
食のリスクコミュニケーション・フォーラム2022（4回シリーズ）
『消費者市民に対して説得ではなく理解を促すリスコミとは』

 第3回テーマ：『科学報道におけるリスコミのあり方』
【開催日】2022年8月28日（日） 13:00～17:30
【開催場所】オンライン開催（Zoom)

アンケート回収数４２枚（参加者：116名、演者4名を除いた回収率：38％）
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① 楠見 孝（京都大学大学院教育学研究科 教授）『メディア・リテラシーと批判的思考』

ありがとうございました。バイアスの話は、非常に興味深かったです。

「批判的思考のスキルとリテラシーを用いて相手の話を傾聴し、相手も自分も満足できる解決を導く」は難しいですが そうありたいと改めて思いました。科学的事実に基
づいて相手を言い負かすのではたぶん解決しないと思いますので。

二者択一、YESかNOかで回答を求める傾向が日本では定着しているように感じます。学校教育でも多数決で少数派は排除されていましたが、これからは教育の場でも立
場を変えてのディスカッションを学ぶ必要性を感じました。

比較的早い時期に教育課程に協調的な批判思考の導入があればと思いました。また、組織内部に客観的な目線を持つ独立の組織が必要とも思います。会社での不正防止
では、内部監査室や監査役がその役目です。技術や環境ではISO関係者がそれを担います。でも、部分的なのですね。

何気なく行なっている認知行動について専門的に解説をもらったように思いました。様々あるバイアスの自覚と批判的リテラシーの重要性について考えさせられました。

要点を捉えていて、まとまりがあり、納得でき、共感できました。

わかりやすく説明していただきりがとうございました。

他者を批判するのではなく、自らも吟味内省する大切さ　には共感。その能力は教育ではぐくむことができるでしょうか。

「世の中、単純・簡単な論理で割り切れるものではない」という感覚を持っておくしかないのではないかと思います。思考停止にならないように、何事にも批判的な視点は
持っておくべきと思いました。

批判的思考によるバイアスを修正する重要性を理解いたしました。非常にわかり易くご説明いただき、ありがとうございました。

認知の分野は自分を見つめ直す事だと思っている。猛烈なスピードと威力で飛び込んでくる情報を意識、特に無意識化で分類し判断する事を一足飛びに直す事は難しい。
心にとめ地道に関心を寄せ、行動を見直すしかない。

critical thinkingは社内研修等でもよく耳にしますが、リスコミの中での活用が非常に興味深かったです。

これまで論文等でしか存じ上げなかった楠見先生ですが、ネットとは言え、先生のお話を直接お伺いできて大変うれしく思いました。

システム1ロとシステム2、そこをつなぐロジックなど初めて学ぶことばかりでした。両論併記の弊害なども含めて、メディアリテラシーと消費者（市民？）教育の在り方につ
いて考え直すきっかけになると思います。批判的思考を自発的にできるかどうかは、学校教育の在り方も関わると思うので、改革を目指すのであれば、時間のかかること
かとは思いますが。

興味をそそるユニークなプレゼンで聴き入りました

メディアリテラシーには「吟味する内省的思考」の重要さを肝に銘じます。日頃のコミュニケーションではイライラする相手が信念バイアスを持っている人達」と思えば落ち
着きます
心理学的なアプローチ興味深いものがありました

よくまとめられたお話をお聴きできてよかったです。

難しいテーマで改めてリテラシーとは何かを考えてしまい、自分としての考えをまとめる事が出来ませんでした。
批判的思考の構成要素の部分が、少し難しかったです。

速度が速く、スライドがどんどん変わっていったので、理解が追いつきませんでした。たくさんある情報について、発信者と直接対話することは難しいと思いますが、何を
根拠にしているものかなど、背景も知った上でよく吟味することが大切ということと思いました。

普段の自分を考えると、直感的に考え情報を鵜呑みにしてしまうことが多いことに改めて気づきました。批判的思考ができているのか日ごろから意識したいと思いまし
た。AIを用いた偏りのない情報提供やファクトチェックのお話は興味深く、実現すれば案外受け入れられる（信頼される）情報源となるかもしれないと感じました。

印象に残ったのが、「流暢性、光背効果によるバイアス」でした。発信する側としてはどんなに科学的に正しいことを言っていても流暢性がないと正しいと思ってもらえな
い、聞き手に届かない可能性があるということで、流暢性やデザイン性を上げる努力も必要と感じました。

知らない事項がとても多くて話を聞くのがやっとで理解が追い付かなった。
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② 秋津　裕（エネルギーリテラシー研究所 代表）
　　『リテラシー構造に基づくコミュニケーションとは？ーエネルギーリテラシー構造モデルを事例にー』

言葉の定義の導入から、難しい分析まで、専門家でない人にもわかるようにお話ししてくださりありがとうございました。

ありがとうございました。

とても難解でした

専門的なので、やや理解が追い付かなかったかも。でも、とても面白いと思いました。今後も勉強してみたいと思います。概念を周知するには、数値化、ビジュアル化がと
ても重要と思います。なので、日本人の文化特性を明確にするために、ビジュアル化が有効なツールと思います。

食のリスクと捉えられている添加物や農薬についての構造も見てみたいとかんじました。おそらく似たところはあり、やはり「教育」の見直しが急務の課題、というのは共
通項なのではと感じました。構造モデルについて考えたことがなかったので、新鮮でした。タイとの比較で日本と海外の差について考えるのも非常に面白いと感じました。

色々なまとまりに分類したとき理解が難しいと思う、パターン構成モデルを示された説明には、自分は、不消化でした。

これから学習します。

コミュニケーションを進めた結果、リテラシー構造モデルに変化が生じたといった事例はあるのでしょうか？

モデル解析によって数値化されることは非常に素晴らしいと思いました。このようなアプローチは知りませんでした。ありがとうございました。

全体的に難しかった（スミマセン！）ただリテラシーの概念や「教育によって育成される社会的自立の基礎」といった事はこれまでボンヤリと感じていた事が整理され非常
に勉強になりました。

「リテラシー」の言葉の意味のご説明名は目から鱗でした。日本での教育において身に着ける知識が必ずしも行動に結びついていないのは非常に残念に思いました。
統計学の基礎を持たずに受講したので難解ですが、小島先生がご質問されたように、統計分析の手法を農薬や添加物に使えないか興味を持ちました。学校教育の在り方
と行動変容の関係性を考えると、今後、食の科学コミュニケーションを進めるにあたり、文部科学省の“科学的な”関与も必要になるのでしょうか。

広範囲かつ深く掘り下げた研究は興味深いものがありました。福島事故以前の早くからエネルギーリテラシーの研究と活動をしておられたことに驚いています、活躍を期
待します

日本社会のリテラシー向上について考えさせられました。

エネルギーにおけるリテラシーの問題を中学生のレベルで考えることも自分で追いついていけないことに無力感を感じています。

エネルギーリテラシー概念モデルなどの仕組み説明が難しかったですが、中学生の省エネ行動を起こす要因に、知識ではなく「危機感」だったのは興味深かったです。うち
の子供が勉強しないのは、危機感がないからなんだなぁと妙に納得しました。

リテラシーという言葉について、深く考えたことがなかったので、ユネスコの変遷など勉強になりまし。構造方程式モデリングは、こういうことにも活用されているとは知
りませんでした。多数の項目を含めて解析すると何等かの式は出てくると思いますが、仮設を立てて、実感と合うモデルが出来、その上で、省エネ行動を起こさせる施策を
導き出せることは、興味深いと感じました。

食品安全に関するリテラシーにおいてもこのような分析がなされて、教育に生かされるといいなと思いました。

アンケート結果を図にして解析する手法が難しかった。しかしその解析結果の「知識は必ずしも行動に結び付かない」ということが合点がいった。
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③ 小出 重幸（日本科学技術ジャーナリスト会議 理事）『科学報道－メディアはリスクを伝えられるか』

メディアの実情がよくわかりました。ありがとうございました。

熊本地震の件がありましたが、長くなりそうですので理事長へメールで報告します。

正しい情報を心に届くように伝える、センセーショナルな手法だけでなく、誠意と熱意も大切なことだと感じました。少人数のコミュニティーでの学習会でも、各地で数多く
開催されれば、賛同する人達が集まり、大きな力となりそうです。

前半部分は所用で出れなかったので、後半部分だけでした。災害報道の例では、どのメディアも同じ報道になる傾向がありましたが、ある意味仕方ないかと。ビジネスなの
で。しかし、後日にレビューするプロセスが各社、業界としてあっても良いと思います。また、既にあるかも知れませんが、その視点での独立かつ客観的な監査組織があれ
ばいいかと思います。

ワイドショーは娯楽、とっても問題がある、との話に共感します。娯楽なのか、ジャーナリズムなのか正しい判断ができるリテラシーを持っていたいとあらためて感じます。

余りにも、現実を話されて至極納得いきましたが、最後に小出さんのお話で、すべて納得いたしました、が、しかしです、色々問題を話されて、外から見た、日本の振る舞い
はこれから、正して行かなければ！と思っております。

難しい課題だと思います。

報道と娯楽を分けて理解することが必要

新聞というものの全体のあり方が問われているように思います。調査報道は、取材・調査・分析力という新聞記者としての本来の能力を発揮できる分野であり、そこが今
後、新聞が生き残れる分野なのではないかと思います。科学報道でも同様と思います。

報道と娯楽、両方大事な要素があります。

（身近な話で恐縮ですが）職場の新型コロナウイルス対策が同じように感じた。職場内のリスクアセスメントが不十分（不思議なルールが沢山ある）、感染者発生の情報を
日々HPで発信する（誰の、何のため、いつまでやるのか？）総務部は感染者の対応に毎日忙殺されている。決断も不正確な部分の修正もメッセージの発信も不十分。安心
して勤務頂けるよう手を尽くしたい。

東日本震災の時の英国の対応は初めて伺う内容でしたが、大局的に判断し適格に伝えていった姿勢には非常に感銘を受けました。複数の分野のAuthorutyとなるのは
並大抵のことではありませんが、「一人で」が重要であることがわかりました。
ニュースとメディアの存在意義、存在価値を消費者（市民）自身が考え直すきっかけが必要だと感じました。最近の「科学に基づかないワイドショー」は娯楽としても成立し
ていないと、個人的には感じています。20年後、30年後のデジタルネイティブ世代だけで構成されるであろう「ジャーナリストのあるべき姿」を考える時期が、とっくに来
ているように思いました。

科学報道の実情を詳しく分かり易い表現で説明していただき素晴らしい講演でした。
福島事故直後欧米への食品輸出が停止しましたが、国内市場が騒いでいるのに早い時期に輸出が再開された理由が講演でわかりました。

メディアについて詳しいお話をお聴きできました。

お話が早口だった。誰の言葉を信ずれば良いのかを判断する程度にもこちらの理解度が足りないことを痛感しました。

日本とイギリス政府の科学の伝え方の違いは、考えさせられました。日本では震災前からBSEの科学的根拠のない全頭検査、震災後の世界基準とかけ離れた放射性物質
の基準値、そうやって安全より安心を優先させ、国民をゼロリスク主義にし、そして現在のコロナ対策。政府とメディアの責任は重いと思いました。

福島の原発事故に関する英国の対応のお話や、フィンランドのお話が、印象に残りました。日本でも、そういう対応をしていただける日が来るとよいと思いました。

欧米の科学顧問の仕組みや、東日本大震災の時のイギリスの首席科学顧問の会見のことは、初めて聞く内容であり勉強になりました。また、ニュースとは何か、マスコミ＝
報道＋娯楽とのお話から、それぞれの特性を把握したうえで情報を受け取る必要があることを認識しました。

欧米のほうが報道は自由なのかと思っていましたが、お話を聞いて日本のほうがカオスなんだと実感しました。コロナ禍でも各自治体の首長の発信から科学リテラシーの
程度が垣間見えることがありましたが、首長ご本人の資質だけでなく、どんな人がブレインになっているかの差もあると感じます。イギリスの良い例がありましたが、日本
も報道について過渡期であるなら他国のいいとこ取りをして、正しく怖がれる報道に向かっていってほしいなと思いました。

ニュースは、理屈、論理、正確性より情緒、感動、速報性に引っ張られてしまう。「たいへんだ～」を伝えるものであるため仕方ないと思った。
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④ パネル・ディスカッション（進行：SFSS山崎）『科学報道におけるリスコミのあり方』

大変興味深い話が聞けました。
ありがとうございました。
代理でのご質問ありがとうございます。
日本人の弱点である閉鎖社会がマスコミと小宇宙を形成していることが、国民の分断を生んでいる可能性があります。だから、閉鎖社会形成の文化的な問
題について、継続的に議論することがリスコミには必要と思います。また、最後に山﨑先生がピックアックされた「オーソリティー個人で発言すること」の重
要性も感じます。こういったオーソリティーの輩出もエビデンスを重視する文化があればこそと、思います。

御三人の意見は一致していると感じたので、良かったです。ただ、これからの活動や行動に生かしていける発言を欲しかったです、風力発電の全国組織はも
う立ち上がっていますが、推進派と住民との話し合いは一回も行われず、絵の餅になっているのです、勿論、国や県からの話し合いは、一回もありません、
得体のしれない、国、県、市町村を相手に戦うまえに、もうどこに行けば良いのか，ここの時点で負けています。
幅広く、教育から日本の社会規範や同調圧力などが語られて興味深く拝聴しました。
いろいろなご意見を聞くことが出来ました。今回の先生方であれば、フリートークもおもしろいのではと思いました。ありがとうございました。

参加者の質問からも「メディア」に対する期待の大きさを感じた。フォーラム終了後にワイドナショーなどを「娯楽の一つ」だと思って視聴しても、言葉使いが刺激的である
ことから情報が記憶に残る。以前セミナーで紹介いただいた批判的思考の為のワード「かちもない」を改めて感じた。

結論を出すのが難しいテーマでしたが、バックグラウンドの異なる方が異なる角度から池を述べられていて興味深かったです。

質問者の方ががいまいち意見がまとまっていないときがありますね。どうしようもないですが。

数十年先を見据えて構造改革を始めるのであれば、その根っこは初等教育、常識の教育から着手しなければならないと感じました。例えば農薬や添加物の誤解は、「科学
的に考えるとはどういうことか」（量と質の問題とか）、そこに起因する一般常識の欠如（義務教育のカリキュラムの問題？）、という感覚の欠如が根底にあるように思いま
した。このように書くと、問題点を単純化しすぎて、逆に問題の本質から外れてしまいそうですが……。

討論会での質問、演者の説明、司会の進行がうまくかみ合った実のあるディスカッションでした

考える良い機会になりました。

議論の内容が私の理解力を超えていました。

秋津先生の、一度手にした技術を手放してはいけないとのご意見、その通りだと思いました。また、イギリス在住の方の日本のコロナ対策のご意見も非常に参考になりまし
た。食品添加物や遺伝子組み換え食品なども、海外からの視点も聞けると面白いと思います。

ワイドショーなのか、報道番組なのかわからないような番組で、タレントや元スポーツ選手などが、コメントすることに関して疑問を感じていたので、ディスカッションは大
変参考になりました。原発の問題やコロナ対策などについて、科学的にどういう状況にあるのか正しい情報を発信し、専門家の意見をふまえて、政府がどう判断して進め
ていくのか、わかりやすく示していただけるとよいと思いました。自分自身も正しい情報を見極めて、判断できる能力を磨いていかなくてはいけないのだと感じました。

エネルギー問題のリスク・コミュニケーションということで難しい部分もありましたが、食品以外のテーマでもリスコミの問題点とか構造とかは同じなんだなと思いました。
また、食品ではないテクノロジーの新たな視点を聞くことができ勉強になりました。
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43%

理解度は普通

29%

かなり難解だった

2%

理解度について ④パネル・ディスカッション

非常によく理解できた

まあまあ理解できた

理解度は普通

少し難しかった

かなり難解だった

リスコミフォーラム2022③アンケート結果 5/7



⑤ 今回のフォーラムについて、率直に思われたことを何でもお教えください
難しい話もありましたが、大変興味深い話でした。リスコミの在り方などを考えるきっかけににもなりました。

正しい情報より、インパクトのある情報に一時的には集中してしまう。地道にでも正しい情報を発信し，共感できる仲間を増やす努力が大切だと感じました。

メディアの特集は今後も続けて欲しい。消費者理解については、企業サイドだけでは限界がありますので。また、産業、教育、司法、行政、立法、市民が関わるいろいろな組
織で実施結果を客観的にレビューする文化習慣が今後、一層、必要になると思います。それが、国民の信頼醸成につながると思います。

率直に言わせて貰います。誰でも現実を見、解説、思いを述べて頂くことは、出来るでしょうけれどもそれを、正して行く方法、を語って頂けた先生はいらっしゃいませんで
した。

”個人規範”が異なる方々とのコミュニケーションの難しさを感じます。また、マスコミもビジネスであり、利益を求めるために万人が興味を示し売り上げに繋がるような情
報（危険を煽る情報、ネガティブ情報等）を流す傾向にあるのは困ったものです。

事実を報道することと真実を理解していくことは難しいと思います。

非常に難しい議題だったので、企業として今後どのようにしていくべきか深く考える機会になった。

今、リスコミの何が問題なのか？という課題をUPDATEできるよい機会と考えています。

興味深いテーマを取り上げていただき、色々な取り組みをされている方々の話を聞けたことは大変有意義であったと思います。ただ、一人一人の持ち時間が短いためか、
講演者の皆さんが早口で話されるので、資料を読みながら話について行くのが大変でした。

「メディアリテラシー」はテーマとして今後も取り上げていただきたいと思います。
よろしく、お願いします。

楠見先生のお話で「直観的思考」、秋津先生のお話で「知識量がイコール関心や行動に結びつかない」について。家族など近しい人間関係から物事をより我が事として強い
関心や行動に、直感的思考もこれまでの思考を形成するまでの環境に大きく影響されるだろう。「STOP　and　THINK」とは正しくその通りで、自分自身も欠けている点
だと感じている。

リテラシーは難しいと改めて感じました。

現状の日本の中等～高等教育、危機管理対応の在り方について危機感を感じました。

ジャーナリズムとワイドショーは違うという話でしたが、実際に視聴者は区別できないでしょうね。

演者の人数を減らしてでも、楠見先生のお話の時間やそれに関するディスカッションの時間を増やしても良いと思いました。

海外ではコロナの感染者数の生データは市民の不安を煽るだけなので公表しない、という考え方は非常に納得できたと同時に、なぜその考え方が日本では議論すらされ
ていないのかが、甚だ疑問に思いました。

「小異を捨て大道につく」日本の従来からのリスクコミュニケーションのスタイルです、いつの場合でも市民の問題提議の背景には「聞いてないよ」現象がありますこれを少
しでも埋めるのもリスクコミュニケーションの役割と思います。市民への説明はメリットデメリットの両論併記とならないよう、副反応あるも全体として効果大となる説明
が必要です

難しいテーマで理解が難しかった。実例をもう少し多く示して頂いて具体的に説明頂きたかった。済みません、こちらの能力不足です。

科学報道に関して、いろいろな問題がありそうで、ただし、簡単に改善できることではなさそうと感じました。

食の領域を超えて、リテラシー・リスクコミュニケーション・報道のあり方について学ぶことができ、大変勉強になりました。

食品から離れた「科学報道におけるリスコミ」実例ばかりだったので理解しにくかった。

⑥ 今後、食の安全・安心・リスクに係る分野で、どのようなテーマのフォーラムを希望されますか？
食品表示が義務化され、アレルギー物質など本来重要だと思われる内容が正しく表示されているのか疑問に感じます

積極的に消費者理解を進めていくことが必要ですが、メディアの協力が必要です。また、これまでの先生方の講演を整理して、さらに次の対策を考える機会が必要と思い
ます。

安全な食物を安心して食する事は私達人類の願いです。

食中毒の報道と食品を食べるときに注意すること。

容器包装について

今回の講演に中にも出てきましたが、科学者や技術者が社会に対して果たす役割（コミュニケーションの主体としての役割）は非常に大きいものと思います。英国や米国だ
けでなく、諸外国での事例などを紹介いただけると面白いのではないかと思いました。

疑似科学、ファクトチェックに関することに興味があります。

個人的に勉強する事だと思いますが、プレゼンの極意みたいなこと。職場で食品安全や食品衛生について説明や学習会を行う場合に、このセミナーで学んだ「伝わる事」の
大切さを日々感じている。

大手メーカーさんの取組み、方針、裏情報などをたくさん知りたいです。

食品安全とリスクの考え方、その説明手法の妥当性（ADIの説明はゼロリスクを惹起させないか等）、消費者教育（当日の議題にもありましたが、学校を離れた人への教
育）の在り方等
初等教育で習得すべき食品安全に関するリスク情報
食の安全・安心に関する誤情報を信じないための自衛の仕方

食品リサイクルとフードロスについて有識者の意見を伺いたい。

トランス脂肪酸や部分水素添加油脂に関すること。

自然毒、ジビエ

文部科学省の学校給食関連法令の担当官による解説

⑦ 科学報道におけるリスコミのあり方について、どうあるべきでしょうか？ご意見をお書きください

正しい情報をいかに判断できるようになるかは、情報を発信する側だけではなく受け取る側に訓練が必要だということを、消費者もしっかり理解することが重要。そのう
えで、少人数でのリスコミでしっかり論議することが重要だと感じました。

ある程度、分かりやすくする演出が必要と思います。ただ、それらが妥当であったかについて、業界および各社でレビューできればと思います。日本人の科学の理解度自
体が世界的に見て、高いとは言えないように思いますので。これは、産業面でもマイナスになると思います。案外、急務かも知れません。さらに、できれば、マスコミ各社は
スタンスを明確にして、同じような報道をしないことにも注意して欲しいです。

化学報道におけるりスコミは、誰(集団)を対象とするかによって工夫が必要と思われる
自分の身の振りを考えず、良は良、悪は悪　をつら抜く！　人生８５年です。
虚偽ではないが、真実とは言い難い報道との向き合い方について、ふれることができる機会は多いほうがよいと思います。
特化して記者を育成するのは難しいと分かりましたが、最低限の専門的な知識を身に着けて欲しいと思っています。それだけでも、話を聞く人の選定が改善されるかと。
国民性の話がでておりましたがこれは非常に根深い問題。教育だけでどうなるものでもないとは思いますが、教育活動が重要と思います。
学校教育に取り入れ、受け手側は正しく理解する力を身につける。また、発信側の専門家も誰でもわかるように分かりやすく発信する方法を考える。

科学報道の質を高めることが重要ではないかと思います。専門家を交えた企画会議を踏まえて取材・調査・分析、記事作成をしたり、単発でなく連載記事にすることで何
事も直ぐに忘れる日本人に継続的に注意喚起・問題提起したりすることが必要と思います。

科学報道のリスコミにおいて、発信側の工夫と聞く側のリテラシー向上がキーワードのように感じました。特に若い世代では、自分から情報を取りに行くのではないので、
発信側が内容と手段を考えて発信する必要があるようい感じました。また、日本人の特性も踏まえつつ発ししていくことが重要と感じました。小さなコミュニケーションも
日本人に合っているような気がします。

行政、科学者がそれぞれの立場で大局的に誠実な説明を行うこと、さらに市民も科学に対して聞く耳をもち、正しい目で判断していくことが重要であると感じました。
テラスハウスの件もそうですが、リアリティ番組、ドキュメンタリー番組、報道番組、全部真実だと思い込む人が多いのが問題ですね。必ず制作者は見せたいものを切り
取って、並べ替えて見せているのですから。

市民は、「科学的に考える」とはどういうことか。「中立である（あろうとしている）」とはどういうことか、その認識を共有して持つことから始まるように感じました。
マスメディアは、報道が娯楽性を求める必要があるのか、娯楽性のある報道が市民にもたらすものは何か、娯楽性の先に何かあるのか、を考える岐路にあるのではないで
しょうか。

理論ベースを抑え科学リテラシーあまりない人でも解かり易いコミュニケーション必要です。以前の多田教授の講演と今回の小出先生の講演を聴き比べて実感しました。
私にとっては多田先生の講演も目から鱗が落ちるインパクトがありました、SFSSフォーラムには多田先生の様な内容も必要です
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科学報道であるべきものが政治的に利用されているように見える報道があるように思える。

先にも書きましたが、国民を安心させるために科学的根拠からかなり離れた基準や政策を作るのではなく、科学的根拠、客観的な事実を明示し、国民の理解を得るべきだ
と思います。安心の政策は、単なる責任逃れではないでしょうか。小出さんが言われてた世界標準からかけ離れた放射性物質の基準値による福島県産の風評被害、検査費
用のための多額の税金の無駄遣い、結果、日本国民の首を絞めているだけです。ゼロリスクは、この世に存在しないという前提を、まずは政府、行政が分かりやすく説明
し、日本国民が理解することから始めなければリスコミはうまくいかないと思います。楠見さんの「前提が違う」に通じます。

報道において、偏った内容ではなく、全体を俯瞰して理解できるように事実や、どんなリスクがあるのかを伝えていただき、受け手が、不安に感じることに対して丁寧に説
明していただけるとよいと思います。

ワイドショーの問題についてディスカッションでもあげられていましたが、公衆衛生に有害性のある科学報道のふりをしたエンタメは、規制されてもいいのではと感じまし
た。

科学報道のリスコミをテレビで行ってほしくない。

⑧ 今回のオンライン・フォーラムについて、ご要望や改善すべき点がありましたら、ご意見をお書きください
視聴者の方のご意見、阪神大震災の経験が東北震災で生かされていない報道のご指摘が印象的でした。
とれも素晴らしかったともいます。懇親会がない理由はコロナでしょうか。
良かったです。
資料はもう少し早めに配信して欲しい。金曜日にざ在宅勤務や出張になると資料の印刷が出来ない。
100枚近くあるスライド資料を、1時間で話していただくのは無理があると思います。テーマや講演内容によっては、講演時間を調整しても良いのではないかと感じまし
た。
小出先生のレジュメ（PDF）が開催速報に見つけられませんでした。資料いただけるとありがたいです。
食品の事例を多く取り入れた話を出来る演者を入れてほしかった。

⑨ SFSS事務局へのご要望
いつも貴重なお話を聞ける場を用意いただき、本当に感謝申し上げます。
今後とも、よろしくお願いします。

Miruhanaさんの花の写真が素敵です！
有難うございました、ご苦労様でした。
アンケートの回答の選択肢に回答しない、できない旨を追加してください。
今年のリスコミセミナーもあと１回。引き続きよろしくお願い申し上げます。
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