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※発言をそのまま書き起こしたデータを基に、個人情報に関する部分を削除し、文意が通

るように修正を行っています。 

 

グループワーク後半 B 班 

 

（サブ F） もう落ち着かれたら、始めても構わないですよ。 

 

（F） はい。始めても大丈夫ですか？ 

 では、「地球温暖化の防止のために、自分の暮らしの中でするべきこと・できること・や

ってみようと思うこと」を 3 分程度でお書きください。お願いします。 

 

（サブ F） では、3 分計らせていただきます。 

 

（記入中） 

 

（サブ F） 一応 3 分ですけれども、まだお時間かけたい方はいらっしゃいますか？ よろ

しいですか？ 

 

（F） それでは、先ほどのように時計回りで、 

 

（サブ F） あ、逆のほうが、 

 

（F） あ、では、逆回りで、また私から。 

 〔食材の買いすぎに気をつけている〕。 

 エアコンの温度設定は、26 度、27 度辺りを行ったり来たり。 

 〔なるべくペットボトルは買わない〕。 

 〔3R を心がける〕。 

 〔エコバッグを持ち歩く〕。 

 〔節電 プラグを抜く、こまめに切る〕を実践しています。 

 

―― 素晴らしい。 

 

（F） では、こちらの方からお願いします。 

 

―― 私の発想があまりにも貧困でびっくりしたのですけれども、ええと、〔エコバッグ〕

ですね。 



 - 2 - 

 あと、〔使い捨てを避ける〕。 

 あとは、私も〔節電〕ですね。はい。 

 

（F） はい。次の方、お願いします。 

 

―― はい。〔エコバッグ〕。 

 

（F） エコバッグ。これは浸透しているみたいですね。 

 

―― あと、温暖化がどういうことかを知る。 

 あと、〔節電〕に近いのですけれども、図書館に行って、家でエアコンを使わない。 

 

（F） （笑） 

 

―― 公共機関で涼むということですね。 

 

―― 割とやっています（笑）。 

 それから、エアコンの設定温度は、26 度とか 27 度とか。 

 あと、〔クールビズ〕。この辺りに近いのかなと思うのですけれども。 

 

（F） はい。次の方、お願いします。 

 

―― 温暖化ガスを出さない、または、出す量の少ない製品を使うということ。 

 

―― ああ。そうですね。これは〔節電〕のそばに置いておきましょうか。この辺ですよ

ね。 

 

―― あと、人間だけではなくて、温暖化によって絶滅してしまうような生物のことにも

考えを回す。 

 あと、今回このような機会を得られたので、原子力学会員を続けましょうと。 

 

―― （笑） 

 

（F） はい。では、次の方、お願いします。 

 

―― すみません。あまり当たっていないと思うのですけれども。ちょっとはずれのほう



 - 3 - 

に置きます。太陽と共に生きましょうということです。暗くなったら寝ると。 

 

（F） （笑） 

 

―― 電気は使わないということですね。 

 

―― 生活改変ですね。 

 

―― それから、〔ものを作りすぎない〕。 

 

―― 買いだめに気をつけようということでしょうか。 

 

（サブ F） 食べ物ですか？ 

 

―― いや、いろいろなもの。 

 

―― そうすると、これとも関係してきますか？ 

 

―― そうですね。 

 あとは、〔ものを大切にする〕。ものというのは、いろいろなものがあるのですけれども。

食べるものもそうですし。だから、ちょっと違う考え方ですね。 

 

―― まあ、〔使い捨てを避ける〕と同じところに置いておきましょうか。 

 

（F） はい。次の方、お願いします。 

 

―― ええと、〔緑を増やす〕。ペンの色を緑に変えています。 

 

（笑） 

 

―― 〔自然と共に生活する〕と同じところですね。 

 

―― それで、今のそちらの方のご意見と一緒ですけれども、〔生活を見直す〕。 

 

（サブ F） あ、重ならないようにお願いします。 
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―― あと、〔温暖化のメリット・デメリットを把握する〕。以上です。 

 

（F） はい。このような意見が出ましたが、出たものに対して、ご意見があったらお願い

します。 

 

―― 申し訳ない、これは何ですか？ 

 

（F） 3R は、リサイクルとリユースとリデュースという 3 つの R があるのです。 

 

―― リデュースって何でしたっけ？ 

 

（F） 買い過ぎないとか、そういうことですかね。 

 

―― まあ、減らすということですね。 

 

（F） 減らすような意識ですよね。 

 

―― リサイクルはリサイクルで、ええと、リユースは再利用ですか？ 

 

（F） 再利用です。ビールビンとか、そういうことですね。 

 

―― あと、3R は、震災前に国が CM でも結構打ち出していましたよね。 

 

―― 懐かしいですね。 

 

（F） 子供が学校で習うのですよ。 

 

―― なんか、5R とかもありませんでした？ 

 

（F） ああ、 近 5 が出たと言っていました。 

 

―― 出ましたよね。中味は分からないですけれども。 

 

―― 社会科か何かの教科書に出ていて、試験に出ていました。 

 

―― 本当ですか？ あ、でも、そうかもしれないです。私もやりました。 



 - 5 - 

 

―― 解けなかったのです。3R って何って。 

 

（F） 5R だと、あとは何でしょうね？ 

 

―― 分からないです。私の弟が高校生なのですけれども、5R と言っていた気がするので

すよ。でも、何だかは分からないです。 

 

（サブ F） でも、教科書にも出ているということですね？ 

 

（F） まあ、総じて、エコということです。 

 

―― でも、ここにもつながってくるんじゃないですか？ 

 

（F） ああ、そうですね。じゃあ、これとこれが派生している感じでしょうか。〔使い捨

てを避ける〕と、 

 

―― これが 1R と 2R ですよね？ 違いましたっけ？ あ、リデュースか。ちょっと違い

ますか？ 

 

―― そうか。3R でひとくくり。 

 

（F） ひとくくりにして。どうしたらいいですか？ これを一番上にして、〔3R を心がけ

る〕。 

 

―― で、〔ものを作りすぎない〕というのがあって。 

 

（F） で、こう来て、 

 

―― そうですね。いろいろリデュースが。〔ものを作りすぎない〕ですか。〔エコバッグ〕

もそうですよね。〔エコバッグ〕を持ってきましょう。 

 

（F） 割とまとまりましたかね。 

 ここが〔節電〕。〔節電〕を頭にして。 

 

―― これは個人でもできることですね。 



 - 6 - 

 こちらは、個人もそうだけど、皆が、 

 

（サブ F） 「個人でできること」と「皆ができること」ですか？ 

 

―― そういう切り口は駄目ですか？ 

 

―― あると思いますよ。こちら側は「皆」でしょうか。ここまでは「個人」でもできる

かなと思います。こちらは「皆」じゃないと難しい。 

 

―― この辺は、「個人」と「皆」の中間くらいの感じがしますけど。〔温暖化を知る〕と

か、〔メリット・デメリットを把握する〕みたいなところ。皆でもやりたいし、個人でもで

きる。 

 

（サブ F） 切り口はどういうふうに位置づけますか？ 

 

―― 「個人でできること」。上のほうに貼っておきましょう。 

 

―― 全体的に下げましょうか。 

 

（F） そうですね。 

 

（サブ F） これは赤字で書いたほうがよかったですか？ 

 

―― そうですね。赤で書きましょうか。 

 

（サブ F） はい。「個人でできること」。赤で書きましょうか。 

 

―― ここは両方ですよね。 

 

―― ええ。 

 

（F） では、「個人でできること」はだいたいここにあるようなことで、ここからそんな

に進む感じではないでしょうか。どちらかというと、そちら側の話をしたほうがいいです

か？ 

 

（サブ F） 「皆でできること」。 
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（F） 〔メリット・デメリットを把握する〕とありますけれども、やっぱりデメリットの

ほうが先行するじゃないですか。 

 

―― 今までの生活と変わるから、それを失いたくないという意味でのデメリットであっ

て、本当にそれがデメリットかどうかというと、また分からない。 

 

―― 見方を変えるということですよね。 

 

（サブ F） 今、デメリットが先行してしまう、とおっしゃいましたか？ 

 

（F） そうですね。イメージとして。 

 

―― というのは、たぶん、温暖化はいけないことというところからスタートしているか

ら、皆、デメリットしか考えないのですよね。 

 

（F） そうですよね。でも、実際にいただいた資料を読んでいると、そんなにいいことは

書いていないですよね。 

 

（サブ F） こういうことで大丈夫ですか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。 

 

―― メリットというと、私は埼玉にいるのですけれども、ミカンには北限があって、前

はなかったのに、だんだん北限が上がってきている。逆に今度は失うものもあるわけで。

変わってしまう。だから、どこがメリットでどこがデメリットかというのは分からないで

すね。 

 

（F） それに関わる人がどう思うか、ですよね。 

 

―― だから、 

 

（サブ F） 確認ですけれども、先ほどおっしゃっていたのは、温暖化が悪いという前提が

あるから、ということですか？ 

 

―― はい。 
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―― この観点を大事にすることによって、捉え方が変わってきますね。プラスの意味が

ある。 

 全体的な流れから言うと、ある過渡期ではプラスのメリットがありますけれども、行き

着いてしまうと、もう地球として取り返しがつかないレベルにまでやはりなると思うので

すね。 

 

―― デメリットを考えていけば。まあ、メリットは自然と享受するのでしょうから。 

 

―― そうなのですよね。 

 

―― デメリットを考えておいたほうがいいのかもしれない。 

 

（サブ F） もう一度よろしいですか？ デメリットを？ 

 

―― 常にデメリットをなくすことを考えていればいいのかなと思います。なんていうの

かな、 

 

―― ただ、見方を変えるというのはありだなと思っていて。例えば、リスクの避け方に

は何種類かありますよね。回避するか、別のところにやるか、下げるか、保有するか。4 種

類くらいあるのですけれども、その中の、どう保有するかということを考えれば、たぶん

このメリットの部分にも目が行くのかなと思うのですね。 

 

―― 今まで原発についてやってきただけあって、原発と似ているなという感じがしてき

ますよね。 

 

（F） 確かに。 

 副産物が変わっていいこともある、という以外に、何かメリットはありますか？ 

 

―― そういう意味では、例えば、凍傷は少なくなりますね。温かいので。 

 

―― 凍死とか。 

 

―― 海に沈むだけじゃなくて、逆に海産物が豊富になる国もあるのですよ。世界的に見

れば、ですよ。 
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（F） そうなのですね。 

 

―― マリンスポーツとかはもしかしたらうまくいくかもしれませんし。ものごとには必

ず二面性があるので、得をする人もどこかにいる。 

 

（サブ F） 今は、メリットの話になっていますね。 

 

―― だから、デメリットと言ったときに、皆、今の自分の生活に対するデメリットしか

どうしても考えられないので。 

 日本人が考えるデメリットと、先ほどおっしゃっていたように、途上国が考えるデメリ

ットはもちろん違うし。北極のほうと南極のほうと赤道の人では意見が違うだろうし。そ

ちらの方も、海に沈むという話をしていましたよね。そういう話から考えていくと、なん

ていうか、人間のエゴみたいな気がして。それで、温暖化は駄目だって。 

 地球規模で考えたら、先ほどそちらの方がおっしゃっていたように、何年か周期で温か

くなって、寒くなって、のちょうど温かくなるところだとしたら、そこで偉そうに人間が

どうこう言うのはどうなのだろうか、ってときどき哲学的に考えてしまうのですよ。 

 

（サブ F） エゴで考えてはいけないということですね。 

 

―― 難しいですよね。 

 

―― いやあ、難しいですね。 

 

―― 皆、自分のことしか考えられないから。 

 

―― そうなのですよ。そこがもうまさに価値観の戦いだと思っていて。同じ日本人でも、

家族を見るのか、国を見るのか、世界を見るのかで違いますし、受け入れる許容ランクも

また違いますよね。蚊の問題も、マラリアくらい予防注射を打てばいいよという人にとっ

ては全然怖くないですし。 

 

（サブ F） これでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― はい。 

 

（サブ F） どこに貼りますか？ 
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―― 〔見方を変える〕の辺りではないかと思うのですけど。 

 

―― そうですね。この辺ですね。まあ、そこをどう考えるかですよね。同じものさしを

作るのも難しいですし。 

 

（サブ F） 重ならないように少しずらしていただけますか。字が重なっているようですの

で。お願いします。 

 

―― ちょっと今の話の流れと全然違うのですけれども、1 つ質問していいですか？ 私、

初のときからずっと疑問だったのですけれども、エコバッグって、作るとすごく CO2 が

出ると聞いたのです。 

 

（笑） 

 

―― スーパーでレジ袋をもらえなくなったから、私もエコバッグを使っているのですけ

れども、常に持ち歩いているのですけれども、 近は、おしゃれなエコバッグにしようと

かいって、どんどん買い替えられるじゃないですか。それは結局どうなのだろうって、ず

っともんもんとしていて。エコバッグは本当にエコなのか。毎日、これは本当にエコなの

かと思いながら使っているのですけれども、どうなのでしょうね？ 

 

（F） 1 つのものを長く使って、ちゃんと元が取れるほど使えば、エコですよね。だけど、

買い替えをすると、 

 

―― そう、メーカーとしては、エコバッグを売りたいわけじゃないですか。なので、い

ろいろ出ていますよね。可愛いエコバッグとか。 

 

―― 確かに、いっぱいありますよね。小さく畳めるものとか。 

 

―― そう。畳むとネコになるとか。なんかいっぱい出ていて。先ほど、家電製品がわざ

と壊れるようになっているのではないかと言っていたのと同じように、私たちは、もしか

して踊らされているのかという気もして。 

 

―― もはやエコじゃない。 

 

―― そう。もはやエコじゃないのかなと。 
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―― きっと、買い替えては駄目なのでしょうね（笑）。ほしくなっちゃいけない。 

 

―― そうですね。でも、店頭にはたくさん並んでいる、みたいな。 

 

―― ありますね。 

 

（サブ F） 今、エコバッグのことが盛り上がって、双方の意見が出ましたので、これでい

いでしょうか？ 

 

（F） エコバッグ、おまけでもらうやつとかありますよね。 

 

―― ありますよね。あれはどうなんだろうって思うのです。 

 

（F） これですよね。〔ものを作りすぎない〕（笑）。 

 

―― 黙っていてもエコバッグはいっぱい貯まりますよね。 

 

（サブ F） これでよろしいでしょうか？（付箋の確認） 

 

（F） はい。 

 

―― エコバッグは捨てていますね。おまけとかでついていたりしても、要らないから。 

 

―― ありますよね。 

 

―― そうですよね。あまりに小さいエコバッグとか、使えないし。 

 

（F） そうか。 

 

―― 確かに企業としても、 

 

―― 今や、エコバッグはファッションなのでしょう。 

 

―― そうみたいです。どこどこのエコバッグとか。ムーミンのエコバッグとか。 

 

―― ありますよね。 
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―― こんなことを言ったら失礼だけど、昔のエコバッグは、新聞紙、風呂敷だった。だ

から、まさにリサイクル。 

 

―― でも、私はずぼらなので、エコバッグは使わずに、もうスーパーで袋をもらってし

まっているのですよ。言い訳させてもらうとしたら、確かにずぼらなのですけれども、有

害ガスさえ出なければ、燃やしてしまって、熱が出たら、それでもうごみ発電を、 

 

―― ああ、 近 CO2が出ないタイプのスーパーの袋もありますよね。 

 

―― ええ、まあ、CO2 というよりも、有害ガス、CO2 以外にも塩化物のガスとか、そう

いうものが出なければ、 

 

―― いいのかなと。 

 

―― ええ。 

 

（サブ F） 有害ガスが出ないレジ袋ならいいのではないかということですか？ 

 

―― ええ。CO2以外に、例えば塩素が入った有害ガスとか、そういうものが出なければ、

もうごみ発電をしてしまえば。言い訳をさせてもらえば、ですけれども。 

 

―― （笑） 

 

―― 確かに、ビニール袋を使っていた頃は、ビニール袋をごみ袋にリサイクルすること

もできたわけじゃないですか。 

 

（F） していましたね。 

 

―― していましたね。 

 

―― でも、今はないから。 

 

―― とても大変です。 

 

―― エコバッグはごみ袋にはならないし。 
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―― そうですね。 

 

―― 燃やしていいのですか？ 

 

―― エコバッグですか？ 

 

―― エコバッグというか、その、 

 

（F） スーパーの袋ですか？ 燃やしていますよ。 

 

―― いいのですか？ 

 

―― でも、あまりよくない、有害なガスが出る、という話もありますよね。 

 

―― それで一時期、有害なガスが出ない袋を開発するとか、やっていましたよね。 

 

―― なんか、よく分からないうちになくなってしまいましたけど。 

 

―― ビニール袋が使えなくなって、すごい不便ですよね。 

 

―― 確かに。それでごみ袋用を買ってしまったりしますよね。 

 

―― そうですよね。それは何なんだと。 

 

―― そうですよね。今、いい感じのサイズのごみ袋がなくて。 

 

（F） （笑） 

 

―― ないですね。 

 

―― だから、コンビニに行ったときに、大きめの袋をもらえるとうれしいんですよ。ご

み袋にできる。 

 

―― 今、それでごみは出せるのですか？ 
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―― 今は全部出せますよ。 

 

―― 家庭でも燃やさないですからね。 

 

―― 昔は庭とかで燃やせたのですよね。 

 

（F） え？ こういうのもですか？ 

 

―― あ、可燃ごみとかを、家の庭で燃やしていたということです。 

 

―― やっていましたよね。 

 

―― 今は、なんとか法で駄目なのですよね。 

 

―― それは駄目ですね。 

 あと、不完全燃焼による有害ガスの問題があって、だから、今は焼却炉の性能がめちゃ

くちゃ上がっているので、いろいろなものを燃やせるようになっているのです。 

 

―― そうですよね。何でも燃やせるようになっている。 

 

―― 完全に燃やし尽くせるので。 

 

―― それは家庭で燃やす話じゃなくて？ 

 

―― あ、家庭では無理だけども。 

 

―― それはもう、温度が。 

 

―― ごみ焼却場の焼却装置の性能がかなり上がったという話です。 

 

―― そうですね。だから、今や、不燃ごみって一体何だ、という感じですよね。今はな

んでもかんでも燃やせますね。 

 

―― どれが不燃ごみなの？ ってなるときがありますよね。全部可燃じゃないかって。 

 

―― ガスのだけが、爆発するから危ないということで別にするくらいですよね。 
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（F） ああ、スプレー缶。 

 

―― ええ、スプレー缶は。危険だから。 

 あ、で、何を決めなければいけないんだ？ 

 

（F） 「するべきこと・できること・やってみようと思うこと」ですね。この中で、「や

ってみよう」は、 

 

（サブ F） 節電をしてみよう。それから 3R。 

 

―― この辺りは、粛々とやるという感じですね。 

 

（F） 矢印でよかったですか？ こことここ。 

 

―― はい。 

 この辺を議論しますか？ 

 

（F） そうですね。そちらのほうが。 

 

―― 「するべきこと」というのは、「皆で」のほうになるのかな？ 

 

―― まあ、 

 

―― 「やってみよう」というのは個人で。 

 

―― ああ、そうですね。そうかもしれない。今後こういうことを目指さないといけない、

という議論をするべきですよね。 

 

（F） これもそこですよね。 

 

―― 〔自然と共に生活する〕というのはそうかもしれないですね。日が沈んだらもう寝

なさいと。 

 

―― まあ、寝ようと。太陽が上がったら起きようというのは、そういうことなのでしょ

うけれども。 
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（F） なんか、暑いですね。 

 

―― 白熱してきましたね。やっぱりファシリテーターをやると、暑くなりますよ。 

 

―― なりますよね。 

 

―― 必死になりますからね。 

 

―― 時間に追われて。まとめなきゃいけないっていう。 

 

（サブ F） 今日は大丈夫ですよ。話し合いの時間はまだたっぷりありますから。 

 

―― 何時までですか？ 

 

（サブ F） 意見出しの時間があと 17 分くらいで、その後に見える化の時間が 10 分あり

ます。 

 

―― ここで言っている「するべきこと」というのは、たぶんその辺りですね。 

 

―― ええ。議論を進めないといけないということですね。 

 

―― 日が沈むと共に寝るというのは、私は結構やっているのですよ。そうすると、原始

時代を真似しているかなと感じるときがあるのですね。こちらの学会だと、こちら（原子

時代）をやらないといけないのに。 

 

―― こちらはメリット。こちらはデメリット。そうでもないか。 

 

―― ここにトピックとして置いておきましょうか。 

 

（サブ F） 今おっしゃったのは、ごめんなさい、どういうお話ですか？ 

 

―― 日が沈むと共に寝るというのを、私もやるのです。いつもとは言いませんけれども、

結構やるのですよ。 

 

（F） ゲンシのシがこちら（始）なのですね。 
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―― ええ、ジョークかもしれないけれども、こちらをやっているというイメージを持っ

ていて。 

 

（F） では、〔生活を見直す〕というところをもう少し広げたいと思うのですけれども、

どのように見直しますか？ 

 まあ、自然と共に生活というのは、日が昇ったり落ちたりということだとは思うのです

けれども。 

 

―― ええ、それもひとつ。 

 

―― 衣替えの時期を変えるとか。新学期や夏休みの時期を変えるとか。 

 

―― ああ。それはいいかもしれないですね。 

 

―― サマータイム導入の話もありますね。あれは進んでいますか？ 

 

―― あとは、会社の勤務時間を早朝からにする。 

 

（F） 学校はありますよね。 

 

―― これ（自然と共に生活する）は、仕事があるからできないんじゃないですか？ 物

理的に無理。 

 

―― まあ、早めに行ったら早めに帰れるかもしれないですけれども。 

 

（F） そうですね。 

 

―― 社会の仕組みをね。 

 

―― そうしたら、電車を止めちゃえばいいんじゃないですか。そうしたら、皆いやでも

帰らないといけなくなる。 

 

（サブ F） 社会の仕組みを変える、ということですか？ 

 

―― そうですね。まあ、でも、この辺のサマータイムと同じことなので。 
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（サブ F） その社会の仕組みを変えるというのを、どのようにはたらきかけたらいいでし

ょうか。 

 

（F） 本当ですね。 

 

（サブ F） こちらは「皆で」というキーワードなので。 

 

―― 難しいですね。サマータイムがなぜ未だに導入されないのかというのは、議論を読

めば分かるのでしょうけれども、なぜでしょうね。いいことばかりではないのでしょうね。 

 

（F） そうなのでしょうか。サマータイムを導入して、悪いことはあまり思い浮かびませ

んけれども。 

 

―― 手間がかかるのでしょうね。 

 

―― 手間というか、営業的に、お金儲けのほうで。 

 

（F） まあ、一社、二社がサマータイムを導入しても駄目ですよね。 

 

―― これはもう国としてやらないと駄目ですね。 

 

（F） そうですよね。 

 

―― 全体のシステムをガラッと、ある時点で変わりますというふうにしないと。それは

政治になるのでしょうけれども。 

 

―― やっている国はいっぱいありますからね。ヨーロッパとか。 

 

（F） ああ、そうなのですか？ 

 

―― ヨーロッパは、基本サマータイムを導入するので。 

 

―― それとも、7 月 8 月は夏休みにするとか。 

 

―― 長期休暇。 
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―― いいですね。 

 

―― で、ひたすら家族サービスをする、みたいな。 

 

（F） そういう意味では、お正月とか、気分がだんだん薄れてきていますよね。年を追う

ごとに。 

 

―― 先人たちの生活の中に、いいことはたくさんあるのですね。そういうのは少し、 

 

（F） 見直すというか。 

 

（サブ F） 先ほどの、国全体でやらなければいけない、という話の前に、個々の企業では

うまくいかないから全体で、というお話がありましたから、その流れでよろしいですか？ 

 

―― そうですね。 

 

―― 下のほうに置いてください。それが結論ですよね。 

 

―― それって、サービス残業が減らないのと似ている気がしますよね。 

 

―― と言いますと？ 

 

―― やりましょうと言っても、皆仕事してしまうから、サマータイムといっても、早く

から来て、結局遅くまで残業してしまう。 

 

（F） ああ、導入したところで。 

 

―― そうだと思いますけれども（笑）。 

 

―― 電車を止めたら、皆きっと泊まって仕事しちゃうのだろうなと思って。 

 

―― そうか、泊まって仕事しちゃうか。駄目ですね。 

 

―― それか、社会全体でそうしてくださいと言えば、変わりますよね。 
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―― それはだけど、これになってしまうのかな。それとも、お金を儲けるために、 

 

（F） でも、金銭的なことは切り離せない感じがしますよね。 

 

―― 残業に関しては、明日にしようという考えがあってもいいと思います。今日やらな

ければ誰かが死んでしまうとか、そういうものは確かにあれだけど。でなければ、とりあ

えず明日にしましょうというのもあってもいい。全部ではなくても。 

 

―― ええ、そういう流れになればいいですね。 

 

―― ただ、あまり明日、明日というと、明日は明日でしかないので。今日じゃないのか

と言われてしまうとどうしようもないけれども。でも、そのくらいの気持ちが。 

 

―― それはサマータイム導入についての話ですよね。 

 その他、温暖化で社会を変えなければいけないことはありますか？ やはり太陽光発電

ですか。 

 

―― ああ。 

 

―― それはひとつあると思います。 

 

―― ええ、太陽光、風力はあると思いますね。 

 

―― 自然エネルギーを活用すると。 

 

（サブ F） こういうキーワードがあってもよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― たぶん一緒ですよね。サマータイムの話から、サービス残業がそれと似ているとい

う話があって。（付箋を貼る位置について） 

 

―― その下でいいのではないですか。 

 

（F） では、あとはどの辺をやりましょうか？ 

 

―― だいたいいい感じですね。あと 10 分ですか？ 
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（サブ F） まだ 10 分あります。 

 

―― 議論の時間が 10 分？ 

 

（サブ F） 議論が 10 分です。 

 あと、テーマが、「私たちの暮らしの中で」なので。 

 

（F） ああ、そうか。はい。「できること」と「やってみようと思うこと」は、だいたい

同じ感じでいいですか？ 

 

―― はい。 

 

（F） やはり「するべきこと」のほうをもう少し、しかも、「暮らしの中で」というとこ

ろを、 

 

―― こちらですよね。〔生活を見直す〕。 

 

（F） 自分の暮らしの中で見直せることはあるかどうか、です。こちらは、もう、話が大

きくなっていて、自分たちでどうにもできないようなところになっているので。 

 

―― 〔見方を変える〕というのは、何かヒントになりますか。 

 

（F） そうですね。 

 

―― そうですね。 

 

（F） どんなふうに見方を変えたら、自分の暮らしの中でするべきことが分かるか。 

 

―― 難しいですね。 

 

（F） 何かないでしょうか？ 

 

―― まあ、先ほど出ていた、なんていうのでしょうか、受け入れて考えるということか

もしれないですね。絶対死守、というのだと、アイディアが全然出てこないので、どう付

き合っていくかというふうに考えると、出てくるかなと。 
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―― テーマに「防止のために」という制限がついてしまっているので、ちょっときつい

ですよね。 

 

―― 「防止」…、そうですね、でも、その代わりゼロではないかもしれないですね。ゆ

るやかに温暖化させるのであれば、ある意味「防止」ではあるかなと。 

 

―― でも、その話はたぶんメリット・デメリットの話で、メリットとして考えていけば、

という話になると、それは「防止」とは違う話になってくるから、ここでは語れないです

よね。 

 

―― だから、〔見方を変える〕の中には、「防止」という言葉に縛られてしまうと発想で

きないところがあって。 

 

―― ありますね。 

 

―― で、「防止」というところからスタートしてしまうから、皆アイディアが出ないのか

な、というのがありますよね。 

 温暖化はこんなものなんだと思えば、いろいろ生活も変わってくるけれども。 

 

―― 温暖化とどう付き合っていくか、みたいな話ですよね。 

 

―― そうですね。 

 

―― そうかもしれないですね。逆に楽しむくらいのほうが、ポジティブな、 

 

―― 逆転の発想ですよね。 

 

―― こんな時期に海に入れなかったのに、入れるようになった、みたいな話ですよね。 

 

―― 逆に、そうかもしれないですよね。 

 

（サブ F） 今のお話は、アイディアが出ないということでよろしいですか？（付箋の確認） 

 

―― そうですね。 

 

（F） でも、あまりそればかり楽しんでいて、進みすぎてしまっても、というのもあるの
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で。副産物でこういうことができましたという、ちょっとプラスがある分にはいいけれど

も、それをあまり推奨する感じになってしまうと、やはり坂を転げ落ちるように進んでし

まうので。 

 

―― そこは危険でもありますね。 

 まあ、でも、アイディアを出すため、というのであれば、十分ありだなと。 

 

（サブ F） 何が危険だとおっしゃいましたか？ 

 

（F） ええと、こちらが先行して、副産物ばかり推奨していると、 

―― やっぱりメディアが何かを伝えるときは、どちらかに偏ってしまう傾向が、 

 

（サブ F） すみません、お話が分断しているようです。 

 では、先に、副産物って、何のことをおっしゃっていますか？ 

 

（F） 要は、こういう海産物がとれるとか、この時期なのに海に入れるようになったとか、

そういうプラスの部分ですよね。 

 ごめんなさい、話を中断しちゃって。 

 

―― ええと、何でしたっけ。ああ、そうだ、いいこともあるじゃないかと言い始めると、

例えばメディアがそれを取り上げるときには、どうしてもどちらかに偏った、良い・悪い

という二項対立の中で情報を出してくることが多いので、行き過ぎてしまう可能性があり

ますよね。なかなか引き止めることが難しいなと。 

 

（F） そうですね。こちらが楽しくなってしまうみたいな。 

 

―― では、これは注意点ということで、下に貼っておきましょうか。 

 

（F） だから、危険性を知った上で、こういうこともあって、というならいいけれども。

あ、でも、あまりここは、どうなのでしょうね。 

 

（サブ F） 二項対立ですよね。 

 

―― そうですね。二項対立で情報を出していきがちだと思うので。 

 

―― こちら（副産物・メリット）の話が盛り上がると、 
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―― そうですね、行き過ぎてしまうという。 

 

―― デメリットは報道せずに、視聴率の取れるほうを、 

 

―― そう、そういうことです。 

 

―― そこは気をつけるべきですね。 

 

―― ちょっと気になったのですけれども、〔海産物が豊かになる〕というのは、 

 

―― 本当になるのかということですか？ 

 

―― そうです。適正温度があって、温度が上がったら生きられない海産物もあるかもし

れないので。 

 

―― これは本当に一部地域だと思います。要するに、海が拡大するから生物が増えると

いう意味です。 

 

―― 海の魚ではないですけれども、クニマスとか、ヒメマスが住めなくなるとか、 

 

（F） ああ。減少するものがたくさん出てくるということですね。 

 

―― むしろそちら（減るほう）がメインだと思いますけれども。 

 

―― たぶん、自分が何を食べるかによって、ここは変わると思います。 

 

―― そうだと思いますね。 

 

―― これはあくまで一部地域の話ですし。それから、一部地域では凍傷のリスクが減る。

あくまで一部です。 

 

―― 冬が短くなれば。 

 

―― そうです。 

 だから、その面のみを見て良しとするのは、間違いなく危険ですね。 
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―― そうですね。夏は熱中症で外で働けなくなる代わりに、冬に凍傷になるような仕事

が、今度はならなくて済むとか、そういうことですか？ 

 

―― そういうことです。まあ、それもあくまで発想の転換のために逆面を見るというだ

けであって。 

 

―― 今持っている自分のメリットを手放したくないと思ってしまうと、次の発想がたぶ

ん出てこないのだろうなという気がしています。そこから行くと、どうなのでしょう。い

わゆる「温暖化は全部悪だ」というところに立っている話しかできないのかなと。 

 それで、温暖化の解決と、温暖化を防止するということは、必ずしもイコールではない

のではないかという気がしています。防止すれば温暖化問題の解決なのかというと、どう

なのだろうという気もするのですけれども。 

 

―― 答えが出ないですね。 

 

（サブ F） ええと、温暖化防止と、 

 

―― 温暖化を防止すること、イコール、温暖化問題の解決なのか、というのが、よく分

からなくて。 

 

―― 温暖化自体は、地球が暑くなってしまうだけですからね。 

 

―― そうですよね。だから、地球のサイクルとして、それを抑えるのはいいのか、とい

う気もしないでもないし。地球規模で見たときに、人間だけのエゴというか、人間だけの

ことを言っていいのかなと。そういう意味では、戦争があちこちで起きるのは、人間が増

えすぎてしまったから、自然淘汰みたいな感じで戦争が発生してしまうのかもしれない、

という気もしないでもないし。結局、人間がいるから温暖化してしまうという面もあるの

ですよね。だったら、その生物を自然と減少させようとするのかな、とも思うし。でも、

それを言ってしまうと自分たちの生活がどうにもならなくなってしまうから、やっぱり自

分のメリットを追求してしまうし。ちょっと、防止すれば解決になるのかが分からない。 

 

―― ええ。その話はちょっと私も分かります。 

 

（サブ F） 温暖化を防止すれば温暖化の解決になるとは限らない。そういうご意見でいい

ですか？ 
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―― 解決するかどうか、分からない。限らないというよりも、どちらか分からない。 

 

（F） でも、今のままでいいとも思いませんよね。 

 

―― 今のままでいいとも思わないけれども、じゃあ完全に防止するのが果たして正しい

のかどうか。 

 

―― まあ、そうですね。でも、間違いなく温暖化はもう進むので、やはりどう付き合う

かという話をしないと、 

 

―― ええ、付き合い方なのだろうなと。 

 

―― その先はないですね。それにしたって、人間だけのせいではないという説もあるく

らいだから。とりあえず、もうそこは温暖化ありきで考えていかないと。 

 

―― 温暖化と付き合っていくと言うときの、「付き合っていく」というのは、「防止」な

ども含めての「付き合っていく」ですよね？ 

 

―― それもありますし。あとは、こちらが生活を変えるということもあるし。 

 

（F） どこに貼りましょうか？ 

 

―― デメリット・メリットのところで。 

 

（F） だけど、「今のままではよくない」から、その下でしょうか。 

 

（サブ F） 一応、今、意見交換の時間が終わりました。7 番まで終わったので、次は 8 番

です。 

 

（F） はい。では、それぞれタイトルをつけて、グルーピングが、 

 

―― また模造紙 1 枚じゃ足りなくなっているんじゃないですか（笑）。 

 

（F） ずいぶん伸びていますね。 

 では、この「個人でできること」「皆でできること」を、 
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―― そうですね。上に詰めますか。 

 

（F） 「皆でできること」「個人でできること」。これがタイトルで。ここら辺で線を引い

ていいですか？ 

 

―― 引きましょうか？ 

 

（F） こうですか？ 

 

―― でも、点線じゃないですか？ やっぱり厳密には分けられないと思うので。 

 

―― じゃあ、ここを点線にしましょう。 

 

（F） ああ、そこが中間ですか？ 

 

―― じゃあ、矢印だけにしておきましょうか。 

 

―― 〔見方を変える〕ことは、皆でも個人でもできることなので、 

 

（F） なので、ここが中間で。 

 

―― これは少し上げますか？ 

 

（F） ああ、そうですね。下に長いので。 

 

―― これが、だからサブタイトルですよね。 

 

（F） ああ、これと、これと、これと。 

 

―― これもかな。 

 

―― では、これが 1 つ目でお願いします。②、③、 

 

―― ③は、メリットなのか、価値観なのか。ちょっとこっちに。 

 3R は④でいいですか？ 
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（F） はい。 

 で、ここが⑤ですか？ 

 

―― はい。では、〔節電〕は⑤と。 

 

（サブ F） まだ時間は十分にありますので。追加することが、 

 

―― この辺をどう見せるかですよね。大事なポイントな気がしますが。どこかな。 

 

―― メリットを手放したくないというのは、〔見方を変える〕のところですよね。 

 

―― ええ。これは一番いいやつだから。ええと、では、今のメリットを、 

 

―― 〔買い過ぎに気をつけている〕は重要ですよね。 

 

（F） 冷蔵庫がパンパンに。 

 

―― そう、パンパンになってしまうし、冷えなくてしまう。 

 

（F） で、奥のものが死んだりするので。 

 

―― その前に食べちゃえば、という。 

 

（F） でも、本当はそれが理想ですよね。 

 

―― 働いているから、毎日買いに行けないから、つい。 

 

（F） まとめ買いはするし、安いとか、まとめ買いが好きとか。 

 

（サブ F） 今のお話は書き取ったほうがよろしいですか？ 

 

（F） 大丈夫です。ここにあります。 

 

―― では、③はこう来て、③の結論は何でしょうか。価値観が違うから難しいという話

と。ただ、〔今のメリットを手放したくないと思うと発想が出ない〕という話があって。 
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―― こういうメリットの話があって。 

 

―― メリットがあるんじゃないかという話もあるし。 

 

（F） ここは、でも、疑問で終わっているような。今のままではよくないのは分かるけれ

ども、答えは出ない。 

 

―― では、そうしましょうか。では、これが③の結論でいいですか？ 

 

（F） そうですね。 

 

―― で、〔温暖化とどう付き合うかを考えることが必要〕というのは、全体の結論にしま

すか。 

 

―― そうですね。 

 

（F） それは今後話し合うべきだと思います。 

 

（サブ F） どうぞ、発表の方がまとめを。 

 

―― では、これを③の結論にしておきますね。 

 これは全体結論にしますか。 

 

（F） はい。そうですね。 

 

―― 「B グループの結論」。（書き込む） 

 

（F） うん、そこに行くと思います。 

 

―― 恰好いいですね。 

 

（F） なんか、そこはグチャグチャになっていませんか？ ああ、長いのか。 

 

―― サマータイムの話です。 
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（サブ F） サマータイムが盛り上がったので。 

 

―― でも、いいんじゃないですか。それだけ意見があったということで。 

 

―― では、ポイントだけ丸で囲みましょうか。 

 〔サマータイム〕はいいんじゃないか。〔自然と共に生活する〕はいいんじゃないか。（付

箋を丸く囲む）他はどうですか？ 

 

―― で、〔国として全体が変わらないと駄目〕ですねと。 

 

―― では、そうしましょう。 

 ②〔温暖化を知る〕は、〔温暖化のメリット・デメリットを把握する〕くらいで大丈夫か

な。 

 ③〔見方を変える〕は、価値観が違う、メリットを見ないと駄目。これでいいですか？ 

 

―― はい。 

 

―― で、〔今のままではよくない〕けど、〔地球規模で考えると人間のエゴだけで考えて

いいのか疑問〕。 

 ④の〔3R を心がける〕はどうしますか？ 

 

（F） これは「やってみよう」みたいな感じですね。結論がなくて。 

 

―― そうですよね。 

 

（F） 行動としてできること。 

 

―― こんなことをやっています。できることはやっていますと。 

 

―― では、紹介するときにもし時間があったら、エコバッグはいいけれども、エコバッ

グは〔本当にエコなのか〕、これをちょっと置いておきましょうか。これは面白いので。 

 

―― これは面白いですね。 

 

―― 疑問ですよね。 
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―― 毎日使うたびに思うのですよ。 

 

―― ずぼらな人の言い訳はこれですよね。 

 

（F） 本当に目からウロコでした。確かに、と思いました。 

 

（サブ F） 「こんなことをやっています」と書きましたけれども、貼っていいですか？ 

 

（F） ④は、個人でできること、カッコ、こんなことをやっています、みたいな感じです

よね。 

 

―― では、横にしましょうか。こちらも。 

 

―― できましたね。素晴らしい。 

 

（サブ F） もう発表の準備は大丈夫ですか？ 

 

―― え？ 準備できていないですか？ 

 

―― いや、あの、リハーサル。 

 

（サブ F） どちらがどちらをやられますか？ 

 

―― 私が後半で、前半はこちらの方で。 

 

（サブ F） では、もう一度確認ですけれども、発表は、「グルーピング」と「見える化の

結果」と「盛り上がった話題」を中心にお願いします。 

 

―― 盛り上がった話題は、 

 

―― では、①②③④⑤を言った後に、特に盛り上がったのはここです、という感じで。 

 

―― そんな感じでいけば大丈夫です。 

 

（サブ F） 前半の模造紙も見てみましょうか。 
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―― こちらを復習しましょうか。忘れちゃいましたので。 

 

―― 忘れちゃいました（笑）。 

 

―― 初は温暖化の①から行くんですよね？ 

 

―― あ、一番上からだと思います。まず、「何が困るのか」という話をしたときに、「日

本」と「世界」と「生物」という話が出て。ちょっと時間があったから、「何が困るのか」

の次の話題で、温暖化ってそもそもあるのかないのかという話があり、 

 

―― 近聞かないという話が出て。 

 

―― ただ、とはいえ、人間生活が原因をプラスしているのは間違いないということで、

人間として何か変えないといけない。では、いつぐらいの時代の生活レベルに戻せばいい

か、という話ですね。 

 

―― で、それと同時に、温暖化が全て悪ではないという考え方が必要ですという話にな

って。生活を変えるには、手放さなければいけないものもありますよねと。自分たちの生

活も変えられるのではないか。じゃあ、先進国と途上国で、どういう違いがあるのだろう

か。で、結論として、自分たちの立場と、世界規模に分けて考えましょうと。で、 初の

テーマに戻ります、みたいな感じですね。 

 

―― 発表は何分でしたっけ？ 

 

―― 3 分ずつです。 

 

―― あ、結構あるのですね。 

 

―― 結構ありますね。 

 

―― いろいろ話せますね。 

 

―― 3 分も話せないような気が。 

 

（笑） 
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―― 私もそんな気がしてきました。 

 

（サブ F） 前半だと、盛り上がった話題は、 

 

―― 盛り上がったところは、集中豪雨？ 

 

―― （笑） 

 

（F） 付箋がたくさん下がっているところじゃないですか？ 

 

―― まあ、②とか。2 枚目の話が多かったですよね。 

 

―― 京都議定書の話も結構盛り上がりましたよね。 

 

―― ②の結論を、果たして途上国にも要求できるのか、ということですよね。 

 

―― 1 枚目よりも下の、 

 

―― そのほうがいいと思います。2 枚目は全部話が盛り上がりましたよと。 

 

（サブ F） すみません、「後進国」という単語が残っていますけれども、「途上国」に直し

ておきますか？ 

 

―― 私は直したいですけど。 

 

（サブ F） では、直します。 

 どうぞ、まとめのほうを続けてください。 

 

―― 後進国って、英語で言ったら何ていうのかなと思って。先進国はディベロップドで

したっけ？ 

 

―― ディベロップド・カントリーと、ディベロッピング・カントリーじゃないですか。 

 

―― ディベロッピングが途上国ですか？ 

 

―― ing だった気がします。あまり覚えていないけれども。 
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（サブ F） では、模造紙を貼らせていただきますね。 

 

（模造紙をホワイトボードに貼る） 

 

（木村） 皆さん、グループワークはあと 5 分です。15 時半から発表を始めますので、そ

の準備に取りかかってください。 

 

―― 5 分残して終わるとは、優秀じゃないですか。 

 

（サブ F） 大丈夫ですか？ 

 

―― ファシリテーターさんがばっちりやってくれました。 

 

（F） いえいえ。 

 でも、やっぱりお題が違うからなのか、まとまりが早いですよね。 

 

―― 皆分からないから。 

 

（サブ F） 初からグルーピングを考えて、皆さんが貼っていらしたので。 

 

（F） ああ、そうか。言いながら貼るときに。そうか。 

 

（木村） もう B 班は終わっていますか？ 

 

（サブ F） はい。 

 

（木村） そうしたら、少し休憩して、15 時半から発表できるように準備しておいてくだ

さい。 

 

＜グループワーク終了＞ 


