
 

 

 

 

 

子どものけんり 

 なんでやねん！すごろく 

 実践報告書 

 

 

2022年 10月 

 

＊本報告書は「子どもの笑顔はぐくみプログラム」助成事業として作成しました 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

＜開発経緯＞ 

2019 年 

 8 月 子どものけんり「なんでやねん！すごろく」開発。学習会実施  

11 月 子どもの権利条約 全国フォーラム(東京都) にて分科会担当 

12 月 子どもの権利条約 関西フォーラム 2019  分科会実施  

 

 

 

 

 

2021 年  

 3 月 「子どものけんり なんでやねん！すごろく」初版制作    300 セット 

11 月 「子どものけんり なんでやねん！すごろく」第 2 版制作 300 セット  

      子どもの権利条約全国フォーラム（神奈川県）分科会担当（ハイブリッド実施）  

 2022 年  

 8 月「子どものけんり なんでやねん！すごろく」実践報告会（オンライン実施） 

 10 月「子どものけんり なんでやねん！すごろく」第 3 版制作  400 セット  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 2版すごろく 2021年 11月制作） 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

＜すごろく購入者＞ 
218団体・個人 計 528セット（2022年 8月現在） 
 

すごろく購入者の所属団体のカテゴリー 

 

 

＜アンケート実施＞ 

＊実施時期：2022年 3～4月（一部、それ以降の受信あり） 

＊回答者人数：51人 

＊アンケート集計方法：2021年に購入された方にメールを送り、グーグルフォームに回答をお願いする 

アンケート回答者の所属団体のカテゴリー 

 

 
人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・保育所・学校

6%

大学

9%

子ども支援NPO

39%

行政

3%

地域団体

5%

議員・政党

3%

個人

19%

その他

16%

遊びつつ考えられる機会をつくるツールとして、子どもの権利保障に関係する民間団体で広がる一方で、

学校、大学、あるいは条例づくりに関わる議員や行政機関にも広げていくことが今後の課題だと考えます。 

学校（小学校・中学校・高校・高等専修

学校・特別支援学校）

6%

NPO（子どもの権利を標榜する団

体・居場所・子ども食堂・放課後デイ

サービス・その他）

49%

専門学校・大学

9%

行政

8%

子ども会議等

2%

地域の青少年育成／

社会福祉協議会

10%

議員

2%

個人

8%

里親会・施設

4%

出版社

2%

その他： 

里親会・里親支援団体、児童施

設、児童自立支援施設、人権教

育団体・人権協議会、生活協同

組合、弁護士会・法律事務所、

ユニセフ団体、女性団体、教職

員組合、教会学校、国際交流団

体、まちづくりセンター、教材

会社 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

（１）参加している子どもの年齢を教えてください。（複数回答） 

 
（人） 

 

 

 

（２）どういう場で活用していますか。          

子どもが遊びたいときに遊べる場所に常設している／ちょっとした遊びの時間 

居場所の開放日に参加のこども達と。他の遊びとともにそこにあることで、急に手に取ってやりだす

時がある。 

学生やおとなと一緒のときが多い。中高生はこれを見ながら、楽しそうに意見を言い合っていたこと

もあり、権利や社会の動きについて、話せる場と聞いてくれる相手さえいれば、こういう話もしたい

のだろうなと思う。 

子どもの居場所活動／中高生居場所など／児童館など 

学校の相談室、不登校児童生徒の居場所支援 

子ども食堂／子ども食堂で食べた後のお楽しみの時間／学習支援付き子ども食堂 

学習支援の場 

放課後デイサービスの利用時間 

しんどい家庭のこどもたちの会 

子ども劇場の親子 

児童養護施設でCAPワークショップのあとに／養護施設での自由な遊びの場 

寮で余暇の時間 

子どもの権利条約フォーラムの実行委員会子どもメンバーの勉強のため子ども会議 

子どもの権利ワークショップで 

育成会イベント 

0 5 10 15 20 25 30

就学前児童

小学生低学年

小学生高学年

中学生

高校生・高等専修学校生

専門学校生・大学生

コロナ下で、集まりにくい状況のなかでも、小学校高学年を中心に活用され、おとなのみでの利用も多数あり

ました。しかし、いずれも学校での実施ではなく、主になんらかの子どもの居場所で行われているケースでし

た。 

高校生対象の一つは、小学生向けに実施する際、高校生にファシリテーターを務めてもらうことを目的として

実施されたもので、ご相談を受けて当ネットワークが出前講座として、授業で講師を担いました。 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

イベント／募集参加／学習会／アイスブレーキングとして 

高校生対象に授業内で実施。小学生向けに実施する際、ファシリテーターをつとめてもらおうと働き

かけている。 

家族／友人 

娘と、自宅に遊びに来た友達と一回遊んでみました／子どもの友達がきた時 

近所の子どもを集めて 

生協施設 

大学：社会的養護や子育て支援などの授業／ゼミの初回（導入）／ゼミでの子どもの権利学習で使用 

月 1回の「子どもの権利条約を学ぶ」という研究会で使用。 

アドボケイトとして活動中 

仕事で人権講座の講師をする時 

校区人権啓発協議会の総会 6か所 

保育士・教職員の研修、職場／スタッフ学習 

自治会長の皆さんに実施。日頃から地域の子ども達を見守ってくださる皆さんでも気づきが多くあっ

たというお声が多くありました。 

今後は里親会や児童相談所の懇談会で使用の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちのさまざまな居場所で時間を設定して行うケースだけでなく、子どもたちが自由に手に取れるよう

にしておいて、自然発生的にすごろくをするケースもご報告いただいています。 

また、おとながまず知るために、実施されているケースも多く報告をいただきました。主に児童福祉の分野で

仕事として、役割として知る必要のある人たちを対象としているケースだけでなく、自治会や校区人権啓発協

議会などの地域で活用するケース、さらに家族や友人でと個人として購入して日常のなかですごろくをする

というケースもあり、子どもの権利に関心を寄せる人たちの広がりを感じます。 

一方で、子どもが日常で長時間を過ごす場所である学校での実施は、おとな対象には行われているものの

少ないのが実情です。その少ないなかの一つは、子どもの権利条約 関西ネットワークの子ども会議のメンバ

ーの中学生が自分の学校での実施を先生に掛け合い、実現したケースで、ネットワークのメンバーが協力し

て出前講座を実施しました。 

※実は、卒業した今年度もその中学校では継続して実施され、ネットワークのメンバーが伺いました！ 

 

子ども会議メンバーの中学校ですごろく実践！ 

子ども会議チームで活動している子どもの一人が「自分の周りの子ども、クラスのみんなにも

子どもの権利条約を知ってほしい」と話したので理由を尋ねたところ、「自分は子どもの権利

条約を知って笑顔が増えて、毎日が楽しくなった。だから、自分の周りの友達にも知ってほし

い。みんなにもそうなってほしいと思った。」と話しました。その後、自分で中学校の先生に働き

かけて、その子どもが所属する学年の全クラスで、すごろく実践が実現しました。 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

（３）これまでの活用の頻度はどれくらいですか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（人） 

 

 

（４）すごろくをしていた子どもたちの様子はいかがでしたか？（複数選択可） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（人） 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40

楽しんでいた

盛り上がっていた

考え込んでいた

緊張していた

活発な発言があった

キラキラを喜んでいた

びっくりしていた

一人で何かつぶやいていた

近寄ってこないが遠巻きに見ている子がいた／手にし…

退屈していた

なんでやんカードに共感していた

0 5 10 15 20 25

1回

2回以上

3回以上

していない

コロナ下であったり、購入時期も影響して、まだ 1 回（回答数２３）だったり、活用していない（回答数２）とい

う回答もあるなかで、2 回以上（回答数３）、3 回以上（回答数２３）という回答をあわせると回答数２６となっ

ています。同じ子どもに実施しているのかまでは今回のアンケートではわかりませんが、コロナ下でもさまざま

な工夫をしながら継続して活用していただいていることがわかります。 

 

コロナ下でもあり、子どもたちが集まって“遊ぶ”ということ自体が「楽しんでいた」「盛り上がっていた」こと

につながっていた可能性もありますが、なんでやねん！すごろくの時間が子どもたちに何らかの刺激となった

ことが伺えます。あくまでもおとなの視点から見た回答ですが、普段とは違う子どもの様子を回答者が感じ取

っていたことがわかります。 

手にして眺めていた 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

（５）あなた（おとな）はすごろくを通じて、子どもの権利／子どもの権利条約を 

理解できましたか？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的なことがあれば教えてください>   

日々の暮らしにある出来事を権利一つ一つに結びつけて考える、

という方法がとても理解しやすいと思う。 

「なんでやねん」は、自分が大切にされていない感覚を表明する、

それが権利主張につながるということだなと思った。 

子どもの権利というと堅苦しくなりがちですが、正直な子どもの

言葉が共感を呼んで、子どもの権利を具体的に理解することにな

ると思った。 

子どもの「なんでやねん」が権利を奪っていることにつながるこ

とが日常にあると改めて感じた。 

4 つの権利シートになんでやねんカードを置く時にみんなで話

し合って考えることで理解が深まる。 

子どもの権利条約について、すごろくを通して触れることがで

き、こういう権利があるんだということを他の人と共有すること

ができた。 

遊びながら学べる良いツールだと思う。 

たいへん理解できた

57%

まあまあ理解できた

37%

あまり理解できなかった

4%

無回答2%

すごろくの有効性 

94％（ 「たいへん理解できた」57％、「まあまあ理解できた」37％）のおとなが子どもの権利や子どもの権

利条約を理解できたと回答しています。 

もともと知識があった方がアンケートに答えてくださっている可能性が高く、すごろくを通じて初めて子どもの

権利、子どもの権利条約に触れたという方とは感覚が違うことが考えられます。 

「あまり理解できなかった」（4％）という回答の方々に子どもの権利、子どもの権利条約を理解できるように

する工夫は何かを探る必要があるのだと思います。 

日常生活と子どもの
権利を紐づけ 

「なんでやねん！」が
意見形成支援や意見
表明支援に 

子ども同士の学び合
い・コミュニケーショ

ンツール 

関係づくり 
ウォーミングアップ 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

とてもきれいなコマでいろいろな形と色があってそれだけでも

学びになると思った。 

おとながこどもの時の気持ちを忘れてたこと、あーそーやなあと

いう声が多くあがった。  
子どもに関わる仕事をしているおとなにも効果的だと思った。素

晴らしいアイデアをありがとうございます。 

職員研修に活用した。地域支援・個別支援をしているCSWです

ので、子どもの人権について学ぶ為のいいツールだと職員間でも

好評でした。 

最初は面倒くさがって、ふてくされながら双六を始めましたが、

段々と盛り上がり最後は狂喜乱舞していた。おとなの「ちょっと」

は本当に長い、きょうだいで自分ばかり叱られるのは親が間違っ

ているとわかった等々、一時保護を繰り返している子どもたちの

目が輝いていた。 

家族ですごろくを楽しんだ。子どもの権利条約を、よく理解して

いる母、全く知らない父、子どもの権利条約を理解できるように

なった息子（12 歳）、子どもの権利条約を体感している娘（9歳）。

全く知らない父が、権利のカードを 4つの基本権利に当てはめる

時、とても真剣に考えて、そして夫婦でも考えた時間が本当に良

かった。これからの子どもたちへの考え方を共有できました。 

コロナ禍なので、まだ家族内(里子含む)でやった程度だが、里子

はキラキラの石が欲しくて喜んでやっている。回数を重ねるごと

になんでやねんカードの表への振り分けがわかってきているよ

うに感じている。 

明るく参加してあっけらかんと「あ、これ俺だ」と言う子、すご

ろくの後、個別対応で話が広がって良かった。 

子どもの権利条約のアイコンの一覧表を載せたファイルがあり、

出てきた条文とアイコンを見比べていた。わかりにくい条文につ

いては、説明した。日頃、あまり意識していない条文がでてきて、

あらためて読み直す機会にもなった。また、説明できるように、

ユニセブのカードブックも手元においておいた。よくない情報か

ら守られる権利が出てきたときには、子どもは自分に関係する情

報を知る権利もあるなど、条文を関連させたり、戦争のところで

はウクライナことをどのように説明したらいいのかと悩んだ。 

今回は、近所の子どもを集めてというスタイルだったので、学校

の「なんでやねん」は受けとめやすかった。学校でのかかわりで、

教職員の言動について「なんでやねん」の内容があるのですが、

なかなか学校でこのゲームを用いるのは難しそうだなあと感じ

た。 

大阪弁が馴染まなく、標準語の方が良い。 

おとなが自分の子ど
も時代とつながる 

起きていたことは 
人権侵害で、 
自分は悪くないと 
子どもが思える 

子どもとおとなが 
一緒に学べる 

普段話さないテーマ
を話し、考える機会 

子どもに関わる仕事
をしているおとなへの
効果―日常を見直す 

課 題 

ファシリテーターの役割 
 

おとなの指導の場にしない 

子どもたちの知りたい！をサポ
ートするためのリソース情報の
提供 

おとなが子どもの権利、子ども
の権利条約を学ぶ機会づくり 

学校で利用することの難しさ
をおとなが感じることへの対応 

「権利学習」と身構えてしまう 

自由にフレキシブルがなかな
かおとなには難しい 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

（６）子どもたちはすごろくを通して、子どもの権利／子どもの権利条約を 

理解できたと思いますか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的なことがあれば教えてください>   

大きな声で読み上げ、「わかるー！」「しらんかった！」「こ

れ大事！」等嬉しそうに読み返していた。 

意見を言う権利があるんだ…と声に出して言っていた。 

こんなことも、言ってもええんや〜！という声があった。 

こんなにたくさんあるとつぶやいたこどもがいた。 

「なんでやねん」を読んで、それぞれに意見を言っていた。

子どもの権利条約を読んで、考えていた。 

自分たちが日常感じている、おかしいなということを、す

ごろくを作った子どもたちも感じていることを知り、自分

の感覚は間違ってないんだと知れた。 

参加した子どもたちがおとなに言われてきた言葉を思い

出し、自分の権利が侵害されたのだと感じていた。 

カードを読むところで自分とは違うシチュエーションの

ことを話せた。 

たいへん理解できたと思う

14%

まあまあ理解できたと思う

74%

あまり理解できなかったと思う

8%

理解できなかったと思う

2%

無回答

2%

子どもの 
エンパワメント 

88％（「たいへん理解できたと思う」14％、「まあまあ理解できたと思う」74％）がすごろくの活用を通して、

子どもの権利条約の理解に役立ったと答えています。子どもの年齢や子どもの権利条約をすごろくの機会に

初めて知ったなどの状況も影響している可能性がありますし、それぞれの子どもが一層理解を深める時間に

するには、すごろく実践の前のアプローチが重要で、子どもの権利条約を子どもの日常と紐づけするには活

用後の日常的なアプローチが必要と考えています。そのためには、日常で子どもと関わるおとなが子どもの

権利、子どもの権利条約を理解していることが重要なことは言うまでもありません。 

権利を持っていると 
知る 

意見形成支援 

「してもいいこと」を知る 

自分の感覚を 
信じていいと思える 

権利を知ったことで気づく 
人権侵害（自分事） 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

普段の生活の中で感じるもやもやをたくさん話していた

し、知り合いの他のおとながいるので、安心して自分の親

に言いたいことが言えていた場面があった。 

子ども同士で考えあいながら進めていた。 

「権利」とはどういうことなのかを、少しずつ感覚的に理

解してきているように思う。 

真剣に聞いてくれ、沢山の権利があり守られるんだと言う

事は感じてくれたと思う。 

すごろくのあと、４歳児が「ママだけ〇〇してるのはずる

い」と的を得た交渉をしていた。 

ゲームを進める中で 5歳の子どもも、具体的な体験を思い

出してそれを紙に書いていたので、小さくてもゲームの意

味を感じていたのだなと思った。 

子ども会議の第 1回目としてとりあげたので、子どもたち

どうしが、ほぐれて、そのあとの今年の活動を決める話し

合いがとても活発に行われた。 

継続して子どもの権利に触れてきた子どもであることと、

学校でも毎年なんらかの方法でとりあげてくださってい

るので、すごろくに入る前の権利学習（20分程度）も、と

ても反応よく、「みんなはどんな時になんでやねん」って思

うのかとか、それは、どんな権利が奪われていたり、傷つ

けられていたりするかを、全体で話し合ったとき、様々な

ことをつぶやいていた。すごろくは 20 分程度の経験だっ

たので、最後まではいかなかった。子ども会議の第 1回目

としてとりあげたので、子どもたち同士が、ほぐれて、そ

のあとの今年の活動を決める話し合いがとても活発に行

われた。すごろくの感想を聞くと、「遊びながら権利のこと

が学べました」と求めたような回答がかえってきて、少し

考えさせられた。なんでやねんカードには、「ありえへん」

と怒りの声もきかれた。 

小学生の中高学年はキラキラをもらったり「なんでやね

ん！」と突っ込みながら権利を読み権利を学び楽しそうだ

った。途中で「入れて。」「僕もやってみる。」等 

CAPのワークショップが終わってからやった時には、権利

が条約となって保障されているんだとわかった。 

高校生を対象にスゴロクをしたら、学校内や親に対しての

「なんでやねん！」が多く出ていた。 

まず、すごろくを通して子どもの権利に関心を持つことが

できた。子どもの権利カードの条文を全て読みたいと思う

ことができたが、理解はまだまだこれからではあった。 

情報を持つ・共感する・ 
気づく・考える機会 

子ども同士の学び合い 
多様性の実感 

自分の権利を知ることに
早すぎるということはない 

権利を持っていると知る
こと 
日常と紐づけして実感・
体感 

自分だけじゃなかった 

子どものもやもや 
⇒言語化 

安心して語れる環境 

子どもの権利を保障
する条約の存在が子
どもを勇気づけ、自尊
感情につながる 

子どもが主体的に 
取り組む 
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子どものけんり なんでやねん！すごろく実践 報告書 

年齢によっては、退屈している様子もあった。 

すごろくを通して話が弾んでいたグループもあり、恥ずか

しがってあまり話さないグループもあり、反応はそれぞれ

だった。 

カードに書いてあることが難しくて「どういうこと？」と

子どもたちから質問があった。 

子どもたちの辛い部分を広げすぎないように、おとなが気

を使いすぎた。 

子どもの声をもっとおとなの人たちに分かってほしいと

いう気持ちになった。 

権利条約の訳文は、もう少し、柔らかい表現の文章がいい

かもしれない。 

権利ということにはつながったと思うが、権利条約理解に

は、少し困難なところがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知りたい！ 

知的好奇心 

多様性 

自己開示 

子どものアドボカシーの実現 社会構造へのアプローチ 

多様な経験を持つ子どもが参加している 

理解とは何か／体感・実感することの大切さ 

子どもの声に誠実に対応するおとなの存在 

年齢に応じた継続したアプローチ 

日常のなか起きる子どもの人権侵害 意識しないと人権侵害をする側になる可能性 

おとなが子どもの権利条約を理解する おとなが子どもの権利に関心を持つ 

意思決定（自己決定）支援 

権利救済 

課 題 

盛り上がるのが理想なのか 

マイクロアグレッション： 意図した差別や攻撃ではないが、知らないがゆえ、あるいは無意
識の偏見ゆえに相手を傷つける言動。 
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（７）子どもたちから出てきた「おもしろいなんでやねん」「考えさせられたなんでやねん」 

「印象的ななんでやねん」があれば教えてください。（自由記述） 

授業で課題が終わったあと、好きなことをしてはいけないのはなんでやねん。 

授業で彫刻刀を使い、少し怪我をしたら先生から「成績が下がる」と言われ、

実際に下がった。 

先生なのに守れていない。 

先生だけ許される。 

自分の環境を隠してるのに友達のいるところで、家のことを聞いてくる。 

心配してるふりして上から話してくる。 

同じことをしても怒られる子と怒られない子がいる。 

音楽の授業でひとりずつ前に出て歌わせられて歌が嫌いになった。 

廊下を走るなと注意した先生が走っていた／先生は廊下を走っている。 

少数派の意見はあまり反映されない。 

鼻くそほっていたら、おこられた。 

けんただけ握手をしてくれない。 

どうしてこの世にお金があるの。 

おとなはこぼしても怒られないけれど、こどもが飲み物などこぼしたら怒られ

る。 

おとなはいいのに子どもはあかんことがある。 

遊びを途中で止めさせられる。 

おとなは夜にお菓子食べるのに子どもはあかんのなんでやねん。 

アルバイトをはじめたらお小遣いはいらないねと親に言われた。 

どこかに行くときに「早く準備して」って言われるけど、親の方が準備が遅い。 

ウチはウチ、ヨソはヨソと言うくせに成績などは比較する。 

ゲームの時間を勝手に決める！！なんでやねーーーーん！！ 

わたしは母ちゃんに話を聞いてもらう権利がある！だから今は話を聞い

て！！ 

なんで泣いたらあんかんねん。 

家でも学校でも、友だちにもうるさいといわれる。 

コロナで友達に会えない。 

コロナで自由に外に出られない。 

化粧の練習をしていたら不良と言われた。 

美容室で金髪にしてもらい気に入って街を歩いていたのに人から避けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

話してくれて 
ありがとう。 
 
教えてくれて 
ありがとう。 

日常で多くの子どもが長時間を過ごす、学校、家庭に関する「なんでやねん！」を中心に、子どもたちはこれま

でモヤモヤとしていたり、理不尽だと感じてきたことを言語化してくれています。一つひとつの「なんでやね

ん！」の背景をすごろくの実施中、実施後に深堀りしていくことはしていませんが、今後意思決定（自己決定）

支援や権利救済についても考えていく必要を感じます。 
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（８）子どもたちの生活実感と子どもの権利条約の条文がうまくつながったと思いましたか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）すごろくを体験して、難しかったところ、条文の表現などで気づいた点があれば 

教えてください。（自由記述） 

回答内容 今後の課題 

子どもから尋ねられた時、ある程度答えを考えておく必

要があるかもしれない、と思った。 

子どもの質問に答える（説明する）ためのお

となの準備 

条文をわかりやすく伝えるのが難しい。条文自体が難し

いので。４歳児からは、これどういう意味？と質問の連打

を受けた。 

条文をわかりやすく伝える難しさへの工夫 

・幼児期の子どもから質問の連打への考え

方と対応 

条文の文言はやはり難しいので、解説出来るおとなと一

緒に遊んだ方が理解が進むと思う。 

 “遊び”と“理解を進めること”のどちらに軸

を置くのかの検討 

対象年齢によって、理解度はやはり異なる。一緒におとな

が参加して、説明することが多かった。 

・年齢によって理解度が異なることへの対応 

・おとなが説明する分量への配慮と情報提供

のあり方 

「参加する権利」が理解しづらいように思った。 発達等にあわせた説明例の情報共有 

「なんでやねん」と「子どもの権利条約」がつながってい

ることを伝えるのが難しいなぁと思った。 

子どもの「なんでやねん！」と思う感覚・気持

ちが子どもの人権侵害を知らせてくれるとい

う概念の共有 

話が盛り上がらなければ淡々と進んでしまう。子どもた

ちの声を多く聞くためにファシリテーターの役割は重要

と感じた。 

・ファシリテーターの役割の重要性と子どもア

ドボカシー 

・ “話が盛り上がる”という状態がおとなの

視点にならないために共通認識を持つ 

小学２年生から中学２年生までが一緒に取り組むみには

難しい面があった。「子ども六法すごろく」のようにカー

・異年齢や年齢幅の大きい中で一緒に取り

組む難しさへの対応例の情報共有 

つながったと思う

65%

あまりつながらなかったと思う

29%

全然つならがなかったと思う

4%

無回答

2%
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ドの組み換えでレベル分け実施ができるといいかも。  

・異年齢の子どもを対象とする実践で十分に

準備するための具体例を情報共有する。（年

齢によって話題を選ぶ？） 

低学年の子ども達も入り皆で賑やかに進んでいたが、

LGBT のカードを引いた際、わかりやすいように説明は

したものの、アルファベットについて「何それ。わかんな

い。」と言い、他にも”きょとん”とした表情になること（カ

ード）が続き、飽きてしまったのか去って行ってしまっ

た。多学年でするにはこちらの準備不足もあるが、難しか

った。 

おとなが年齢に合わせてカードを選んでおく準備が足り

なかったので、遊びの瞬間だけでは受け止めにフォロー

が必要なものが混ざってしまった。 

おとなが年齢等に合わせてカードを選んでお

く準備の必要性 

 

貧困、紛争、誘拐、虐待などは考えるのが難しかったよう

で、どこか他人事になっていた。ただ、現在報道されてい

る戦争などに触れた時は、すごろくをして考え方話すき

っかけにするのも良いと感じた。 

子どもが自分の見える範囲の日常だけでな

く、社会（世界）とつながっていることを考える

きっかけとしてのすごろくの活用の具体例の

共有 

大きな 4 つの権利に分けるときに、どこに入るか悩むこ

とがあった。 

なんでやねんカードを表に振り分けるのが少し難しかっ

たが、「このカードはこれかな？」「でも～だから、こっち

かな？両方かな？」などと話し合って考える過程が大事

なのだと思った。 

おとなの私自身が知識不足で、なんでやねんカードが、そ

れぞれどの権利で守られるかが伝えられないカードがあ

ったので、その説明があったり、カードに色分けがあると

いいなと思った。 

・おとなのための解説やカードの色分けの工

夫 

・子どものための解説など子どもの視点から

の工夫 

すごろくを楽しむことができ，子どもの権利を身近に感

じることができ，なんでやねんカードに書かれているこ

とを言葉化することはできた。それをどんな形で解消し

ていくのか、どこに改善を求めるのかという具体的な行

動を考えるという場面では話が行き詰ってしまい、制度

やサービスへの展開につなげることができなかった。 

意思決定（自己決定）支援と権利救済への

手だての具体例の情報共有 

やはり意見表明が大事。そうできる環境とそこを守る環

境作り。 

意見表明できる環境とそこを守る環境づくり

（人的要素を含む）のためのアクション 

コマ等は小さくて転がりやすく、管理的な観点からはち

ょっと扱いにくかった。 

安全面・管理面からの備品類の見直し 

駒の安定が悪い。すごろく版もカラフルで、キラキラもカ

ラフルなので、サイコロがどこに行ったのかわかりにく

い。 
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（10）すごろくをするとき、現場ならではのやり方や新ルール、子どもたちから生まれた工夫

があれば教えてください。（自由記述） 

 

子どもたちは、ちょうどの数がでるまで、ゴールできないというルールにしていた。 

あそびはその時々でルールも含めて発展していった。 

なんでやねんカードの中から、自分が言いたいカードを選ぶ。 

変顔等の部分は、やはり抵抗感があった。一方で、おとなと高校生がともに実施する時に、おとな

の側が盛り上げようと、変顔等のコマをやろうとする場面があり、おとな側の姿勢が問われると感

じた。 

大きい子が小さい子にやさしく接していて、あまったキラキラをあげたりしていて、優しい空気に

なっていた。 

せーの！「なんでやねん！」で盛り上がり、話も聞いてくれた。噛み砕いての説明が要りますが（説

明書があれば尚更いいです）放課後デイや特別支援学校でもどんどん活用されればと思った。子ど

も達一人ひとりの権利なのですごろくを使って伝えていきたい。それと、子どもたち、すごろくの

絵を気に入っていた。またキラキラを手に入れられるのも嬉しいようだった。 

中高校生達はホワイトボードに貼って密を避けグループに分かれてしよう！となったそうで、読む

のが苦手な子もチームで助け合いながら一体となって進めたのが、一体感があって盛り上がり良か

ったと聞いた。 

自分たちのなんでやねんカードを作り、おとなになった自分から子どもたちへのメッセージを添え

ていた。わかってくれるおとながいることを伝えることができる一つの方法だと思った。 

権利が守られていると嬉しくなった時のカードも作ったらどうかという意見があった。 

なんでやねんカードのみを使うことが多い。カードを使うことで誰もが「ああこれも権利に関係す

ることなのか」という発見がある。おとな向けのワークショップでも活躍している。 

キラキラの石を多く集めれたら何かが起きるっていう仕掛けがあってもいいかと思う。 

「変顔」「一発ギャグ」に抵抗があったグループでは、「好きなご飯」「動物のまね」に変えて行った。 

カードは選んだ。 

すごろくの通路がわかりにくく(白地に白の通路)色がついているといいなという意見が出た。 

キラキラが 20 個で★が 15 個なので、2個ずつおけるようにキラキラを買い足した。遠くの子ども

にカードが届きにくいので、なんでやねんのところに、数枚ずつなんでやねんカードを、★の近く

にも何枚かを重ねているチームもあった。 

 

 

 

 

 

 

  

子どもたちが考えながら、遊び方やルールを発展させていっているという回答が多く寄せられました。旧版

にあった「変顔」を新版ではなくすことにしたプロセスも、活用するなかで子どもたちが考えたことを教えて

いただき、関西ネットワークでも子ども、そしておとなが話し合い、変更を決めました。子どもにとっても考える

良い機会となりました。 
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（１１）お住まいの地域では、「なんでやねん！」をなんと言いますか？ 

 

関西ではなじみの深い「なんでやねん！」という言葉。 

皆さんも、漫才などで耳にしたことがあるのではないでしょうか。でも、地域それぞれに「なんでやねん！」のニュア

ンスと類似した言葉あるはず・・・。そこでアンケートで質問したところ、２０個の言葉を教えていただきました。 

実践の中で、訳が分からないこと、理不尽な思い、腹が立つ、悔しい、悲しい・・・そういう思いや感覚をなかったこ

とにせず、それぞれの子どもなりに言語化して、「なんでやねん！」とつっこむ。それに対して共感しあい、自分だけ

じゃなかったと気づく─それが、次の一歩を踏み出すエネルギーを生み出しているのではと感じています。 

「せーの！」の掛け声で一斉に「なんでやねん！」とつっこみながら、そのあるある
．．．．

に共感し、自分自身の日常を結

び付けていく子どもの力。自分の持つ権利を知り、もやもやした気持ちを表現してもいい安心な環境ですごろくを

やって、『なんでやねんカード』を読むうちに、「しかたない」というあきらめや“当たり前“だと思ってきたことが、

「しかたなくない！」「当たり前じゃなかった！」という発見につながり、自分という存在や自分の力、子どもという存

在をポジティブに捉える姿勢が生じているのではないでしょうか。子どもたちが権利行使の主体として、元々持っ

ていた力を取り戻していく、回復していくパワーワードが「なんでやねん！」だと私たちは考えています。子どもたち

の「なんでやねん！」が社会を変える──私たちはそう信じています。 

ぜひ、それぞれの地域で、子どもたちにフィットするパワーワードを子どもたちと一緒に見つけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

どしてどして 

なしかい？ 

なんで？（複

数） 

なして？（複

数） なんだっぺ 

それはない 

えー 

どうしてなの！ 

なんでなの！ 

ちがうんじゃね 

おかしいよね？ 

うそでしょう 
なんば言いよっと／な

んばしよっと 

なしか！ なんでそうなるの？ 

どうして？（複数） 

なにそれ！ 

なんなん？ 

おかしくない？ 

なんでだよ 

なんでやねん！ 


