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   ようこそ！

   ハ
ッピードールミュージアムへ！
ページをめくると、みんながつくった

“ハッピードール” が展示されています。
さぁ、あなたの “ハッピードール”を探しに行きましょう！

全国のお友だちがつくった “ハッピードール”も素敵でしょ？

願いがこめられた、世界でたったひとつの “ハッピードール” が
全国各地から勢ぞろいしました。

どうぞ、楽しんでくださいね！

As you go on, you will get to see the Happy Dolls created by everyone.

Let’s go find your Happy Doll among the exhibition ! 

Also tell us how you liked other friends’ Dolls.

The Dolls are from all over the world, full of wishes.

Hope you will enjoy the exhibitions ! 

Welcome to The Happy Doll Museum !
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Hirosaki University Hospital
弘前大学医学部附属病院

やさしいクマさんのニギニギ

ニコニコのてるてる坊主
こんにちは！

真っ赤なお魚
縁取りがステキ！

ジャ～ン！ 鬼滅のハート！

カッコいい！
マシンかな？
動物かな？

猫のダンサー

登場！

お
ひ
さま

み
た
い
な
赤

い
てるてる

坊
主 キュートなワンちゃん こんにちは！

のんきな
恐

竜
く
ん

？

おしゃれなゾウ
さ
ん
の

行
進

ゆらゆらシックなクラゲさん

トッピングがいっぱいのアイスクリームコーン！？

プチプチの

種もついた

おいしそうなイチゴ

ハートやポーチ ひよこにポケモン 大切なもの大集合！6 7



春らんまん みんなでほっこり 楽しいね～

ぴょんぴょん飛びながら四つ葉に乗ってやってきたお友だち

色とりどりの
お花の競演

Hirosaki University Hospital
弘前大学医学部附属病院

左右の目の色が違う神秘的なネコちゃん マサヒロ号の車に乗って 夢のドライブ！
どこへいこうか？

粋でおしゃれな
シティボーイの

ワンちゃん

ま～るくやさしいおともだち

きれいな色
の

一緒におねんねしようね

～

キャンディドール

にっこり笑いかけるうさ
ぎさん

おててつないでなかよしこよし

 グリーンが

さわやか！

ペアのフクロウ？ 親子かな？幸せ呼ぶラッキーアイテム

ハートのマスコットがせいぞろい！ 愛がいっぱいだね
お顔もおひげも表情豊か

いたずら好きのネコちゃんみたい

ハートクワトロの四つ葉のクローバー
愛と幸せどちらも満タン

青い妖精？ 雪だるま？
毛糸のおめめと光るほっぺがかわいいね
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Hirosaki University Hospital
弘前大学医学部附属病院10 11



Miyagi Children's Hospital
宮城県立こども病院

妹さんのためにつくった、お兄ちゃんとママの合作！
仲良しなゾウとライオンさん

ちょっとシャイな心やさしいうさぎさん┰

キューティーなストロベリーハート┰

クルクル目が回る快活で元気なハートさん

遊ぼうよ～！ とボクのまわりで
ゆらゆら誘うクラゲさん

わあ！ 夢を吹き出す魔法のクジラ？

ゴージャスなミニクッション？
プリミティブな仮面にも見えるね

う～ん 個性派アーティストによる芸術作品

いつもニコニコレースのお口
綿菓子がすきそうだな～

幸せを運んでくるユニコーン！
カラーデザインが最高です

お菓子の詰まった巾着？
いや、逆さまで
テルテル坊主かな？

めちゃめちゃかわいい
お姫さま┰

ふ
わ
ふ
わ
の
ポ
ン
ポ
ン
が
い
っぱ

い
の

キ
ュートな

ハ
ート

！

ま
あ

！ 
ス
ッキ

リ

ハンサムな爽やかハート！

3 色のボタンがアクセント

エレガントなピンクのハート
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Miyagi Children's Hospital
宮城県立こども病院14 15



Tohoku University Hospital
東北大学病院

悠々と気もちよく泳ぐジンベイザメとコバンザメ？

全身キラキラ輝きのカエルさん？
クリスマスツリーにもなりそうね。

　花柄のデザインが

　　　とってもステキ！

南の島で泳いでいそうな

トロピカルカラーのお魚さん

なんてイマジネーション　　　

豊かな汽車でしょう　　　

　お顔の蒸気にカラフルなレール

ボタンの車輪も素敵です┰

かわいい二人はデートかな？
楽しそうにどこまでも…

　　くちばしがキュートな　ピンクフラミンゴ？リボンの足がグッドアイディア！　　

ステキなドレスのお嬢さん？
上から下までバッチリおしゃれ┰

ほっぺが初々しいうさ

ぎ
の
少

女

お耳の中までかわ
い

い
で
す
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Online Program

Tohoku University Hospital
東北大学病院

オンライン
プログラム

11月5日、オンライン開催が実現しました！

　“Happy Doll Project”
 has been 

held onli
ne on N

ov.5th！

みんなそろってお出かけかな？

水玉のお耳がキュート┰

ニコニコ笑顔の輝く星
たくさんのラッキーを連れて来てくれそう！

ジャパニーズネコさん

ま
ゆ

毛
が

や
さ
し
い

プーさん
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Fukushima Medical University Hospital
(Fukushima Prefectural Sukagawa Special Needs School)
福島県立医科大学附属病院（福島県立須賀川支援学校医大校）

これはエネルギーの太陽神か！
モリモリ元気が湧いてくるよ～

美しい緑のへたにボタンのつぶつぶ
これは特別製の高級イチゴ

緊張したら君を見よう！
一気に力が抜けちゃうね～

紹介するね！
２人のとっておきの友だちたち

えへん！ 黄色いおなかのカエルだぞ～！
カッコよくて賢い僕の相棒だぞ～！

スーパーヒーロー

つくったよ！

フワフワ消えたり

現れたり！
オリジナルの

怪獣をつくったよ！

ものすごく強いけど、

とってもやさしいんだ

これは
いい夢見る枕みたいな魔法のじゅうたんみたいな

最高のお守りだよ！

かわいい顔しておさげ髪
ワタシけっこうモテるのよ！

うふふ 私たちハートの 4 姉妹┰

これさえあれば何も怖くない！ 魔法の剣 3 本！
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Jichi Children’s Medical Center Tochigi
自治医科大学とちぎ子ども医療センター

ほっぺがフワフワ！さわやかフワフワハートさん

　　かわいいものが
いろいろついて、これはしあわせを呼ぶラッキーリングかな？　　　

イチゴ柄がおいしそう

ハートが仲良く大集合

まっ赤なリボンがステキでしょ！

てをつないで楽しそうでしょ♪

紅
白

のハート
で願

いが
か
ないそう

気
になる

3人組

シックな色合いがいいね！
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Chiba University Hospital
千葉大学医学部附属病院

お！ これは相当イケてるぞ！ なんてカッコいいんだ！
色のコーディネイトも抜群！

うわ～ なんてかわいいうさぎさんこれからもずっとお友だちで
いようね！

左右が 
半分ずつ違う

色柄のジャケット
なんてステキ！

鬼滅の
半々羽織みたい！

乗りたいな～
こんなおしゃれな
クラシックカーに

おやおや何かな？
雲から雨がザーザーかしら？

ふっくらやさしいネコちゃんは
ママから君への愛の贈りもの┰

なんだかのんきでかわいいね～
お耳と足がチャームポイント

　　　　かわいい
　　　うさぎさんと
　　ステキなハート
　両手にもったら最高だね！

  大
きな

 おにぎりキャラに

びっくりだ～！ お花にちょうちょ 青空におひさまと雲

楽しい 1 日が作品になりました

布の色柄を
上手に活かして

エレガントな
ちょうちょが

生まれました！

モザイクを
はめ込んだような

エキゾチックな
ハートです

360 度

どこから見ても

楽しいお顔が見えてくる～

全身レースのゴージャスなレディは
ウェディングドレスの花嫁さん？

ブルーのたからもの 3 点セット┰
これがあったらいつでも安心！

ボクの自慢のハッピードール 2 作！ わたの目はボヨ～ン！

清楚なお嬢さまタコのお口は あっちむいてプ～

カメさん柄のカメさん

南の島でのんびりプカプカ

24 25



Chiba University Hospital
千葉大学医学部附属病院 2726



Center Hospital of the National Center 
for Global Health and Medicine
国立国際医療研究センター病院

トロピカル～
えだまっめ～

ワン！ ぼくは犬だワン

カブキ者のうさぎさん

こんな飛行機が飛んでたら楽しいね！ おっと…！ ここにもびちょんくん

こう見えて実はスーパーヒーロー

チャップリンのようなクマさん

みんな優しい表情 いい夢見れますように…びちょん

く
ん

すべてが

オ
リ
ジ
ナ
ル

！

明日の天気
は

な
ん
で

す
か

？

布
選

び

も
最

高
！
 

アート
なナス！？
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Online Program オンライン
プログラム

Center Hospital of the National Center 
for Global Health and Medicine
国立国際医療研究センター病院

赤い尾っぽがキュート！
ブタさんかな？

　　　 親子のフクロウ、　　 オシャレだね
　どっちがお母さんかな？子どもかな？

ホッホ
ー

ピンク星人あらわる！

緑の羽根がやさしいね

愉快な金魚さん

スーイスイ
 わたしは

誰でしょう…

オリジナル感が Goo！

 ユニークなかたちに

 お母さんの願いが

ギッシリ！

キラキラゴージャスなお馬さん

ドレスアップしてるね！

大きなキノコ 柄の組み合わせが楽しい！お口がニッコリ！  お星さま
見ているだけで 楽しい気持ちになるね

 おっと！

ここにもキノコさん

幸
せをよ

ぶ鳥

オ
シ
ャレ

さん

緑
の
ス
トラ

イプの

11月19 日、にぎやかにオンライン開催！

Lively o
nline program on

Nov.19！
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The University of Tokyo Hospital
東京大学医学部附属病院

ママと

 ワンちゃんと

  ハ
ートをつくった

よ！

  布
も私が選んだのよ！

  と
てもかわいく出来て

  と
っても嬉しい！！

カップケーキを作ったよ！

 本物見たいでしょ？

  か
わいくできました♪

  タオルのタグが

 大好きなふみちゃん。

  ツルツルした素材のタグを

        いっぱい作ってもらったよ！

                 触
り心地が最高！！

ハートと大好きなキャラクターを 
ママにリクエスト。 布は私が選んだの♪

ピッタリでしょー！！

ママと私の大好きな
キラキラのハートを

作ったよ！
ボンドは私のお仕事よ！

キラキラ
いっぱいにしたの。

大好きな
プリンセスみたいで

かわいいでしょ♪

ふわふわの気持ちいい     大きなキャンディをママが作ってくれたよ！

治療と学校の両立の中、

 授業終わりの夕方に

 同室のお友達と作りました！

 久しぶりの縫物も

 楽しかった♪
 かわいくできました！！

大好きなキラキラがいっぱいのくまさんとハート！！
プリンセスみたいでしょ？

たこやきのキャラクターを作ったよ！ 法被も上手につくれたんだ！
初めて糸と針で縫って作ったの。 保育士さんに教えてもらったんだ♪

上手にできて嬉しい！
ママがカニさんを作ってくれたよ！ 引っ張って遊んだよ！ 楽しかった♪

       ママが

かわいいお友達を

  作ってくれたの♪

      うさぎちゃんが

       新しいお友達よ！

             とっても嬉しい♪

大好きな枕を
２つ作ったよ！

丸いドーナツの形と
大好きな水色の枕。

首から下げられるように
なっていたり、手首に

引っ掛けられたりして
いつでもどこでも

寝られちゃうんだよ！

大好きな
電車を作ったよ！
窓やタイヤは
僕がつけたんだよ
「ガタンゴトン！
 ガタンゴトン！
 次は東大病院！！」

大好きなキンプリを
イメージして作ったの。
ママと保育士さんに教えてもらって
初めて針と糸で縫うことにも
チャレンジしました！
かわいくできて嬉しいです♪
キラキラの王冠が
チャームポイント♪

一緒に頑張っているみんなとおともだちになれたらいいな！

たくさんのハートを作ったよ！
家族に見立てて、これがパパ、

ママ、おねえちゃん、私！
頑張ってたくさん作りました！32 33



The University of Tokyo Hospital
東京大学医学部附属病院 3534



The University of Tokyo Hospital
東京大学医学部附属病院36 37



Kanagawa Children's Medical Center
神奈川県立こども医療センター

黄色いおひげが最
高

！
ハートの中の

わ〜！ おいしそう！

小笠原で
デコレーションもステキ！

イクラかな、たまごかな？

イルカに会えますように！

なにができるかな〜

お洋服とピッタリ！

赤が似合うね
いちごのお姫様

気になります〜

しましま柄が素敵！

色使いもいいね！

完成形が

水玉に

お顔がそっくり！

気になるアート作

品
！
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Hamamatsu University Hospital
浜松医科大学医学部附属病院

Hyogo Prefectural Kobe Children's Hospital
兵庫県立こども病院

いろんな Happy Doll が大集合

五輪の
メダルボール君

みんなが注目！

オシャレな

てるてるぼうず

ママの愛
情

た
っぷ

り
！

いつも一
緒

だ
ね

レースとリボンがとっても素敵！自慢のバックが出来ました
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Tottori University Hospital
鳥取大学医学部附属病院

パッチワークが

なんともお洒
落

ネコのバレリーナ
♪

ハートがきっしり┰

りんごちゃん お出かけかな？

青いヘアスタイルがクール！

何びきいるかニャ～

お目めがユニーク！

気品ただよって

ま
す
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Tottori University Hospital
鳥取大学医学部附属病院

きょうだいで

つくってくれたのかな？

うれしいな〜

おともだちがたくさん！

ボスは緑色の

クマさんだぞ〜

優しいお顔のクマさん

お人形さん

ハイ、ポーズ！

これはきっといいことあるニャ〜

四つ葉のクローバー

宝石みたい

わたしとそっくり┰

絵本に登場しそうな

ニッコリ笑顔
おっきなお目めで

招き猫みたい

幸せはこぶ

ボンジュール♪ マドモアゼル

力作が勢ぞろい！

赤白のネコちゃん

とってもキュート！
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Ehime University
Hospital
愛媛大学医学部附属病院

ブルーが鮮やか！

指輪もつくったのかな？

ジャーン！

Niigata Cancer Center Hospital
新潟県立がんセンター

Kawasaki Medical Scho ol Hospital 川崎医科大学附属病院
Yamagata University 
Hospital 山形大学医学部附属病院

Aizu Medical Center 福島県立医科大学会津医療センター

巨大イチゴのソフトク
リ
ー
ム

ニ
コニコのわたしが出来ました！

 大好きなおば
あち

ゃん
と

おいしそう～
！

作りました

ユ
ーモ

ラス
な
表
情
の
カ
ニ
さん

ど
こに

行
くの

か
な
？

大
き
な
リ
ボ
ン
が

ゴ
ージ

ャス
！

赤い衣装のダンサーズ

レースの
ドレスが

素敵だね

モダンな

おひなさま

おしゃれ！

気持ちよく泳ぎ出しそう

２つも出来ました！
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HappyDoll Project 
2021 
参加病院

弘前大学
医学部附属病院
Hirosaki University 

Hospital

東北大学病院
Tohoku University 

Hospital

宮城県立
こども病院

Miyagi Children's 
Hospital

山形大学
医学部附属病院

Yamagata University 
Hospital

福島県立
医科大学附属病院
（福島県立須賀川　 

支援学校医大校）
Fukushima Medical 
University Hospital

（Fukushima Prefectural 
Sukagawa Special Needs 

School）

公立相馬
総合病院

Soma General 
Hospital

福島県立医科大学
会津医療センター
Aizu Medical Center

筑波大学
附属病院

University of 
Tsukuba Hospital

自治医科大学
とちぎ子ども
医療センター
Jichi Children’s 
Medical Center 

Tochigi

千葉大学
医学部附属病院
Chiba University 

Hospital

国立国際医療
研究センター病院
Center Hospital of the 

National Center for 
Global Health and 

Medicine

東京大学
医学部附属病院
The University of 
Tokyo Hospital

神奈川県立
こども医療センター

Kanagawa Children's 
Medical Center

新潟県立
がんセンター

Niigata Cancer Center 
Hospital

浜松医科大学
医学部附属病院

Hamamatsu University 
Hospital

国内25病院
海外3病院で
約 1000 人が

  参加しました！

京都市立病院
Kyoto City 
Hospital

兵庫県立
こども病院

Hyogo Prefectural 
Kobe Children's 

Hospital

大阪母子
医療センター

Osaka Women’s and 
Children’s Hospital

鳥取大学
医学部附属病院
Tottori University 

Hospital

川崎医科大学
附属病院

Kawasaki Medical 
School Hospital

愛媛大学
医学部附属病院
Ehime University 

Hospital

高知大学
医学部附属病院

Kochi Medical 
School Hospital

福岡市立
こども病院

Fukuoka Children's 
Hospital

熊本赤十字病院
Kumamoto Red 
Cross Hospital

熊本大学病院
Kumamoto University 

Hospital

Western Michigan 
University Medical 

School
（アメリカ）

国立台湾大学
醫学院付設醫院

（台湾）
National Taiwan 

University Hospital

Tygerberg 
Hospital School

（南アフリカ）
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Happy Doll Project は全国と世界の病院を巡り、願いを込めた世界でたった一つのマスコット “ハッピードール” の制作と展覧会を通して、命と向き合う人々の心をつないでいます。
2006 年から始まり、2010 年は NY、2014 年は南アフリカ、2019 年はポーランドと、世界の病院でも実施しています。

東日本大震災、熊本地震の “心の復興”応援活動として、被災地各地も巡回。
作品は銀和和光のショウウィンドウや、川崎市岡本太郎美術館、森美術館などでも展示され、鑑賞者に多くの感動を与えました。

病院を超え、 国境を越え、命の現場に笑顔の時間をはこび、みんなの願いをつないでいくプロジェクト。
これまで訪れた病院は 100 カ所以上、2021 年で 16 年目を迎えます。 

新型コロナウィルスの影響により、昨年からは病院訪問が出来なくなりましたが、リモートでの活動を継続しています。

HappyDoll Project 2006-2020 ヒストリー “Happy Doll Project” has been our significant project, connecting people who fight against their disease and fate through the workshops and exhibitions of Happy Dolls.
Since the kickoff of this project in 2006, more than 100 hospitals from many countries such as The United States（2010）, South Africa（2014）, Poland（2019） and Taiwan （2021） joined our project.

WAP focuses on the support of “mental reconstruction” from the big earthquakes as well, having exhibitions at the WAKO show windows（iconic department store in Ginza）, 
Taro Okamoto Museum of Art in Kawasaki and MORI ART MUSEUM to amaze many people.
We are grateful that this project has brought many smiles globally for more than 16 years.

COVID-19 didn’t allow us to visit each hospital, but it also didn’t stop our project.
Remotely connected, we are happy to continue our project.

2006
NTT東日本関東病院（東京）
第一かもめ園（東京）
埼玉県済生会栗橋病院
仙南中央病院（宮城）
仙南病院介護老人保健施設　はくあいホーム（宮城）
宮城県立がんセンター
諏訪中央病院
福島県立医科大学附属病院
東京大学医学部附属病院
愛知県がんセンター
広島大学病院
ＰＬ病院（大阪）
「Happy Doll Project展 2006」 ＮＨＫみんなの広場 
　ふれあいホールギャラリー（東京）

2007
福岡市立こども病院・感染症センター
大阪赤十字病院
順天堂大学医学部附属順天堂医院（東京）

2008
金沢医科大学病院
福島県立医科大学附属病院
仙台赤十字病院
はやしやまクリニック希望の家（兵庫）

2009
高松赤十字病院
はやしやまクリニック希望の家（兵庫）
静岡県立こども病院
あいち小児保健医療総合センター
金沢医科大学病院
聖路加国際病院（東京）
東京大学医学部附属病院
宮城県立こども病院

2010
福島県立医科大学附属病院
福島県立須賀川養護学校医大分校
九州がんセンター（福岡）
PL病院（大阪）
順天堂大学医学部附属順天堂医院（東京）
高知大学医学部附属病院
埼玉県立小児医療センター
仙台赤十字病院
Candlelighters NYC（アメリカ／ NY）
Maria Fareri Children's Hospital at Westchester Medical 
Center（アメリカ／ NY）
「Happy Doll Project展 2010」銀座和光ショーウィンドウ

2011
富山大学附属病院　
茨城県立こども病院
福井県済生会病院　
東京大学医学部附属病院　
盛岡市立病院
総合南東北病院　（宮城）

2012
愛媛大学医学部附属病院
聖路加国際病院（東京）
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
長崎大学病院
和歌山県立医科大学附属病院
浜松医科大学医学部附属病院

2013
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
和歌山県立医科大学附属病院
日本海総合病院（山形）
熊本大学医学部附属病院
島根大学医学部附属病院

2014
聖路加国際病院
総合南東北病院（宮城）
竹田綜合病院（福島）
北海道大学病院
北海道がんセンター
川崎医科大学附属病院（岡山）
Light of Mercy Community Care,Drop-in Centers
（南アフリカ／リンポポ州 Bodwe村）
Light of Mercy Community Care,Drop-in Centers
（南アフリカ／リンポポ州 Hlanganani村）
Tygerberg Children's Hospital Trust
（南アフリカ／西ケープ州）
RedCrossWarMemorialChildren'sHospital
（南アフリカ／西ケープ州）

2015
東京都立小児総合医療センター
福島県立医科大学附属病院／福島県立須賀川養護学校
医大分校
長野県立こども病院
筑波大学附属病院
弘前大学医学部附属病院
盛岡市立病院
京都大学医学部附属病院
四国こどもとおとなの医療センター
北海道がんセンター
特別養護老人ホーム　寛ぎの郷（宮城）
特別養護老人ホーム　和らぎの郷（宮城）

2016
和歌山県立医科大学附属病院
高知大学医学部附属病院
熊本大学医学部附属病院
弘前大学医学部附属病院
金沢医科大学病院
宮城県立こども病院
東京大学医学部附属病院
国立国際医療研究センター病院（東京）

2017
福島県立医科大学附属病院／福島県立須賀川支援学校
医大校
ルミエールしかまつ（兵庫）
長野県立こども病院
東京大学医学部附属病院
熊本大学医学部附属病院

2018
埼玉県立小児医療センター
国立国際医療研究センター病院
特別養護老人ホーム　寛ぎの郷
特別養護老人ホーム　和らぎの郷
仙南病院介護老人保健施設　はくあいホーム
帝京大学医学部附属病院
宮城県立がんセンター

2019
Szpital Tworkowski（ポーランド／プルシュクフ）
国立国際医療研究センター病院
仙南病院介護老人保健施設　はくあいホーム
千葉大学医学部附属病院
熊本大学病院
自治医科大学とちぎ子ども医療センター

2020
弘前大学医学部附属病院
宮城県立こども病院
東北大学病院
山形大学医学部附属病院
筑波大学附属病院
自治医科大学とちぎ子ども医療センター
千葉大学医学部附属病院
国立国際医療研究センター病院
東京大学医学部附属病院
新潟県立がんセンター
兵庫県立こども病院
熊本大学病院
Tygerberg Hospital School（南アフリカ）

＊開催当時の病院名で掲載しています。50 51



The year 2021 was again a harsh year for everyone due to COVID-19 and social distance.
In spite of, or perhaps thanks to the situation, 

we have connected with more hospitals than ever before.

I felt connected by just imagining that there are children and people who are creating one precious work at each hospital, 
even if I cannot see them face to face.

What's the character of the children?  How did they enjoy the activity? 
What kind of expressions, what kind of works are they creating...?

My imagination happily spread its wings and flew around.

Looking at the photos sent to me one after another, they warmed my heart.
I felt as if they were my friends from long ago, 

and was talking to each one of them in my mind.

We humans get energy and courage by getting connected. 
People show great facial expressions when they express themselves through the creation of what they like.

I was reminded of such simple but very important things quietly and sincerely this year.

All I hope is that this paper museum will enhance the connection of the Happy Doll Friends and 
everyone is surrounded by warm feelings 

May the happiness be with you!

December 12th, 2021
Masako Takahashi, Hospital Artist

HappyDoll Project 2021 Happy Doll Project 2021

世界中が新型コロナとソーシャルディスタンスに向き合った今年、
コロナ禍なのに、いや、コロナ禍だからこそ、

H
ハッピー

appy D
ドール

oll P
プロジェクト

roject はかつてないほど多くの病院とつながりました。

リアルに会えなくとも、それぞれの病院で、世界に一つの大切なものを創っている子どもたち、
人々がいると想像するだけで、連帯感を感じました。

どんな子が、どんな表情で、どんなものを創っているのだろう・・・？
想像すると、空想はどこまでも羽を広げて、楽しく飛びまわりました。

次々に送信されてくる写真を見るたびにぽっと心あたたまり、親しみがわき
写真のひとりひとりに、思わず友だち気分で話しかけていました。

人はつながることで元気や勇気をもらう。心があたたまる。
人は好きなものを自分で創り、表現すると、こんないい表情になる。

そんなシンプルな、でもとっても大事なことを、静かに、しみじみと再認識した
今年の H

ハッピー

appy D
ドール

oll P
プロジェクト

roject でありました。

このペーパーミュージアムを通じて
ハッピードールフレンズの輪がつながり、広がり、

あたたかい気持ちに包まれますように・・・。

みんな、みんな、しあわせになあれ！

2021 年 12 月 12 日
高橋 雅子／ホスピタルアーティスト
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高橋 雅子／Happy Doll Project 創始者／ホスピタルアーティスト
医師である祖父や親戚の仕事を見ながら育つ。米国州立 Western Michigan University 芸術学
部卒。アメリカ現代美術のギャラリーを経て、美術館 Petit Musee のシニアキュレーターに。
美術展覧会の企画やワークショップ、美術館運営に携る。1999 年に Wonder Art Production、
2004 年に Hospital Art Lab を設立。展覧会オーガナイザーとして世界のアートを紹介する 

ほか、美術館や博物館における子どもの情操教育プログラム、医療現場や地域社会をステージ
にしたさまざまなアートプロジェクトをプロデュースし、現場でのナビゲーターもつとめる。
アートによる療養環境の改革を目指すホスピタルアートにも取り組み、全国の病院でアート 

プロジェクトを展開。法政大学でのホスピタルアート講義、医学書院『病院』での連載ほか、
医療現場におけるアートの可能性を各所で発表。実施病院は 140 病院を超え、長野県立こども
病院では ICU 病棟のホスピタルアートの総合プロデュースを手掛けた。東日本大震災直後は 

緊急支援チームを立ち上げ、避難所や仮設住宅、子どもの施設への訪問を開始。岩手・宮城・
福島・熊本で 1300日を超える活動を記録。 代表的プロジェクトである “Happy Doll Project” で
「2013 年度子どもたちのこころを育む活動優秀賞」受賞（公益財団法人パナソニック教育 財団）。
病院や障がい児者施設、被災地など、命と心に関わる現場で 生きる力につながるアート活動に
一貫して力を注ぐ。2016 年にボーダレスなアートスタジオ『ワンダーアートスタジオ』を仙台に
オープン。震災から 10年目となる 2020年、東北に根付くことを決意し、本拠地を仙台に移転。
「令和 3年度子供と家族・若者応援団表彰／内閣府特命担当大臣表彰」受賞。

https://www.masakotakahashi.website/

Masako Takahashi, Hospital Artist and Happy Doll Project Founder
Born into a family of doctors, she grew up watching her grandfather and relatives work as doctors.Graduating from Western Michigan University with a Bachelor 
of Arts degree,she worked at a gallery of American contemporary art to become a senior curator at Petit Musee, where she was involved in organizing art 
exhibitions, workshops, and museum management.
Back in Japan, she founded Wonder Art Production in 1999, and Hospital Art Lab in 2004. Since then, she organized the various exhibitions and many art 
programs in museums and hospitals for children. One of her significant projects is “Hospital Art”, which has been improving the medical environment in more 
than 140 hospitals throughout Japan, including the ICU ward in Nagano Children’s Hospital.
The 2000s was the era she got more connections with society. She emphasized how art could have a positive impact on medical environments through her 
teaching career at  Hosei University and  the series of columns on hospital art in medical magazines. As a result, “Happy Doll Project”, was awarded the “Activities 
Excellence Award; Projects to Nurture Children’s Heart” by Panasonic Educational Foundation in 2013.
Soon after the Great East Japan Earthquake in 2011, she organized the Emergency Support team “ARTS for HOPE” and started visiting the evacuation centers, 
temporary housings and children’s facilities. The activities have lasted more than 1300 days, visiting the disaster areas in Iwate, Miyagi, Fukushima and 
Kumamoto. In 2020, decade after the earthquake, she decided to move the headquarters to Sendai, where she opened “Wonder Art Studio”（2016）  forhonn 
even more devoted support. Awards for Supporters of Children/Family and Youth, Cabinet Office, Government of Japan.
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