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IUHPST 分会 第 24 期第 2 回委員会議事録 
 
2018 年 11 月 18 日 14 時～15 時 
場所 東京大学駒場 14 号館 308 号室 
出席：河村豊、木本忠昭、佐野正博、橋本毅彦、兵藤友博 
欠席：隠岐さや香、戸田山和久、中島秀人 
 
議題    
         1 前回議事録を承認した 資料（１）参照 
         2 IUHPST/DHST. 関聯報告 および評議会開催に際して 
       ２．１ 2017 年評議会についての報告（橋本）を了承した。 

２．２ 2018 年東京評議会会議（橋本） 
           2018 年の評議会は、当初の予定が変更され、東京大学で開催されることになったことが、 

報告され、必要なサポートがあれば協力することとした。 
 
         3 2019 年度国際会議代表派遣について 

資料（２）にもとづいて、下記の諸国際会議を参考にして、代表候補を検討した。その結果、派遣 
枠２の執行役員関連については、橋本毅彦氏、派遣枠 1 の学術会議関係では、DLMPST に希 
望者があれば、その中から選ぶこととした。なお、希望者は、12 月 20 日までに申し出ることと 
し、メール審議で決定することとした。 

       # 16th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology  
(DLMPST), Czech Technical University, Prague, August 5-10 2019 
   TheInstituteofPhilosophyoftheCzechAcademyofSciences 
 

     # International Congress on the History of Science in Education,  
May 30 – June 1, 2019, Vila Real, Portugal 

 
# 15th International History, Philosophy and Science Teaching Group (IHPST)  

Biennial Conference, Thessaloniki, July 15-19, 2019 
 
          #IUHPST 評議会 
 
         4 諸取組について(科学プロジェクトにおける性格差アンケート、国際組織加盟報告書、 
             諸国際組織の最近の状況と課題他について 
      ４．１ 科学プロジェクトにおける性格差国際アンケート 
        国際科学聯盟で表記および下記の国際アンケート調査が行われており、IUHPST/DHST 事

務局長 Jami 氏から協力要請があったことが報告され、すでに STS 学会、科学基礎論、

地学史等、関係団体に協力依頼の取組を行っているが、引き続いて依頼を進めていくことと

した。 
        a Global Survey of Mathematical,Computing and Natural Scientists 

Historians and philosophers of science and technology are included as part 
of this grouping. This provides us with aunique opportunity to learn about 
our own research community. In order that as many colleagues as possible from 
your country can complete the survey, I would like to invite you to use the mailing 
lists, websites andsocial media to which you have access to circulate the link to the 
survey: https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl 

As you will see, the survey can be completed in any of seven languages: English, 
Russian, Spanish, French, Arabic, Chinese, and Japanese. In inviting colleagues to 

https://statisticalresearchcenter.aip.org/cgi-bin/global18.pl
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take part, you may wish to make use of one or more ofthe letters of invitation from 
the project coordinators to complete the survey, which can be found in all these 
languages at: https://icsugendergapinscience.org/2018-global-survey-of-
mathematical-computing-and-natural-scientists/ 

The results of the survey will be published in 2019. 

      ４．２ その他の国際組織諸取組 
       以下のような国際組織の取組がなされていることが報告され、それぞれ適切に対応すること 

とした。 
      ＊ 2019 IUHPST Essay Prize in History and Philosophy of Science 
      2018 年 12 月 15 日〆切 pdf で 

Entries in the form of an essay of 5,000-10,000 words in English are 
invited,addressingthisyear’sprizequestion:“Whatisthevalueofhistoryofscien
ceforphilosophy of science?”  

 
      ＊Young prize・・・・現在は 2 年ごと、今回は 2016 年 9 月 1 日から 2017 年 9 月 1 日まで

の博士論文が対象 
      （日本科学史学会 HP にも記事掲載・・・ただし国際関係で適切に配置されておらず） 
     
      ＊その他の課題・話題 

①  PhilosophyofSciencewithChildren・・・・On 18th - 19th March 2019 the National 
stem Learning Centre (UK), will host a 2 day event to explore philosophical dialogue in 
science education 

 
②Engineering:ItsSocialandCulturalDimensions 

EngineeringStudies の編集部 下記テーマ論文を募集中 
social and cultural aspects of engineers and engineering broadly defined. 

 Our 
missionis:toadvancecriticalanalysisinhistorical,social,cultural,political,philosophical, 
rhetorical, and organizational studies of engineers and engineering; to help serve 
diverse communities of researchers interested in engineering studies;to link scholarly 
work in engineering studies with broader discussions and debates about engineering 
education, research, practice, policy, andrepresentation. 

 
４．３ 日本学術会議国際グループ  国際加盟組織報告書の提出 

    表記の報告が求まられたので、IUHPST/DHST  おおび IUHPST/DLMPST について文書

を作成し報告した旨の説明を了承した。 
 

         5 その他 
     科学史技術史科学基礎論関係整備上の国内における諸課題（国際連携に於いて）意

見交換をした。  

https://icsugendergapinscience.org/2018-global-survey-of-mathematical-computing-and-natural-scientists/
https://icsugendergapinscience.org/2018-global-survey-of-mathematical-computing-and-natural-scientists/

