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ARTS for HOPE／Wonder Art Production
福祉関連施設におけるアートプログラム実績

2004年からWonder Art Productionが取り組んできた障がいを持つ子どもたちや方々へのアートプログラムの実績を元に、ARTS for HOPEでは東日本大震災以
降、各地教育施設や医療機関にてアートプログラムを展開しています。震災時の恐怖体験や不安から情緒が乱れ、居場所を確保するのが難しくなりつつあった子どもた
ちの心と身体を解放し、全身で色を楽しむHappy Painting Project(ハッピーペインティングプロジェクト)や、無機質な空間や汚れた空間に彩りを運び、温かで健康
的な空間を創り出すArt Renovation Project(アートリノベーションプロジェクト）が大変好評で、再訪のリクエストが寄せられています。

2004年 東京都品川区／ 第一かもめ園 「陶芸プログラム」（毎月1回実施）
神奈川県秦野市／弘済学園 「Special Program」（2回実施）

2005年 東京都品川区／ 第一かもめ園 「陶芸プログラム」（毎月1回実施）
2006年 東京都品川区／ 第一かもめ園 「陶芸プログラム」（毎月1回実施）
2006年 東京都品川区／ 第一かもめ園 「Happy Doll Project」
2013年 宮城県気仙沼市／学童福祉施設 ほっぷ 「Art Renovation Project」

岩⼿県大船渡市／気仙光陵⽀援学校 「Happy Painting Project｣
宮城県仙台市／仙台市体育館 「Happy Painting Project｣ (聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)
宮城県亘理郡／独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 宮城病院「Happy painting Project」

2014年 宮城県仙台市／宮城県⽴聴覚⽀援学校 「Happy Painting Project｣
宮城県仙台市／折⽴市⺠センター 「Happy Painting Project｣ (聴覚障がいを持つ子どもたち・家族）
宮城県仙台市／⼋本松市⺠センター 「Happy Painting Project｣ (聾重複障がいを持つ子どもたち・家族)

岩⼿県花巻市／花巻清風⽀援学校 「Happy Painting Project」
岩⼿県大船渡市／慈愛福祉学園 「Happy Doll Project」
福島県相馬市 公⽴相馬総合病院⼩児科病棟 「Art Renovation Project」
福島県福島市／わんわん学童クラブ 「Happy Painting Project｣
福島県福島市／わんわん学童クラブ 「Art Renovation Project｣
⼭形県⻄村⼭郡／朝日少年⾃然の家 「アートキャンプ〜森のアート海のゲイジュツ〜」
福島県いわき市／福島県⽴聾学校平分校「Happy Painting Project」
宮城県気仙沼市／学童福祉施設 ほっぷ 「Art Renovation Project」
宮城県亘理郡⼭元町／独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 宮城病院「Happy painting Project」
宮城県気仙沼市／学童福祉施設 ほっぷ 「Art Renovation Project」
宮城県仙台市／宮城社会福祉センター「Happy Painting Project」 (聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)
福島県会津若松市／福島県⽴会津養護学校⽵⽥分校・ 福島県⽴聾学校会津分校「Happy Doll Project」
宮城県仙台市／たいはっくる「Happy Merry Christmas! 」 (聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)
宮城県仙台市 みやぎNPOプラザ「Happy Merry Christmas! 」 (聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)

2015年 福島県福島市／福島県福島市 福島県⽴大笹⽣養護学校「Special Project」
宮城県仙台市／仙台市福祉プラザ「Happy Painting Project & Happy Doll Project」(聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)
福島県相馬市／福島県⽴相馬養護学校「Happy Doll Project」
宮城県仙台市／宮城県⽴聴覚⽀援学校「Happy Painting Project」
宮城県遠⽥郡美⾥町／宮城県⽴聴覚⽀援学校 ⼩牛⽥校「Happy Painting Project」
福島県郡⼭市／福島県⽴郡⼭養護学校「Happy Painting Project」
岩⼿県滝沢市／国⽴岩⼿⼭⻘少年交流の家 「アートキャンプ〜森のアート海のゲイジュツ〜」
福島県⽯川郡⽯川町／福島県⽴⽯川養護学校 「Special Project」
福島県福島市／福島県⽴聾学校福島分校 「Happy Doll Project」
宮城県仙台市／仙台市福祉プラザ「Happy Painting Project & Happy Doll Project」(聴覚障がいを持つ子どもたち・家族)

2016年 宮城県遠⽥郡美⾥町 宮城県⽴聴覚⽀援学校 ⼩牛⽥校「Happy Painting Project」
宮城県仙台市 宮城県⽴聴覚⽀援学校「Happy Painting Project」
宮城県気仙沼市 宮城県⽴気仙沼⽀援学校「Happy Painting Project」
宮城県仙台市 宮城こども病院 拓桃館 「Happy Doll Project」

■本資料にてご紹介のアートプログラム実績

北海道立子ども総合医療・療育センター
北海道大学病院
北海道がんセンター
盛岡市立病院
岩手県立療育センター
岩手県立大船渡病院
岩手県立釜石病院
岩手県立大槌病院仮設診療所
岩手県立山田病院仮設診療所
東北大学病院
宮城県がんセンター
宮城県立こども病院
仙南中央病院
仙南病院
仙台赤十字病院
はくあいホーム
総合南東北病院
石巻赤十字病院
気仙沼市立病院
日本海総合病院
福島県立医科大学附属病院

福島赤十字病院
南相馬市立総合病院
竹田綜合病院
絆診療所
茨城県立こども病院
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
群馬県立小児医療センター
埼玉県済生会栗橋病院
済生会川口病院
埼玉県立小児医療センター
千葉県子ども病院
国立病院機構下志津病院
ＮＴＴ東日本関東病院
国立成育医療センター
駿河台日大病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院
順天堂大学医学部練馬病院
聖路加国際病院
東京大学医学部附属病院
帝京大学医学部附属病院
日本赤十字社医療センター

東邦大学医療センター大橋病院
東邦大学医療センター大森病院
静岡がんセンター
静岡県立こども病院
浜松医科大学医学部附属病院
諏訪中央病院
長野県立こども病院
富山大学附属病院
金沢医科大学附属病院
福井県済生会病院
愛知県がんセンター
あいち小児保健医療総合センター
滋賀医科大学医学部附属病院
滋賀県立小児保健医療センター
三重大学医学部附属病院
ＰＬ病院
大阪赤十字病院
大阪府立母子健康総合医療センター
和歌山県立医科大学附属病院
兵庫県立こども病院
神戸市医療センター中央市民病院

はやしやまクリニック
京都府こども病院
島根大学医学部附属病院
岡山大学病院
川崎医科大学付属病院
広島大学病院
高松赤十字病院
香川県立中央病院
愛媛大学医学部附属病院
高知大学医学部附属病院
福岡市立こども病院・感染症センター
国立病院機構九州がんセンター
九州大学病院小児医療センター
長崎大学病院
熊本大学医学部附属病院
大分こども病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
Morgan Stanley Children's Hospital of New 
York 
Tygerberg Children's Hospital Trust 
Red Cross War Memorial Childrens Hpspital

■全国医療機関でのアートプログラム実績
2016年 宮城県仙台市 ARTS for HOPEアートセンター



精神障害者のためのアートプログラム
東京都品川区 弘済学園

2004年7月

知的・精神障がいを持つ皆さんを対象にパステルや水彩などで描くアートプログラムを実施しました。完成した柔ら
かな作品は納涼会の案内チラシに活用されました。

 



精神障害者のためのアートプログラム（陶芸）
東京都品川区 第一かもめ園

2004年10月〜2006年9月

知的・精神障がいを持つ皆さんを対象に毎月1回の陶芸のプログラムを定期的に開催しました。

 



精神障害者のためのアートプログラム
東京都品川区 弘済学園

2004年12月

知的・精神障がいを持つ皆さんを対象に、お正月のお飾りを作るアートプログラムを実施しました。⽴体物は紙粘土
で造形した後、朱色で色付けを⾏いました。平⾯は色紙に⾚、⿊の2色の絵の具で、新年の晴れやかなイメージを
表現しました。

 



精神障害者のためのアートプログラム(Happy Doll Project)

東京都品川区 第一かもめ園
2006年2月

知的・精神障がいを持つ皆さんを対象にHappy Doll Projectを実施しました。たくさんのユニークな作品が誕⽣す
る中、皆さんと和やかな時間を過ごしました。

 



アートリノベーションプロジェクト

子どもの施設
気仙沼市 障がい児者福祉施設「ほっぷ」

2013年8月

無機質なユニットハウスで建設された障がい児者施設の外壁を子どもたちが選んだデザインに基づき明るく塗り変えま
した。

 

[建物裏側]
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ハッピーペインティングプロジェクト
大船渡市 気仙光陵⽀援学校

2013年9月

秋晴れの大空の下、広々とした校庭に用意したのはサッカーゴールに巻き付けた巨大な透明のキャンバス。初めは遠慮
がちに描いていた子どもたちもどんどん勢い付き、真っ⻘な空に映える大作が完成しました！

 



ハッピーペインティングプロジェクト
仙台市 仙台市体育館

2013年10月

聴覚に障害を持つ子供たち・ご家族を対象にサイレントアートプログラムを実施しました。相⼿の目や⼿話を1つ1つ
読み取るコミュニケーションがとっても温かく、そこに⽣まれた大きな作品にはたくさんの鮮やかな花が咲き、美しい虹が
架かりました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
亘理郡⼭元町 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 宮城病院

2013年10月

東日本大震災以降、中⽌になっていた患者さんとご家族のための秋祭り。2年間⾒送られ、3年目の2013年にようやく
再開となりました。みんなで一緒にひとつの作品をつくりたいと、病院から嬉しいご要望をいただき、透明の画材が張り巡ら
された廊下を舞台に、100名を超える患者さんとご家族、職員さん、みんなで共同制作を楽しみました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
仙台市 宮城県⽴聴覚⽀援学校

2014年2月

宮城県⽴聴覚⽀援学校にて開催された「ろう教育を考えるつどいｉｎみやぎ」にてアート企画実施の依頼を頂きまし
た。0歳から⼩学⽣の子供たち・保護者・教職員・ボランティアの皆さんと大きなロール紙上で思い切り色遊びをしたり、
様々なファブリックで⾚ちゃんを飾り付ける活動を⾏いました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
仙台市 折⽴市⺠センター

2014年3月

アロマの⾹りが付いたアイマスクで⾹りに触れ、ふわふわ紙粘土の感触に触れ、目を凝らしながら⽩クレヨンで思い切り絵
を描いた後、鮮やかな色を付けました。嗅覚、触覚、視覚を使い、子どもたちの創造⼒が弾ける時間でした。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
仙台市 ⼋本松市⺠センター

2014年4月

聾重複障がいの子どもたちとご家族のサークル「そよ風」さんから依頼をいただきサイレントアートプログラムを実施しまし
た。紙やビニールなどいろいろな素材を使ってお⺟さんも兄妹もみんなで一緒に楽しみました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
花巻市 花巻清風⽀援学校

2014年7月

体育館に張りめぐらせたビニールをキャンバスに、みんなで一緒に思い思いに絵を描きました。シャボン⽟を⾒上げる子ども
たちの表情は、いつまでも⾒ていたいと思うような輝きに満ちていました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
大船渡市 慈愛福祉学園

2014年7月

⽀援学校に通う知的障がいの子どもたちが放課後を過ごすデイサービスセンターで、Happy Doll Projectを実施
しました。残念ながら写真のご紹介ができませんが、男の子たちが夢中になり、お⺟さんにプレゼントするハートの
Happy Dollを作った子も。いつもと違う放課後を楽しんでもらうことができました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
福島市 わんわん学童クラブ

2014年7月

何が始まるのか、初めは少し緊張気味だった子どもたちも初めてのフェイスペインティングや大きなキャンバスへのお絵かき
に大興奮！嬉しそうに鮮やかな色に触れ、大きなキャンバスを楽しんでいました。

 



アートリノベーションプロジェクト

子どもの施設
福島市 わんわん学童クラブ

2014年7月
⽼朽化により錆と汚れが目⽴っていた建物外壁・⾞庫を、柔らかな色で塗り替えました。また、ブロック塀が⿊ずみ重
たい雰囲気だった中庭は、子どもたちの⼿によって明るく彩られました。
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アートキャンプ〜森のアート海のゲイジュツ〜
⼭形県⻄村⼭郡 朝日少年⾃然の家

2014年8月

岩⼿、宮城、福島の⼩学⽣を招待した2泊3日のアートキャンプを⾏いました。聴覚に障がいを持つ子どもたちも元気
良く参加！子どもたちのコミュニケーションは⾔葉を超え、みんなで楽しく過ごしたあっという間の3日間。各地に仲間が
いること、そして創造⼒にはどんな困難も乗り越えられる⼒があることを伝えたい！と、思いを詰め込んだキャンプではた
くさんの笑顔が溢れました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
福島県いわき市 福島県⽴聾学校 平分校

2014年9月

「子どもたちが演じる劇の背景をみんなで作りたい！」という先⽣方からの熱いリクエストにお応えして、子どもたち全員で
「海」の作品制作を⾏いました。大きなキャンバスに子どもたちは興味津々！全身で喜びを表現しながら一心に海の⽣
物を描きました。

 



BEFORE

アートリノベーションプロジェクト

子どもの施設
気仙沼市 障がい児者福祉施設 「ほっぷ」

2014年9月・10月

前年に実施した同施設にて、増築されたユニットハウスの外壁を職員さんたちのリクエスト頂いたデザインに塗り変えまし
た。子供たちもペンキ塗りに興味津々で参加し一⽣懸命お⼿伝いをしてくれました。

 

BEFORE

AFTER
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ハッピーペインティングプロジェクト
亘理郡⼭元町 独⽴⾏政法⼈ 国⽴病院機構 宮城病院

2014年10月

東日本大震災以降2年間⾒送られた患者さんとご家族のための院内秋祭りにて、昨年に引き続きアートプログラムのご
依頼を頂きました。重症心身障がいの皆さまとご家族が参加し、全員でHappy Treeとパネル画を完成させました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
宮城県仙台市 宮城社会福祉センター

2014年10月

⾚ちゃんから大⼈まで総勢60名以上が参加したサイレントアートプログラム。家族や兄弟、お友達に⾃分の型を描いた
り、ススキの筆で描いたり、大きなキャンバスに思い切りアート活動を楽しみました。

 



ハッピードールプロジェクト
福島県会津若松市 福島県⽴会津養護学校⽵⽥分校・

福島県⽴聾学校会津分校
2014年11月

⾚ちゃんから大⼈まで総勢60名以上が参加したサイレントアートプログラム。家族や兄弟、お友達に⾃分の型を描いた
り、ススキの筆で描いたり、大きなキャンバスに思い切りアート活動を楽しみました。

 



ハッピーメリークリスマス
宮城県仙台市 たいはっくる

2014年12月

「宮城県難聴児を持つ親の会」からご依頼頂き、聴覚に障がいを持つ子どもたち・家族を対象としたクリスマス会
「Happy Merry Christmas」を開催しました。世界でたった1つのクリスマスオーナメントを作る「Happy Doll 
Project」、「サンタハウス作り」、そして500色の色鉛筆による「クリスマスカラーリング」を⾏いました。

 



ハッピーメリークリスマス
宮城県仙台市 みやぎNPOプラザ

2014年12月

聴覚に障がいを持つ⾚ちゃん・ご家族を対象としたクリスマス会「Happy Merry Christmas」を開催しました。
サンタハウスのデコレーションと、壁と床に敷き詰めたロール紙上で500色の色鉛筆とクレヨンを使い、ベイビーたち
は数々の色のシャワーを浴びるひと時となりました。

 



スペシャルプロジェクト
福島県福島市 福島県⽴大笹⽣養護学校

2015年1月

福島県⽴大笹⽣養護学校にて美術家 川崎久美さんをお迎えし、『「みんなでえがく大きな絵」〜⽣き物たちのい
ぶく森 大笹⽣編〜』を開催しました。「猿がいるよ！」「ヘラクレスオオカブトがいる！」「カモシカがいるよ！」「ライオ
ンがいるよ！」と子どもたちは近隣の森へ想いを巡らせ、元気一杯一心に”⽣き物たちのいぶく森”を描きました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト&ハッピードールプロジェクト
宮城県仙台市 仙台市福祉プラザ

2015年2月

『みやぎのろう教育を考える会』からご依頼をいただき、アートプログラムを実施しました。バレンタインデーにちなんで
テーマは“愛”。聴こえる子どもも聴こえない子どもも、お⺟さんやお⽗さんもみんなで一緒に、ハートをモチーフにした
作品づくりを楽しみました！

 



ハッピードールプロジェクト
福島県相馬市 福島県⽴相馬養護学校

2015年2月

創作活動を通じた交流を目的とした授業の一環として、福島県⽴相馬養護学校でHappy Doll Projectを開
催しました。それぞれに輝く個性を持つ子どもたちがどんなHappy Dollを作るのかドキドキワクワクしましたが、子ど
もたちが好きなものや好きなことがそのままかたちとなったような、とっても素敵な作品が誕⽣しました！

 



ハッピーペインティングプロジェクト&ハッピードールプロジェクト
宮城県仙台市 宮城県⽴聴覚⽀援学校

2015年4月

宮城県仙台市 宮城県⽴聴覚⽀援学校にてHappy Painting Projectを開催し、「第1回Art to You! 東北障がい者
芸術公募展」へ向け、学年別グループ作品と個々の作品を制作しました。グループ作品では、子どもたちの躍動感溢れる素
敵な作品が、そして「嬉しい」「楽しい」という気持ちを表現した作品では、1⼈1⼈の個性が溢れる作品が誕⽣しました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
福島県郡⼭市 福島県⽴郡⼭養護学校

2015年7月

4年⽣の子どもたちを対象にHappy Painting Projectを実施し、劇の背景作品を制作しました。「子どもたちに全身で色に触
れ、思い切り色を楽しんで欲しい！」という先⽣方からの強いリクエストにお応えした活動。子どもたちの好奇心と創造⼒は瞬く間に
開花し、⾒事に全身で思い切り色を楽しみ、周りの大⼈たちみんなを笑顔にしてしまう程の豊かな表情を⾒せてくれました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト&ハッピードールプロジェクト
宮城県大崎市 宮城県⽴聴覚⽀援学校 ⼩牛⽥校

2015年7月

東北大学病院補聴器、⼈⼯内⽿装用児親の会よりリクエストを頂き、宮城県⽴聴覚⽀援学校 ⼩牛⽥校にて子どもたち・
保護者を対象のPTA⾏事としてHappy Painting Projectを開催しました。たくさんの絵の具が付いた子どもたちの⼿足は⼩
さなキャンバスとなり、個性溢れる子どもたち⾃身を表すかのように、1つとして同じものは無く、1つ1つがとっても輝いていました。

 



アートキャンプ〜森のアート海のゲイジュツ〜
岩⼿県滝沢市 国⽴岩⼿⼭⻘少年交流の家

2015年7月・8月

岩⼿、宮城、福島の⼩学⽣を招待した2泊3日のアートキャンプを⾏いました。聴覚や視覚に障がいを持つ子どもたち
から多くの参加希望が寄せられ、抽選の参加枠を勝ち取った子どもたち70名が参加しました。日本の伝統色を作り
描くプログラム、⾃然散策、ネイチャーアート制作、植物キャンドルづくり、コンサート等、⾃然とアートをリンクさせたプロ
グラムを共に体験した子どもたちは地域、学年、障がいの枠を超え新しい友情を育みました。

 



スペシャルプロジェクト
福島県⽯川郡⽯川町 福島県⽴⽯川養護

学校
2015年9月

点や線、丸や四角、動物などを夢中で描きました。楽しくて嬉しくて仕方がない！そんな興奮を全身で表現したひととき。子どもた
ちの楽しさ嬉しさ興奮が詰め込まれ、6つの素敵な大作が完成しました！普段は⾒せない表情を⾒せた子どもたちのエネルギー溢
れる姿に、先⽣方からも大きな笑顔が溢れました。子どもたちと先⽣方の距離が一層近くなる活動となりました。

 



ハッピードールプロジェクト
福島県福島市 福島県⽴聾学校福島分校

2015年10月

福島県⽴聾学校福島分校からリクエストをいただき、図⼯の時間にHappy Doll Projectをお届けしました！「ぼく、わたしをつく
ろう」という学校のテーマとHappy Dollのコラボレーション。全校⽣徒がみんなで一緒に、真剣な⾯持ちで、世界にたったひとりしか
いない、⾃分という「一番の仲間」を創り上げました！

 



ハッピーペインティングプロジェクト&ハッピードールプロジェクト
宮城県仙台市 仙台市福祉プラザ

2015年12月

「第19回ろう教育を考えるつどいinみやぎ・せんだい」にてアートプログラムを開催しました。フェイスペインティング、
巨大カラーリング、クリスマスオーナメント作り、クリスマスカード作りに夢中になりました。巨大カラーリングシートへは
鮮やかな色が次々と重ねられていきました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
宮城県遠⽥郡美⾥町 宮城県⽴聴覚⽀援学校 ⼩牛⽥

校
2016年5月

宮城県遠⽥郡美⾥町の宮城県⽴聴覚⽀援学校⼩牛⽥校にてHappy Painting Projectを開催しました。子どもたちに
様々な素材と画材、技法を体験して欲しい！と会場を3つのセクションに分けて開催し、アート体験が詰め込まれたひと時とな
りました。子どもたちは初めての画材や技法に興味津々！⼿・足・顔にも色を付け夢中で描きました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
宮城県仙台市 宮城県⽴聴覚⽀援学校

2016年6月

宮城県仙台市の宮城県⽴聴覚⽀援学校にてHappy Painting Projectを開催しました。みんなで絵を描いて楽しい気持
ちになろう！幸せな気持ちになろう！と色紙のコラージュ、ヘラ・⼿足でのお絵描きが始まりました。少し緊張気味だった子ども
たちも、スイッチが入ると内に秘めたエネルギーを存分に発揮し、瞬く間に7つの素晴らしい作品を完成させました。

 



ハッピーペインティングプロジェクト
宮城県気仙沼市 宮城県⽴気仙沼⽀援学校

2016年7月

宮城県気仙沼市 宮城県⽴気仙沼⽀援学校にてHappy Painting Projectを開催しました。前半は空中に浮かぶ透明キ
ャンバスへみんなでしゃぼん⽟を描きました。好きな色でどんどん色を重ねていくうちに子どもたちの瞳、表情が輝き始めました！後
半は床に設置した大きなキャンバスへ全身を使って描きました。⼿足に絵の具が付くのが苦⼿な子どもたちも、気付けば絵の具
夢中！「こんなに楽しそうな表情をしている！嬉しい！」と先⽣方からは感激の声が上がりました。

 



ハッピードールプロジェクト
宮城県仙台市 宮城県⽴こども病院 拓桃館

2016年7月

宮城県仙台市 宮城県⽴こども病院「拓桃館」にてHapppy Doll Projectを開催しました。「上⼿に」ではなく楽しく」好きな
ものを作ってみよう！と始まったHappy Doll Project。子どもたちの創造⼒が一気に溢れ、1時間で終わる予定をゆうに超
え、3時間も夢中で制作に没頭しました！「すごい気持ちで作った！」「がんばってつくりました。是非みてください！」一⽣懸命
なメッセージがたくさん寄せられました。

 



アートリノベーションプロジェクト
宮城県仙台市 ARTS for HOPEアートセンター

2016年8月

宮城県仙台市ARTS for HOPE宮城事務所 旭第一ビルにて、 Art Renovation Projectを開催しました。障がいと世
代を超えて子どもたちが集い、豊かな創造⼒を育むARTS for HOPEアートセンターをみんなの⼿で大きく変身させました！
聴覚に障がいを持つ子どもたち・ご家族も参加し、ダイナミックなアート体験を満喫しました。

 


