
Ａ会場 [311教室] Ｂ会場  [312教室] Ｃ会場 [321教室] Ｄ会場  [322教室] E会場　[32L] 会議室

A-1-1 [OS] C-1-1 [GS] D-1-1 [OS]
チームサイエンスの科学の日本

推進を考えるハテナソン
ELSI再考

東日本大震災と科学技術への市
民参加−−ブライアン・ウィン再考−

オーガナイザー：王 戈 座長：山口 富子 オーガナイザー：原 塑
天野 麻穂 菅原 風我 原 塑
王 戈 田中 丹史 内田 麻理香
佐藤 賢一 見上 公一 水島 希
※WS形式のセッションとなります ディスカッサント：尾内 隆之

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

理論
専門知の不定性：その多様性と社

会性
ゲノム編集作物をめぐるガバナン

スと市民
座長：田中 幹人 オーガナイザー：尾内 隆之 オーガナイザー：立川 雅司
萩原 優騎 平田 光司 松尾 真紀子
水上 拓哉 本堂 毅 立川 雅司
永井 宏幸 中島 貴子 三上 直之
八巻 俊憲 ディスカッサント：三石 誠司

12:00 - 13:30 学会理事会

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

環境 戦争と科学
タイトル萌芽的科学技術を巡る

リアルタイム・テクノロジー
アセスメント

農業新技術の評価における環境
的価値と文化的価値

座長：田中 隆文 座長：中島 秀人 オーガナイザー：標葉 隆馬 オーガナイザー：鈴木 俊洋
吉田 悦子 黒田 光太郎 標葉 隆馬 鈴木 俊洋
田中 隆文 中島 秀人 河村 賢 北野 孝志
李 霄 夏目 賢一 吉永 大祐, 田中幹人 寺本 剛

A-1-4 [GS] B-1-4 [GS] C-1-4 [OS] D-1-4 [OS]

科学を巡る参加 科学と表象 「少子化」をめぐる科学言説 予測がつくる社会
座長：標葉 隆馬 座長：八代嘉美 オーガナイザー：高橋 さきの オーガナイザー：日比野 愛子
種村 剛 五島 綾子 田中 重人 山口 富子
齋藤 芳子 藤吉 隆雄 鈴木 良子 鈴木 舞
横山 広美 吉岡 有文 高橋 さきの SON Joonwoo

磯野 真穂 橋本 敬

17:00 - 17:40

17:50 - 19:50

Ａ会場 [311教室] Ｂ会場  [312教室] Ｃ会場 [321教室] Ｄ会場  [322教室] E会場（32L） 会議室

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

科学と技術を巡る視座
「市民科学」と放射能測定—市民
による測定をどう社会に位置づけ

るか
危険／危機に向き合う

女性研究者支援政策の国際比較
（１）：欧米の政策状況を通して

吉岡斉追悼セッション：通史・新通
史フォーラムと日本の科学批判

座長：柴田 清 オーガナイザー：水島 希 座長：寿楽 浩太 オーガナイザー：河野 銀子 オーガナイザー：川野 祐二

多根 悦子 中地 重晴 辛島 恵美子 河野 銀子 塚原 修一

比屋根 均 小山 貴弓 野村 祐子 Phoebe Stella Holdgrün 綾部 広則

鳥羽瀬 孝臣 上田 昌文 城下 英行 小川 眞里子 吉野 太郎

ディスカッサント：平川 秀幸 寿楽 浩太 財部 香枝 関東 晋慈

ディスカッサント：一方井 祐子 川野 祐二

ディスカッサント：後藤 邦夫

ディスカッサント：桑原 雅子

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

座長：小林 俊哉 座長：松原 克志 オーガナイザー：松本 行真 オーガナイザー：横山 美和 オーガナイザー：江間 有沙

小林 俊哉 小野田 敬 松本 行真 大濱 慶子

福井 智紀 上野 伸子 山田 修司 横山 美和

内田 隆 川本 思心 久利 美和 大坪 久子

許 豆任 一方井 祐子

12:50 - 14:00 学会誌編集委員会 学会運営諮問委員会

14:00 - 15:30

15:50 - 18:00

第4セッション
15:20 - 16:50

第1日目：2018年12月8日（土）

第1セッション
9:00 - 10:30

第2セッション
10:30 - 12:00

昼休み

第3セッション
13:30 - 15:00

大会記念講演「科学技術イノベーション政策のこれまでと課題、ＳＴＳの視点」
於：322教室

基調講演：小林信一（広島大学）
ディスカッサント：伊地知寛博（成城大学）、藤垣裕子（東京大学）、綾部広則（早稲田大学）

総会
於：322教室

懇親会 （3号館1階ホール）

第2日目：2018年12月9日（日）

第1セッション
9:30 - 11:00

第2セッション
11:20 - 12:50

STS教育の現在
知識が作られるときと、

そのポリティクス

特定の論点をめぐる事前対策の
困難さ―「非日常」のなかですす

む防災、復興の現場から

女性研究者支援政策の国際比較
(2)：アジアの政策状況を通して

人工知能が浸透する社会を考え
るWS2018

ライトニングトーク（複数の登壇者
による短時間の話題提供）＋WS
形式となります

昼休み

柿内賢信記念賞授与式および同特別賞受賞者記念講演
於：322教室


