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1.  はじめに 

 本文書は 2020 年度栗芝プロジェクトのこれまで

の過程を記した最終報告書である。テーマの背景と

目的、調査からビジョンまでの過程、プロトタイプ

試行錯誤、成果となるアウトプット、評価と考察、

今後の展望について述べたものとなっている。また、

本プロジェクトは、大日本印刷株式会社さん（以下

DNP）、川崎市役所・市民文化局さん（以下川崎市

役所）と協働して取り組んだものとなっている。 

 

2.  テーマの背景と目的、それまでの過程 

 私たちのプロジェクトは「子どもの育つ社会的な

環境をデザインする」というテーマのもと、活動を

行ってきた。そのテーマに至るまでの背景と目的を

述べる。 

 起案当初、「子どもの育つ社会的な環境をデザイン

する」というテーマに至るまでに様々な過程があっ

た。 

 当初の本プロジェクトの起案メンバーは、「子ども」

に着目したプロジェクトを行いたい、という考えよ

りも、「子育て世代」に着目したプロジェクトを行い

たいと考えていた。その前にも様々な案が出ていた

が、今回は省略する。 

 最初は「子育て世代の親が困っていることを調査

して助けたい」という大まかな枠組みが決まった。

そこから、身近な人や問題を調査し、出来上がった

のが 2019 年 11 月 21 日作成の企画書だ。そこには、

「将来の私たちが子育てをしやすくするために」と

いうテーマが記載されている。少子高齢化が進む一

方で、育休の取得が難しい、周りの目線が気になる、

地域でのつながりが希薄になっている、などの社会

的な問題が山積しており、子どもを育てることが難

しい時代になっているのではないかという問題の背

景が記されている。そこで、社会的な問題を含め、

子育てをしやすくなるために今の私たちができるこ

とは何かを考えるプロジェクトにしたい、最終的に

「もの」に落とし込みたいという目的が書かれてい

る。しかし、私たちの将来に焦点を当てたものより

も、大学生の自分たちが今、どのようなことができ

るかに焦点を当てるべき、という考えが生まれた。 

 その結果、次に出来上がった企画書が 2019 年 12

月 3 日の企画書である。テーマは「子育て世代が安

心して過ごせる社会をつくる」に変更された。今の

大学生である私たちは子育てに無縁ではない。そこ

で、自分ごとの問題に落とし込んだ背景となってお

り、子育て世代と社会の関係性から問題点を見出し、

私たちがその環境を改善することを提案している。

ここで、話を進めていくごとに、「子ども」が育つ環

境を社会全体で支えるべきであり、それは「子育て

世代」に焦点を当てるよりも「子どもが育つ社会的

な環境」を変えていくことの方が大切なのではない

かという結論に至った。 

 ここで、プロジェクトにつながる「子どもの育つ

社会的な環境をデザインする」というテーマに定ま



った。最終的な企画書の目的はこのように記載して

いる。「少子高齢化の進む中、この国では、子どもの

育つ社会的な環境に多くの問題があると考える。本

プロジェクトは、実際に子育てをしている人たちと

一緒に、社会の中で子どもたちを育てていく環境や

ものをデザインすることを目的とする。」また、目を

向けている問題の背景も、「子どもの声は迷惑な騒音

である、と言われ、自由に遊べる公園は少なくなり、

親子の街中の移動や買い物にも多くの障害が存在し

ている」、と変えた。 

 こうして私たち 2020 年度栗芝プロジェクトは、

子育て世代のみに注目したプロジェクトではなく、

子どもの育つ社会的な環境そのものに視野を広げた

プロジェクトとなり、１年間をかけてこのテーマに

向かって活動を続けてきた。 

 

3.  調査からビジョン決定 

3.1 調査と分析 

 プロジェクトのコンセプトや目的を決めた後は、

調査・分析に移った。まずは、春休みにメンバーが

それぞれ以下の内容について調査を進めた。 

 まず、川崎市で取り組まれている事例調査として

は、親子、子育てに関して、川崎市で取り組まれて

いるイベントや施設について調べた。次に、自分の

両親へのインタビューとして、子育てをする上で困

ったことや注意したことなど体験談を聞いた。更に、

既存のコンテンツ調査として、子どもや子育て、親

子などをテーマに既存のコンテンツをできるだけた

くさん見つけた。例えば、子どもを寝かしつける道

具、予防注射のスケジュールアプリ、価値観を共有

できるカードゲームなどがあった。 

 その後、「事例のグルーピング、抽象化」→「メリ

ット・デメリット・特徴の列挙」→「コロナ禍を踏

まえた現状の列挙」→「グルーピング化したものか

ら本質的な課題を挙げる」というように進めた。(図

１) 
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 また、DNP と共に、子どもを取り巻く環境や 、

子育てに関わる心の壁に潜む心理・物理的問題につ

いて話し合いながら分析し、図におこした。（図２、

３） 
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3.2 ビジョン決定 

 期待する未来はどのようなものかと考えながら、

絞り込みを行い、「子どもが大人の世界を垣間見るこ

とができる」「大人が子どもの世界をふり返ることが

できる」「大人と子どもが普段から関わり合いをもて

る」「大人と子どもが一緒に参加して成長を確認でき

る」といった方向に決めた。その結果ビジョンは「子

どもは大人になってみる、大人は子どもになってみ

る」というものになった。 

 

4.  ビジョン達成のためのプロトタイプ試行錯誤 

4.1 プロトタイプのアイデア出し 

 前章で確定した「子どもは大人になってみる、大

人は子どもになってみる」というビジョンを達成で

きるプロダクトを作成するために、プロジェクトメ

ンバー各人でプロトタイプの案を考えた。プロトタ

イプの案は手書きで行い、コンテクストからインタ

ラクション、プロダクトという順で、プロダクトを

使うことで何ができるのかといった文脈を意識して

アイデアを出していった。 

 本プロジェクトは DNP と協力して行ったため、

DNP の方々（4 名）にも、DNP のビジョンに沿っ

てアイデアを出していただいた。DNP のビジョン

は、環境目標として「Little Help がいっぱい/他者と

日常を喜べる」、子ども目標として「大人になるのが

楽しみ」というものであった。その中で、現在の日

常にあるようなトレーディングカードを始めとした

カードゲームや、青森県の漁師カード、海外の事例

でフリーマーケットなども参考にした。 

 プロジェクトメンバー各人でプロトタイプのアイ

デアを出した後に、アイデアが近いものをグルーピ

ングする、それぞれのアイデアの改良点を挙げるな

どした。グループ分けした中では、ノートにかくも

のや職業に関連するもの、親と子どもで一緒に完成

させるもの、ゲームを通して学ぶものなどがまとめ

られた。プロトタイプのアイデアに対する改良点と

しては、子どもが本当に楽しめるか、子どもでも使

うことができるレベルなのか、家庭内だけではなく

外に共有できないか、一回きりになってしまわない

かなどが挙がった。大人と子どもの関わり方も議論

されることがあった。親と子どもの成長の記録とし

て、手形や写真を使うアイデアも考えられたが、成

長の過程を表すには長い時間を要することが課題に

なった。 

 一通りプロトタイプを考えた後に、ビジョンであ

る「子どもは大人になってみる、大人は子どもにな

ってみる」の意味や、具体的に何ができたらビジョ

ンが達成できるのかを挙げていった。例えば、お互

いに尊重し合える、子育てを楽しめるなどである。 

 

4.2 職業を考えるプロダクト案 

 プロジェクトメンバーでアイデア出しを行い、グ

ルーピングする中で、職業を体験するものや、新し

く職業を作るものがメンバーの共感を集めた。子ど

もが職業に触れることが、プロダクト制作のビジョ

ンである「子どもは大人になってみる」を達成する

のに良い方法であると考えたからだ。 

 以上の考えを基にしたプロダクト案として、名詞

と動詞を組み合わせて職業を考えるゲームを考案し

た。名詞では「料理」や「絵」、「車」、「本」などを、

動詞では「作る」や「食べる」、「書く（描く）」、「教

える」などを用意し、それらをカードにして、ラン

ダムで名詞カードと動詞カードを組み合わせて、ど

んな職業が考えられるかといったゲームである。例

えば、「車」と「書く（描く）」であれば、車の設計

士が考えられるといったものである。 

 しかし、名詞と動詞で組み合わせるゲームには、

いくつかの課題も存在した。ビジョンの「大人は子

どもになってみる」の部分が達成できないことや、



職業を考えるだけで役になりきることができないこ

と、社会的に、リアルな世界とのつなげ方が分から

ないことが課題として考えられた。その後、DNP と

の話し合いでこれらの課題を議論し、次章のプロダ

クトにつながって行く。 

 

5.  成果となるアウトプット 

5.1 プロダクト名と利点について 

 最終成果物として本プロジェクトでは、プロダク

ト名「くるり」を作成した。大人が子どもになって

みる、子どもが大人になってみるというビジョンを

叶えたいという考えをブラッシュアップ、具体化、

叶える方法の模索を進める中で「こんな場所にこん

なものがあったらいいなを考え、共有するゲーム」

の作成に至った。 

 「くるり」で一緒に遊んだ人同士での意見の共有

を通した「誰かの視点が変わる」、「自分の視点が変

わる」、「新たなまちづくりに活かされてまちが変わ

るかもしれない」と言った様々な世界の変わり方を

形容して「くるり」と命名した。 

このゲームを行う上での利点は、親子でやるこ

とにより、大人の考える「あったらいいな」と子供

の考える「あったらいいな」をリアルタイムで共有

することができる点。次に親子間でなくても他の人

の考えを知り、認め合うことができる点。次に、川

崎市さんと連携することで、面白いアイディアや、

本当にあったらいいなと思うものをまちづくりに活

かせる可能性がある点。最後に共有することにより、

家庭内や家庭外や学校ないだけでなく、多くの人の

意見や考えを知ることができる点などが考えられる。 

  

5.2 プロダクトのデザイン 

 「くるり」は 24 種の役割カード、30 種のお題カ

ード、アイデアカードの三種のカードを用いて遊ぶ

カードゲームの形式をとる。役割カードは裏表に白

黒を反転させた役割（王様やカマキリ等）が描かれ

ている。お題カードの表にはお題が書かれ、アイデ

アカードの表には白紙であり、それぞれの裏面はロ

ゴマークが描かれている。お題カードとアイデアカ

ードは表面の上下左右に半円と矢印が描かれており、

ゲーム中にカード同士を隣接させて置く際に半円同

士をくっつけて置くように誘導する意図がある。そ

れぞれのカードのデザインは図 4 である。 
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 ゲームに用いるルーレットのデザインは図 5 であ

る。舞台決め用と役割決め用合の二種がある。 
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 ゲームのルールを記した説明書のデザインは図 6

である。9 つの説明をイラストと共に記している。 

 

 



図 6 

 前述した三種のカード、二種のルーレット、説明

書を入れるパッケージのデザイン図 7 である。ロゴ

に用いている色で統一している。 
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5.3  「くるり」のルール（説明書の記述内容） 

対象: 小学生〜 

人数: 3 人〜6 人用 

所要時間: 30 分程度 

内容物:舞台決めルーレット、役割ルーレット、お題

カード、アイデアカード、役割カード、ペン 

用意するもの:時間が測れるもの、写真が撮れるもの 

遊び方: 

①舞台決めルーレットを回して舞台を決めます。 

②お題カード（背面に「くるり」のロゴが描かれて

いるカード）をめくって舞台に置きましょう。 

③お題カードに書かれているものから 1 で決めた舞

台にあったらいいなと思うものや人を連想します。

アイデアカード（青色）に連想したものの説明を絵

と言葉で一人一枚全員書いてください。ここでの制

限時間は 3 分です。 

④時間が経ったら、アイデアカードを舞台に置かれ

ているカードにくっつけて置きます。それぞれどん

なアイデアなのか説明しましょう。 

⑤役割カードを一人一枚引きます。自分が引いたカ

ードに書かれた役割の気持ちになって③, ④に取り

組みましょう。お題カード、アイデアカード、好き

なものから連想しましょう。 

⑥役割ルーレットを回しましょう。ルーレットに書

かれた数だけ、みんなそれぞれ持っている役割カー

ドを左隣の人に回しましょう。 

⑦役割ルーレットで白色が当たった場合はいい心を

持った役割の気持ちになって、黒色が当たった場合

はいじわるな心を持った役割の気持ちになって③, 

④に取り組みましょう。お題カード、アイデアカー

ド、好きなものから連想しましょう。 

⑧舞台に置かれたアイデアカードの中からみんなそ

れぞれ気に入ったカードを選び、一斉に指差しまし

ょう。 

⑨舞台に置かれたアイデアカードが見えるように並

べ、写真を取りましょう。アイデアカードは大切に

保管して置き、次に遊んだ時と見比べてみましょう。 

 

6.  評価と考察 

6.1  DNP からのフィードバック 

 ご協力していただいている DNP さんへ完成した

「くるり」を送らせていただき、家族や社内で実際

に遊んでいただくことができた。  

6.1.1 大人同士で遊んだ場合の評価 

 全体を通して、カードのサイズやイラスト等のデ

ザイン性についてはお褒めの言葉をいただいた。そ

の一方で、ゲーム内容について多くの課題をあげて

くださった。まず 1 つ目は、「くるり」感をもう少し

増やしてはいかがだろうということである。役割カ

ードを裏表にし、ひっくり返すことで新しい役割が

出たり、ルーレットを用いたりしてはどうか、とい

うご意見をいただいた。2 つ目に挙げられた課題は、

ゲーム内容が説明的すぎる、共有時間よりも個人時

間の方が多くなりがちになるという問題が挙げられ

た。考えてシェアするだけではなく、第三のアイデ

ア出しに繋げるアドバイスやゲームの終わり方につ



いて話し合いをさせていただいた。 (図 8) 

 

図8 

6.1.2 大人と子どもで遊んだ場合の評価 

 3 つの家族に遊んでいただき、フィードバックを

いただいた。 (図 9) 全体的に、お子さんも親御さん

も面白がって遊んでいただくことができた。親御さ

ん視点からのお話だと、子どもの発想が爆発的で、

あり得ないものを発想していることに嬉しがってい

ただける方もいた。また子どもは自分の意見を褒め

てもらうと素直に嬉しいらしい。ご家庭内では、自

分の考えを人に伝える力がつくという評価を多くい

ただいた。課題面では、3 つの家族とも終わり方や

ファシリテーションがキモとなるという評価だった。 

 

図 9 

6.1.3 考察 

 全体を通して、カードのデザイン性は良い評価を

いただいた。これに「くるり」の要素を何か加える

ことができれば、完成形に近づくのではないかと考

える。課題面では、特にゲームの終わり方、まとめ

方を今後見直す必要がある。また、身内以外の誰と

遊んでも楽しめるにはどうすればいいかの面も考え

る必要がある。 

  

6.2 川崎市役所からのフィードバック 

 ご協力していただいている川崎市役所へ完成した

「くるり」を送らせていただき、社内で実際に遊ん

でいただくことができた。 

6.2.1 大人同士で遊んだ場合の評価 

 カードのデザイン面に関しては直感的で、おしゃ

れなデザインであるとお褒めの言葉をいただいた。

これに加えてアイデアカードを何度でも書き直せる

ように工夫してはどうかというアドバイスをいただ

いた。また強制的に固定化しがちな大人の頭を柔ら

かくすることができるとの好評をいただいた。他に

社内のブレイクアウトにも用いることができるとの

ご意見をいただいた。課題として、使い手によって

難易度をチューニングでき、拡張性があると良いの

ではないかといただいた。 

6.2.2 考察 

 カードに関しては何度も使えるようにラミネート

加工をし、ホワイトボードのように使えるように改

善する。また、「くるり」の遊び方のバリエーション

も見出すことができたため、いただいたご意見をも

とに新しい遊びもできないか考えることも視野に入

れたい。 

  

7.  おわりに 

 以上の内容が本プロジェクトの活動記録である。

今後の展望として、いただいたフィードバックをも

とにプロダクトの改善を行い、川崎市役所との連携

を活かし、まちづくりに繋げるプロダクト発展をし

ていきたい。連携面では、コロナ禍の影響で実際に

親子と触れ合うことができなかったため、遊んでも

らえる場を設けるために多摩区ソーシャルデザイン

センターと連携して活動に取り組んでいく。 
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