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　決断科学で部活をしようか、という話が上がった時にすぐに思いついた
のがサイエンスカフェでした。理由は主に 3 つ、「決断科学」なる新しい
学問が社会実装を志向していること、それを司るセンターは新設の大学組
織でメンバーの専門領域は多様でキャンパスも箱崎・伊都・大橋などにま
たがっていること、そしてそこの卒業生は博士であろうとアカデミア外で
の活躍も期待されていること。そこで念頭に置いたのが、まずはセンター
内外で具体的な「社会」を形成することでした。そのためにセンター内の
人にとって魅力的な学外の協力者を設定する。その協力者に向かってセン
ター内の人たちと力を合わせて交渉し、何かを実現する。その過程でセン
ター内の教員・学生含めた人間関係も活性化しよう、社会で必須の企画力・
打ち合わせ力・実現力も向上しよう、市井のリアルな声も聞こう、それに
はサイエンスカフェがいい。そうして始めたこの 5 年間ほどの活動を報
告します。 
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1　下記、写真は上段が奇数回、下段が偶数回のイベントの写真です。



12 13



14 15



16 17



18 19



20 21

回 年 月日 イベント名 講師 場所 ＃

1 2015 8月5日(水) ひと手間かける食 比良松道一 MUJI ＃食文化

2 〃 8月22日(土) 迷路からだんごむしを脱出させよう 村上貴弘 MUJI ＃生物学

3 〃 11月8日(日) 和紙がつなぐ人・森・暮らし 田中求

前田崇治

MUJI ＃林学＃和紙＃治山

4 〃 11月26日(木) 決断科学とは何か 矢原徹一

金本圭一朗

九経調 ＃経済学＃生態学

＃決断科学

5 2016 8月28日(日) いまできる防災の準備 杉本めぐみ MUJI ＃防災＃グッズ

6 〃 9月8日(木) 災害時の決断　〜その時、現場リーダーは何をするべきか。 杉本めぐみ 九経調 ＃BCP＃防災＃企業

7 〃 10月2日(日) 自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

8 2017 11月21日(火) ヒアリ防除ビジネス 村上貴弘 九経調 ＃生物学＃ヒアリ

9 2018 1月21日(日) 冬の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

10 〃 1月23日(火) ヒアリ防除システム構築に向けた勉強会 村上貴弘 九経調 ＃ヒアリ＃企業リスク

11 〃 8月6日(月) 夜の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

12 〃 8月28日(火) 小学生でもわかる情報学！

体験しながら暮らしを支える科学の仕組みを学んでみよう

池田大輔 MUJI ＃情報学

13 〃 10月13日(土) 秋の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

14 2019 1月20日(日) 九大創食倶楽部 「おいしさ、ゆたかさ、ありがたさ。」 竹内太郎

駒山晃

MUJI ＃食文化

15 〃 1月26日(土) 私達の服はどこから、どうやって 〜素材について考えてみよう〜 須藤竜之介

池永照美

MUJI ＃工芸　＃繊維

16 〃 2月5日(火) 冬の夜の自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

17 〃 3月2日(土) 自然と暮らす、自然に育てる　〜里山有機農家の取り組み〜 長井拓馬 MUJI ＃農業　＃里山

18 〃 11月30日（土） もっと自然に触れるフィールドワーク 布施健吾 九州大学 ＃生物学

※場所について、「MUJI」はMUJIキャナルシティ博多店OpenMUJIイベントスペース、「九経調」は九州経済調査協会BIZCOLIラウンジ、「九州大学」

は九州大学伊都キャンパス生物多様性ゾーン

災害時の決断
その時、
現場リーダーは何をするべきか。
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第２回　決断科学セッション

Science
Cafe
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参加費：  500 円　（学生無料）　（定員 40 名）

主催：  九州大学決断科学センター・（公財）九州経済調査協会

申し込み： 9 月 5 日（月）までにお申し込みください。

   裏面の項目をご記入の上、FAX(092-721-4908) 頂くか、

   当会 HP からもお申し込みいただけます。
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2016 年 9 月 8 日

＠B I Z C O L I
講師：杉本めぐみ

熊本地震により、九州においても企業は震災に対する BCP（事業継続計画）の見直しを迫られてい

ます。東日本大震災と熊本地震で明らかになった BCP の盲点、災害時の内部統制（避難の判断、避

難経路などのルールづくり）、社員の家族からの訴訟リスクについて、具体的事例を交えて解説致

します。そこから危機に備えたこれからの現場リーダーが取るべき決断について考えていきます。

津波

津波

津波

問題：津波の到来が予想される状況で「施設Ａ」に勤務する場合、①と②のど

ちらを選択しますか？①避難のために「施設Ａ」から逃げる。②「施設Ａ」に

とどまる。＊回答については当セミナーにて解説致します

（九州大学決断科学センター助教）

（交流会含む）

福岡市中央区渡辺通２丁目１番８２号

電気ビル共創館 3F

（木）18:30〜20:30

（ ）

(
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ヒアリ防除システム構築に向けた勉強会

日時：2018 年 1 月 23 日（火）、16:30-18:00

場所：（公財）九州経済調査協会 BIZCOLI 会議室

講師：村上貴弘（九州大学決断科学センター准教授）

参加費：無料

主催：九州大学持続可能な社会のための決断科学センター

後援：公益財団法人　九州経済調査協会

村上貴弘（むらかみ　たかひろ）：九州大学持続可能な社会のた

めの決断科学センター・准教授（博士・地球環境科学）。1971 年

神奈川県生まれ。茨城大学理学部生物学科卒、北海道大学地球

環境科学研究科博士課程修了、京都大学・テキサス大学・カン

ザス大学で特別研究員、北海道教育大学で准教授を経て現職。25 年以上にわたり

アリの研究を行っている。2009 年から本格的にヒアリの研究を行っている。

ヒアリ防除システム構築にむけた勉強会の第2回目を開催いたします。
2 回目となる今回は、ヒアリ防除プロジェクト発足にむけて、防除に
ついてフェーズ（ヒアリ定着前・定着後・パンデミック）をおって具
体的に議論いたします。本講座を通して、ヒアリの生態への理解をさ
らに深め、探知システムのアイデアを構築し、実際に港湾・物流施設
で活用できるような成果物の創出をめざします。
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　上記のとおり、サイエンスカフェでは食、生き物、防災、情報、そして
決断科学と様々な分野を扱っています。MUJI との連携イベントでは、親
子やお店を訪れる市民の方々を中心に、暮らしについて一緒に考えてきま
した。九州経済調査協会との連携イベントでは、ビジネスパーソンを中心
とした方々と共に、科学的・専門的知見にもとづく企業のあり方や新規ビ
ジネスに関して議論を深めてきました

2

。様々な方々といろんなイベント
をしてきましたが、その大きなテーマには「持続可能性」があったと思い
ます。
　「持続可能な社会づくり」というと、とても大きく難しいことのように
思います。しかし、それを実現するためには、まずは市民１人ひとりが自
分にできることを考えることが必要ではないでしょうか。このサイエンス
カフェでは、研究成果や決断科学の活動を共有し、対話する場をつくるこ
とで、市民１人ひとりが考えるきっかけとなる種をまいています。参加し
てくれた子どもが大きくなったときに、新しい道を切り拓いてくれるかも
しれません。同じ興味を持つ参加者たちが繋がって、新規ビジネスを立ち
上げるかもしれません。現に、参加者の方から「新しく面白いことが始ま
りそうです」と嬉しい言葉をいただいており、芽を出し始めているところ
もあります。
　決断科学に携わる人々は変わっていきます。けれど、こうした対話の場
づくりを今後も続けていくことで、誰でもサイエンスに参加できる社会を
作り続けていきたいと考えています。

2　ご協力いただいた（株）良品計画様と公益財団法人　九州経済調査協会様には厚く御礼申し上げます。
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