
Ａ会場（5.106） Ｂ会場(5.107） Ｃ会場（5.108） Ｄ会場（5.109） E会場（5.101） F会場（1.102）

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

科学技術思想・民主主義
イメージ

（11:00開始）
科学技術人材のダイバーシティ

研究（GEAHSS連携OS）
培養肉のELSIを考える

座長：綾部 広則 座長：田中 幹人 オーガナイザー：小川 眞里子 オーガナイザー：三村 恭子

林 真理 片岡 良美, 川本 思心 小川 眞里子 三村 恭子

吉野 太郎 吉岡 有文 隠岐 さや香 濱田 志穂

八巻 俊憲 横山 広美 三井 広大

菱木 風花 井上 敦 ディスカッサント：柄本 三代子

渡部 麻衣子 ディスカッサント：吉田 省子

ディスカッサント：平川 秀幸

12:00 - 13:00 理事会

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

協働・コミュニケーション 災害・防災
ジェンダー

（13:30開始）
ロボット・AI・RRI

座長：藤垣 裕子 座長：柴田 清 座長：三上 直之 座長：見上 公一

種村 剛 寿楽 浩太 一方井 祐子, 横山 広美 小林 俊哉

齋藤 芳子 岸川 丈流 五十嵐 美樹 水上 拓哉

天野 麻穂, 片岡 良美, 川本 思心 安井 あり紗, 菊地 乃依瑠, 森川 想 坂田 成実, 神里 達博

16:00 - 16:20

16:30 - 17:15

17:30 - 19:30

Ａ会場（5.106） Ｂ会場(5.107） Ｃ会場（5.108） Ｄ会場（5.109） E会場（5.101） F会場（1.102）

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

研究開発
福島「県民健康調査」検討委

員会は科学的か

対論型サイエンスカフェ「ロマ
ンは公的有人月探査を推進

する理由になるか？」

生命科学分野における倫理
的・法的・社会的課題（ELSI）

への取り組み

座長：小林 俊哉 オーガナイザー：林 衛 オーガナイザー：吉永 大祐 オーガナイザー：見上 公一

小野田 敬, 伊藤 泰信 林 衛 一方井 祐子 横野 恵

入江 信一郎 藤岡 毅 吉永 大祐 三成 寿作

青柳 みどり 種市 靖行 呉羽 真 八代 嘉美

渡邉 康平, 神里 達博 ディスカッサント：柿原 泰 ディスカッサント：磯部 洋明 見上 公一

ディスカッサント：土井 妙子 ディスカッサント：玉澤 春史

A-2-2 [OS]

オープンサイエンス・市民科
学・サイエンスカフェ・SDGs

オーガナイザー：島田 久美子

高瀬 堅吉

上田 昌文

島田 久美子

12:30 - 13:30
学会運営諮問委員会
学会誌編集委員会

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

科学技術と地方行政 害虫・農薬・環境の倫理学
人工知能が浸透する社会を

考えるWS2019

「脱炭素社会」への転換は生
活の質に対する脅威か，機会

か

座長：田中 隆文 オーガナイザー：鈴木 俊洋 オーガナイザー：江間 有沙 オーガナイザー：三上 直之

横山 広美, 一方井 祐子 藤木 篤 江間 有沙 三上 直之

菅原 風我 藤原 厚作 服部 宏充 江守 正多

定松 淳 寺本 剛 吉添 衛 池辺 靖

鈴木 千賀 ディスカッサント：鈴木 俊洋 松浦 正浩

ディスカッサント：木原 浩貴

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

生命科学
後藤邦夫先生追悼セッション：
その活動と科学技術社会論

対話を超えて：「科学と社会の
対話」をめぐるリフレクション

地球規模かつ超長期の複合
リスクをめぐる熟議の場の設

計

座長：山口 富子 オーガナイザー：塚原 修一 オーガナイザー：内田 麻理香 オーガナイザー：八木 絵香

標葉 隆馬 桑原 雅子 原 塑 岩崎 茜

西 千尋, 藤垣 裕子 田中 一郎 尾内 隆之 八木 絵香

筒井 晴香 綾部 広則 水島 希 工藤 充

渡部 麻衣子 塚原 修一 ディスカッサント：内田 麻理香 田村 哲樹

ディスカッサント：川野 祐二

総会　【E会場 (5.101)】

第1日目：2019年11月9日（土）

大会実行委員会企画特別講演　【E会場 (5.101)】（一般公開）

第1セッション
10:00 - 12:00

第2セッション
13:00 - 14:30

昼休み

柿内賢信記念賞授与式　【E会場 (5.101)】（一般公開）

有信 睦弘（東京大学執行役・副学長、前JABEE会長）

コメンテーター：調 麻佐志

14:40 - 15:50

懇親会　【27号館1階】

第4セッション
15:40 - 17:40

第1セッション
8:50 - 10:50

第2セッション
11:00 - 12:30

第3セッション
13:30 - 15:30

第2日目：2019年11月10日（日）

E-2-2 [大会実行委員会企画OS]

技術についていかに問いうるか―技術論の視点から科学技術倫理を問い直す　【E会場 (5.101)】（一般公開）

昼休み

オーガナイザー：金光 秀和

齊藤 了文

比屋根 均

鈴木 俊洋
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