
 

 

2020 年度 福祉助成金（活動助成）成果報告書 

 

ふりがな かぶしきがいしゃぬか / せいかつかいごじぎょうしょぬかつくるとこ 

団体名 株式会社ぬか / 生活介護事業所 ぬか つくるとこ 

代表者名 中野厚志 

連絡先 

住所 
岡山県都窪郡早島町早島 1465-1 
086-482-0002 
info@nuca.jp 
nuca.jp 

TEL 

E-mail 

URL 

設立年（西暦） 2013 年 

助成活動名 多様な人の営みを扱うための文化事業「なんでそんなん？プロジェクト」の実施 

助成額 1,000,000 円 

活動内容 目的 

 

「ぬか つくるとこ」ではぬかびとさん（施設利用者）の好きなこと、またはク

セやこだわりを旨味ととらえ、無理せず過ごせる生活の場（生活介護事業）を運

営している。 

当事業所では時に「なんでそんなん？なんでそんなこと？なんでそればかり？」

と想像を超えた出来事に出会うことがある。例えば「何重にも巻かれたセロテー

プの上からマジックで書いた文字を水で洗い流し、最後にはビリビリに破かれる

ファッション雑誌」や「他者が描いた絵をスタッフルームの扉と床の隙間から何

枚も差し込む行為」などがそれだ。これらは表現とも言えないような行為や痕跡

であり、「なぜそのようなことをするのか、これは絵なのか彫刻なのか？」な

ど、分類することが難しく、それを説明する適当な言葉を探すのに時間がかかる

ことがある。ましてや福祉業界では「問題行動」として取り扱われる可能性も多

くあるでしょう。しかし「なんでそんなん？」な行為には行為をする人の思いや

人間性が色濃く反映されるため、それをポジティブに捉えることが行為をしてい

る人の生きやすさにつながると考えられる。他者からは理解されにくいけど切実

な行為、見過ごされがちで未分類な行為を排除するのではなく、「なんでそんな

ん？」という言葉とともに新たな角度で解釈するためのあたらしい方法が必要で

はないだろうか。 

 

①理解しがたい他者の行為を発見し面白がることができる「発見者」に注目し、 

 「行為者」が生きやすい環境の創出を目指す。 

 

②「人」と「人」、「男」と「女」、「親」と「子」、「障害者」と「健常者」

など、「何か」と「何か」の境界で起こる「分からなさ」や「伝わらなさ」によ

って、 それぞれの関係が断絶していくのではなく、想像力を駆使して分からな

さを楽しむためのいくつかの方法を模索する。 
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内容 

 
①現場アプローチ事業 → オンラインセミナー事業 
当初、早島支援学校や県内の福祉事業所へ実際に介入し、学内や事業所内に眠る
「なんでそんなん」を教職員の皆さんと一緒に見つけていく事業を検討したが、
新型コロナウィルス流行のため事業内容を変更した。インターネットを使用した
全 3回のオンラインセミナーを開催し、県内外 6 事業所の福祉職員 11名を対象
に「モノや人を様々な角度で見るため、チャットなどを使用した対話型の講座」
を行った。 
 
 
◉カリキュラム 
1 回目  
日時｜2021 年 2月 8 日（月）10:00〜12:00  
講師｜ぬかスタッフ  
①なんでそんなんの概要説明  
②なんでそんなんの事例紹介｜動画活用｜対話型鑑賞  
③まとめ｜次回予告  
 
2 回目  
日時｜2021 年 2月 15日（月）10:00〜12:00  
講師｜柳沢秀行（大原美術館学芸統括）  
①美術作品を多様な視点で見る対話型鑑賞  
「世界を見直すための絵画を見ることを通じたレッスン」  
②各受講者に「なんでそんなん」を見つけて来てもらう課題｜3 月 3 日〆切  
 
3 回目  
日時｜2021 年 3月 8 日（月）13:00〜15:00  
講師｜柳沢秀行、ぬかスタッフ  
①各受講者の「なんでそんなん」発表｜5〜10 分（1人）｜各自コメント  
②意見｜感想（1人ずつ）  
③終了後にアンケートを配布 
 
 
◉参加団体 
・ホハル （放デイ｜岡山）  
・社会福祉法人 四ツ葉会 （児発｜岡山）  
・王慈療護園 エンゼル（生活介護｜岡山）  
・有限会社ストロベリー（放デイ｜岡山）  
・アマカラ研究所（放デイ｜愛媛）  
・暮らしランプ（放デイ｜京都） 
 
 
 
 
②エピソード（事例）収集事業 

投稿型のホームページを制作し、なんでそんなんの事例を集め、「行為者」の

「行為/行動」の多様さ、「発見者」の「面白がり方」の多様さを俯瞰して見る

ことができる場（ホームページ）を創出する。 

 

◉収集対象｜全ての人（年齢・性別・国籍・障害の有無などは問いません） 
◉目的｜様々な物語を収集することで、「少し困ったこと」を客観視し面白く捉
えるための試み。投稿によって「ひとごと」にすることで「よくわからないこ
と」につっこみを入れる機会をつくる。 



 

 

内容 

③なんでそんなん大賞 
応募期間｜2020 年 11 月 1 日（日）〜2020 年 2月 6 日（土）  
収集対象｜全ての人を対象にします（年齢・性別・国籍・障害の有無などは問い
ません）  
結果発表｜2021 年 2月 21 日（日）  
投稿先｜https://nandesonnan.com/post/  
賞品  
大賞｜米 1 俵 60kg（山田村）/味噌 6kg/瓶ビール 3 本（真備竹林麦酒）  
審査委員賞（以下のうちどれか）｜米 10kg（山田村）/味噌 6kg /瓶ビール 3 本
（真備竹林麦酒） ズコ賞（清水加代子さん選出）｜米 2 合（山田村） 
 
◉目的 
「なんでそんなん大賞の応募期間中」に投稿していただいた「なんでそんなん」
を対象に 2020 年度「なんでそんなん大賞」の選定を行いました。 
形式はコンペですが、「優秀なものが選ばれる」従来のコンペとは違い、「理解
しがたい他者の行為を発見者がどのように捉えているか」という点に対して、他
者（審査員）が再発見することで生まれる考察や新たな視座の創出に期待した。
また、応募期間を設定することで、投稿を促すための PRツールとしても機能し
た。 
 
◉審査員  
柳沢秀行 
大原美術館学芸統括。筑波大学芸術専門学群芸術学専攻卒業。1991 年〜岡山県
立美術館学芸員。2002 年〜大原美術館に勤務。現在、学芸統括。日本の近現代
美術史研究。またパブリックア－トなどを含め、美術（館）と社会の関係につい
ての調査、実践。ohara.or.jp  
 
柴川敏之 
美術家。1966 年大阪府生まれ。広島大学大学院修了。イタリアのポンペイ遺跡
など、突如消失した文化の痕跡に触発され、「2000 年後から見た現代社会」を
テーマに制作を続ける。ミュージアムをはじめ、歴史的建造物や商店街など、地
域や場所にこだわった展覧会やプロジェクトを展開。同時に多様な人々を対象に
したワークショップを行っている。就実短期大学教授、広島大学大学院客員教
授。toshiyuki-shibakawa.com  
 
柴川弘子 
研究者（ESD・社会教育）。岡山県出身。学生時代、直島でのアーティストの通
訳経験を機に現代アートに関心を持つ。高校英語教員を経て、神戸大学大学院・
人間発達環境学研究科後期課程修了。岡山大学大学院教育学研究科・ESD協働
推進室助教として、主に ESD、教師教育、社会教育の研究・支援を行う。『ぼ
くのおくさん☆柴川敏之展｜PLANET HOME』つなぎ美術館（熊本）では、ゲ
ストキュレーターを務めた。toshiyuki-shibakawa.com/blank-64  
 
滝沢達史 
1972 年生まれ。多摩美術大学卒業後、10 年間特別支援学校の美術教諭として勤
務。 以後、美術家として日本各地のアートプロジェクトに参加。地域課題から
教育・福 祉など多岐にわたる活動を展開。近年では、不登校・ひきこもりとの
協働「表現の森」(アーツ前橋)や、自身で立ち上げた児童福祉施設「ホハル」の
代表を務めるなど、 教育と福祉を面白おかしく模索中。takizawatatsushi.com 
hoharu.com  
 
清水加代子 
鳥取生まれ。岡山県在住。看護師。ぬかつくるとこ開所当初から勤務しており、
昭和感溢れるユーモアセンスと、マザーテレサのようなホスピタリティーでぬか
びと（利用者）だけでなくスタッフも癒し中。パン作りが得意で、ぬかでは「し
みずパン」の差し入れに黄色い歓声が飛び交う。生活にまつわるあらゆることを
丁寧にこなし、おおらかな仕事ぶりがぬかの屋台骨を支えている。 
 

https://nandesonnan.com/post/
http://ohara.or.jp/
http://toshiyuki-shibakawa.com/
http://toshiyuki-shibakawa.com/blank-64
http://takizawatatsushi.com/
http://hoharu.com/


 

 

内容 

佐々 舜 
仙台を拠点に活動。近年は、仙台の公園建設予定地にもともとあった住宅地を調
査しながら、暮らしの中で個人が公的空間と新たな関係を作るためのプロジェク
トを進めている。また、東日本大震災で津波被害を受けた住宅を借り受け、震災
の痕跡の保存活用の方法を探るなどしている。高知県須崎市で開催された「現代
地方譚 7」において迫田刃物を題材にした「もう一つの世界のためのかつ丼や」
を制作・発表。https://www.sasashun.com/index.html 
 
大森麻琴 
私は吹奏楽部に所属しておりなんでそんなん大賞では大賞作品発表の際にドラム
ロールをさせて頂きました。地域社会を豊かにするには地域のみんなが協力し、
互いに支え合うことが大切です。私は地域社会を豊かにしたいと考えており、大
学ではマネジメントを学びたいと思っています。現在は岡山イノベーションスク
ールで社会人の方々と一緒に起業について学んでおり、将来は地域に貢献できる
人材になりたいです。 
 
◉チラシ制作・配布 
◉WEB｜ホームページ・SNS 告知 
 
 

https://www.sasashun.com/index.html


 

 

成果 

①現場アプローチ事業 → オンラインセミナー事業 
 
参加者｜11名 
 
◉参加団体 
・ホハル （放デイ｜岡山）  
・社会福祉法人 四ツ葉会 （児発｜岡山）  
・王慈療護園 エンゼル（生活介護｜岡山）  
・有限会社ストロベリー（放デイ｜岡山）  
・アマカラ研究所（放デイ｜愛媛）  
・暮らしランプ（放デイ｜京都） 
 
 
 
◉参加者の「なんでそんなん事例」 
件数｜10 件 
 
◉一例 
① 
タイトル｜侍スタイル 
行為者｜U ちゃん 
発見者｜Kiyo（ホハル） 
宿題をしたくないU ちゃん。  
侍スタイルになると、スイッチが入る。 
途端、その空間は寺子屋に様変わり。 音読も進む進む。 
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%be%8d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3
%82%a4%e3%83%ab/ 
 
② 
タイトル｜なんで第 50 回紅白歌合戦なんだよー  
行為者｜みやし  
発見者｜こいずみなおこ  
いつの頃からか定かでないが、youtubeで第５０回紅白歌合戦の動画を見つけて
たみやし。 最後のエンディングのシーンをスタッフに描いてくれとせまってく
るように。 素材は常にダンボール。（これも彼のご注文） そして最後のシーン
を再現するようスタッフにさらにせまる。 現在製作されたダンボールエンドロ
ールは１０枚を超え、こいずみは画像を見ないでも描ける域に到達。 たった１
回だけ第３６回を要求されたが、その時以外は今の所全て第５０回のみ。 みや
しは描いているのを見ている時間が好き。 そしてなぜ第５０回なのかはまだ明
かされていない・・・・・ 
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e7
%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%b4%85%e7%99%bd%e6%ad%8c%e5%90%88%e
6%88%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%88%e3%83%bc/ 
 
③ 
タイトル｜中田さんの事件簿 
行為者｜中田さん 
発見者｜城山理恵 
2 年前ぐらいから職員の名前や好きな物の名前、写真を自宅の新聞から切り抜い
て利用時に持ってくるようになりました。 新谷と言う職員には「あらたに（新
たに）」の文字を切り抜く所は目の付け所が違います。 なんで切り抜くように
なったかは分からないそうですが切り抜きをくれた時にお礼を言うと嬉しそうに
はにかんでくれます。 
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%ad%e7%94%b0%e3%81%95%e3
%82%93%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e7%b0%bf/ 

https://nandesonnan.com/custom1/%e4%be%8d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%be%8d%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e7%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%b4%85%e7%99%bd%e6%ad%8c%e5%90%88%e6%88%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%88%e3%83%bc/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e7%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%b4%85%e7%99%bd%e6%ad%8c%e5%90%88%e6%88%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%88%e3%83%bc/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a7%e7%ac%ac50%e5%9b%9e%e7%b4%85%e7%99%bd%e6%ad%8c%e5%90%88%e6%88%a6%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%88%e3%83%bc/
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%ad%e7%94%b0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e7%b0%bf/
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%ad%e7%94%b0%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%ae%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e7%b0%bf/


 

 

成果 

◉参加者感想 
 
①A 事業所/ Y さん  
・せわしない業務の中で日頃何があったかを考えるきっかけになった 
 
②K事業所/ N さん  
・他事業所の事例を聞けれて良かった  
・ツッコミをいれることが多くなった  
・日常生活の中に面白い出来事がたくさんあると感じた。それらを共有できる人
や 場所があることで自分自身も楽しく過ごすことが出来ていると感じた  
 
③E 事業所/ Sさん  
・日頃の業務では入浴、食事や排泄など正直大変なことが多い 
 ・今回投稿したこと以外にもなんでそんなんのタネはたくさんあって、 そうい
ったものを楽しんでいってもいいんだなと思いました  
・そう思えることになって良かったなと感じた  
・今回の研修後、私は自分の携帯電話の待ち受けを「理解不能な物ほど面白
い！」と言う言葉に変えました。様々な事にツッコミを入れポジティブにとらえ
愛を持って面白 がれる様にと…。自分の仕事や人生に対する指針の一つとなり
ました  
 
④E 事業所/ K さん  
・物事に対する「良い」「悪い」とすぐに判断しない  
・物事を自然に捉えることが大切なんだなと感じた  
・日常の業務の中でどう取り込んでいくかは課題だが  
・スタッフと楽しみながら活動していきたい  
 
⑤S 事業所/ K さん  
・いつもなら「もー」とネガティブに捉えるところを「なんで？」ともっと知り
たいと思えるようになった  
・支援者も支援を楽しみたい  
 
⑥H 事業所/ F さん  
・スタッフ同士の会話で子供の「面白さ」について話すことが自然に増えていた 
 
 ⑦H 事業所/ Kさん  
・歯科医院の娘さんがはし箱に油性マジックで「全部まずい」って書いてきた 
エピソードに対して「なんでそんなん」ですね〜と話をした  
・なんでそんなんを探す上で「愛があるところ」が大切だなぁと感じた  
・自分が「いいな」と感じたことを分析して考えるようになりました 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 成果 

②エピソード（事例）収集事業 
収集期間｜2020 年 9月〜2021 年 3 月 
投稿数｜111 件 
日本全国から投稿があった。「行為者」が人だけでなく動物やモノのこともあ
り、「発見者」が「なんで？」と感じることがあればその対象は人だけではない
ようだった。なんでそんなんは「何か」と「何か」の境界で生じる差異（分から
なさ）によって生まれやすいため、これまで違う生活習慣の男女が一緒に暮らす
新婚家庭の投稿など興味深く拝見した。また、過剰なまでに創作を続ける子ども
の行為など、芸術的な「表現」と捉えれるものから、一人の男性が行う扉の締め
忘れを記録した「クセ」のような行為まで、幅広いもだった。今後、なんでそん
なんの投稿群を分類したり、特徴を整理する必要性も感じる。また、投稿する要
素として「文章＋写真」または「文章のみ」の投稿ができるようなフォームを準
備していましたが、中には動画を投稿したいというニーズもあり、1 件のみ動画
を youtube経由で投稿している。今後は「音声」や「動画」など他のメディアを
投稿できるようなフォーマットを準備できたらと考えている。 
 
開設｜2020 年 9月 
ホームページアドレス｜nandesonnan.com 
ホームページ｜デザイン / ディレクション｜丹正和臣 
ホームページ構築｜安井久雄（株式会社びより） 
 
 
③なんでそんなん大賞 
「なんでそんなん大賞の応募期間」に投稿いただいたものを対象に 2020 年度
「なんでそんなん大賞」の選定を行った。92の事例の中から、審査委員 7 名、
それぞれ 3 事例ずつ選んだものを持ち寄り、選考の理由、「発見者の視点の面白
さ」「困り感からの転換」「行為の過剰性」「発見者ー行為者の関係性」「自身
の体験との対称性」またはあえて「選考からこぼれ落ちそうなもの」などをじっ
くり話し合いながらそれぞれの賞を選考した。 
 
応募期間｜2020 年 11 月 1 日（日）〜2020 年 2月 6 日（土） 
選考日時｜2021 年 2月 21 日（日）11:00〜 
結果発表｜2021 年 2月 21 日（日）13:00〜 
選考会場｜HYM hostel 
 
◉受賞者一覧 
［大賞］  
◉なんでそんなん大賞  
「オボットくん・鳥谷 敬・展示・菊池郵便局」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%aa%e3%83%9c%e3%83%83%e3
%83%88%e3%81%8f%e3%82%93/ 
https://nandesonnan.com/custom1/%e9%b3%a5%e8%b0%b7%e6%95%ac/ 
https://nandesonnan.com/custom1/%e5%b1%95%e7%a4%ba/ 
https://nandesonnan.com/custom1/%e8%8f%8a%e6%b1%a0%e9%83%b5%e4
%be%bf%e5%b1%80/ 
審査員の一言 
「３歳の溢れるエネルギーと、それを見守った父の姿に大賞を捧げます。大人の
想像力を超えるハルタニくんの創作活動。一連の取り組みをお父さんの丁寧な文
章で綴られており、菊池郵便局のオチにも一同驚かされました」  
 
◉柳沢秀行賞（大原美術館学芸統括）  
「たのしゅうてたまらん」  
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%97%e3
%82%85%e3%81%86%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%81%be%e3%82%89%e3
%82%93/ 
審査員の一言 

http://nandesonnan.com/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%aa%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8f%e3%82%93/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%aa%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%8f%e3%82%93/
https://nandesonnan.com/custom1/%e9%b3%a5%e8%b0%b7%e6%95%ac/
https://nandesonnan.com/custom1/%e5%b1%95%e7%a4%ba/
https://nandesonnan.com/custom1/%e8%8f%8a%e6%b1%a0%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80/
https://nandesonnan.com/custom1/%e8%8f%8a%e6%b1%a0%e9%83%b5%e4%be%bf%e5%b1%80/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%97%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%81%be%e3%82%89%e3%82%93/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%97%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%81%be%e3%82%89%e3%82%93/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%81%9f%e3%81%ae%e3%81%97%e3%82%85%e3%81%86%e3%81%a6%e3%81%9f%e3%81%be%e3%82%89%e3%82%93/


 

 

「こっそりと自分の好きを入れ込んで『たのしゅうてたまらん』この作り手の姿
に感動。だぁ〜れも見ていない時にこっそり織り込んでいく。完成した織物には
ところどころに作者の「好き」が垣間見れる」 



 

 

 成果 

◉柴川敏之賞（美術家）  
「下を向いて歩こう」  
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%8b%e3%82%92%e5%90%91%e3
%81%84%e3%81%a6%e6%ad%a9%e3%81%93%e3%81%86/ 
審査員の一言 
「偶然の出会いが世界を変えた偶発性に惹かれた。偶然目にしたモノが、私の為
にあるのではないかと思い、関連性を感じること。その文字が書かれた紙切れが
裏側だったら起こるはずもなく、偶然を必然と感じることができる投稿者の感性
が素晴らしい」  
 
◉柴川弘子賞（研究者／ESD・社会教育）  
「傾斜角マイケルなみ」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e5%82%be%e6%96%9c%e8%a7%92%e3
%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%bf/ 
審査員の一言 
「困り感を命名で変える秀逸な事例です。写真から感じる介護的な「たいへん
さ」とは対照的に、端的なテキストとネーミングの秀逸さによって、「お父さん
の表情は実は演技ではないのだろうか？」と感じるほどだった。ツッコミセンス
抜群です。」 
 
◉滝沢達史賞（エキスポディレクター）  
「朝の紙」 
http://nandesonnan.com/custom1/%E6%9C%9D%E3%81%AE%E7%B4%99/ 
審査員の一言 
「母の愛がトイレの紙のシワに集約される愛とユーモアに涙。息子の成長をトイ
レットペーパーのシワの様子で感じる家族ならではのエピソード」 
 
◉清水加代子賞（ぬかスタッフ）  
「日常」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e6%97%a5%e5%b8%b8/ 
審査員の一言 
「お母さんの大変さ分かります。そして可愛いこの子の行動を選びます。プール
用のバスタオル、長靴、自作のご飯。母の困り感とは裏腹に、彼女にとっては自
然な行為。理解しがたい行為を愛とユーモアで捉える母の視点に脱帽」  
 
［特別賞］ 
◉迫田刃物賞／佐々瞬（美術家）  
「スイッチはペヤング」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3
%83%81%e3%81%af%e3%83%9a%e3%83%a4%e3%83%b3%e3%82%b0/  
審査員の一言 
「合言葉として定着し、流行語大賞に輝いたという「ペヤング」。 
工作室でスタッフの方やあっきーさんが「ペヤング」と唱えている場面を想像し
ていたら、思わず「なんでペヤングよ」と呟いてしまった。明日のお昼ご飯はペ
ヤングにします。」 
 
 

https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%8b%e3%82%92%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e6%ad%a9%e3%81%93%e3%81%86/
https://nandesonnan.com/custom1/%e4%b8%8b%e3%82%92%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e6%ad%a9%e3%81%93%e3%81%86/
https://nandesonnan.com/custom1/%e5%82%be%e6%96%9c%e8%a7%92%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%bf/
https://nandesonnan.com/custom1/%e5%82%be%e6%96%9c%e8%a7%92%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%b1%e3%83%ab%e3%81%aa%e3%81%bf/
http://nandesonnan.com/custom1/%E6%9C%9D%E3%81%AE%E7%B4%99/
https://nandesonnan.com/custom1/%e6%97%a5%e5%b8%b8/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81%e3%81%af%e3%83%9a%e3%83%a4%e3%83%b3%e3%82%b0/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%83%e3%83%81%e3%81%af%e3%83%9a%e3%83%a4%e3%83%b3%e3%82%b0/


 

 

 成果 

◉これは外せないで賞（審査員特別賞）  
「補強したカッター机」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e8%a3%9c%e5%bc%b7%e3%81%97%e3
%81%9f%e3%82%ab%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%9c%ba/ 
審査員の一言「机が放つ強烈な行為の集積、審査員の一致によって受賞。ひっそ
りと続けるささいな行為。年月をかけてあらわになる存在感に急遽「これは外せ
ないで賞」を設けた。レントゲン写真に写るカッターナイフの図像の美しさにも
惹かれた」 
 
◉大森麻琴賞 
「ドラフト会議」 
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%95%e3
%83%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0/ 
「私も昔、同じようなことをしていた記憶があり、シンパシーを感じて選びまし
た」 
 
 
 
④そのうち月刊ヌー 
なんでそんなんプロジェクト報告書 
1 年間の活動記録、関係者の寄稿文、投稿事例による記録集 
B5版｜88P｜表紙マットコート 220kg/本文マットコート 70kg｜無線綴じ｜12
日営業日｜500 部 
関係期間に配布、その他はオンラインにて販売。 
 
名称｜そのうち月刊ヌー  
編著｜丹正和臣  
編集補助｜湯月洋志  
アートディレクション・装丁｜丹正和臣  
寄稿｜久保田沙耶、柴川弘子、滝沢達史、土谷享、ひろころり、柳沢秀行、湯月
洋志  
作品制作｜柴川敏之  
表紙絵｜ミロコマチコ  
漫画｜ヘモ山ヘモ男  
校正協力｜ひろころり、湯月洋志  
写真｜丹正和臣（以下の項目以外の全て）、井戸宙烈（P.1、P41 一部、P42）、
高松智行（P.4-5） なんでそんなんの事例写真は各投稿者によるもの  
発行｜2021 年 3月 31日 
 
 
 
⑤PR 活動 
・記者会見動画の作成・告知｜自主制作の記者会見風動画を制作し、概要説明と
した。 
https://www.youtube.com/watch?v=InKao3e3fRw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz
8bksxDew5jjqd3ov&index=2 
・プロモーションビデオ作成｜安井祥二（株式会社びより） 
https://www.youtube.com/watch?v=i1KLA3t0FEw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz
8bksxDew5jjqd3ov&index=5 
・オリジナルテーマソング作詞・作曲・録音・動画制作｜中ムラサトコ 
https://www.youtube.com/watch?v=LVLdR-4z5MQ 
・ホームページ｜https://nandesonnan.com/ 
・SNS｜Facebook｜https://www.facebook.com/nandesonnan.project 
・SNS｜Instagram｜https://www.instagram.com/nande_son_nan/ 
・広告｜Facebook7 週間分 
・メディア｜岡山経済新聞 （2020.12/24） 
・メディア｜山陽新聞（2021.1.14） 
・なんでそんなん大賞・チラシ制作配布｜1500 部 

https://nandesonnan.com/custom1/%e8%a3%9c%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%ab%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%9c%ba/
https://nandesonnan.com/custom1/%e8%a3%9c%e5%bc%b7%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%ab%e3%83%83%e3%82%bf%e3%83%bc%e6%9c%ba/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0/
https://nandesonnan.com/custom1/%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%95%e3%83%88%e4%bc%9a%e8%ad%b0/
https://www.youtube.com/watch?v=InKao3e3fRw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz8bksxDew5jjqd3ov&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=InKao3e3fRw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz8bksxDew5jjqd3ov&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i1KLA3t0FEw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz8bksxDew5jjqd3ov&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=i1KLA3t0FEw&list=PLh1w9xP5IhbDsD5Kz8bksxDew5jjqd3ov&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=LVLdR-4z5MQ
https://nandesonnan.com/
https://www.facebook.com/nandesonnan.project
https://www.instagram.com/nande_son_nan/


 

 

今後の課題と 
対応策 

①現場アプローチ事業 → オンラインセミナー事業 
◉オンラインセミナーの公募化と収益事業化 
 2020 年度｜主催者から参加依頼し参加者を募る 
 →2021 年度｜公募型にして参加費を設定する→収益事業化 
◉早島支援学校教職員に向けたアプローチ 
 ①プロモーションビデオを鑑賞してもらう、②初年度報告書を配布、③オンラインでの講
習を検討 
◉企業向けセミナー実施に向けたアプローチ 
 主催者（ぬか）が社内で実施したセミナーによる感触から、「人」に関わる「観察」の方
法として 
 ユニークなアプローチと感じ、一般企業での研修に活用できないかと考えている 
 
②エピソード（事例）収集事業 
引き続き募集をしていく。投稿を促すため、2021 年度も「なんでそんなん大賞」を実施。 
また、SNSなどで投稿を呼びかけ。 
 
③なんでそんなん大賞 
2021 年度も開催。 
募集期間｜2021 年 6月 1日〜2021 年 12月 1 日 
発表｜2021 年 12 月 12 日 
審査員｜未定 
 
④そのうち月刊ヌー 
販売にむけたアプローチ 
・魅力的なコンテンツの企画 
・販売ルートの確率 
・ISBN 取得 
 
⑤拠点設置へむけて 
・なんでそんなんの活動拠点を設置予定 
・なんでそんなんの実作品を管理 
・展示スペースの運営 
・トークなどのイベント企画運営 
・拠点運営のための収益事業の創出 
 主催者（ぬか）の本事業（福祉事業）との収支バランスを検討 
 
⑥オンラインショップ 
・オンラインショップに掲載するための商品管理 
 →未分類な行為・行動・痕跡物の流通によるこれまでにない仕事の創出 

 


