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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。

　C O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『知と社会』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。
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　ロゴは、本センターを象徴する「C O」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
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「好きなこと」を見つけて

　今年（2017年）は約10 0回の哲学対話を行いました。広島や山陰、

四国などにも出張して、ご依頼に応じた場所、参加者、テーマで哲学

カフェや哲学対話を行っています。「立場や経験に関係なく、対等に

皆で話して一緒に考える」「自分の“当たり前”を見つめなおす」「一

人で孤独に抱えるのではなく皆と問題を共有する」―そのことがエ

ンパワメントにつながるようで、予想以上のニーズや手応えを感じて

います。最初はボランティアで哲学カフェをしていたのですが、いかに

お仕事として認めてもらうか、ということを考えつつ取り組んでいます。

　私が哲学と出会ったのは中学2年生の時。父親の本棚の新書を片っ

端から読んでいた時期でした。その中の『哲学入門』という本を読

んだとき、「あ、これだ！」と思ったのです。小学生くらいの頃から、た

とえば国語の教科書で「蜂が見えている色は人間とは違う」という

話を読んだりすると、「いやいや、そもそも人間同士も同じ色が見え

ているかどうかなんてわからないよ。同じかどうかなんて、言葉のレ

ベルでしか確かめられないじゃないか」なんてことを考えることが好

きな子どもでした。

　そして、大阪大学大学院文学研究科倫理学・臨床哲学研究室で

博士後期課程まで進みました。ただ、論文、つまり、専門家を対象に

専門知識や専門用語を使って自説を主張するということに全く向い

てなくて。哲学はとても好きだったのですけれどね。

　哲学カフェをしていると、どんな人の中にも、まだ発見されていな

い面白い思考がたくさん埋まっていることがわかります。そして、その

存在や可能性に、他者だけでなく、その思考の持ち主自身も気づい

ていなかったりする。哲学対話とは、いわば、そうした思考の「発掘

作業」です。そしてそのなかで、「常識」や「正しい」と思われていた

理論が綻びを見せることがあります。私はそうした、理論と現実のギャッ

プに、いま同じ社会に生きている人と向き合いたいという気持ちが

強いのだと思います。

周りの支えを得て、
自分ができることを積み重ねていく
　学生時代、COデザインセンターの前身、コミュニケーションデザイン・

センターで経験した平田オリザさんの授業が印象に残っています。小

道具だったり身体の位置だったりというほんの小さな仕掛けによって、

大きくその場の状況が変わる、ということを体感しました。それまでは、

実践的な内容に魅力を感じて

井内̶この授業を受けようと思ったのは、大学4年生の春から1年

間ドイツに留学していた経験があったからです。帰国してまちづくり

について学びたいと考えていたとき、シラバスを見ていたら、「実際

のまちづくりがどういうものか学ぶことができる」という授業説明を

見つけ、これは自分にぴったりだと思いました。

近藤̶ 私の場合は、コミュニケーション・デザインのことが勉強した

かったということが授業を受けようと思った理由です。私は、学部生

のときはそれほど教養科目に興味を持てなかったのですが、その後、

本格的に自分の専門に取り組み始めた頃、もう一度教養を学びたい

と思うようになりました。ちょうどその頃、COデザインセンターがある

ことを知ったのです。

　まちづくりは生活に近いものですよね。「多様な人々が存在すると

いう前提で、まちづくりは皆に関わるもの。だから皆で考えよう」とい

うものごとの捉え方に興味を持ちました。フィールドワークとして実際

に現場に出て学ぶことができるということにも魅力を感じました。

井内̶ 今回の授業では「能勢電鉄沿線地域のまちづくり、地域づ

くりを、自分自身の持つ背景を活かして考える」というテーマに取り

組みました。最終15回目（注：2017年度の授業計画では12回目）

の授業で企業の方、地域の方に自分たちの考えたことをプレゼンテー

ションしました。

　途中の7回目の授業では中間報告が設定され、そこで自分たちの素

案を報告したんです。僕は「大学コンソーシアムのようなものを作り、

教育面からの地域ブランド確立を狙いたい」というアイデアを出しました。

近藤̶ 私は「多様な人々が参加することができる学会のようなもの

を作りたい」という提案をしました。例えば研究者がその地域で行っ

た研究の報告をしたり、小学生がこんな虫をこの地域で見つけたよ

という話をしたり、ということができる場です。もしそういう場があれ

ば、この授業で実際に起こっているような良い「化学反応」が起きる

のではないかと考えました。

デザインって、意図通りに機能するよう仕組みを作りあげることだと

思っていたのですが、実はそうではないのですね。何が起こるかわか

らないけれど、何かが起こりやすい状況をつくる、それもデザインであ

り、演出なのだと知りました。いかに話しやすくする仕掛け、あるいは

上下が生じにくくする仕掛けを作るか。今、哲学カフェを企画・進行す

る上でも、「演出」という観点は考えるヒントとなっています。

　哲学カフェの進行役はあまり出しゃばらず、自分の体験や意見は話

さず、参加者の皆さんの主体性を引き出すことに徹するというタイプ

が多いのですが、私はあえて自分自身の意見や経験を話すこともあ

ります。「ここぞ」と思って発言したことが参加者の関心にヒットせず、

空振りに終わることも多いのですが、それでよいのだと思うようにな

りました。「そんな身近な経験でもいいなら、私にも話せそう」と参

加者の皆さんが話しやすくなるなら、それも演出のひとつです。

　この活動を始めた最初の頃、哲学という分野は研究者になるしかやっ

ていく道がないとよく言われました。当初は無謀だと言われたけれど

も、少しずつ、理解してくれる人や応援してくれる人がいて、それを積

み重ねてきて今があると思っています。

　そして、私がやるべきことは私が決めることではないのだな、と思う

ようになりました。哲学という専門知がさまざまな領域でどのように

役立つのか、専門外の人々に出会い、ともに試行錯誤しながらひとつ

ひとつのニーズに応えていくことで、少しずつ見えてきました。

　また、阪大在学中、いろいろな先生に接する機会があり、多様な働

き方をしている方に出会えたのもよい経験でした。それも自分自身の

働き方を考えるひとつのヒントになっています。全てを完璧にできなく

ても、「この分野は絶対にこの人でなければ」と周りの人が思う魅力

があれば、サポートをしてもらうことができる、ということを知りました。

　臨床哲学の先生にも、コミュニケーションデザイン・センターの先生

にも、「あなた自身ができることを探しなさい」と言われました。私も

まだ、何をどこまでやらなければいけないか、どこまでできるようにな

るべきか、揺れ動いていますが、今後も、周りの人との交流のなかで、

自分らしい哲学のあり方を探求していこうと思います。

井内̶ただ、中間報告では、僕はかなり厳しい評価をいただきまし

た。まだ明確なビジョンを説明するまでに至っていなかったのです。

粘りに粘って、議論を楽しむ。
だからこそ起こる化学反応
井内̶そこで、最終報告までの間にもう一度企画を練り直したのです。

2階の講義室の壁一面のホワイトボードが文字で埋めつくされるくらい、

多くのアイデアを皆で出しあいました。そして全員で、出てきたアイデ

アをひとつひとつ分析しました。近藤さんがリーダーになって全体を

見てくれました。

近藤̶ 出されたアイデアをそぎ落としていく、絞っていく、という議

論ではなく、このアイデアとこのアイデアはこの部分が違うから分ける、

あのアイデアとあのアイデアはこの部分が同じだからひとつにする、

という整理を、ひとりひとりがきちんとやりました。

井内̶そんな中、僕の中には、人からもらった意見をどういうふう

に自分の中でまとめたらよいのか、という悩みもありました。そして発

表直前の14回目の授業で、先生から「元々自分が考えていたことに

戻りなさい」というアドバイスをもらったのです。そのとき、自分のや

りたいことがパッと見つかり、混沌としていたものが全て整理された、

という感覚を持ち、感動しました。

近藤̶ 自分のアイデアを半年かけてまとめあげる、という経験は、

今まであまりありませんでしたから、この授業はとても楽しかったです。

とにかく、議論には時間をかけ、そして粘りに粘りました。先生は、学

生5人が輪になって議論しているところを一歩後ろから見守り、「ここは」

というタイミングで議論に入ってくださいました。そうやって多くの先

生に手厚く議論を見ていただいた、というのは私たち学生にとって貴

重な経験だったと思います。

松川 絵里さん
哲学者・カフェフィロ副代表
（大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学）

学生時代より哲学カフェの活動をはじめ、2005年大阪大学臨床哲学研究室のメンバー
を中心に、哲学対話を実践・サポートする団体「カフェフィロ」を設立（2014年4月
～2016年3月まで代表）。大阪大学コミュニケーションデザイン・センター特任研究
員（2010年8月～2016年3月）を経て、現在は岡山を拠点に、カフェ /地域のコミュ
ニティスペース /介護施設 /障害者支援施設 /病院などで哲学カフェや対話セミナー
のファシリテーターを務める。主著『哲学カフェのつくりかた』（大阪大学出版会）、
共訳書『中学生からの対話する哲学教室』（玉川大学出版部）。［2017年9月時点］

【※】 横断術特論A（郊外再生プロジェクト）
［授業の目的と概要］能勢電鉄沿線（1市3町）をフィールドとして、地域コミュ
ニティの抱える問題や課題を理解した上で、まち・みちづくりをどう進めていく
のか、またそうした地域の課題に地域の人びとが主体的にかかわっていくた
めに何が必要なのかについて考え、その対策を沿線住民や事業者に提案する
ことを目的とする。具体的には、受講生それぞれの背景（学部、出身者、経験等）
を踏まえた上でこの地域の課題を見いだし、グループワークにより、その課題
に向けての提案を関係者にプレゼンする。

井内 琢斗さん
（大阪大学 外国語学部外国語学科ドイツ語専攻5年）

近藤 成美さん
（大阪大学 理学研究科化学専攻博士前期課程1年）

COデザインセンターで実施している「横断術特論A（郊
外再生プロジェクト）【※】」を2016年度に受講した学生
お二人にお話を伺いました。
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　そしてもうひとつ重要なことは学習が「他者と協働する経験」であ

るということです。だからこそセンターの名称の中心に「CO」が入っ

ている。日本語で言うと「ともに」ということです。他者との関係を「役割」

や「地位」といった固定的なもの、階層的なものとして捉えるのでは

なく、ケアする、協働する、支えあうという動的な結びつきとして経験

することが社会で実践をつづけていくための大きな軸となるはずです。

八木̶なるほど。「支えあう」だと、協働の結果として、みんなが同

じものに到達しなくてもよいわけですね。同じ目標や同じものに到達

するのではなく、凸凹があってもいい。そういう経験や振り返りが積

み重なり、各々が「自分が今やっていることは何なのか」ということ

を、全体の中で距離や位置取りをしながら考えて行動するようになる。

そして、全体をうまくネットワークしながら動かしていく－そんな能力

が身につくのかもしれません。結果的に自分自身を理解する時間に

なり、自分を他者に理解してもらう機会にもなりますね。

　大学を卒業してから待っているのは「今やっていることは何なのか

と問い続け、他者と協働しながら、社会の課題に対峙していく世界」

ですから、そういう意味でも社会人・研究者になる前の通過点として

は、必要な時間なのだと思います。

人間の身体サイズをはるかに超え始めた
知識や技術を「人間のために取り戻す」
ほんま̶ 短期的に解決できる課題も社会には多々あります。しか

し私が関わっている医療や看護、教育の分野は、そんなにすぐに課

題解決できるわけでもないし、短期的な解決がさらに問題を増やし

てしまうこともある。全体で問題を見極めるということに、相当な時

間を費やすことになります。センターで提供していくPBL【※3】の課

題設定も、短期から超長期まで幅広い時間軸での設定が可能になる。

その課題設定の幅広さは、「大学」という場所だからこそできるのだ

とも思うのです。

八木̶社会の中の課題群を見たときに、解決への時間軸の設定も

そうですが、そもそも科学技術や知識そのものが人間のサイズ感を

超えつつあるという議論もあります。

　さまざまな科学技術研究の萌芽期には、これは「人間のサイズ感」

を超えている科学技術だという感覚というか、その科学技術に対す

る畏怖の念があったはずだと思うのです。一方で科学技術に関わる

専門家は、「これ（対象とする科学技術）は、人間がコントロールでき

るものなのだ」と思いこまないと扱えないという言い方をしたりしま

専門領域をこれから学び始める学生に
向けて、用意すべき学びの場とは
八木̶ 25年前に約25%だった大学進学率は、平成27（2015）年

には約50%と倍増し【※1】、これからの大学教育では、専門基礎を固

めるだけでなく、社会で活躍するためのさまざまな力を育成すること

が求められています。また、修士、博士号取得者が社会で専門知識を

活かした高度な職業人として社会を牽引することも期待されていま

す。つまり、学部から大学院を通した一貫した社会実践力が養われ

る学修カリキュラムが必要となっています。そのような流れの中で今回、

COデザインセンターでは科目を新設・改定することになり、新しい「術」

という概念が導入されました。これは、具体的にはどのような考え方

なのでしょうか。

ほんま̶ COデザインセンターでは、他者とともに活動するときの基

本となる術として「訪問術」「対話術」「表現術」「リテラシー」「協働

術」の5つを掲げます。これらは知識や頭脳だけでなく人間の身体の

活動を軸とした術です。これに、さまざまな社会領域や専門分野に関

わっていけるための「横断術」「総合術」が加わります。

　背景として、私たちはまず、「幅広い教養」vs「確かな専門知識」

という図式から自由になることが必要だと考えたことがあります。

大学の歴史を振り返ってみて参考になる考え方の一つが、中世の

大学に起源をもつ「リベラル・アーツ」です【※2】。これは知識や教

養である以前に、思考し、表現するための「アーツ（術）」であり、こ

れを現代の社会で蘇らせるならばどうなるか、ということを考えました。

八木̶ 一方で「そんなことは大学や大学院に入る前にやっておく

べきことではないか」という声もでてきそうですね。

ほんま̶社会や専門知識が複雑化するなか、身体に基づく知が高

等教育のなかに核としておかれることが私は重要だと考えています。

例えば、「フィールドワーク」や「調査」という学問の枠組みから出発

するのではなく、初めてであう人たちや場所のなかでじぶんが何者と

して迎え入れられ、あるいは排除されるのか、そうしたことを通してど

のように関係をむすんでいくのかは「研究者」である以前に大切な

ことです。メールや文書でアポをとっておわり、じゃないですよね。訪

問術ではそういうことからちゃんと学んでほしい。対話術においても、「ア

イスブレーキング」とか表面的なコミュニケーションのスキルだけでは

なく、ひとつの場所でからだを向かい合わせて、たがいに関心をもち、

相手に質問して相手の言いたいことを理解するためにまた質問する

という問答を繰り返す。そんな経験を積み重ねることがCOデザイン

センターの提供する授業のなかに埋めこまれています。

　私は対話を小学生たちともしています。人間なら誰でもできること

をコツコツ磨いていくことがアーツであり、そこにこそ普遍性の基盤

があるのです。人間の経験とは層をなしていて、大学生・大学院生と

して専門知識を修得しながら、基層となる対話を継続して学びつづ

けることも重要であると考えています。COデザインセンターでは、学

習者が望めば数年間かけて継続的に経験を積み重ねていけるような

カリキュラムが用意されていて、ひとりひとりが違った「経験のストーリー」

を自らデザインできるのです。

多様な経験を「土壌」にして、
はじめてスキルが育つ
八木̶そういった授業では対話や協働の場を作る「スキル」が身

につくことが目的ですか？

ほんま̶「スキル」とは抽象化され、個人化された機能であり指標
だと私は考えています。しかし現実の社会生活では、たった一人で何

かを成し遂げることは極めて稀なことで、他者との関係のなかで具体

的に何かを担っているわけです。何かの場面を後で振り返ったときに、

結果として「じぶんはこういうスキルが発揮できた」と見えてくるもの

です。その指標はどんなことができたかというチェック項目としては

使えるでしょう。しかし、スキルが発揮されるためには、まずそれが育

つための「土壌」が必要となる。

振り返り（リフレクション）が経験を
深化させ、自分を知る時間となる
八木̶単に「経験させて終わり」ではいけないわけですよね。経験し、

その場面を振り返り、自分の言葉として言語化することが非常に重要

になる。その基礎となる学びが、COデザインセンターで提供される授

業プログラムのひとつになるというイメージでしょうか。

ほんま̶そうですね。やってみるだけでなく「経験の組み替え」「経

験の深化」を促す環境を用意することが、重要になります。学生たち

を見ていると、与えられた枠組みのなかで与えられた課題をこなすこ

とには非常に長けている。しかし一方で、自身の経験を能動的に変化、

深化させ、それをもとに既存の枠組みを変更する力を伸ばす必要も

あると考えています。

す。たしかにそのような側面はあるかもしれません。しかし、科学技術

に対して畏怖の念や敬虔さをもって対峙すべきだと思うのです。苦し

さを伴うけれど、科学技術に対するコントロール感と畏怖の念の両方

のバランスが必要というか。

ほんま̶ 科学技術や知識はもともと人間に与えられていた諸条件

を超え、人間をはるかに凌駕する広範な領域へと拡大してしまった。「脱

人間化」してしまったわけです。もちろんそれはそれで、社会のある

部分に一定の利益ももたらしてはきたが、私たちすべてがその上で

は生きてはいけないわけです。それをもう一度「人間のために取り戻

す」、「再人間化」することが、知識と技術の拠点である大学には求

められているのではないでしょうか。ともすれば脱人間化してしまい

がちな私たちが「人間になる、とはどういうことか」を問う必要がある。

この根源的な問いを見失うと、科学技術も医療の問題も、どこまでも

外に向かうばかりですね。この遠心力から私たちを引き留めるものは

何か、その求心力が必要になっているのだと感じています。

　研究者になるにせよ、社会人になるにせよ、10年20年単位で結果

が見えないものに向かい行動する場面が出てくるでしょう。その時に

じぶん自身の根を見失わないために、土壌としての経験を提供でき

るセンターでありたいと考えているのです。

　ここでお話しした内容は、これからの大阪大学での学びを変えてい

こうとする第一歩です。教育プログラムは段階的に改訂する予定です。

適宜ウェブサイトやSNSを通じて、そのプロセスも発信していきたい

と考えています。

【※1】1990年、2015年の文部科学省学校基本調査より。過年度卒を含む
 大学（学部）進学率。1990年24.6%、492,340人。2015年51.5%、

617,507人。

【※2】神学や法律など専門的な学問を修めようとする人たちは、3つの学（文
法学・修辞学・論理学）と4つの術（算術・幾何学・天文学・音楽）、
つまり7つのアーツ＝自由七芸＝リベラル・アーツを習得した。

【※3】 PBL（Project Based Learning） 「プロジェクトを基にした学習」のこと。
学生は、授業の中で与えられたプロジェクト（課題）にチームで取り組む。

「人間」になる？！ より深く根下ろさせるための土づくりを、丹念にあなたの問いを、

ほんま なほ（本間直樹）

大阪大学COデザインセンター
准教授・教務室長

八木絵香

大阪大学COデザインセンター
准教授・広報室長

役職は2018年3月現在
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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、基礎プログラムと

して、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、大学院生のための発展プログラム

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。

COデザイン＝ひとびとの〈つながり〉 を生み出す術
イ ン ク ル ー ジ ョ ン

5つの術を実 体験する

専門知とさまざまな術をかけあわせる

価値を実現するために動きだす
対象＿大学院生（修士・博士）
科目＿ COデザイン科目
履修条件＿ 2nd STEPの科目の単位を履修した者

対象＿主に院生（修士）
科目＿主にCOデザイン科目

履修条件＿1st STEPの科目の単位を履修した者

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
科目＿コミュニケーションデザイン科目

公共圏における科学技術政策＝「人々がどんな世界に生

きたいと欲しているか」という問いに科学技術がどう答え

るかを考える政策。本プログラムでは、そのような政策形成

に寄与できる人材の育成を目指す。

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。

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。

STiPS（公共圏における科学技術政策） ソーシャルデザイン 社会の臨床

各
科
目
の
解
説

主
に
テ
ー
マ
と

な
る
社
会
課
題

nd STEP2 

rd STEP3 

st STEP1 

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

基
礎

コミュニケーション
デザイン科目

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デザイン科目発
展

横断術
〈つながり〉のなかを自在に動く

総合術
〈つながり〉を創りだす

訪問術
〈つながり〉を感じる

表現術
〈つながり〉をかたちにする

協働術
〈つながり〉を動かす

対話術
〈つながり〉を知る

リテラシー
〈つながり〉を編み直す
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〈つながり〉を感じる

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。

訪問術

〈つながり〉をかたちにする

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。

表現術

〈つながり〉を動かす

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。

協働術

〈つながり〉を知る

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。

対話術

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
リテラシー

5つの術を

実体験する

st STEP1
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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2 016年から実施している、研究者と

一般参加者が対話を通して一緒に考えるシリーズです。社

会の中で分断した知をつなぐものは何か？ それはどのよう

に培われていくのか？ さまざまな分野の研究者と、社会の

中で新しい価値をつくり出している実践者が対話形式でプ

ログラムをすすめます。2017年度までに計11回を行いました。

ナレッジキャピタル超学校
「対話で創るこれからの『大学』」

COデザインカフェ

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。2017年は、

映像作品やジェンダー、まちづくりなどに関係する10回以上

のカフェが開催されています。

STiPS Handai 研究会

学内外の研究者や実務家をゲストにお招きし、話題提供し

ていただきます。過去には、「科学技術に関する外交」「省庁、

内閣府における政策立案」「原子力行政」「医療分野におけ

る研究開発」「意匠行政」など、科学技術や公共政策に関

する多岐にわたるテーマに取り組みました。学生だけなく教

員も相互に学び合うことを目的としており、テーマに興味を

持つ人なら誰でも参加可能です。

共創イノベーション
セミナーシリーズ

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。

専門知とさまざまな術をかけあわせる

価値を実現するために動きだす

〈つながり〉のなかを
自在に動く

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。

横断術

〈つながり〉を創りだす

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。

総合術

nd STEP2

rd STEP3
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発行物

スタジオ

12

COデザインスタジオ
（豊中キャンパス : 総合棟Ⅰ 3階 341）

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

『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。2017年度からは年2回刊行

しています。

未知で複雑で困難な課題の解決を先導する「高度汎用力」の養成

を目指す大阪大学COデザインセンターが「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、つなぎ方を考える対談集。

対話で創るこれからの「大学」
（大阪大学出版会）

馬場正尊・八木啓太・小笠原舞・小竹めぐみ・若林恵・稲村和美・東浦亮典・人見光夫・平田オリザ・江間有沙・水野祐・石川新一・
岩田有史・座馬耕一郎・相川高信・吉澤剛・内田由紀子・神里達博掲載順

ゲスト
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〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-16

大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構 全学教育総合棟Ⅰ
TEL: 06-6850-6111

http://www.cscd.osaka-u.ac.jp
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