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表 1 参加高校一覧

京都府立海洋高等学校

京都府立西舞鶴高等学校

和歌山県立海南高等学校

山口県立徳山高等学校

福岡県立京都高等学校

福岡県立伝習館高等学校

東京都立八王子東高等学校

神奈川県立生田高等学校

愛媛県立西条高等学校

島根県立津和野高等学校

石川県立七尾高等学校

Nippon Suisan Gakkaishi 87(3), 301304 (2021)

話題

京都大学日本財団主催高校生×研究者

「京大森里海ラボ by ONLINE」を通じて

みえてきた新たな「共有」のかたち

法理樹里，1 清水夏樹，2 赤石大輔，3 時任美乃理，4

福島誠子，5 +地直子3

1滋賀県琵琶湖環境科学研究センター，

2神戸大学大学院農学研究科，

3京都大学フィールド科学教育研究センター，

4京都大学大学院地球環境学堂，

5京都大学野生動物研究センター

「高校生×研究者＝森里海ラボ」のねらい

京都大学森里海連環学教育研究ユニットは，2020 年

10 月 31 日に『みんなでちょっと幸せになれる持続可能

な未来』を高校生と研究者で一緒に議論する場―「京大

森里海ラボ by ONLINE」を開催した（昨年の京大 森

里海ラボの詳細https://linkagain.kyoto-u.ac.jp/news/

news-919/，2021 年 1 月 12 日）。

自然と人間が共生できる持続可能な未来をつくるため

には，地球環境問題へ“自分事”として立ち向かう必要

がある。しかしながら，日々の暮らしと地球環境問題の

間には自分ひとりでは気づきにくい大きな隔たりがあ

り，“自分事”となりにくい現状がある。そこで，本イ

ベント―2020 年度の森里海ラボでは，自分の暮らしの

足元にある出来事と地球環境問題とのつながりを見つめ

直し，持続可能な未来をつくるために何が必要か，「高

校生×研究者」で一緒に考えることをねらい『みんなで

ちょっと幸せになれる持続可能な未来』を森里海ラボの

大きなテーマに掲げ議論の場づくりを行った。2020 年

度は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて，

森里海ラボはオンラインでの開催となった。京大 森里

海ラボ by ONLINE へは，全国 11 の高校が参加した

（表 1）。研究者も京都大学森里海連環学教育研究ユニッ

トのみにとどまらず，多様な機関から参画があり，さら

に研究分野も多岐にわたっていた。

ねらい 1課題に向き合う態度を共有するための工夫

午前 9 時から遠隔会議 Web システム「Zoom（https://

zoom.us/jp-jp/meetings.html，2021 年 2 月 24 日）」で

繋がった高校生とあいさつを交わしながら和やかにス

タートした。はじめに，アイスブレイクも兼ねて，参加

高校より，各校の紹介プレゼンが行われた。音楽付きア

ニメーションのスライドや手書きの紙芝居，写真や動画

などを用いて，各校の特徴や地域の魅力をわかりやすく

丁寧に説明していた高校生の姿は大変印象的だった。

高校紹介後は，京都大学こころの未来研究センター前

センター長京都芸術大学副学長(当時) 吉川左紀子

フィールド科学教育研究センター特任教授からの基調講

演に加え，パナソニック株式会社 中田公明マニュファ

クチャリングソリューションセンター所長より京都大学

とパナソニックの共同研究の内容を紹介いただいた。国

際的に様々な場面で取りざたされている SDGs に関す

る話題提供，製造業と環境保全をどのように両立させよ

うとしているのか，自然環境と CSR（Corporate Social

Responsibility）の最前線について情報共有いただき，

高校生が画面越しであっても真剣に聞き入っている頼も

しい姿が見られた。

ねらい 2オンラインでもグループワークを円滑に進め

るための工夫

午後は，「高校生×研究者」でグループワークを行っ

た。2020 年度 京大 森里海ラボ by ONLINE の大きな

テーマは『みんなでちょっと幸せになれる持続可能な未

来』であった。この大きなテーマを，自身の暮らしと結

びつけて考えていくための工夫として，「私の残したい

風景とは何だろう」という身近な問いに対する意見交

換を，森里海ラボ開催の 1.5 ヶ月前から Slack（https://

slack.com/intl/ja-jp/，2021 年 1 月 12 日）を用いて実

施した。さらに，グループワークでは，多様な視点から

意見を追求することを目的に，それぞれ異なるサブテー

マをもった 6 つのグループに分かれて意見交換を行っ

た（図 1）。

当日は，事前の Slack での意見交換の内容を踏まえつ

つ ， グ ル ー プ ご と の Zoom 会 議 室 の 中 で ， Miro

（https://miro.com/，2021 年 1 月 12 日）などのオンラ

インツールを用いながら議論を展開した（図 2）。最後
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図 1 グループワークのファシリテーター（FA: Facilitator)

図 2 グループワークの様子
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に一つの Zoom 会議室に参加者全員が集まり，各グルー

プの高校生が，サブテーマに沿って，グループ内でその

考えに至った経緯や，議論の途中で見えてきた課題，そ

れをどう解決したか，もしくは課題として残ったことに

ついて 7 分で発表をした。終了後，高校生に森里海ラ

ボへの参加の感想を聞くと，「自分と違う考え方にハッ

とさせられた」，「いろんな意見が聞けて楽しかったし勉

強になった」など，刺激をたくさん受けた様子がうかが

えた。また，「オンラインでも楽しかったから，直接会っ

たらもっと楽しかったと思う」と森里海ラボの今後の活

動に対する期待も寄せられた（図 4）。

2020 年度の森里海ラボ主催者側の思い

『みんなでちょっと幸せになれる持続可能な未来』と

いった大きなテーマを，グループワークで一緒に議論す

るためには，お互いの思いをぶつけあう対話が必須であ

る。閉鎖していて，相互に対話の起きない内向きの社会

や組織では，知識創造は起きない。こうした状況を転換

するには，意識的に相互作用の創発を起こす媒介が必要

となる。5) このような境界を媒介するモノは「バウンダ

リーオブジェクト（boundary object)6)」と呼ばれる。

バウンダリーオブジェクトとは，異なるコミュニティや

システム間の境界（バウンダリー）に存在するモノや言

葉，シンボルなどを意味し，コミュニティ同士をつなぐ

もの，あるいは新たにコミュニティを形成するものとし

て生み出されるものをいう。5)

今回，グループワークの導入を「私の残したい風景」

としたことで，高校生自身の居住地域での経験や知識が

基盤となった具体的な言葉を聞くことができた。とって

つけた言葉のキャッチボールではなく，大人から借りた
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図 3 グラフィックレコーディングの様子

28 秒のタイムプラスバージョンに編集し YouTube

で公開中（https://youtu.be/57mTXp_WJBo）。
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言葉でもなく，高校生自身が自分で考えて，自分の言葉

で自分の意見を伝えようともがくリアルな意見交換が活

発に行われたように感じる。筆者らが 2019 年に開催し

た森里海シンポジウム3,4)において，テーマを「足元か

ら見直す，持続可能な暮らし」として，多様な参加者同

士の意見交換が成功したように，対話型イベントにおい

て，参加者になじみのある身近な事柄は，その対話の中

身をより具体化し，発展的な議論を促すことが確認され

た。これまで実施・実践してきたさまざまなイベントを

通じて，特に「私の残したい風景」といった身近な事柄

は，初対面同士であっても，個人が所有する経験を含め

た知を基に紡ぎだされる言葉のやり取りを促し，持続可

能な未来についての対話における，異なるコミュニティ

やシステム間の境界に存在する言葉，すなわち「バウン

ダリーオブジェクト」として機能する可能性が推察され

た。

参加者間の議論を“可視化”する新たな工夫

「将来世代（高校生・大学生)×研究者（大学教員・研

究機関の研究員・大学院生）がお互いの意見を刺激し共

有し議論する場＝京大 森里海ラボ」をどうしたら人々

の記憶に長くとどめてもらえるのか，楽しく閲覧し共有

してもらえるのか，そんな記録方法を主催者側はずっと

悩んできた。そこで巡り合った手法が，近年，さまざま

な分野で注目を集めている「グラフィックレコーディン

グ（graphic recording）」である。グラフィックレコー

ディングとは，その名の通り，絵（図）を用いて記録を

行うことである。グラフィックレコーディング以外に

も，グラフィックファシリテーション，スクライビン

グ，ハーベスティングなどと呼ばれる。2,7,8) 有廣1)は，

これらを“ビジュアライズ”と総称し，ビジュアライズ

とは，話し合いの参加者の中で理解促進や議論の活性

化，次のアクションに繋げるために，絵や図，アイコン

などを用いて，話し合いの内容を可視化することと定義

している。2016 年に ICES 主催でフランスのブレスト

にて開催された MSEAS（Managing marine socio-eco-

logical systems，http://mseas.net/conferences/brest-

conference/，2021 年 2 月 24 日）では，ビジュアライ

ズの手法を用いて，多様な分野の研究報告の内容を簡潔

に楽しく分かりやすく描いている。9) MSEAS 2016 にお

いて，会場でリアルタイムに研究報告内容が絵で描かれ

ていく過程は感動の一言であった。学際的な国際会議に

おいて，分野や言語や文化を超えて“面白い・楽しい・

わかりやすい・記憶に残る”が共有できる手法であるこ

とを痛感していたため，今回，「高校生×研究者」が集

う森里海ラボにおいても十分に有効なツールになりえる

と確信をもって，グラフィックレコーディングを採用し

た。

発話の内容を PowerPoint などのプレゼンテーション

ツールを用いて図化するのではなく，わかりやすい絵で

描くことは技術の要る作業である。そこで本ラボでは，

これまで多くの現場でグラフィックレコーディングの経

験を積んでこられた『有賀優さん』にグラフィッカーと

して協力を仰いだ（図 3）。さらに，アウトプットとし

ての報告書作成にも多（他）世代・多（他）分野の感性

が必要であると考えた。従来の報告書の域を超え，多く

の人にラボの成果を楽しく閲覧してもらえるような内容

に仕上げることに加えて，ラボに参加してくれた高校生

と近い世代の感性でまとめてもらうことをねらって，情

報デザインを専門に学んでいる『京都芸術大学 情報デ

ザイン学科 楠本祥子さん』を編集者に招き，ラボでの

議論を効果的に“可視化”し記憶にとどめてもらえる記

録を綴った（図 4）。

持続可能な「京大 森里海ラボ」の姿

京都大学森里海連環学教育研究ユニットでは，2019

年度より「将来世代×研究者がお互いの意見を刺激し共

有し議論する場＝京大 森里海ラボ」をシチズンサイエ

ンス活動の一環として主催している。2019 年度の「京

大 森里海ラボ in 芦生」では，ラボの様子を撮影しト

レーラー（短編映像）にまとめ YouTube で公開し，成

果発表の内容を冊子にまとめた（図 5◯・◯）。さら

に，ラボの内容も盛り込んだ「2019～2020 年度京都

大学森里海連環学教育研究ユニットの成果集―ビジュア

ルブック」を作成し研究成果のアウトリーチ活動を展開

した（図5◯）。

サイエンスコミュニケーションは本当に一筋縄ではい

かない。これまでさまざまな取り組みを実施してきた

が，これが正解と呼べるものはまだない。おそらくこれ

からもない。だからこそ，分野を超えて多様な主体と協

働・協創していかなければならないのだと強く思う。自

然と人のつながりを一緒に考える「森里海ラボ」をオン

ラインで開催する場合，参加者同士の一体感が生まれに

くいことや，同時に自然環境への感覚を五感を通じて得

にくい点がデメリットとしてあげられる。一方で，オン
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図 4 森里海ラボ by ONLINE の冊子

京都大学森里海連環学教育研究ユニットの HP で

PDF を公開中（https:// linkagain.kyoto-u.ac.jp/wp-

content/uploads/2021/01/43442ec09f3ccf565ad8e8a

12b837664.pdf）。

図 5 森里海連環学教育研究ユニット成果物
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ラインでもできる「森里海ラボ」の姿を今回，学ぶこと

ができた。

2020 年は，新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受けて，これまでの生活スタイルが大きく変容した。直

接に膝を突き合わせられないことを理由に議論の場が閉

ざされてはならない。森里海ラボ by ONLINE の開催を

通じて，オンラインであっても構成内容を工夫すること

によって，参加者同士で双方向に意見を共有できる場を

つくりあげることができる可能性を体感できた。ポスト

コロナ・ウィズコロナの社会情勢に合わせて，様々な意

見も取り入れながら柔軟に今後とも楽しく議論できる場

づくりを心がけていきたい。
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