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大阪大学 COデザインセンターが始める教育研究は、大阪大学に

おける重要かつ新たな取り組みのひとつです。

COデザインセンターの英語名称はCenter for the Study of Co *

（co-starと発音）Designです。この「co-star」のスター、つまり

記号の「 *（アスタリスク）」には様々な綴りが入り、単語を形成し
ます。Communication、Co-creation、Collaboration、Concerto

などです。また、「Design」は、それらの単語が意味する世界を

デザインすること、創造することを示しています。

今日の社会そして人類は、極めて解決が困難な多くの課題に直面

しています。地球温暖化などの環境問題にしても、鳥インフルエンザ

などの国境を越えた医療分野の問題にしても、自然は自然の都合

で問題を発生させます。また、テロや難民の流出、貧富の差の

拡大などの社会問題も、今ある社会の構えに合わせて発生して

くるわけではありません。すなわち、これまで構築されてきた専門

分野の守備範囲の中で問題が起こるわけではないのです。

このような事態に対処するには、様々な専門知識を集めなければ

なりません。さらに、多くの場合、新しい知の開拓や新しい学問の

創生、すなわち、イノベーションが必要です。

COデザインセンターは、学術を融合させ、創造的な活動を起こし、

その成果を社会に還元することを目指します。したがって、センター

を閉じられた組織にするつもりはありません。学内のすべての教職

員や学生の参画を求めています。そして、皆さんと学外を結ぶ拠点

としての役割を担っていきたいと思っています。

これは、すでに求められている「社会と知」のあり方であり、これから

の研究型総合大学のあるべき“すがた”でもあります。大きなチャレ

ンジですが、可能性に満ちた未来を作り出す試みになるでしょう。

今、前に進むときです。大阪大学から始めるこの取り組みを、共に

世界に広めていきましょう。

センター長メッセージ
松繁 寿和
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八木_ COデザインセンターが開設されて2年が経ちました。センターが掲げる

教育プログラムは、5つの術で構成される「基礎プログラム」と2つの術

で構成される「発展プログラム」で成り立っています。この2年のあいだ、

新たな授業の実践を通してよりクリアになってきたであろう「COデザ

インセンターの教育の基本的スタンス」について、教育プログラムの

構成を考えられたほんまさんに、いま改めて、お聞きしたいと思います。

ほんま_本センターの教員は、それぞれ多様な社会課題に向き合い、授業の

なかでも、いままさに現場で起こっている問題を学生たちに伝えてい

ます。そのなかでわたしが強調したいのは〈ひと〉です。5つの術の最初

にある〈訪問〉とは、調査や実験ではなく〈ひと〉として〈ひと〉のもと

を訪れること。例えば病や障害という問題を考えるためは、その病や

障害を生きているひとに生身で向き合い、〈対話〉し、問題が生じる

状況を理解し、ともに生きるための〈表現〉や〈協働〉活動に取り組む

必要があります。そのすべての局面で重要となるのは〈インクルージョ

ン〉、つまり、立場や境遇のちがいがあっても、だれもがその声を聞か

れ、理解されるべき存在であることが認められ、問題をともに考えら

れるようになること、そして、生じている個々の問題も、その根っこで

はつながっていて、その根っこにあるひとの弱さや社会構造を理解し、

課題の解決に向けて動き出せることです。

八木_具体的にはどういうことでしょうか。

ほんま_社会階層、経済構造、ジェンダー、セクシュアリティ、人種、エスニシ

ティ、障害や健康状態などに関して、構造的に不均衡な関係が生み

出されていて、そのうえに貧困、エネルギー問題、科学技術、国際

関係などに関わるさまざまな問題が生じているということです。ひとつ

ひとつの問題は別個に存在しているようで、実は、構造としての共通

項がある。この共通項を理解し、読み解けるためには、〈リテラシー〉

も必要です。また、リテラシーは既存の情報を読み解くだけでなく、これ

Message from the Director

Matsushige, Hisakazu

(Director, Center for the Study of Co *Design)

ひとと、ひとをつなげ、
問題と、問題をつなげる力

教育プログラムの考え方

The Center for the Study of Co *Design is a new initiative 

at Osaka University with the goal of enhancing educa-

tional research. Today, humanity faces many seemingly 

intractable challenges. Innovations that combine diverse 

knowledge will underpin our responses to a range of en-

vironmental, health and social problems. In this context, 

the Center for the Study of Co *Design aims to integrate 

diverse areas of research expertise, promote creativity, 

and contribute to society. The center is designed as an 

open organization inviting participation from faculty and 

students across the entire university. It also acts as an 

important bridge connecting the university to the outside 

world, which is a crucial role for research universities to 

play in realizing how “society and knowledge” should 

co-exist today.
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八木_社会問題を扱ってはいるんだけれども、やはり最終的には「社会問題

をみるのではなくて、ひとをみる」ということですよね。あるひとを何か

のラベリングや役割、たとえば「被害者」「患者」とみるのではなくて、

まずはそれぞれのひとをみる。そのひとの中に被害者的な側面や、病

を抱えている側面があるということ。

ほんま_ライティングの授業で受講生に「自由な表現法で書いてみましょう」と

課題をだします。すると、自分の問題が出てくるんです。でも「それが

どういう社会との関連性があるか」は見えていない。当然自分も社会

の一部だし、社会の問題の一部を担っているから、関連性があるは

ずなのに、どうもそこがリンクしていない。

でも大学生はそれができるはずですよ、たぶん機会がなかっただけ。

自分の問題と他のひとの問題がどこでどう連続しているか。〈ひと〉と

〈ひと〉とのつながりを考えることを通して、問題と問題のつながりや

交差点が、見えてくるはず。そこに至るためには、相応のリテラシー、

訪問術、表現術、対話術、協働術に加えて、横断的・インターセクショ

ナル（交差的）な知を養う必要があります。論文や情報から学ぶだけ

じゃなくて、実際の体験やフィクショナルな想像から実践的な知識と

問いを導きだし、その逆もできる、“変換作業”が。〈ひと〉と〈ひと〉

のつながりはスタートでもあるし、そこから、問題に向かっていってまた

〈ひと〉と〈ひと〉に出会う―ゴールでもあるわけですね。

八木_だからその「変換作業の方法」や、「社会問題と自分の問題のあいだを

行き来する往復運動」を、授業のパッケージの中で経験するんですよね。

ほんま_そうですよね。「庭」のようにある程度ひとが手入れをしている場所で、

根を絶やさず、生き物が育つ土壌づくりを実体験する。社会問題

と対峙していく修練を積むということは、そういうことだと思いま

す。このセンターの教育がめざしているのは、そのようなことができる

「バーチャル・ユニバーシティ」ですね。（了）

まで声を出せなかったひとびとが表現に参加するための表現術にも

結びついています。

たとえば、わたしはジェンダーとセクシュアリティの問題を授業で扱っ

ています。受講生の関心も高くて、結構な量の資料や本を紹介しま

すが、みなさんよく読み込んでくれます。「社会課題を理解して知的

にアプローチするためには、本来ならば当事者から理論的なものまで

いろんな視点で書かれた10～20冊の本にざっと目を通す必要がある。

そうすれば何が問題かみえてくる。」と伝えています。たとえば、同性

婚の話を理解しようとすると、国家制度、家父長制、資本主義、異性

愛規範、宗教、戸籍法、社会保障、福祉のこと…色々なことを知らな

いと問題を理解できない。レズビアンとゲイのひとたちのあいだでも、

同性婚を支持するかしないかは意見が分かれますが、たとえば日本

だと社会的地位を築き経済的にも余裕のあるゲイ男性のなかにはあ

まり結婚にはこだわらないひともいますが、レズビアンカップルは職が

不安定であるとか、いっしょにこどもを育てたい場合は相互扶助や

婚姻への需要が高くなることもある。たんなる「当事者間の対立」という

のではなくて、ジェンダーの格差や貧困、ケアと依存の問題が背景に

見えてくる。

受講生はみな知的な好奇心も旺盛で、理解がすすんでくると「面白い」

と目を輝かせて、事例を語ったり批評したりすることもある。でも、実際

に生きているひとが苦労している事実もあるので、そんな単純に「面白

がることじゃないよ」と言うときもあります。

八木_知的に面白がってはダメとは言わないけれども、それを言葉にした時

のインパクトに対する想像力が大切になる。

ほんま_そうですね。キーワードは「知的な共感」です。日本だと「共感」という

のは、当事者と同じ立場になってその苦労を同じように体験すること

と捉えられるかもしれませんが、でもそれは無理ですよね。ただ、どう

いう社会的構造や状況の中でそうせざるを得なかったかということに

ついて、知的に理解することはできる。そしてそれができると一緒に

行動できる。

共通の制度が根っこになって、多様な社会問題が生まれてきている、

といったのですが、この仕組みを知ることを前提にしつつも、最後に

大切になるのは「ひとが声をだせる場をつくって、それにちゃんと応答

すること」だと思うんです。

教育プログラムの考え方

ほんま なほ 大阪大学COデザインセンター 准教授

八木 絵香 大阪大学COデザインセンター 准教授
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Homma_When confronting social issues, an important useful con-

cept is “intellectual empathy.” In Japan, “empathy” is prob-

ably perceived as trying to put oneself in another person’s 

shoes to experience their hardship. However, this is impos-

sible in reality. Meanwhile, it is possible to understand the 

kind of social structures and conditions that the person is 

forced to act within. And if one can understand that, then 

one can work together with that person.

Many social problems share the same roots and it is im-

portant to adopt a positive attitude towards learning about 

the mechanisms underpinning these social problems, while 

creating spaces for individuals from different areas and 

positions within society to have a voice, and respectfully 

responding to each of those voices.

 Yagi_We deal with social problems. But what’s important to us is 

not to observe social problems but to observe people. We 

don’t see labels or roles (like ‘victim’ or ‘patient’), we see in-

dividuals. For us, it is important to think about the aspects 

of victimhood or sickness in all of us. 

Homma_In creative writing lessons, I ask students to express them-

selves freely. This brings the students’ problems to the 

fore. But students don’t always realize how the problems 

they write about are shaped by society. Of course, the stu-

dents are part of society and are themselves part of societal 

problems, but they often fail to make a logical connection 

between their problems and society. 

I believe university students are capable of contemplating 

which of their problems are linked to those of others, and 

how. Thinking about this can help them understand the 

interconnection between different problems. That’s why 

we must cultivate in our students a range of competencies 

including Literacy, Art of Field Research, Art of Expression, 

Art of Dialogue, Art of Collaboration, Transversality, and Art 

of Synthesis. Students should not only learn from texts and 

data. They need to draw practical knowledge and questions 

from actual experiences and fictional imaginaries, and then 

work creatively to apply this knowledge and these ques-

tions in practice. In other words, it is a creative process of 

converting experience into knowledge, and then into prac-

tice. The interconnections between people are the starting 

point for this, but they are also the endpoint, i.e., interac-

tions with people when confronting problems.

 Yagi_It’s important for students to experience “creative conver-

sion” as well as the back-and-forth between social prob-

lems and their personal problems during lessons, isn’t it?

Homma_Yes. Training students to confront social problems is a bit 

like the experience of enriching the soil of a garden to grow 

living things sustainably. Our center should allow students 

to have such “virtual” experience of grappling with social 

problems.

Our Vision

Making interconnections: between problems, between people

Associate Professor, Center for the Study of Co *Design

Homma, Naho

Associate Professor, Center for the Study of Co *Design

Yagi, Ekou
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わたしたちを取り巻くこの社会では、世代間、ジェンダー、経済格差、

人種、エスニシティ、文化、健康状態、国境などさまざまな要因が複雑

に絡みあい、人と人とが分断され、いくつもの問題がもつれあってい

ます。また、これらに関与するひとびとの多様性についても、目に見

えやすいものだけでなく、見えない、不可視化された多様性を考慮に

入れる必要もあります。こうして生じている問題状況にあっては、単独

の専門家や視点から解決を志向することは問題のいっそうの複雑化

を招きかねません。そして大学の知も社会から遊離した「中立的」な

ものでなく、常にさまざまな知の関与者とのフィードバック回路のなか

に位置していることについて自覚的であることが求められます。

わたしたちが目指すべきは、多様なひとびとが対話に参加し、潜在的

な多様性を意識化していきながら、人と人、問題と問題、知と知の〈つ

ながり〉を認識すること、そして、それぞれが“プレーヤー”として課題に

ついて協働し、社会においてポジティヴなインパクトを生み出すことです。

大阪大学は、学部から大学院まで一貫して導入する〈高度教養・高度

汎用力〉の教育を通して、このような社会状況のなかで〈つながり〉を

生み出すことができるひとびとの育成と教育環境の創出に取り組みます。

〈コミュニケーションデザイン科目〉では、学部生と大学院生が、「訪問」

「対話」「表現」「リテラシー」「協働」の5つの術を通して、人と人の

〈つながり〉を認識・発見・形成することを実体験し、コミュニケーショ

ン、チームワーク、プロジェクト参加など、分野と領域をこえて複数の

プレーヤーでの社会的課題の理解と解決に向かうための基礎的な力

（汎用力）を修得します。

〈COデザイン科目〉は、大学院生のためのプログラムです。専門のあ

いだ、社会領域のあいだの〈つながり〉（=「横断」と「総合」）を通して、

複雑な社会的課題の解決に向けて協働し実践する力を修得するために、

PBL（問題に基づく学習）およびプロジェクト型学習などによってチーム

を形成して現実の課題について取り組み、実践を導きます。

In our world today, various factors - such as intergenera-

tional differences, gender inequalities, economic disparities, 

race, ethnicity, culture, health, and national borders - are 

intertwined in complex ways. A number of problems arise 

from these entanglements and it is important to recognize 

the diversity of people involved these processes and to be 

aware of differences both highly visible and at times invis-

ible. In situations where problems arise, seeking solutions 

based on the expertise of a single specialist may further 

exacerbate rather than help resolve those problems. In this 

context, it is important to be aware that the knowledge uni-

versities generate is not necessarily “neutral” but is co-cre-

ated via feedback loops with all stakeholders in society. 

Our goal should be to promote positive societal change 

through dialogue and engagement. We can help raise 

awareness of the latent diversity in society and of the deep 

interconnections (tsunagari) between people, problems and 

knowledge systems. In this context, Osaka University’s ed-

ucational programs for advanced liberal arts and transfer-

able skills create an environment that helps our undergrad-

uate and graduate students build connections.

“Communication Design Courses” are designed to equip 

undergraduate and graduate students with a foundation of 

transferable skills such as communication, collaborative 

teamwork and project management. The aim is to enhance 

their comprehension of societal challenges and potential 

solutions through development of competencies around 

five arts (jutsu): Field Research, Dialogue, Expression, Liter-

acy, and Collaboration.

“Co *Design Courses” combine the development of practi-

cal skills of graduate students to traverse the interconnec-

tions between disciplines and social domains (transversality 

and synthesis) for collaborative problem-solving. Students 

are encouraged to collaborate in tackling real world issues 

through problem-based and project-based learning (PBL).

教育プログラム Educational Programs



10 11 Center for the Study of Co * Design, Osaka University

価値を実現するために動きだす

対象 : 大学院生（修士・博士）
履修条件 : 2nd STEPの科目の単位を履修した者

Eligibility: Graduate students
 (Masters and Doctorate) 

Requirements: Students must have acquired 
 credits for the 2nd STEP course.

Eligibility: Primarily oriented towards graduate students (Masters)

Requirements: Students must have completed at least one 1st STEP course.

対象 :主に院生（修士）      履修条件 : 1st STEPの科目の単位を履修した者

Eligibility: Primarily designed for graduate students, but undergraduate students 
 are also welcome.

Requirements: No particular requirements, can be taken as a single course credit.

対象 :主に院生（修士）、学部学生も可      履修条件 :特になし、1単位の履修も可

主
に
テ
ー
マ
と
な
る
社
会
課
題

S
o

cial issu
es

横断術
Transversality

〈つながり〉のなかを自在に動く
Moving across interconnections 

総合術
Art of Synthesis

〈つながり〉を創りだす
Creating interconnections

訪問術
Art of Field Research

〈つながり〉を感じる
Sensing interconnections

対話術
Art of Dialogue

〈つながり〉を知る
Discovering interconnections 

リテラシー
Literacy

〈つながり〉を編み直す
Reweaving interconnections 

表現術
Art of Expression

〈つながり〉をかたちにする
Shaping interconnections

協働術
Art of Collaboration

〈つながり〉を動かす
Practicing interconnections

5つの術を実体験する Five Arts Experience

専門知 とさまざまな術をかけあわせる
Combining Areas of Specialist Expertise and Arts

Realizing Value through Action
rd 3

STEP

nd2
STEP

STEP
1 st

Program for Education and Research on Science and 
Technology in Public Sphere (STiPS)
In this program, you learn theoretical and practical approaches in science and technology com-
munication, humanities and social sciences. How can we communicate social issues concerning 
science and technology with non-specialists? What expertise and knowledge can we apply in 
addressing these issues? Who should be involved in public decision making for resolving them?

Social Design
This program aims to equip individuals with the ability to contribute to a “social design” 
through co-creation. Co-creation is a process that engages multiple stakeholders (multiple 
generations and diverse individuals) in the process of identifying and resolving social prob-
lems from the very outset so that they can create new value together.

Moving beyond traditional academic fields, the program’s aim is to understand knowledge 
rooted in the “vulnerability” of minorities in society and to develop collaborative knowledge 
skills to facilitate a shift towards a society that embraces diversity.

Socio-clinical Approach to Vulnerability

科学技術に関わる社会的な課題について、専門外の人びとにどのように伝えるべきか、
どのような知識に基づいて考えるべきか、課題解決に向けた公共的な意思決定に誰が
参加すべきかを、科学技術コミュニケーションや人文学・社会科学の観点から学ぶこと
ができるプログラム。

STiPS（公共圏における科学技術政策）

社会的課題の発見・解決プロセスの始点から、多世代と、多様な人々を巻き込み、共に
新たな価値を創造できる、「共創（Co-creation）」による「ソーシャルデザイン」に寄与
できる人材の育成を目指す。

ソーシャルデザイン

既成の分野や専攻の枠組みを超えて、マイナーであるゆえに引き受けられる〈ヴァルネ
ラビリティ（弱さ）〉に根ざす知をともに見極め、あらたな社会の創生のための協働的・
臨床的知の育成を目指す。

社会の臨床

COデザイン＝ひとびとの〈つながり〉
を生み出す術

Students learn the interconnections (tsunagari ), and ac-
quire the skills (transferable skills) to investigate social 
problems and apply practical solutions.

Communication Design Courses

人と人の〈つながり〉を学び、分野と領域をこえた複数の
プレーヤーでの社会的課題の発見と解決をめざし、実践する
ための基礎的な力（汎用力）を修得する。

コミュニケーションデザイン科目

Students acquire the ability to collaborate and 
develop solutions to complex problems, by mak-
ing interconnections across disciplines and so-
cial domains (i.e., transversality and synthesis).

専門のあいだ、社会領域のあいだの〈つ
ながり〉（＝横断と総合）を通して、複雑
な社会的課題の解決に向けて協働し実
践する力を修得する。

COデザイン科目

イ ン ク ル ー ジ ョ ン

Co *Design Courses
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Communication begins through interactions with others. To facilitate this, 

we need to go into the field and leave the comfort of our laboratories, spe-

cialist fields, the university, and even our cultural context. Field-based re-

search allows you to develop an appreciation of the knowledge and views 

of others. By making interconnections with others, through field work, it 

is possible to see ourselves in a new light.

Sensing interconnections

ひととの出会いがなければコミュニケーションもはじまりません。研究室、専門、大学、

自文化という「ホーム」「所属」から一歩踏みだし、隣のひと、異領域、外部、他者と

出会い、交流しましょう。訪問には相手へのリスペクトが欠かせません。まずは、相手

との〈つながり〉を感じることが大切です。訪問する／される  をその両方から経験する

ことを学び、関係のなかにあるわたしたちの姿を再認識しましょう。

〈つながり〉を感じる

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)

担当者
Instructor

森栗 茂一、宮本 友介
Morikuri, Shigekazu  Miyamoto, Yusuke

授業期間・
回数*

Schedule *

春学期集中講義（合計 5回＋ 3泊 4日お遍路体験）
Spring term, intensive lecture format (5 classes + 3 nights, 4 day 
pilgrimage)

単位数
Credits

2

定員
Capacity

10

概要
Contents

身体を使った現場訪問の体験とそのふりかえりにより、現場力の向上
を目指す授業です。2018年度、受講生はお遍路道を実際に歩き、人、
景観と出会い、お接待を経験しました。コミュニケーションについて
身体をとおして学び、そこで得た経験をまとめ、公共の場でのカフェ
対話によって多くの人と共有しました。
This course provides students with the opportunity to undertake 
the “o-henro” pilgrimage encountering and engaging with peo-
ple and new landscapes on the way. The focus is on promoting 
communication through practice and reflection. The student 
experience of the pilgrimage is shared with attendees at a Cafe 
Dialogue in a public space.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

オリエンテーションの後、お遍路を体験。曽根崎まちみちカフェにて最終
発表。
The “o-henro” pilgrimage is preceded by an orientation session. 
The student final presentations are hosted at the Sonezaki Machi 
Michi Cafe in Osaka.

訪問術 C（フィールド交流実践論）
Art of Field Research C: Field Communication
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Dialogue is not about agreement, confrontation, debate or negotiation, 

but it is an act of observing each other’s differences through language 

and mutually discovering the meanings of the differences. It is also about 

collaboratively exploring interconnections in differences by thinking and 

doing.

Discovering interconnections

対話とは、一つのことに向かうのでも（合意）、二つ以上に分裂するのでも（対立・

対決）、また、優劣を競うのでも（討議）、妥協点を目指して説得するのでも（交渉）なく、

ことばを通して互いに違いを見つめ、その違いの意味するものをシェアしていく経験

です。つまり、違いのなかにじぶんと他人との〈つながり〉を見いだし、頭とからだの両方

を使って、その〈つながり〉をともに探究していくことです。

〈つながり〉を知る

担当者
Instructor

高橋 綾、ほんま なほ
Takahashi, Aya  Homma, Naho

授業期間・
回数*

Schedule *

春学期（合計 8回）
Spring term (8 classes)

単位数
Credits

2

定員
Capacity

15

概要
Contents

話す、聴く、質問するということを中心に、対話を進めるために必要な
基本的態度の習得を目指す授業です。受講生は毛糸のボールを手渡
しながら問いについて話していきます。日々の些細な出来事や感じ方
を、人とともに丁寧にことばにすることで、自分自身が変わっていくこと
をじっくり味わいます。
Students learn basic approaches to dialogue engagement center-
ing on speaking, listening and asking questions. While passing 
around a ball of yarn, we contemplatively discuss together with 
other participants common everyday occurrences and feelings, 
so that we can sense the changes in ourselves.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

各回において、対話について講義を受けた後、対話を実際に体験。
Formal lecture followed by opportunities for students to engage 
dialogue.

対話術 A（哲学対話入門）
Art of Dialogue A: Introduction to Philosophical Dialogue

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)
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Expression of thoughts, feelings and creativity requires that we explore 

deeper than the surface and that we respond to our environment. Think 

of a tree – the leaves, branches and trunk are supported by a deep and 

extensive network of roots. Likewise, the tree changes its form with the 

seasonal environment. With Art of Expression students learn how to cre-

atively nurture connections between thought, feeling and expression, and 

how to shape their actions and experiences in the real world.

Shaping interconnections

表面をどんなに飾りたてても表現にはなりません。むしろそれは、わたしたちひとりひ

とりの経験のなかに根を張り、その経験を養分にして幹を育て、ひとつひとつの枝葉

を支え、季節に応じて姿を変容させる、変化のなかで一貫した〈かたち〉をつくる樹木

たちに喩えることができます。表現術では、ことばと感性にまたがる多様な表現活動に

参加することで、ともに経験を耕し、〈つながり〉を育み、それを新しいかたちとして創造

することを学びます。

〈つながり〉をかたちにする

担当者
Instructor

平田 オリザ
Hirata, Oriza

授業期間・
回数*

Schedule *

冬学期（合計 7回）
Winter term (7 classes)

単位数
Credits

1

定員
Capacity

30

概要
Contents

2018年度の授業では、グループで 15分程度の演劇の創作に取り組
みました。演劇や物語の構造を理解することをとおし、他者に対する
表現の本質について理解を深めます。受講生はグループで話し合いを
重ね、登場人物やプロット、演技内容などについて講師の助言を得な
がらひとつひとつ検討していきました。
Students work in groups on the production of a 15-minute the-
atrical performance. Through an understanding of the structure 
of drama and narrative, students deepen their appreciation of 
the nature of creative and artistic expression. Interactive class 
discussions with the course instructor focus on examining theat-
rical characters, plot, and dramatic content.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

登場人物やプロットを検討するグループワークを行い、最終授業にて
発表。
Group work encourages the investigation of theatrical characters 
and plots. Students make presentations in the final class.

感性表現術 A（創作ワークショプ／演劇）
Art of Creative Expression A: Drama Workshop

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)
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Words, ideas, information, knowledge and media are woven with our hu-

man body into what we call culture. Literacy is an art of handling ideas, 

information and knowledge to unweave existing culture, and weave out 

our new interconnections.

Reweaving interconnections

ことば、情報、知識、メディアは、わたしたちのひとりひとりの生身の体を縦糸に交差

するたくさんの横糸であり、その縦と横の糸が、わたしたちのもう一つの身体である

文化を織りなしています。文字の読み書き、リテラシーは、この身体を使いこなす実践

術です。文字、知識、文化、教養をじぶんたちの手で書き直し、編集し、言語表現や

情報のほか、さまざまなメディアを活用して社会に働きかけ、わたしたちの〈つながり〉

を編み直しましょう。

〈つながり〉を編み直す

担当者
Instructor

山森 裕毅、平田 オリザ、松繁 寿和
Yamamori, Yuki  Hirata, Oriza  Matsushige, Hisakazu

授業期間・
回数*

Schedule *

春～夏学期（合計 8回）
Spring and Summer terms (8 classes)

単位数
Credits

2

定員
Capacity

30

概要
Contents

映画を通して知性と感性を磨くことを目的とした授業です。2018年度
は、映画はそれ自体が社会課題への取り組みであり、社会に対して批
判的な視点を向け問いを立てる力を磨く優れた教材であるという考え
のもと、映画監督として第一線で活躍する想田和弘氏や深田晃司氏
との対話をとおして社会の見方を学びました。
This course uses movies as a way to engage students in conver-
sation around contemporary social issues. By watching movies 
and having in-class discussions with leading film directors (for 
example, Soda, Kazuhiro and Fukada, Koji), students develop 
their capacity to critically address questions on major challenges 
facing society.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

映画を題材にしたグループワーク、映画監督などをゲストに迎えての対話
を含む。
Group work on movies, and in-class discussions with guest film 
directors. 

リテラシー D（映画で学ぶ社会の見方）
Literacy D: Societal Reflection through Movies

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)
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A musical composition or drama script are realized through performance 

with players on the stage and an audience. Likewise, we should learn how 

to put interconnections into practice in real social settings. This involves 

sharing visions and stories, playing our own roles, interacting with other 

players and overcoming conflicts. Only through action can we address real 

social issues facing, for example, minorities, regional communities, multi-

culturalism, and policy-making of environment, science and technology.

Practicing interconnections

舞台の上でさまざまなアクターやプレーヤーが共演することで、物語や音楽がリアル

に展開していくように、身近な社会の現場で、プレーヤーとして動きながら物語 =ヴィ

ジョンをわかちあい、それぞれの役割を担うことによって支えあい、ときにはケンカも

しながら、一歩ずつ前に進んでいく。マイノリティ、地域コミュニティ、多文化共生、

環境・科学技術政策形成ほか、さまざまな現実の社会課題の一端に触れつつ、こう

した社会の〈つながり〉を少し動かしてみましょう。

〈つながり〉を動かす

協働術 H（表現の場を作る）
Art of Collaboration H: Design of Space for Expression

担当者
Instructor

田中 均
Tanaka, Hitoshi

授業期間・
回数*

Schedule *

春～夏学期集中講義（不定期11回）
Spring and Summer terms, intensive lecture format (11 unsched-
uled sessions)

単位数
Credits

2

定員
Capacity

10

概要
Contents

2018年度は、かつて日雇労働者のまちとして知られた釜ヶ崎におい
て表現活動をとおして社会問題に向きあう取り組みを行う現場に入り
ました。4人のゲストアーティストとともに釜ヶ崎のまちを歩き、ワーク
ショップを経験することによって、このような場をどのように創り維持
することができるかを考えました。
In this course, students are encouraged to engage with real 
world and place-based social issues. Students explore the town 
of Kamagasaki (once known for its day laborers) with guest art-
ists and participate in intensive workshops reflecting upon the 
opportunities to re-create and maintain the town.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

釜ヶ崎まちあるき、ゲスト講師（海外からのゲスト含む）による講義や
ワークショップなどを含む。
Guided tour of Kamagasaki followed by workshops and lectures 
(including guests from the local community and overseas).

協力：NPO法人「こえとことばとこころの部屋」（ココルーム、代表：上田假奈代氏）
Collaborator: Non-Profits Organization “The Room for Fullness of Voice, 
　　　　　　   Words, and Hearts”(Cocoroom)

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)
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Competencies in communication with experts and non-experts, team-

work, and project management are essential when putting expertise cul-

tivated in specialist fields to work in various societal settings. Transver-

sality enhances transferable skills required to translate potential solutions 

into practice by combining specialist knowledge and basic skills (e.g. Art 

of Dialogue and Art of Collaboration).

Moving across interconnections

専門分野で培った知識を社会のさまざまな場で活かすためには、専門知のみならず

汎用性の高いスキルが求められます。  具体的には、異分野の専門家や非専門家、

多様なひとびととのコミュニケーション、チームワーク、プロジェクト運営などの実行力

がそれに当たります。横断術では、専門知と汎用力（たとえば対話術や協働術）を

結びあわせ、実践できるために、自身に必要なトランスファラブル（転用・応用可能）な

スキルを見出し、習得向上を目指します。

担当者
Instructor

八木 絵香、工藤 充、水町 衣里
Yagi, Ekou  Kudo, Mitsuru  Mizumachi, Eri

授業期間・
回数*

Schedule *

夏学期集中講義（3日間）
Summer term, intensive lecture format (3 days)

単位数
Credits

2

定員
Capacity

30

概要
Contents

異なる専門を持つ大学院生が、科学技術をめぐる社会の問題について、
じっくりと議論を重ねます。異なる見解をもつ専門家もゲスト講師とし
て、議論に加わります。地球温暖化、エネルギー問題、先端医療等の
科学技術をめぐる議論が、なぜすれ違うのか、どうすればその解決は
可能なのかについて学びます。
In this course, graduate students from different disciplinary 
backgrounds work together to examine controversial issues 
about  science and technology and propose a solution in an in-
terdisciplinary fashion. Experts with conflicting views are invited 
to inform the students’ work from opposing perspectives. By do-
ing so, students empirically develop their capacity for interdisci-
plinary communication and collaboration. 

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

テーマに関係する専門家をゲストに迎えてグループディスカッション
を行う。
Panel discussion by invited experts; group work and presenta-
tion by students.

科学技術コミュニケーション演習
Science, Technology and Communication Seminar

〈つながり〉のなかを自在に動く

*回数：何日間で授業を行ったか。2コマ連続で実施した場合は1回と表示。日数：1日とおしで授業を行った場合。（2018年度）

*The number of times classes were conducted. Two consecutive classes are displayed as 1. When multiple 
classes were conducted in a day, they are counted as 1 day. (2018)
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Innovation is about creating interconnections between knowledge and 

practice. For this reason, the questions of the how, what, where and why 

are crucial when forging interconnections. With Art of Synthesis, we 

realize value with a positive impact on society by working through exist-

ing connections, identifying the core of a problem, and creating new in-

terconnections. 

Creating interconnections

イノベーションとは、〈新しいつながり〉を創ることです。知と知、知と実践、実践と

実践のつながり、そしてそれらの間の新しい組み合わせ。その組み合わせは無数に

ありえます。だからこそ、何のために、何を選び取り、どのようにつながりを作るかが

重要なのです。総合術では、これまでの〈つながり〉を認識し、そのなかを自由自在に

動きながら問題の本質をつきとめ、その解決のために新しいつながりを創りだすことを

通して、 社会にポジティヴなインパクトを与える価値を実現していきます。

〈つながり〉を創りだす

研究プロジェクト

担当者
Instructor

平川 秀幸 他
Hirakawa, Hideyuki et al.

授業期間・
回数

Schedule

通年
Throughout the year

単位数
Credits

2

定員
Capacity

10

概要
Contents

科学技術に関連した社会課題の解決に資する研究テーマを受講生が
個別に設定し、主専攻とは異なる切り口から調査・研究に取り組みま
す。2018年度も、受講生は、約 1年間にわたってテーマの設定から
先行研究のレビュー、データの収集と分析、成果発表会での口頭発表
を行い、成果を学術論文の形にまとめました。
Students undertake research on societal problems (different 
from their main major) related to science and technology. Over 
the course of one year, students review existing research on a 
specific topic, gather and analyze data, and make oral presenta-
tions on their research findings. The students summarize their 
research in the form of academic papers.

授業形式
等

Course Plan, 
etc.

受講生や担当教員が揃って行うゼミ形式での進捗報告・研究指導と、
受講生のニーズ・関心に応じた個別研究指導を組み合わせて実施。
Students participate in research seminars and receive individu-
al research guidance from the course faculty according to their 
needs and interests.

副専攻プログラム「公共圏における科学技術政策」の履修者のみ対象。
研究テーマに応じて、学内の関連分野の教員からアドバイスを受けることができる。

Available only to students on the Science and Technology Policy in Public 
Sphere minor program. Students can receive advice from university teaching 
staff in fields relevant to their research theme.

Research Project
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「ソーシャルビジネス」とビジネスの違いは、活動が生み出す「社会的インパクト

をどのぐらい意識しているか」。例えば、イノベーティブなサービスがビジネス視点で

「成功」と評価されても、実際には人々の暮らしに負の影響をもたらす場合もある。

社会的課題の解決に向けビジネスの手法を活用する際、社会にとっての正のイン

パクトを最大化しつつ、負のインパクトを避けることが求められます。

ソーシャルビジネスの事例が増え、社会的課題への取組方法が多様化するなか、

学生の間でも、課題解決に向けた具体的な方法やインパクト創出のあり方について

関心が高まっている印象です。普段から、貧困や地域の過疎化などの課題をより

身近に感じる環境があるのかもしれません。

社会的課題への取組は多様化していますが、課題に取り組む際に一貫して大切だ

とされているのは、「共感力」です。それは、同情を意味する“ sympathy”では

なく、もう一歩踏み込んで、対象者が抱える課題について自分の事のように感じ、

相手の状況を理解することを意味する“empathy”を指します。授業ではこの

“empathy”をキーワードに、「デザイン思考」と呼ばれるツールなどを異なる専門

分野を持つ学生からなるチームで用います。教員側も異なる専門性を持つメンバー

です。学生には、多様な意見が出る場で、自分たちのアイデアをとにかく早く試し

てみて、早く多く前向きに失敗し、そのプロセスを繰り返すことで、共感力を高めて

いってほしいです。

ほぼ同じ内容の授業を日本語と英語の2パターンで提供しているのも本授業の特徴

です。英語の方では、「異文化アジリティ」（cultural agility）とも呼ばれる能力

を意識し、体験します。グローバル化が進む今日、学生が社会人になった時に、

異なる文化的環境で、異なる生活文化を持つ人々とチームを組む場面が一層増え

るかと思います。大学の授業という失敗してもよい環境の中で、ぜひ一度異文化

アジリティを意識した体験をしてほしいと考えています。

What makes the difference between a business and a “social business” is 

its awareness of its social impact.  For instance, even an innovative service 

that is judged as successful from a business perspective may have a neg-

ative impact on people’s lives. Solving social issues demands maximizing 

positive impact while avoiding negative impact.

Students seem to be taking an increasing interest in tackling social issues. It 

may be that their environment makes issues like poverty and regional popu-

lation decline seem closer to home.

The thing that is always important for tackling social issues is the skill of 

“empathy.” Unlike “sympathy,” empathy involves understanding someone 

else and experiencing the problems they face as though they were one’s 

own. In our courses, we work in teams using some tools including “design 

thinking,” focusing on this concept of “empathy.” I want students to try out 

their ideas early and experience “fail fast, fail often, fail forward,” and through 

repeating this process, to increase their ability to empathize with others.

One of the features of the course is that it offers almost the same content in 

both Japanese and English. In the English version, students are made aware 

of and experience a skill known as “cultural agility.” In today’s increasingly 

globalized world, I believe we will see more and more situations that require 

us to work as a team with people of other cultures, and in different cultural 

environments. I want students to experience this in our classes, an environ-

ment that is designed to learn from failure while paying attention to cultural 

agility. 

「共感 Empathy」を軸に
正面から取り組む「社会的課題」

Focusing on “empathy”:
Tackling social issues head on

Tsujita, Toshiya

Associate Professor, 
Center for the Study of Co *Design

教員の視点 Faculty Perspectives

「ソーシャルイノベーションA（コンセプト編）」、「ソーシャルイノベーションB（ツール編）」、
「ソーシャルイノベーションC（実践編）」などの授業を展開している辻田俊哉 講師に、授業
の目的や意図についてお話を伺いました。

Associate professor Tsujita Toshiya, who is designing the courses such as “Social 

Innovation A: Concepts and Approaches,” “Social Innovation B: Tools and Methods,” 

“Social Innovation C: Co-creation in Practice,” talked about their purpose and intent.

辻田 俊哉
大阪大学COデザインセンター 講師
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The series is co-hosted with 
Knowledge Capital as a site 
for dialogue and collabora-
tion between researchers, 
professionals and general 
publics in exploring new 
ways of creating knowledge 
and expertise.

社会の中でさまざまな新しい価値をつくり出してい

る実践者と、研究者の対談形式で進める対話プロ

グラムです。グランフロント大阪の中核施設である

ナレッジキャピタルとCOデザインセンターが2016年

から実施しています。社会の中の多様な人々と一緒

に「知」の意味や作られ方を捉えなおし、新しい大学

のあり方を探るべく、対話を続けています。

Knowledge Capital CHO School Series: Universities in Transition

ナレッジキャピタル超学校 〜対話で創るこれからの「大学」〜 共創イノベーションセミナーシリーズ
Co-creation Innovation Seminar Series

社会の中で求められる変化や価値をどのように

生み出すことができるのか、分野を超えて皆で考え

る機会を持つという趣旨で企画されたセミナーシ

リーズです。2017年は、6月に「地域イノベーショ

ンの共創 :ドイツの事例から考える」、9月に「科学

技術基本計画（1995 – 2016）のその後」、11月に

「大学における科学コミュニケーション教育と高度

汎用力」をテーマにセミナーを行い、学内外からの

べ 80名にご参加いただきました。

In our Co-creation Innova-
tion Seminar Series, we host 
talks by guest speakers and 
discuss with the audience 
how we can create value and 
effect the changes needed 
in our society in an inter-dis-
ciplinary fashion.

This is a place where anyone 
can stop by and have a con-
versation about issues relat-
ing to the educational pro-
grams at the Center for the 
Study of Co *Design. In 2018, 
the Cafe was opened up more 
than 10 times, for meetings 
about films, and gender and 
community issues, etc.

COデザインセンターの教育プログラムに関連する

話題について、誰でも立ち寄って話しあえる場です。

大学で専門分野を学ぶひとたちが、社会の中の多

様なひとたちと対話し、協働し、新たな価値を創造

するためのCOデザインセンターの教育プログラム

を気軽に体験することができます。2018年は、映像

作品やジェンダー、まちづくりなどに関係する15回

以上のカフェが開催されています。

多彩な現場で活躍されている研究者や実務家を

ゲストにお招きし、公共圏における科学技術に関わ

るテーマについて参加者間で議論します。これまで、

科学技術と社会のあいだで活躍する実践者から

学ぶ「つなぐ人たちの働き方」、ドキュメンタリーの

制作過程を学ぶ「Between Documentaries and 

Science」、科学技術に関する公共政策の特徴を

学ぶ「科学技術×公共政策」を開催しました。

We invite guests from var-
ious professional fields to 
discuss together themes 
relating to science and tech-
nology, and public policy. 
Previous themes include: 
“Between Documentaries 
and Science” and “Science, 
Technology X Public Policy”.

Co*  Design Cafe

COデザインカフェ STiPS Handai  研究会
STiPS Handai Seminar Series

プロジェクト Projects Projects プロジェクト
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『Co *Design』は、COデザインセンターが編集・発行

する定期刊行物です。2016年度より刊行を始めました。

“Co *Design” is a periodical publication edited

and issued by the Center for the Study of Co *
Design. We began publishing from fiscal 2016.

Co* Design

2016年度にCOデザインセンターが実施した対話プログ

ラムをまとめた書籍です。大阪大学出版会から出版。「社

会を変える取り組み」で活躍するゲストたちとともに、知の

ありかた、つなぎ方を考えてきた対談を集録しています。

A collection of dialogues with scholars and pro-

fessionals about the changing role for univer-

sities to play in addressing important issues in 

our society today.

Universities in Transition

対話で創るこれからの「大学」

2016年に竣工した活動スペース。COデザインセンターの授業、ワークショップ、各種

研究会・イベントなどが行われます。靴を脱いで入るこの場所は、可動式の机や椅子など

が用意されており、床に座って対話をしたり、身体を自由に動かしたり、壁にアイデアを

書き込んだりと、参加者のさまざまな動きを可能にします。実体験を通した学びを提供する

COデザインセンターの多様な活動がここで行われています。

Co *Design Studio is a space designed and built specially for experience-based 

learning. Students walk around, sit on the floor for discussions, scribble ideas 

on the walls... The space allows unconventional and creative forms of learning.

Co* Design Studio COデザインスタジオ

We need people to take the ini-
tiative in creating pleasant com-
munities and roads in response 
to problems relating to health, 
economics, isolation, and so on, 
as well as measures to maintain 
them. In this workshop, we will 
tackle the creation of a communi-
ty-activity management system.

今、健康・経済・孤立などの不安に対応し

ながら、人々が自発的に取り組んでいくこと

の愉しさを計画プロセスに織り込んだまちづ

くり、みちづくりとその維持活用のあり方が

求められています。まちみち研究会は、こう

した時代の要請を先取りして、新しいコミュ

ニケーションの場と、地域マネジメントシス

テムの創造に取り組んでいきます。

We need a safe place where we can 
identify and understand the unique 
dif ferences among people, and 
every person in the community is 
heard, valued, empowered, feeling 
a sense of belonging. Together 
with participants, we will design 
a dialogue space where faculty, 
students, and local residents get 
together and hold seminars and 
workshops on related topics. (The 
general public can also attend.)

ダイバーシティ（多様性）の意識化・可視

化は、わたしたちにとって身近で切実な課

題です。大阪大学の教職員・学生や地域

住民が継続して集まる対話の場のデザイン

を参加者とともに行い、マイノリティ、ダイ

バーシティ、インクルージョン（社会包摂）

について学ぶ科目 *を開講するほか、ワー

クショップやアート展示会などのイベント

企画・制作を通してあたらしい学びのかたち

を模索します。（＊一般の方も受講できます）

Machimichi Workshop

まちみち研究会

Diversity and Inclusion

ダイバーシティ& インクルージョン

豊中キャンパス : 総合棟Ⅰ 3階 341Toyonaka Campus: CELAS Building I , 3F Room No.341

出版物Publications

スタジオStudio

プロジェクト Projects
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ロゴは、本センターを象徴する「CO」と無限の展開可能性を示す「＊（アスタリス

ク）」を構成要素とし、創られました。「O」は広域な学術の場を表しています。「＊」

はその周りをまわる「星」であり、「C」はその星の環です。そしてロゴが描かれる背景

は「社会」そのものです。

ロゴは利用場面に応じて「回転」し、配置されます。これはスタッフの専門分野が多様

である証。本センターは「スタッフがどの角度から見て関わるかによって、その姿を

変えていく」柔軟性の高い組織なのです。これは、すべてをうつす鏡としてのシル

バーをキーカラーにして、今後ロゴがマルチカラーで展開していくことにもつながっ

ていきます。

「星＝＊」や「星の環＝C」が、「知＝O」と「社会＝背景」のはざまを創造的に繋ぎ

ながら、力強い運動を繰り広げる場―それがCOデザインセンターです。

ロゴマークについて

Our Logo

In the logo design “CO” symbolizes the Center and “ *” (an asterisk) 

implies unlimited potential. Visually, the “O” represents global knowl-

edge, “ *” is a satellite and “C” is its orbit. The background on which 

the logo is drawn represents society.

The logo can be rotated and arranged to suit the setting in which it 

is used and represents the diversity of specialist fields of expertise 

among the center’s faculty. The center is a highly flexible, changing its 

shape depending on the angle of each faculty member’s viewport. This 

will lead to the development of many colors for the logo in the future, 

with the key color silver as an all-reflecting mirror.

With the satellite ( *) and its orbit (C) connecting global knowledge 

(O) and society (the background), a powerful movement can emerge 

through the Center for the Study of Co *Design.
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