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見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
Kyodo Magazine Vol.26
2018 November
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駆け抜ける人たち・第 2 回
―「グラフィック・レコーディング」
ってどんな手法なんですか？

グラフィック・レコーディング（以下「グラレコ」）は、話している
内容をリアルタイムにビジュアル化する手法です。人は往々に
して、異なる前提に立って話していることが多い。グラレコは
そのすれ違いを防ぐことができます。
―なるほど。でもなぜグラレコを始めたのでしょうか？

きっかけは2つありました。ひとつは東日本大震災。もうひとつ
は姪っ子の言葉です。3月11日は新宿にいました。そしたら隣
の会議室の天井が落ちたんです。
「 生と死は紙一重。人生っ
て案外短いんだ」
そう心底思いました。それまでの生活といえ
ば、会 社と家の往 復だけ。この先 何が 起きるか 分からない。
もっとしたいことをしよう、そう思ったんです。会社に頼り切ら
なくても生きていけるようになりたいと。
そしてもうひとつは、姪っ
子に
「私、いとこがいないんだよね」
と言われたことなんです。

グラフィック・レコーディング
−描くことで人をつなぐ複業のかたち
グラフィック・レコーダー 絵楽（えがく）代表

―それはドキッとしますね（笑）。

ですね（苦笑）。でもその時思ったんです。“僕は将来この子た

本 園 大 介さん

ちに何を残していけるんだろう”と。交わす会話の内容といえ
ば会社の半径500m以内のことばかり。会話もなかなかはず

自分のしたことで周囲に喜んでもらえる。それがグラレコを本

まない。人間関係も限られている。姪っ子の言葉はたしかに

格的に始めるきっかけになったんです。

痛い一言だったけど、可能性を広げるいいきっかけになりまし

―そうして始めた二足のわらじ。複業のよさって何ですか？

た。もっと自分のフィールドや交友関係を広げようと、色んな勉

会社員しながらやっていますが、安定した収入があるから活

強会やワークショップに参加するようになったんです。

動に安心して打ち込める。それはいいなあと思います。社内

そんなある日、参加したワークショップで議論がまとまらない局

の理解を得るのは大変なこともありますが。

面がありました。突破口が見出せそうになかったので「こんな

世界が広がる点もよさですね。年間150回ほど描いていますが、

イメージ？」
と付箋に絵を描いたんです。すると
「そうそう！」
と皆

色んな活動をしている人たちと出会いました。仕事だけしてい

が一つになった。確かな手応えを感じた瞬間でした。それか

たら知りえなかった世界です。出会った人と利害関係を気に

ら出かけ先で少しずつ絵を描くようにしたんです。すると喜ば

せず交流できるのもいいですね。描いた絵を介して色んな人

れる。コミュニケーションで悩んでいた僕には大きなことでした。

と会話する。グラレコをすることで、苦手だったコミュニケーショ

◀
「書く「
」つなぐ」
「囲む」。
それが本園さん流の描き
方。要素を
「書く」。
「つな
いで」
関連を示す。
「囲ん
で」分かりやすくする。極
限までシンプルにするか
らこそ伝わる。

◀ 本 園さんのウエスト
ポーチの中身 初公開！
18色のマジック、詰め替
えインク、
マスキングテー
プ、修正用シールに付箋
紙と、三種の神器がひし
めく。
まさに職人の道具箱。
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コラム

参加者が教えてくれた
グラレコが役立つ意味
市村 五月
（いちむら さつき）
さん
グラレコ講座の受講生・市村さんは会社員。
ある日、
本園さんに誘われ協働ステーション中央主催のイベ
ントで描くことになった。
テーマは「平和」。描き終えた後、参加者が寄ってき
た。
シリア紛争の実情を日本に伝える活動をしている
その人は、
「シリアの話をしただけで、皆聞いてくれなく
なってしまうんです」
と言った。
その時、市村さんはとっさにこう言ったとか。
「 活動して
いる人、
していない人の間に入って伝えられるのがグ
ラレコなのでは？」―。
それまで社会貢献とグラレコの
関係を意識していなかった市村さん。“描くことが人の
困りごとの役に立つ”と実感した瞬間だったそうだ。

P r o f i l e

本園 大介（もとぞの だいすけ）

ンへの抵抗がなくなり、人前で話ができるようになりました。自
分もずいぶんと変わりました。

1974年東京都生まれ。大手通信社に勤務しながら、独学でグラフィッ
ク・レコーディングを学ぶ。
自らイベントで描くかたわら、2017年10月
「絵
楽」
を設立。
グラレコの技術を広める活動も行う。

―きっかけは個人的でしたがぐんと活動が広がりましたね。

そうですね。求めに応じ続けることで次第に複業へと向かいま
した。2017年には「絵楽（えがく）」
という団体を立ち上げ、グ
ラレコ講 座を定 期 開 催しています。これまでに10回 開 催し、
約500人が受講しました。受講者同士の交流も生まれ、描け
る人材も育っています。働きながら絵を描き、それが誰かの役
に立つ。
「 絵楽」
が、ともに学び歩むグラフィック・レコーダーた

絵楽（えがく）

「 多くの 人に、線を引く、曲 線を引く楽しさを。」が
モットー。団体 名は「絵を楽しむ」
「 絵だけではなく
色々なものを描く」
という意味がある。2018年1月
から月1回グラレコ講座を開催し、初級・中級・上級
の３コースがある。

ちのコミュニティになりつつあるのもうれしいです。
―今後はどのようなことに取り組む予定ですか？

思うんです。
「 複 業」するなら描く人も描く場にいた人もハッ
ピーになる
「福業」でありたい。描く場にいた人たちには、グ
ラレコを通じてコミュニケーションが円滑になって暖かい関
係 性を築いていってほしいと思っています。グラフィック・レ
コーダーの人たちには、得た技術で少しでも収入を得ていっ
てほしいなと思います。今、日本は若 者が 低 所 得で貧困化、
就 活に失 敗して自殺に追い込まれるなどの痛ましい事 件も
起こっています。明日を担う若者がグラレコで少しでも稼げ
るようになる。そんなお手伝いもしたいと思っています。

その他ビジネスで使えるグラフィック・ファシリテーション
なども広める。
毎回定員を超える大人気の講座です。
詳細はFacebookで。
https://www.facebook.com/egaku.zono/
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協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

ともに汗かく協働のかたち

助走を自走につなぐ

NPO法人

NPO法人

ソーシャルベンチャー・
パートナーズ東京

NPOコミュニケーション
支援機構

（a-con）

（SVP東京）

加藤啓太さん

土岐三輪さん

事業をより多くの人に知ってほしい。寄付を増や

社会課題を解決する革新的な事業に資金を提

したい。―そんな悩みを抱えるNPOの広報を、
社

供し、パートナーと呼ばれる社会人メンバーが経

会人ボランティアがサポートする団体。約200名

営支援を行う団体。5〜10人がチームで、
1団体

の社会人が所属。協働実績は約40団体。6〜7

最大2年間サポートする。
これまで49団体と協働。

今日︑どう？

人のチームで3ヶ月間、
イベント企画やパンフレッ

醍醐味は
「会社の肩書きと関係なく、
自分のスキ

ト作成を行う。
「時に行政との交渉を担う」
こともあ

ルで社会に貢献できること」。起業家や団体のス

るのだとか。
「会社のようなマニュアルや仕組みも

タッフとに手を動かし、伴走し、刺激し合いながら

ない、ゼロベースの議論。課題を整理し団体が

団体の成長を支えます。
「投げかけられた問いに

自走できる状態をつくる」
と語る運営メンバーの

支援先の団体がハッとする瞬間がある。同じ方

加藤さんも、本業はIT企業の技術者。
「自分が

向を向けた気がして嬉しくなる」
と事業統括の土

当たり前と思っているスキルが重宝され、
自信に

岐さん。パートナー114名の成長も、大事な協働

なる」。
助走はとてもチャレンジング。

の成果です。
パートナーの募集は毎年2月！

参加者の業種・年齢だけでなく、扱う課題も、貧
困・介護・LGBTと実にさまざま。関心ある方はま
ずはイベントへ！ 開催は11/9(金)、12/20(木)、
1/20(日)で予定。
詳細はWEBサイトをチェック。

活動説明会を毎月開催！

今年度は、国際協力や少子高齢化などの団体
をサポート。広報が本業でない人も参加していま
す。毎回20-30人の社会人が集まる説明会、次
回開催は11/17(土)です。

協ステ
Vol.2

大 解 剖！

協働ステーション中央（通称：協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。
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→［飢餓の問題］

十思カフェに参加

ゲストトーク&ワークショップ

十思カフェは毎月ゲストを迎え、地域や社会について
語り合うイベント。今年度はSDG S ※がテーマ。環境から
まちづくり、働き方や子育てまで、多様な活動との接点を
持つ機会となっています。
日頃からできる社会貢献の
理解が深まる

ヒントや、新たなつながりが生まれる場になっています。
※SDGs…「持続可能な開発目標」。国連で定められ、貧困撲滅、
環 境 問 題の改 善 、経 済 発 展 、不 平 等や 不 公 正の解 消など、
2030年までに世界で達成すべき17分野の目標を掲げている。

次回十思カフェ：11月21日
（水）開催
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食材を
捨てないようにする

ボランティアを
はじめる

活動をたちあげる人や、
課題への理解が深まり日常の過ごし方が変わる人も。

取材・執筆：佐藤 祥子、福島 宏希
撮影：石橋 俊治（プードル写真事務所トーキョー） デザイン・構成：村瀬 成人（株式会社mugroom）
協働ステーション中央は、
（特活）特定非営利法人NPOサポートセンターが中央区からの事業委託により運営しています。

