 座長：黒田 光太郎
標葉 隆馬 コメンテーター：後藤 邦夫 日高 琴美、白楽 ロックビル 早岡 英介

調 麻佐志 木原 英逸
久保田 志桜里、宮本 泰則、白楽
ロックビル

リー 尚子、伊東 真知子

田中 幹人 植田 剛史 立花 浩司 伊東 真知子

平川 秀幸 夏目 賢一
大津 奈津子、加瀬 郁子、水島
希、佐倉 統

白楽 ロックビル

藤垣 裕子 藤田 康元

15:10 - 16:20

16：20 - 16:30

16:30 - 17:50

18：15－20：15

2011年度　科学技術社会論学会　年次研究大会・総会　プログラム　（11月29日最終版）

事務局企画シンポジウム 「科学技術社会論の課題（仮）」　第１部
講演者：　行松 泰弘（文部科学省）　「科学技術白書が描いた『科学技術と社会』」

コメンテーター：　小林 傳司　（大阪大学）

懇親会

休憩

第3セッション
13:20 - 14:50

事務局企画シンポジウム 「科学技術社会論の課題（仮）」　第２部
パネル討論・総合討論

加瀬 郁子、大 津奈津子、水島
希、佐倉 統

第1セッション
9:00-10:30

第2セッション
10:40 - 12:10

第1日　2011年12月3日

昼休み ※
本セッションは時間延長を予定し
ています



Ａ会場 Ｂ会場 Ｃ会場 Ｄ会場 Ｅ会場

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

原子力問題に関わってきた研究
者にとっての福島

不確実な科学的状況と社会的意
思決定：科学の現場から考える

市民と専門家の熟議と協働：
でこしすプロジェクトの経験

リスクを巡る視座
～地震・津波・原発～

ライフサイエンスを巡るSTS②

オーガナイザー：寿楽 浩太 オーガナイザー：本堂 毅 オーガナイザー：平川 秀幸 座長：中島 秀人 座長：標葉 隆馬
コメンテーター：松本 三和夫 久利 美和 山内 保典、春日 匠、平川 秀幸 金 凡性 荒内 貴子、武藤 香織
石山 徳子 小林 泰三、平田 光司 加藤 和人、中川 智絵 寺本 剛 小門 穂
佐藤 靖 本堂 毅 春日 匠、山内 保典、平川 秀幸 蔵田 伸雄 水島 希、佐倉 統
小田 卓司 尾内 隆之 礒部 太一、水島 希、佐倉 統
寿楽 浩太

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

“ポスト３１１”原子力ガバナンス
における諸課題

テクノロジーアセスメント・
市民参加①

ライフサイエンスを巡るSTS③

オーガナイザー：神里 達博 オーガナイザー：松原 克志 座長：中村 征樹 座長：永田 素彦
コメンテーター：八木 絵香 松原 克志 吉田 省子 渡部 麻衣子、佐倉 統

菅原 慎悦 吉良 貴之

杉山 滋郎、藏田 伸雄、斉藤
健、佐藤 和夫、鳥羽 妙、平川
全機、三上 直之、柳瀬 昇、吉田
省子

今井 竜也

堀尾 健太 小林 史明

斉藤 健、蔵田 伸雄、佐藤 和
夫、杉山 滋郎、鳥羽 妙、平川
全機、三上 直之、柳瀬 昇、吉田
省子

田口 空一郎

神里 達博 川瀬 貴之 鬼頭 秀一 小川 達也
上田 昌文

12:10 - 13:20

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

STS１０+１０特別企画②：
若手から見たSTSの現在～STS
観・STS教育・キャリア形成～

萌芽的科学技術をめぐるガバナ
ンスと市民－フードナノテクから

の問いかけ

境界・認識・ネットワークに迫る
STS

テクノロジーアセスメント・
市民参加②

大学における防災教育

オーガナイザー：標葉 隆馬、江
間 有沙

オーガナイザー：立川 雅司 座長：伊勢田 哲治 座長：比屋根　均 オーガナイザー：内山 弘美

見上 公一 立川 雅司 津田 敏秀 八木 絵香 内山 弘美、
吉澤 剛 高橋 祐一郎 五島 綾子、松田 正己 佐藤 未来子 吉岡 斉
小山田 和仁 三上 直之 田中 隆文 橋本 裕子 八巻 俊憲
工藤 充 若松 征男 日比野 愛子、福島 真人
春日 匠

15:00 - 15:40

15：40 - 15:50

15:50 - 16:00

16:00 - 18:00

第2日　2011年12月4日

第1セッション
9:00-10:30

記念講演会　講演者：　中辻 憲夫（京都大学教授）、米本 昌平（東京大学教授）

第2セッション
10:40 - 12:10

昼休み

第3セッション
13:20 - 14:50

総会

柿内賢信記念賞研究助成金授与式

休憩
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