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　22総学の参加者は、飛行機で来沖し、観光客で賑わう那覇の街に宿泊していただく必要があ
ります。現職の方は、金曜や月曜の講義や業務を休んで出張してきていただく必要があります。
支部・分会の若手や院生・学生に、旅行費用を支援して参加を促進していただく必要もあります。
そのために、参加者の皆さまが旅程を早々に確定し、日程を空けて航空券や宿舎の予約をとれ
るような運営が求められます。そこで、分科会発表の受付期間が、通例より早まっています。
　一方で、地域の情勢は激動しています。沖縄での学術集会として、辺野古新基地や日米安全
保障体制の問題への関心が強くもたれています。ところが、総学開催時に、辺野古新基地、安
倍政権、トランプ政権、朝鮮半島の状況がどうなっているか、予見困難です。したがって、ギ
リギリまで準備を続けて、情勢に見あった研究発表や討論を行いたいとの要求があります。
　1995 年の米軍兵士による女子児童暴行事件に端を発した沖縄の激動、96年の沖縄での 11
総学・97 年の沖縄米軍海上基地学術調査団以来の JSA の取り組みの中で、本会会員の沖縄認
識は非常に深まっています。22総学で訪れる以上、沖縄をより深く知りたいという要求があり、
実行委員会ではそれに、多彩なエクスカーションなどの企画で応えようとしています。
　こうした、運営上矛盾する課題に挑戦するため、22総学の準備の流れと日程はこれまでと異
なっています。そのことをご理解の上、ご参加下さい。	 [22 総学実行委員会事務局長・亀山	統一	]

・5 月 10 日から、分科会講演申込みを受け付けます。今回は 2 段階の発表受付を行
いますが、現段階で講演を検討していらっしゃる方は、ぜひとも第一次募集期間中
に応募を終えるようにして下さい。

・6 月 11 日から、22 総学への参加申込み・エクスカーションの参加申込みを WEB
上で受け付けます。分科会等で発表の有無に関係なく、全参加者に必要な手続です。

・9 月 3 日から、22 総学の参加費事前払い込みを受け付けます。

平和で持続可能な社会を—沖縄から考える—

JSA第22回総合学術研究集会
in 沖縄 2018.12.7-9
The 2nd Circular 2018年5月10日
日本科学者会議 22 総学実行委員会事務局  〒113-0034文京区湯島1-9-15茶州ビル9F 

http://www.jsa.gr.jp

22sogaku jsa.gr.jp

電話 03-3812-1472
Fax 03-3813-2363

22 総学日程概要 (2 次案 )　2018.12.7-9.	琉球大学（沖縄県西原町）大学会館・共通教育棟

7 日 金 エクスカーション 1 14:00-17:40
開会式・全体会 I

18:30-20:50
特別講演会

9 日 日 9:00-12:00
分科会 III

12:15-13:45
全体会 III

14:00-16:00
討論集会

エクスカーション 2 
( 〜 10、11 日 )

8 日 土 9:00-12:00
分科会 I

15:15-18:15
分科会 II

ポスター
CT

13:00-15:05
全体会 II

18:30-20:30
懇親会
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◆ 1.   22 総学のプログラム概要 ◆
＊　12 月 7 日（金）　＊

開会式・全体会 I	（7 日	14:00 〜 17:40		大学会館 3階特別会議室）基地のない沖縄、
平和憲法と共に歩む日本を展望する（シンポジウムの表題、各演者の演題とも仮題）
徳田	博人（琉球大法文学部）「辺野古新基地と地方自治」	
亀山	統一（琉球大農学部）「島の自然を守る意味　抑止力信仰から持続可能な社会へ」
演者未定　核兵器禁止・被ばく者援護・東アジアの非核化（2017・18 年の原水爆
禁止世界大会科学者集会の講演者を中心に演者を選定します）
池内	　了（名古屋大学名誉教授）「科学の軍事化の危機に（科学者として）どう対抗
するか？－進む軍産学官複合体作り－」

特別講演会	（7 日 18:30 〜 20:50		大学会館 3階特別会議室）沖縄に持続可能な社会を
築くために（シンポジウムの表題、各演者の演題とも仮題）
宮城	秋乃　写真上映と講演「高江ヘリパッド周辺で見つかった生物と、ヘリパッド
配備・米軍機飛行が動物に与えた悪影響の具体例」
仲里	利信（元県議会議長・前衆議院議員）　「体験者が語る沖縄戦・沖縄占領－「オー
ル沖縄」の原点－」
＊全体会 I 参加者は、会場隣の生協食堂等で夕食をお取りになり、引き続きご参加下さい。

＊　12 月 8 日（土）　＊

分科会 I（	8 日 9:00 〜 12:00	共通教育棟）　発表受付中

全体会 II	（8 日	13:00 〜 15:05	大学会館 3階特別会議室）	若者と一緒に考えるわたし
たちの社会−沖縄から考える−
＜主催者から＞　沖縄に限らず、政治に無関心といわれてきたこれまでの若者たちが、
近年、日本の政治状況に積極的に発言・行動するようになった。安保関連法案等に反
対して立ち上がった「シールズ」の若者たちは、得意の SNS で呼びかけあい連日国
会前で集会を開いた。活動は全国に広がりをみせ、沖縄でも「シールズ琉球」が辺野
古、高江の米軍基地問題に取り組んでいる。一方、教育現場では「政治的中立性」に
対し過剰適応、あるいは矮小化しながら、政治的な言説、例えば民主主義、平和といっ
た文言すら避ける傾向が表れている。今、わたしたちの社会のことを「自分ごと」と
して、そして自由で平等な姿勢で、共に話し合う「場」が必要なのではないだろうか。
　本企画は、このような若者を取り巻く状況を踏まえながら、日本・沖縄が抱える社
会問題等に対し、若者が何を考え、どう行動しようとしているのか、シンポジスト形
式でテーマに迫ります。「自分とは意見の異なる他者を排除することなく、多様な考
え方を受け止めあい、自分の主張に固執せず、建設的な対話を行う」という民主主義
の実験場です。フロアーの皆さんとともに内省や気づきを重ね、それを共有しながら
質の高い学びの場を構築したいと思います。
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分科会 II（	8 日 15:15 〜 18:15	共通教育棟）　発表受付中

懇親会 （8日 18:30 〜 20:30	大学会館 3階特別会議室または生協中央食堂）
＊沖縄の芸能文化の紹介のみならず、参加者同士の交流を十分にはかるプログラムを
検討します。各地からの飲み物の差入れを期待します。
＊終了後、那覇市街への移動手段を確保しますので安心してご参加下さい。

＊　12 月 9 日（日）　＊

分科会 III（	9 日 9:00 〜 12:00	共通教育棟）　発表受付中

全体会 III	（9 日 12:15 〜 13:45	大学会館 3階特別会議室） 憲法・地位協定をめぐる課
題と向き合う（仮題）
高作	正博（関西大学）　演題未定
フロアからの討議
＊憲法問題の理論的解明や最新の政治状況の分析を行うのみならず、私たち自身の「行
動」の提起をもふくんだ議論を行い、次の討論集会の議論や、参加者が所属支部に
戻ってからの活動へとつないでいく集会とすることを企図しています。

討論集会	（9 日 14:00 〜 16:00	大学会館 3階特別会議室）　
＊「JSA や科学者運動のあり方」「大学・研究機関のあり方と財政的保障」などにつ
いて参加者全体で論議し、もって JSA の活動活性化や組織強化をはかることを企図
しています。

ポスター発表の募集
ポスターセッション（7〜 9日	大学会館 3階、コアタイム 8日 12:00 〜 13：00）

　ポスターには、会員の研究発表と支部・研究委員会の活動紹介の 2種類があります。

(1) 自由演題のポスター発表を受付けます。予稿の体裁・締切は分科会発表と同じです。
ポスターは A0 判縦長のサイズであれば体裁自由です。申請者氏名 ･連絡先（住所、
電話・FAX、E-mail）・題名・A0判 2枚分以上必要な場合必要枚数、を明記し、実行
委員会にメールでお申込ください。申込用紙ファイル (docx) は 22 総学ウェブページ
で入手できます。発表者は予稿を提出して下さい、体裁・締切は分科会と同様です。

(2) 全ての支部と全国研究委員会は、活動を紹介するポスターを作成し、11 月 25 日ま
でに PDF ファイルを実行委員会に提出して下さい。このポスターには予稿は不要です。
作成・掲示の要領は 15ページをご参照下さい。支部・研究委員会以外で活動紹介を
希望する JSA の組織があれば、歓迎しますので、実行委員会にお申し込み下さい。

(3)	1,2 ともポスターの掲示期間は 7 日（金）13:30 から 9 日（日）16:00 までです。
	 8 日（土）12:00 ～ 13:00 はポスター・コアタイムですので、発表者は可能な限りで
ポスターの前にお立ちくださり、参加者との闊達な議論を深めて下さい。
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分科会とその分野一覧
A：平和・憲法、政治、メディア、情報、歴史修正・戦争責任

A1	平和・安保・核兵器廃絶・軍学共同問題
A2	「安倍政治の何が問題か	－日本国憲法の視点から－」

B：経済、21 世紀社会論、農業・食糧問題、労働
B1	「国民生活向上のための経済運営はどうあるべきか」
B2	沖縄経済の現状と課題
B3「日本の農と食を考える」

C：環境・公害・原子力
C1	「公害・環境問題の現在」
C2	「パリ協定をこえて」
C3	「福島原発事故の放射能は本当に安全か？」
C4	「原発問題	－福島原発災害を踏まえて、原発のない社会をつくるために－	」

D：科学とその普及、教育
D1	「第７回複雑系科学シンポジウム－複雑系科学と唯物論の地平－」	
D2	「市民と科学者を結ぶ雑誌『日本の科学者』の歴史的役割と展望」
D3	「「共に生きる市民」を育てる「民主的シティズンシップ教育」」
D4	「公共圏における多声性	－芸術が提供する知の交換－」
D5	「沖縄と平和教育」

E：防災・減災、震災復興、公共事業
E1	地震津波震災復興
E2	辺野古の地盤・環境問題

F：倫理・哲学、医療・福祉・人権、思想・文化
F1	「生命倫理の諸問題」
F2	「保健・医療・福祉の飛躍的発展の道を探る－にんげんの世にある限り向上・発
展させるべき課題とは？－」	

G：学術、大学・研究機関のあり方、研究者の権利・社会的責任
G1	「独立行政法人制度を問い直す－広汎な共闘で抜本的な制度改正を目指そう－」
G2	「大学問題を考える」
G3	「女性研究者問題を考える－不安定雇用の女性研究者の立場より－」
G4	「科学・技術サロン―日本の科学・技術の現状とロマンを語る part	11	―」
G5	「科学技術の現状批判－日本の科学・技術の健全な発展のための課題		part	11 －」
G6	「改めて今、研究者の権利・地位・倫理の課題を問う」

H：JSA が取り組んできた地域の課題
H1	私たちが取り組んできた、地域の課題（総合）

◆ 2.   分科会 ◆
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1. 申し込み資格　講演は会員が行うものですが、コーディネータが認めた場合は非会
員による講演も可能です。非会員の講演希望者はお申込時にその旨明記して下さい。

2. 申し込みの手順　＜原則として 7/27 までにお申込を！＞
(1) 申し込みの原則　全ての講演は各分科会のコーディネータがとりまとめます。講演
申請にあたって、まずコーディネータにご相談ください。講演申請ならびに講演要旨
は、各分科会コーディネータへ提出してください。実行委員会では分科会の配置時間
を極力調整して受けいれますが、応募者多数の場合、講演時間の短縮や講演をお断り
することもあります。応募後の処理についてはコーディネータにお任せください。

(2) 申し込み方法　	講演申込書ファイル（JSA ウェブサイト 22総学のページからダウ
ンロードできます）に講演者氏名 ･連絡先（住所、電話、E-mail）・講演題名・講演
概要（200 〜 300	字）を記入し、コーディネータにメール送信して申し込んで下さい。
コーディネータから受付の返事が届いたら申し込み完了です。7日以内に返事が届か
ない場合、督促すると共に 22総学実行委員会にご相談下さい。

(3) 適当な分科会が見つからない場合　テーマが一番近い分科会のコーディネータに講
演申込書ファイルを送ってご相談下さい。その分科会での講演が難しいと判断した場
合、または、近いテーマの分科会がないと判断される場合、22総学実行委員会にファ
イルを送ってご相談下さい。その場合、実行委員会では、A〜 G（数字なし）のテー
マ枠で講演を受け付けます。受け付けた講演は可能な限り口頭発表できるよう努力し
ますが、プログラム編成が困難な場合、ポスター発表をお願いする場合もあります。

(4) 申し込みの第一次締切　7 月 27 日（金・必着）とします。同日までの申し込み状
況に基づいて、分科会プログラムを決定します。確実に講演したい場合、複数の分科
会での講演を希望する場合には、必ず期限までに申し込んで下さい。

3. プログラムの発表と追加受付　＜例外的に 9 月末まで受付します＞
(1) 分科会プログラムを、9 月 3 日（予定）に JSA ウェブサイト 22 総学のページ上で
発表します。講演を申し込んだ方は必ず確認するとともに、航空券やホテルの予約等

分科会発表の申し込みの流れと日程

5/10 〜 7/27
分科会講演募集

9/3 〜 9/30
一部分科会の
講演追加募集

10/14 講演予稿
提出締めきり

9/3 ウェブサイト上
分科会一次プログラム発表

10/10 ウェブサイト上
22 総学プログラム中間発表

11/12 
22 総学確定プログラム発表

大手航空会社

の 75 日前割引

に間に合う！

出張・休講の

手続も十分で

きます！

1 ヶ月前です。

日程を最終確

認して下さい。

9/3 〜 参加

費払込受付

6/11〜参加

申込受付
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を行っていない場合は速やかに手続きして下さい。

(2) 余裕がある分科会に限り、講演の追加受付をします。申込み先はコーディネータで、
最終締め切りは 9月 30日 ( 日・必着 ) です。

(3) 社会情勢の急変などに対応して、若干数の分科会を新設する場合があります。この
場合の講演申し込み締切はその都度お示しします。

4. 予稿の提出期限と確定プログラムの発表
(1) 分科会講演者には、A4 判 2 ページの予稿の提出が義務づけられます。予稿は、白
黒印刷が可能なテキスト（要点の箇条書きではなく文章にして下さい）および図表で
構成し、ワード形式 (docx、	DTP ソフトへの取込用 ) と PDF 形式（版下出来上り確認
作業用）のファイル両方（同一内容のこと）でコーディネータに提出していただきます。
提出期限は 10 月 14 日（日・必着）です。書式の詳細はコーディネータから連絡します。
期限までに予稿を提出しない場合、分科会での発表は取り消されたものと見なします。
指定のファイルを作成できない場合、または、ワード形式以外での提出を特に希望す
る場合は、お早めに実行委員会にご相談下さい。

(2) 10 月 10 日までに第二次分科会プログラムを含む 22 総学プログラムを中間発表し
ます。22 総学全ての最終プログラムは、11 月 12 日に最終発表します。

5. メールを使用できない方の例外　下記の事項を明記して、22総学実行委員会に 7月
13日（金・必着）までに FAXまたは郵送して下さい。実行委員会から折り返し連絡し、
手続を進めます。記入事項：講演者氏名 ･連絡先（住所、電話、E-mail）・講演題名・
講演概要（200 〜 300	字）。実行委員会宛先：1面をご参照ください。

設置予定の分科会の詳細

★	分科会は、A〜 Hの分野に分けてあります。発表したい講演テーマに適合する分科
会がない、または複数あると思われる場合の対応を含め、発表申込み・問い合わせ方
法・期間の詳細は上記をよくお読み下さい。

★	表題に「」を付してあるのはコーディネータが表題を特定して応募した分科会です。
「」がないのは、コーディネータが仮題で応募している分科会、および特に多様な講
演の応募を想定して実行委員会管理としている分科会です。応募条件等では両者に違
いはありません。

★	「配置見込枠」は、コーディネータの希望に基づき、各分野会での重複を避けるべ
く配分した当初案です。皆さまの応募状況により分科会の所要時間は大きく変化しま
すし、諸状況により分科会間の調整・統廃合等を行うこともあり得ますので、分科会
の配置日時は大きく変わりうることをご了解の上、お申し込み下さい。

★	コーディネータのメールアドレスは「@」のみ画像化してあります。申込メール作
成時に PDF からコピーペーストする際、( スペースを消し )「@」を補って下さい。
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A：平和・憲法、政治、メディア、情報、歴史修正・戦争責任

A1  平和・安保・核兵器廃絶・軍学共同問題
　亀山	統一（JSA 平和問題研究委員会・琉球大学）　kameyama agr.u-ryukyu.ac.jp

　実行委員会と JSA 平和問題研究委員会で募集管理する分科会です。安保・基地問題、
核兵器禁止・廃絶、抑止力論、中国・北朝鮮脅威論と地域の平和構築、平和運動、軍
事と持続可能性、軍事研究・軍学共同、軍事と情報・報道など、広く平和問題に係る
多様な講演を受け付けます。	 配置見込枠 I 〜 II（III）

A2 「安倍政治の何が問題か  ―日本国憲法の視点から―」
小畑	隆資（JSA 憲法研究委員会・岡山支部）　yutorie-_-tkys_hsk yellow.plala.or.jp

　本分科会は、「安倍政治の何が問題か」を「日本国憲法の視点」から解明する。安倍
首相の 9条改憲を柱とする「改憲政治」を「自民党憲法にもとづく政治」として捉え、
「安倍政治」の特異性を解明する。また「安倍政治」＝「改憲政治」に対決する市民と
野党の共闘とは何かを、「日本国憲法にもとづく政治」＝「立憲政治」の視点から解明
する。あわせて、日本国憲法の意義を鮮明にすることも課題としている。
	 配置見込枠 III

B：経済、21 世紀社会論、農業・食糧問題、労働

B1 「国民生活向上のための経済運営はどうあるべきか」　
米田	貢（東京支部・中央大学分会）　myoneda tamacc.chuo-u.ac.jp

　時代錯誤のトリクルダウン論に基づいて、安倍政権は成立以来一貫して日米軍事同
盟の強化を前提に大企業最優先の経済成長戦略を追求してきた。その結果、株高や円
安の恩恵を享受できる一握りの大企業関係者・富裕層と圧倒的多数の勤労国民との所
得格差、資産格差は急激に拡大し、非正規労働者、無年金・低年金の高齢者、母子（父
子）家庭の多くが、「健康で文化的な最低限度の生活」すら確保することができないで
いる。安倍政権による平和憲法の改悪を阻止し、政府の経済運営の焦点を生活の向上
に転換するならば、現在の物質的生産力の基礎上で、国民生活は、どのように、そし
てどの程度改善することができるのか、多角的に検討したい。	 配置見込枠 I

B2  沖縄経済の現状と課題　
米田	貢（東京支部・中央大学分会）　myoneda tamacc.chuo-u.ac.jp

　コーディネータと実行委員会が共同で募集管理する分科会です。地元研究者・専門
家はもちろん、全国の関心ある会員の発表を期待します。加えて、基地のある地域、
島嶼域、公共事業に依存した経済構造をもつ地域など、沖縄と共通点があると思われ
る地域の経済・社会についての研究発表を歓迎します。	 配置見込枠 II
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B3 「日本の農と食を考える」　
西村	一郎（食糧問題研究委員会）　info nishimuraichirou.com

　日本の農と食が資本の論理で一面的にゆがめられつつある中、TPP の発効などによっ
てさらに悪化することが予想されます。低い食糧自給率や高齢化する生産者など現状
の問題点を共有化し、そうした中で国民の立場でのあるべき農と食は、いったいどの
ように展開していけば良いのか多方面から考えます。	 配置見込枠 III

C：環境・公害・原子力

C1 「公害・環境問題の現在」　
畑	明郎（滋賀支部）　hata.akio gaia.eonet.ne.jp

　本分科会は、各報告を通じて、国内・国際的な公害・環境問題についての、自然科学的・
社会科学的な現状報告を行うことで、今後、科学者会議として取り組むべき課題を提
示することを目的に設置する。各地域での公害・環境問題の現状と課題を討論する。
		 配置見込枠 II（〜 III）

C2 「パリ協定をこえて」　
岩本	智之（JSA 中長期気候目標研究委員会JSA-ACT）　otto-mawis rinku.zaq.ne.jp

　2015年に採択されたパリ協定は21世紀中の世界の平均気温上昇を2℃までに抑え，
可能なら 1.5℃より小さくするための国際的枠組みとして重要である．しかし IPCC は
2040 年代には 1.5℃に達するとの見方をまとめつつあり，温室効果ガス排出削減は
いっそう緊急性を増している．本分科会は 21 総学での議論を踏まえ，化石燃料と原
子力に依存しない自然エネルギーへの移行の現段階の課題を明らかにし，社会に発信
しようとするものである．			 配置見込枠（II 〜）III

C3 「福島原発事故の放射能は本当に安全か？」　
宗川	吉汪（京都支部）　sokawa snr.kit.ac.jp

　日本学術会議「子どもの放射線被ばくに関する報告」（2017.9.1）や復興庁「風評払拭・
リスクコミュニケーション強化戦略」（2017.12.12）あるいは『しあわせになるため
の「福島差別論」』（2018.1.5）など放射能安全論が振りまかれている。本分科会では、
甲状腺がんや周産期死亡率、急性心筋梗塞、米空母ロナルド・レーガン乗組員の被ばく、
被ばく限度 20mSv、内部被ばく無視軽視、福島の線量測定など具体的問題を取り上げ
て放射能安全論を批判する。	 配置見込枠 I

C4 「原発問題 − 福島原発災害を踏まえて、原発のない社会をつくるために−」 　
山本	富士夫（JSA 原子力問題研究委員会）　yamamo96 yahoo.co.jp

　日本科学者会議は、2011 年 3月に発生した福島原発災害を踏まえて、全ての原発
をなくすことを決議している。あれから７年を経過した今日も、小児甲状腺癌の発症
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が増えるなど、生命環境破壊が進んでいる。日本政府は、福島原発災害の教訓も反省
も無視したまま、相変わらず「安全神話」のもとで原発再稼働を進めている。私たちは、
政府の愚かな政策を批判し、「原発のない新しい社会」をつくるための理論と実践を積
み上げる必要がある。	 配置見込枠 II 〜 III

D：科学とその普及、教育

D1 「第７回複雑系科学シンポジウム−複雑系科学と唯物論の地平−」 　
粟野	宏（山形大学）　awano-h yz.yamagata-u.ac.jp

　2010 年の 18総学（宮城）で分科会「複雑系科学と現代唯物論」を設けて以来、こ
れまで総学を含めて6回の「複雑系科学シンポジウム」を重ねてきました。その間、哲学、
歴史学、社会諸科学、自然諸科学にまたがる境界領域の多岐にわたる研究が紹介され、
活発な議論が展開されました。今回、2016 年の 21総学（京都）以来 2年ぶりの複雑
系科学シンポジウムを開催し、2020 年代の複雑系科学と唯物論のゆくえを展望する
べく、意欲あふれる研究を募集します。	 配置見込枠 I

D2 「市民と科学者を結ぶ雑誌『日本の科学者』の歴史的役割と展望」　
長野	八久（『日本の科学者』編集委員会）　jjs2007 jsa.gr.jp

　市民と科学者を結ぶユニークな雑誌『日本の科学者』（「JJS」）を進化、普及させ、
社会発展に貢献する雑誌に育てるため、以下のような諸点から問題提起を行い、意見
を交換する。1.JJS の歴史、海外の類似雑誌、2. 科学の産業化、科学者の労働者化、科
学者の権利、3. 現代における科学者と市民の関係、科学と市民社会との関係、科学リ
テラシー、4. 現代における JJS の役割、5. インターネットとの連結　オープンアクセ
ス　双方向性、6. 研究者の国際連帯交流、平和への貢献、7. 魅力ある創造活動として
の JJS 編集、現代社会における科学の課題を発掘する	。	 配置見込枠 III

D3 「「共に生きる市民」を育てる「民主的シティズンシップ教育」」　
名嶋	義直（琉球大学国際教育センター）　najimay lab.u-ryukyu.ac.jp

　多様な背景を持つ人々が共に暮らす社会がすでに存在しているにもかかわらず，「国
民＝日本国籍＝主権者＝日本語＝アイデンティティ＝民族＝イデオロギー」という幻
想がいまだ強固に存在し，主権者教育も選挙など「日本国民」を育てる教育の面が強
調されがちである。本分科会では，その状況を批判的に捉え，「共に生きる市民」を育
てる「民主的シティズンシップ教育（民主的市民性教育）」の必要性を主張し，私たち
一人ひとりに何ができるかをフロアとともに考える。	 配置見込枠 I

D4 「公共圏における多声性 ―芸術が提供する知の交換―」　
佐々木陽子（南山大学）　yokosasaki_cscd yahoo.co.jp

　公共圏とは、個々人が、共通の善を巡って討議するための、参加者全員が理性的熟
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議をし得る場のことである。この分科会では、公共圏における多様な声（多声性：ポ
リフォニー）をテーマに、とりわけ演劇、詩、写真（ジャーナリズム）などの「芸術	」	が、
拾いこぼれ易いマイノリティの声を集め、人々の置かれた状況や心情を可視化し、他
者が出会いなおす「場」を提供する点に注目し、その意義を再考する。	配置見込枠 II

D5 「沖縄と平和教育」
いとう	たけひこ（和光大学）　take wako.ac.jp

　実行委員会とコーディネータで募集管理する分科会です。初等中等教育、および高
等教育における平和教育、さらには、社会教育における平和教育をめぐり、理論、実践、
障害など多様な講演を受け付けます。特に沖縄の平和問題に関連した内容の平和教育
の発表を歓迎します。	 配置見込枠 III

E：防災・減災、震災復興、公共事業

E1   地震津波震災復興
綱島	不二雄（宮城支部）　t-mejiro agate.plala.or.jp

　東日本大震災につづいて熊本地震、そして各地が自然災害に見舞われています。日
本は災害大国であり、その発生頻度が高まることも予想されています。これからの震
災復興に関しては、創造的復興に人間の復興理念を強く主張していく必要があります。
今回の総学においては、経験を踏まえての教訓、被災者復興の現状と課題、自然に対
する文系・理系を総合した研究の展開についても議論したいと思います。多方面から
の参加を呼びかけます。	 配置見込枠 II

E2   辺野古の地盤・環境問題　
中山	俊雄（東京支部）　otto.nakaya gmail.com

　辺野古新基地建設予定地には、アオサンゴ群落、ジュゴンの生息地などの環境破壊
の問題に加え、活断層、軟弱地盤など地盤にも問題のあることが指摘されている。本
分科会ではこれらの問題点を取り上げ検証する。	 配置見込枠 III

F：倫理・哲学、医療・福祉・人権、思想・文化

F1 「生命倫理の諸問題」　
黒須	三惠（JSA 生命と医の倫理研究委員会）　kurosukrsuou gmail.com

　特定の問題に限定せず、生命倫理や価値に関連した議論をする。旧優生保護法下の障
がい者など弱者への強制不妊手術の裁判が始まり被害補償など国の対応がもとめられて
いる。新型出生前診断を日本産科婦人科学会が臨床研究に限定していた指針を変更し一
般医療として認めるなど胎児の中絶、いのちの選別の拡大が懸念される。優生思想、い
のちの（道徳）教育、生命倫理と科学の価値などについて検討する。	 　配置見込枠 II
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F2 「保健・医療・福祉の飛躍的発展の道を探る −にんげんの世にある限り向上・発展
させるべき課題とは？」

片平	洌彦（健和会	臨床・社会薬学研究所）　katahirakiyohiko gmail.com
　日本国憲法第 25条は、国民の健康で文化的な生活を営む権利と、その権利を保障
し向上させる国の努力義務をうたっている。今日、憲法問題では専ら第 9条「改正」
が日々マスコミで報道されていて、第 25 条をもとにどのようにして権利を保障し、
向上させるかという議論は表出していない。こうした権利の保障が保健・医療・福祉
の増進・向上につながることは言うまでもない。平易な言葉で言えば、地域レベルで
も国レベルでも、さらには国際レベルでも、保健・医療・福祉を向上・発展させるこ
とが自治体・政府・国際機関に求められており、その努力義務を怠ることは許されな
い。本分科会では、こうした視点に立って、地域・国・国際の各レベルで、保健・医
療・福祉を向上・発展させるには、どのような視点で、どのような取組みが求められ
ているかを、各演者が直面している課題に即して問題提起をしていただき、問題解明・
解決の方途を、参加者全体の議論を通じて考察し深めたい。	 配置見込枠 III

G：学術、大学・研究機関のあり方、研究者の権利・社会的責任

G1 「独立行政法人制度を問い直す −広汎な共闘で抜本的な制度改正を目指そう−」　
小滝	豊美（茨城支部・JSA 国公立試験研究機関問題委員会）

kotaki.tunion+jsa gmail.com
　独立行政法人（独法）制度が施行されてから 17年が経過した。この間、国の独法
は何度も「改革」の対象に挙げられ、公設の試験研究機関も法人化や統合が進められた。
国立大学も法人化された後、文科省による「改革」の押しつけが続いている。しかし
その現場では、独法制度に込められた削減思想によって、事業の継続性さえ脅かされ
るような深刻な状況に至った。これを解決するには独法制度の抜本的な改正が不可欠
である。この分科会では、抜本的な制度改正を目指す広汎な共闘をいかに展開するか
考えたい。	 配置見込枠 I

G2 「大学問題を考える」　
松田	正久（愛知支部）　masahisa.matsuda gmail.com

　本分科会は、各報告を通して、大学のこれからの在り方について考察したい。国公
立大学、特に国立大学にあっては、運営費交付金が減少する中、一法人複数大学化な
ど統合の動きがある。その情報を共有し、そうした動きに対する JSA の基本的立場に
ついて議論したい。また、少子化の中でますます厳しくなる私学の問題などを出し合い、
奨学金ローン化の問題や授業料無償化の動きを含めて、今後の高等教育のあり方を検
討する。
	 配置見込枠 II
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G3 「女性研究者問題を考える −不安定雇用の女性研究者の立場より−」　
笹倉	万里子（岡山支部）　sasakuramariko gmail.com

　女性研究者・技術者委員会は分科会を開催し、さまざまな側面から女性研究者問題
を検討してきた。文部科学省による女性研究者支援事業が一定程度広がる中で、「科学
技術の発展を支える女性研究者」とはどのような人々か、その実情を明らかにするた
めの『調査チーム』を 2017 年度に発足させた。今回は『不安定雇用の立場の女性研
究者の実情』に関する質的調査について中間報告を行い、問題の所在を多面的に議論
したい。	 配置見込枠 III

G4 「科学・技術サロン−日本の科学・技術の現状とロマンを語る part11 −」　
長田	好弘・松永	光司（東京支部）matsunaga_mitsushi hotmail.com

　自衛隊明記で憲法改悪方針、軍拡突出予算、沖縄への核配備容認、米の新核戦略を「高
く評価」、核兵器禁止条約反対（＝妨害）、先制敵基地攻撃態勢準備、「働き方改革実行
計画」（＝過労死ラインにお墨付き）、原発・リニアセットのトップセール、サイバー
空間の戦場化…。安倍政権の立憲政治破壊、極右化・ファッショ化への暴走阻止のた
めに国民はこれまでになく科学を求めている。国民の求めに応えて科学・技術の現状
とロマンを大いに語ろう。		 配置見込枠 I

G5 「科学技術の現状批判 −日本の科学・技術の健全な発展のための課題  part11 −」　
長田	好弘（東京支部）・久志本	俊弘（大阪支部）・矢作	英夫 *（東京支部）

myahagi viola.ocn.ne.jp
　神戸製鋼は、長年、自動車・航空機・鉄道車両など国民生活に影響甚大な製品の強
度や寸法のデータを改ざんして出荷してきたことは国際問題にまで発展している。安
倍政権も、「裁量労働制のほうが通常労働形態より労働時間が短い」と虚偽答弁を重
ねて、年間 6000 時間も働くことが違法とされない仕組みを作ることに専念してきた。
科学・技術力の向上と製品の信頼性向上のためにも資本の横暴、政治の横暴をただす
現場での草の根のたたかいがますます重要となっている。職場の実態報告、市民との
新しい連帯の探究のための議論、交流の場としたい。		 配置見込枠 II

G6 「改めて今、研究者の権利・地位・倫理の課題を問う」　
丹生	淳郷（埼玉支部・JSA 科学者の権利問題委員会）　kiyoniu03 yahoo.co.jp

　約 40 年ぶりにユネスコ「科学研究者の地位に関する勧告 (1974 年 )」が、昨年 11
月に「科学及び科学研究者に関する勧告」として全面改定された。JSA は 2007 年に「研
究者の権利・地位と倫理 ｣報告を公表しており、これを機にユネスコ改定文書と併せ、
その意義を改めて問いかけるとともに、今日的課題である研究倫理の確立のための実
践、頻発する研究不正の実態と背景、非常勤教職員・研究者・技術者の雇用と権利問
題などを探る。		 配置見込枠 III
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H：JSA が取り組んできた地域の課題

H1   私たちが取り組んできた、地域の課題（総合）
22 総学実行委員会　22sogaku jsa.gr.jp

　JSA は 47 都道府県におかれた支部を活動の基本組織としており、各地で毎年百件単
位の多数の企画が行われています。また、地域や全国・国際規模の諸団体と連携して、
さまざまな社会的活動も行われています。このようにして全国の JSA 会員が行ってき
た研究・教育・普及活動、社会的活動は、極めて多岐にわたります。22総学実行委員
会では、従来設置されてきた分科会には収まらないこうした多様な活動の成果を持ち
寄る分科会をつくります。皆さま奮って発表をお申し込み下さい。申込み状況により
一部を分科会として独立させたり、関連する報告ごとにグループ分けを行うなどして、
ただの寄せ集めでない充実したプログラムにするよう努めます。　配置見込枠 I 〜 III

◆ 3.   エクスカーション ◆
　事前の調査で、エクスカーションへの強い期待が寄せられたことから、かつてなく
充実したプログラム案を準備しました。そのため、実行委員会としては各コースの需
要予測が全くできません。そこで、以下のように手続を進めます。

★ 5 月中に情報更新　今号ではコース概要のみをお示しし、5月中に JSA ウェブサイ
ト 22総学のページで、各コースの詳しい行程と参加費用見込をアナウンスします。

★ 6/11 受付開始　参加希望の方は、6月 11 日からの事前参加申し込み手続の際に、
合わせてお申し込み下さい。（参加申し込みファイルの中に専用欄があります。）

★ 9/3 催行発表　実行委員会では 8月中旬までの申込状況をふまえて各コースの催行
の可否を判断します。また、一部コース同士を合併する等の調整を行うことがありま
す。9月 3日に JSA ウェブサイト 22総学のページで最終プログラムを発表します。

★ 9/3 費用払込開始　8月までに申し込まれた方には、実行委員会より参加の意思を
確認します。9 月以降は先着順で定員または期限まで申込みを受け付けます。参加費
用は事前払い込み願います。9月 3日以降、総学諸費用の払い込みを受け付けます。

★	参加中止時の払い戻し	　台風等の不可抗力により実行委員会がそのコースの催行を
中止した場合、原則として参加費用全額を払い戻します。催行中に中断した場合は、
極力参加者の不利益にならないよう判断いたします。一方、申込者の自己都合で参加
を取りやめる場合、払い込まれた費用は返還しません。申し込み後、費用を支払わず
に欠席した場合も、参加費用を請求します。ご理解の上お申し込み下さい。

◆ 7 日に行うエクスカーション・コース
(P)「中部基地視察」　7 日 9 時那覇発、13 時琉大着。普天間基地、座喜味城跡（読谷
村）、嘉手納基地の視察を行います。中部基地平和学習の標準コースを平和ガイドの
案内で回るので、沖縄に初めて来て前泊されている方に特に向いた企画。
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◆ 9 日〜 10 or 11 日に行うエクスカーション・コース
(Q)「辺野古 ( ゴボウ抜かれ体験可能 )・高江」　9 日琉大 (or10 日那覇 ) 発、11 日那覇解散。
新基地建設現場の辺野古ゲート前、オスプレイ着陸帯が建設され、部落と生態系が
激しい訓練にさらされている高江を見学する。「みる」だけでなく、実際に現場に座
り、地元の人々と語り合うことで、「暴力的な人々が占拠していて怖い」「日当をもらっ
ている」「中国人ばかり」などというデマと、普段は穏和な現実の落差も体験できる。

(R)「やんばるの夜の生物観察」　9 日琉大 (or10 日那覇 ) 発、11 日那覇解散。専門のフィー
ルドワーカーの協力を得て、やんばるの森の核心部分の生物などを観察する。昼は
山中、夜は宿舎付近で、その時の気象条件、生物季節に応じて可能な観察を行う。

(S)「石垣・西表のマングローブ・自然」　10 日午前石垣島集合・11 日午後同島解散。
10 日午後の干潮時に、西表島の浦内川マングローブおよび河口部のトゥドゥマリ浜
をゆっくり歩いて、素晴らしい景色と特有の生物をよく観察する。浦内川は砂質の
広い河口干潟があり、専門の案内人に随けば「散歩」は容易である。11日は、参加
者の時間の許す限り、西表島または石垣島の自然を観察する。

(T)「伊江島の戦跡・戦後運動跡地」  10 日那覇発、11 日那覇空港解散。本部半島の港
からフェリーで伊江島に渡る。伊江島は沖縄戦の縮図といえる島である。戦後も米
軍の強制的・暴力的土地収奪が行われ、それに対し「非暴力のたたかい」が行われ
てきた。今も島内には米軍の重要な訓練場がある。それらを知るフィールド学習を
行う。帰途、辺野古など沖縄島北部の重要な現場も可能な限り見学する。

(V)「北部基地・辺野古視察」　10 日那覇発・那覇空港解散。キャンプハンセン、キャ
ンプシュワブ、辺野古ゲート前・辺野古の浜を見学する。北部基地平和学習の標準コー
スを平和ガイドの案内で回るので、沖縄に初めて来た方に向いた企画。

(W)「沖縄観光の定番・美ら海水族館」　10 日那覇発・那覇空港解散。本部町（もとぶ
ちょう）の海洋博公園にあり、沖縄の豊かな海の生物体験、イルカたちとのふれあ
いも楽しめる。水族館では、神秘に満ちた沖縄の生き物たちの雄大な世界が広がる。
世界最大の魚ジンベエザメや、ナンヨウマンタも観察できる大迫力の巨大水槽、沖
縄の海を丸ごと体感できる。

 
◆ 4.   展示・物販・休憩室、諸情報 ◆

展示（8〜 9日	共通教育棟）、物販・休憩室（7〜 9日	大学会館・共通教育棟）
＊ポスター発表ではなく、標本や出版物など現物を含む展示を、受け付けます。但し
会場に要員を常置できませんので、紛失・棄損すると支障のあるものの展示はでき
ません。ご希望の方は、10月 14日までに実行委員会にご相談下さい。

＊ 7日から 9日まで、JSA の書籍販売等の物販コーナーを設ける予定です。

＊ 7日は、全体会場の一角に、飲み物のコーナーを設置します。8、9日は分科会会場
付近に休憩室を設置します。
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22 総学ご参加にあたっての諸情報
★	託児サービス、バリアフリー　総学開催中、託児室を、琉球大学の協力も要請しつ
つ開設する予定です。詳細は次号に掲載しますが、託児室を利用する可能性のある方
はお早めに実行委員会にご連絡下さい。また、心身に障害がある等の方が 22総学の
全行事に支障・不便なく参加できるよう、実行委員会では最善の支援に努めます。琉
球大学構内にはバリアフリー未対応部分もあり、エクスカーションではさまざまな場
所を訪れますので、事前に配慮すべきことを把握し対応することが必要です。バリア
フリー面で配慮・支援を望む方は、是非お気軽に実行委員会にご相談・ご確認下さい。

★	食事など　	7 日：全体会場隣の生協中央食堂（〜 19:40）・売店（〜 18:30）をご
利用いただけます。また、徒歩 3分で生協北食堂（〜 20:00）もあります。8 日：生
協中央食堂の昼食利用が可能です（11:30 〜 14:30）。9 日：大学構内の店舗・食堂
は全て休業しますので、総学参加申し込みの際に、お弁当の予約を受け付けます。▼
直近のコンビニエンスストアは、会場から徒歩 10分以上の距離にあります。▼会場
近くに、ゆうちょ銀行と沖縄銀行の ATMがあり、後者は休日も利用できます。

★	台風接近の場合　12月は台風シーズンではありません。しかし、万一、会場（エ
クスカーションも）所在地に暴風警報が出た場合、警報発令中は企画を中止します。
公共交通も運休します。▼大手航空会社は台風接近で旅程変更を余儀なくされた場合
には、申し出れば航空券の種別に関係なく手数料なしで便の変更が可能です。LCC の
場合は扱いが異なります。事前に契約条件・手続方法をお確かめ下さい。▼災害時に
足止めされた旅客に対しては、多くのホテルが空き室を低料金で提供しています。

支部・研究委員会のポスター作成要領
　支部・研究委員会の紹介ポスターは、A3 横置き 8 枚（4 枚 2 列）のパワーポイント
または PDF のスライドショー（書式自由）として作成して下さい。これは、各ポスター
ファイルを実行委員会が集成し、PDF ブックレット化して公開することを意図してい
るためです。各支部・研究委員会は必ずポスターを作成願います（11/25 〆切）。作成
困難な支部に対しては支援しますので、実行委員会に早めにご相談下さい。
　顔写真や著作権のある図版を使用する場合、ご注意下さい。作成したファイルは、
PDF 形式にして実行委員会にメール送信して下さい。総学参加者のいる支部・研究委
員会は、印刷体を参加者に託して下さい。参加者のいない支部は実行委員会で印刷掲
示しますので、参加者を出せない支部も、ポスターで 22総学に参加できます。
　総学の目的の一つに、各支部の参加と活動交流があります。ポスターセッションは、
支部、地区、委員会、会員の重要な「交流の場」です。創立50周年を迎える支部も多い今、
支部の活動史や、現在の活動ぶりがよく分かるポスターを歓迎します。各支部が活動
する学園・地域での、特定の学問・研究・教育活動、社会的活動に焦点を絞ったポスター
も、大いに歓迎します。支部や研究委員会の個性を活かし、自由に作成して下さい。

編集中 編集中
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あし　那覇空港ターミナルにはモノレール駅が直結してお
り、高速バスを含む一部の路線バスも発着します。LCC ター
ミナルは国内線ターミナルから専用バスで移動します。
■ゆいレール（モノレール）　那覇空港駅－首里駅、片道 27
分 330 円です。OKICA 以外の交通系カードは使えません。
■路線バス　琉球大学には高速バス 111/152 番、路線バス市
外線 94（平日のみ）/97/98 番が運行しています。会場にバ
ス停が近いのは 94,97 番、乗車時間が短いのは 98番と高速バ
スです。バス時刻表、路線図は「バスなび沖縄」などでお調
べ下さい。http://www.busnavi-okinawa.com/map/
★空港→111/152番高速バス琉大入口下車・徒歩8分（740円）
★旭橋駅→ 98 番琉大北口駐車場下車徒歩 5分 /	97 番琉大東

口下車徒歩 4分。97,98 番の他の乗換駅は右図参照。
★首里駅→ 94 番琉大法文学部前下車	徒歩 1 分（土日運休
370 円・25分）・タクシー（15分・構内周回道路「理学部前」
または「中城口（東口）」信号で下車・2千円）
■タクシーなど　3〜 4名で乗車すると割安ですので、乗り
合い利用もご検討下さい。8、9 日は北口から入構して下さい。
琉球大学には自家用車・レンタカー等で自由に入構できます。
駐車場の利用も自由で無料ですが、平日日中は混雑します。

やど　公共交通路線図を参考に那覇市内のホテル（おもろま
ち〜旭橋沿線に多くあります）をお選び下さい。混雑します
ので、参加ご検討の方は早期にまず宿を予約して下さい。

日本科学者会議第 22 回総合学術研究集会実行委員会
委員長：屋富祖 建樹（前琉球大学）　副委員長：松田	正久（JSA
研究企画部長）　事務局長：亀山	統一（琉球大学・開催校責任
者）　実行委員：合田	公計（大分）、半田	駿 (佐賀 )、木下	統 (宮
崎 )、小早川	義尚 (福岡 )、前田	定孝（三重）、三好	永作 (福岡 )、
中野	豊 (福岡 )、堺	英二郎（福岡）、田島	康弘 (鹿児島 )、吉田	

省三 (長崎 )　現地実行委員：天久	和正、賀数	清孝、加藤	祐三、三村	和則、内藤	重之、名嶋	義直、
仲地	博、大倉	信彦、里井	洋一、泉水	奏、田港	朝昭、照屋	匡、山内	榮　（5月現在 ,	ABC順	）

★総学参加費・懇親会費　参加費等の事前払込みは 9月 3日開始予定です。
参加費 一般会員 院生・学生会員 特別会員 市民（通し）（1 日） 学生 / 〜高校生
事前 4000 1000 2000 1000 500 -
当日 4500 1000 2000 1000 500 無料
予稿集 上記に込み 上記に込み 上記に込み 1000 1000 1000	/	500

懇親会費 一般会員 院生・学生会員 特別会員 市民 学生・生徒
事前 4500 1000 2500 3000 1000
当日 5000 1000 3000 3000 1000

＊会員向けの1日券は発行しません。院生会員・学生・生徒は実質予稿集代だけで参加できる参加費設定です。

会場

高速道路
琉大入口北口

琉大北口

琉
大
東
口

南
口

東
口

琉大
法文

琉大千原地区

生協中央
図書館

大学会館

農
工

理

法文教育

本部

生協北

池

共通
教育棟

北口（宜野湾口）：常時開放、守衛
常駐。南口（西原口）・東口（中城口）：
7日22:30〜9日 車道閉門、歩道は常
時開放。  ▲コンビニ。  ●バス停。

せんばる

博物館

駐車場

152

那覇
IC

98

97

94 97

まきし

ぎぼ 

安里駅 あさと

歩1分

歩1分
県庁北口

那覇バス
ターミナル

モノレール
バス接続図

みえばし

つぼかわ
おうのやまこうえん
おろく
あかみね

しりつびょ
ういんまえ

111

歩1分

美栄橋駅


