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Welcome to
PaEr
MuEu

of Happy Doll

たかはし

高橋 
まさこ雅子

ホスピタルアーティスト

ここは全国と世界から、よりすぐりのハッピードールがあつまる美術館…。 

願いをこめてつくられた作品はすべて一点もの。 

世界の美術館にはない、やさしさと思いやりに包まれた美術館です。

一体どんな作品が展示されているでしょうか？ 

さぁ！ギャラリーツアーに出かけましょう！ 

Welcome to our Paper Museum! Here, we proudly present our collections of Happy Dolls 
from the world. The works are all handmade and represent the artists’ wishes.
The very special thing about the museum is that the place is not just about art, but is 
full of kindness and consideration.
Are you excited to see the Dolls waiting for you? Come on with us to the gallery tour!

ぜんこく せ かい はっぴーどーる ミュージアム

ミュージアムミュージアム

ねが さくひん いってん

せ かい おも つつ

いったい さくひん てん じ

ぎゃらりーつあー で 第2
展示室

第1
展示室

第3
展示室

第4
展示室

第6
展示室

第5
展示室

第7
展示室

第8
展示室

P.28 国立国際医療
 研究センター病院

P.24 東京大学
 医学部附属病院

P.34 兵庫県立
 こども病院

P.34 タイガーバーグ
 ホスピタルスクール

展示案内
c  N t  N t 

P.6 弘前大学
医学部附属病院

P.4 東北大学病院

P.14 とちぎ子ども
 医療センター

P.18 千葉大学
 医学部附属病院
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Tohoku University Hospital
（Sendai-shi, Miyagi）

東北大学病院第 1
展示室

あか・あお・みどりの
げんきなながれ星？
きもちもげんきに
あかるくなるね！

瞳がピンクと
オレンジの

チャーミングなネコ
でも、黒く澄んだ

あなたの瞳は
もっとステキ！

早く退院できます
ように！

ギンガムチェックの

ハートは気が良くて

だれとでも

すぐ仲良しに

なれそうだね。

目の色や大きさ、

ひげや縫い糸の色も

違うネコくん。

一つずつ選ばれて、

愛情こめて作られたんだね。

表情ゆたかで生き生きと、

今にも動きそうだ。

クリクリ目のイカは

きいろのリボンが

アクセント。

いつも楽しくしてくれる

お守りになりそう！

はなやかなクリスマス

リース？ステキだね。

このハッピードールで、

メリークリスマス！

君もカメさんも、

のんびりやさしそう。

ハッピードールは

作る人に似るんだよ。

おねえさんの退院が

待ち遠しいね！

まっしろで

チャーミングな

ネコちゃん。

ボタンやかざりが

おしゃれで

お姫さまみたい。

お耳と手足が

クロシロのカッコいい

クマさん！

作ったボクと、まるで

きょうだいみたい。
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第 2
展示室

Hirosaki University Hospital
（Hirosaki-shi, Aomori）

弘前大学医学部附属病院

トッピングいろいろの

ドーナッツにキャンディー。

ストロベリーとチョコレート

２つ重ねたアイスクリームコーン。

見るだけで甘くてしあわせ！

食べられる日が楽しみだね。

強くてパワフルな

ネコちゃんは、左右の目も

白と黒のコントラスト。

おひげもオレンジとグリーン。

強烈なインパクトです。

ボクにエネルギーチャージするために

やってきた使者かもしれません。

ボクがおうちに帰る日まで、

きっと守ってね。

ラベンダーのハートに、

パステルのふわふわ

キャンディー、

そしてボタンやキラキラや

ハートをいっぱいつけた

ベルトまで、

キューティーコレクションは

とっても華やかです。

丁寧に心こめて

つくられたカエルと、

ハートを持ったお人形に

ご家族の願いと、

愛の深さを感じます。

その愛情と語りかけを道しるべに、

踏ん張っているのでしょう。

少しずつ快方に向かう日々を、

心から願っています。

リカちゃん人形に

ハート柄のオリジナルドレスで

おしゃれにドレスアップ。

白いふわふわのお袖が

チャームポイント。

パーティーにお呼ばれしたら、

モテモテになりそう。
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一見、クールな

ダンサー風のカッコいい青年が

実はとってもやさしくて、かわいい

バーバパパをつくってくれたりする。

そんなステキなギャップに、

心がほっこりします。

様々に形を変えるバーバパパが、

頼れる助っ人になります

ように！

のんきな表情の

ピンクのカタツムリ。

触覚もなんだかコミカルです。

カラフルな布で巻貝に仕立てた

ところがグッドアイディア！

こんなカタツムリが、

窓辺やベッドサイドにいたら

なごみますね～。

なんと

おもしろい！

なんとたのしい！

ママが創ってくれた

ゆかいな創造物に感性全開で

ユニークに、豊かに、

成長まっしぐら！

白いやさしい

パステルのお魚と、

赤いキュートなお魚。

お母さんと子どもの

親子でしょうか？

気持ちよくすいすいと自由に、

水の中を泳いで

いきそうです。

シンプルで

親しみやすく、

すなおな感じです。

ピンクのブタさんでしょうか。

だれからも好かれそうな、

愛されキャラですね。

これは噂の

ドラえもん？もしかして

ボクが自分で縫ったのかしら？

すごいね～。

ほんとによくできてる。

そして、アニメのドラえもん

より、ずっと特別で

すてきに見えるよ！

あなたと私は、

切っても切れない

パートナー

いつも一緒だよ。

ずっと一緒だよ。

二人一緒なら、

何があっても大丈夫。

一緒に乗り越えて

いこうね。

ブランケット

ステッチでていねいに

縁取りされたハートが 4 つ。

それを組み合わせたよつ葉の

クローバー。

きっと幸せを招く、

お守りになりますね。

青いまあるい、

ひよこ？ほわほわの

かわいさが感じられますね。

作ってくれたのは赤いシャツが

よく似合うボクですか？

ひよこの形がとてもステキで、

カットも抜群に

きれいです！

まあ！

ハートがいっぱい

詰まった花束でしょうか？

これを受け取る幸せな人は

誰でしょう？

つくったあなたの、

愛とやさしさが

いっぱいつまった

宝ものですね。
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ピンクのおひげの

ブルーのネコ。

外側をチクチク、

きれいに縫ってあるんだね～。

お耳の飾りも

ワンポイントで

ステキです。

これは特大の

キャンディー？それとも

にぎやかな女の子？

ママといっしょに

ボタンをたくさんつけたら

ゴージャスなお気に入りが

できました。

威勢のいい子、

み～つけた！

カッコいいはっぴを着て、

今日はお祭りかな？

バスや電車をつくって、

乗り物が好きなんだね。

黒い瞳に見つめられると、

なんでもしてあげたく

なっちゃうよ～。

蝶ネクタイに、

前髪もふさふさつけたのは

おしゃれなクマさん

でしょうか。

なんだか音楽会で

歌を歌っているようにも

見えますね。

おめかしして、

お魚はどこに行くのかな？

友だち探しに行くのかな？

あなたのもとへ

泳いでいくのでしょう。

キャンディーに

選んだ布の、いろもようが

ゆらいで見える。なめるときっと、

色も味もどんどん変わる

不思議な飴に違いない。

願いをかなえる

魔法のキャンディーだったら

どんなにステキだろう。

ショッキングピンクの

元気なお顔にサラサラの髪。

リボンをつけて、

かわいいドレスを着て、

あらビーズのネックレスも？

なんだかいいこと

運んできそうな

ラッキーチャームに

なりましたね。

あら？赤いハートは

ウィンクしてる？

青いお人形にはやさしい

お顔が描いてある。

ステキにつくって

ニコニコの女の子は

プリキュアかな？
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第 3
展示室 Jichi Children’s Medical Center Tochigi（Shimotsuke-shi, Tochigi）

自治医科大学
とちぎ子ども医療センター

シックな柄の

ハートに真珠の瞳。

あなたのように清らかですね。

てるてるぼうず？は

口が点滅しそうな

にぎにぎしさ！

ハロウィーンチックで

楽しいね。

チョコレート色の

ウサギさんはやさしい

包容力に満ちています。

子どもたちの悩みをやさしく

受け止めてくれる

お姉さんみたい。

あらあら、まるでこれを

つくった方みたい。 オレンジが

良く似合う女の子。

クマさんもお花も

オレンジだね。

心がポカポカする元気色。

みんな集合すると

パワースポットみたい。

五つ葉のクローバーは、

10 万分の 1 の確率とか・・・。

そして、花言葉は繁栄・財運

だそうです。

願いごとはそれですか？

億万長者になったら、

ほんのちょっと、

分けてくれるかな～？笑

リボンとレースの

うろこがひらひらと

貴婦人のようなお魚ですね。

水の中も空の上も、

ス～イスイと優雅に

泳ぎそう。 これは幽霊？

なんだかかわいい

マスコットみたいだね。

ふっと現れ、さっと消えて、

いつも助けてくれたら

いいのにね。

ピンクと白の

バラの花束は、

お部屋を明るくして

くれそう。

太陽みたいな元気なお花は、

心を明るく照らしてして

くれそう。

目がパッチリの

ネコの耳にはピンクダイヤの

受信機装着？

大きな目で見たいろんなことを

話してくれそうです。

赤い水玉のお魚はネコのえさ？

それともお友だちかな？
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キュートな

カメは今にも動きそう。

生地を活かした甲羅の

表現力が効いて

いますね。

ピカ～ンと目が

光る青うさぎ。

ドレスと耳を合わせた

コーディネイトが

ステキです。

正直で誠実そうな

ワンちゃん。

あなたもきっと、

まじめな良い人に

違いありません。

いろんな

ボタンを多用して、

ポップなネコに

なりました。

表情ゆたかで

ファンキー！

かわいい。

おもしろい。ふしぎ～。

頭からシッポに向けて

しゅるっと流れるものは

何かと思ったら、

葉っぱをつけた

チコリータ？

ウサギとハートが

しっかり結びつた

ステキなペア。

これは縁結びの

お守りかな？

ハッピーエンドを

お祈りしています！

お花柄のネコは

ヨーロピアンスタイル。

黄色いおひげが

アクセントカラー

ですね。

たらんと力の抜けた

ブタさんのお鼻はとけそう。

いっしょにいる相棒も

ゆる～い。

これは気持ちを楽にして

くれるほのぼの

コンビだね。

赤いてるてるぼうず？

それともウルトラ怪獣

ノーバかしら？

どんな願いを込めて

つくったのか、

すごく知りたいな。

すっとした青い魚。

赤いリボンのヒレと

小さなハートのうろこが

かわいいね。

黄色とオレンジの

重ねリボンが

チャームポイント。

淡いピンクの顔に

黒い瞳があどけなくて

かわいいな。

クラシックカー

みたいなおしゃれな車。

窓から乗っている人

も見える。君かな？

お～い、楽しそうだね～。

どこに行くの～？

お花柄の

ペアのハート。

カップルみたいでもあり、

親子みたいでもあり・・・。

いっしょに幸せに

なろうね～。

なんと繊細で

可憐なネコさん

でしょうか。

淡い色調で上品に

まとめられ、

心いやされますね。

沖縄の海で見た、

美しく青い魚を

思い出したよ。

心を洗ってくれそうに

清々しい、かわいい

2 尾の魚たちだね。
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第 4
展示室

Chiba University Hospital
（Chiba-shi, Chiba）

千葉大学医学部附属病院

レースの首飾りの

ネコの親子？

ネコちゃんも

キャップの色も

淡くやさしいピンク。

きっとあなたも

やさしいね。

ゆめのように

たのしいバス、

それともトラックかな？

パパといっしょに

どこかにいけたらステキだね。

そうかんがえながら

パパとつくる今も、

きっとすごくたのしいね。 わあ！バナナだ！

たっぷり大きくて、

たべてもへらないバナナ。

ママの愛もたっぷりだね。

そして君のえがおは

愛嬌たっぷり。

みんなをうれしくして

くれるえがおだね。

これは

オオクワガタ？

君のオリジナルで

スーパーカッコいい！

こんな昆虫を

肩に乗せて歩いたら、

人気者に

なっちゃうね。

おもてはかおで、

うらは名まえ。

カッコいいドールだね。

でも一番目を引くのは

りりしく賢そうなボクだよ。

なんだかすごい人になりそうで、

大きくなったら

会いたいな～。
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たのしいカメが 2 匹、

歩いているのは

海岸かな？

白いレースは波打ちぎわ？

ママとボクみたいな

なかよしカメは、

なんのおはなし

してるのかな？

どか～んと

大きなミニオン。

すごい大作つくったね。

大冒険に

巻き込まれそうで

わくわくするよ。

模様をつなげて

ステキな輪になり、

びっくりだ！

青くてフシギなハッピードールも

すごくカッコいい。

ママとつくった

世界に一つしかない

たからものだね。

すご～い！おおきな

はらぺこあおむしだ！

たくさんたべて、

ちょうちょになるかな？

ボクもいっしょに

大きくなってね！

飾りが

たくさんついた

かわいいハート

おもてもうらもすてきだね。

ママといっしょにつくった

たいせつな

たからもの。
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第 5
展示室

The University of Tokyo Hospital 
（Bunkyo-ku, Tokyo）

東京大学医学部附属病院

魚を作りました。
上についている

赤いヒレがポイントです。

赤いルビーのヒレと

輝くうろこ。

なんとゴージャスな

お魚か！

これは無敵な守り神に

なりそうだ。

これはもしや

ドラゴンボールと

ルフィの骨付き肉？

願いを叶えるボールと

パワフルな骨付き肉で

パワー倍増だね！

かわいいものが

たくさんできたね。

でも一番かわいいのは、

あなたの笑顔だね！

手作りのチャーミングな

ドールたちが

勢ぞろいしました！

ピンクの女子が

４人集まると、

病室もサロンのように

華やかです
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こんなかわいい

きょうりゅうが友達なら、

毎日とっても楽しいね。

いっしょに眠ると

どんな夢を

見るのかな？

リボンとドレスが

ブルーのかわいい

ウサギさん。

ごはんもあげてるの？

まいにちウサギさんと、

楽しく遊んでね！

つよくて

やさしそうな・・

ブルードラゴンかな？

キラキラもいっぱいついて、

ママもがんばったんだね。

ボクのうれしそうな顔で、

みんな笑顔に

なったよ！。

ベッドの上で

作っている子は、

もしかして白雪姫？

かわいいハートが

3 つもできて、

願いごとも 3 つ

かなうかな？
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ママと作った

うさぎさんは色合いやさしく

刺しゅうも細やか。

心こめた願いが伝わります。

かわいいいお嬢さんが

歩けるように

なりますように・・・！

3 原色の鮮やかな

花柄のオブジェ。

とても丁寧に縫われた作品を

嬉しそうに持つ先生に

「これ、な～んだ？」と

尋ねられているような・・・。

いろいろ推理を巡らせ、

興味津々です。笑

ニコニコの

うさぎさんは

可愛いだけじゃない！

お顔の柄は個性的で

かっこいいし

お耳はふわふわで、

ついさわりたく

なります～。

元気色のステキな

デザインのキノコに

なりましたね。

みんなの心に灯りを

ともしてくれるキノコさん。

子どもたちの気持ちを

元気にしてくれるキノコさん。

いつもありがとう！

感謝しています。

ゴージャスな柄の

象さんは、象のプリンセス？

それともアイドルでしょうか？

特別感満載です。

行く先々で夢をかなえてくれる、

魔力をもった象かもしれません。

どうか、子どもたちの夢を

かなえてください！

おやおや～。

このクジラさんは

潮吹いてるのかな？

たのしい工夫で生き生き感が

うまれています。

この背中に乗って、

大海原を旅したいなあ。

かわいい

パステルカラーの

スヌーピー。

ふんわりあたたかくて、

気持ちもやさしくなりそう。

いつでも一緒にいてくれる

ピンクのスヌーピーと

どんなお話するのかな？

さわやかな色の

てるてるぼうずとリボン。

きっとあしたは晴れるね。

きっと願いもかなうね。

そしてあなたは

リボンが良く似合うね～。

目はパッチリ！

シッポはふさふさの

ビタミンカラー。

愛嬌たっぷりのフシギちゃんは

どこからやってきたのでしょう？

先生たちが一生懸命作る

姿は愛らしくて、

胸きゅんです。

第 6
展示室 Center Hospital of the National Center for 

Global Health and Medicine（Shinjyuku-ku, Tokyo）

国立国際医療研究
センター病院
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第 7
展示室

第 8
展示室

Hyogo Prefectural Kobe Children’s Hospital 
（Kobe-chi, Hyogo）

兵庫県立こども病院

Tygerberg Hospital School

タイガーバーグホスピタル
スクール （ケープタウン、南アフリカ）

布でできたやわらかい

絵本みたいで、すてきです。

お花が咲き、ちょうちょが

ひらひら、空には雲うかび、

かわいいネコも一緒に

家族でドライブかな？

ルンルンたのしいようすが、

布の音符からも

伝わりますね～。

4 つのハートがつながって、

かっこいいモビールになったね。

飾ったらお部屋も楽しくなりそう。

The four hearts 

become a cool mobile!

If you decorate it,

your room will be fun.

カラフルなお魚！

体の表と裏のコントラストも

すごく素敵だ。

Colorful fish!

The contrast between 

the front and 

back ofthe body isnalso 

very nice!

わあ！ユニーク！

日本の TV キャラクター、

どーもくんに似ているかも。

知ってる？

Wow! Unique! 

It may be similar with 

Japanese TV character

Domo-kun.

You know?
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みんなで一緒に作った

ハッピードールたち。

仲間同士のしるしみたいだね。

Happy Dolls made together! 

It looks like a sign of 

friends.

大きくて

ゴージャスなハートだね。

見ているだけで

幸せな気持ちになるよ。

It's a big and gorgeous heart!

It makes me happy,

just looking at it.

なんてキュートな

ハートかしら！

あなたのイメージにぴったりだね。

What a cute heart!

It fits your image 

perfectly.

おしゃべりそうな

ゆかいな顔。

二人でおしゃべりしたら、

止まらなくなりそうだね。

A happy face that 

seems to be talkative.

If you talk together, 

it seems like it will 

not stop.
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Happy Doll  Project 2020
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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 年はポーランドでも実施。2011 年以降は東北、2016 年からは熊本応援活動
としても各地を巡回し、作品は川崎市岡本太郎美術館、森美術館でも展示され
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、2020 年で
15 年目を迎えます。

Happy Doll 初のリモート版！

今年は新型コロナウィルスの影響により、異例の年になり
ました。面会制限がかけられ、病棟内のイベントも中止
となり、いつも以上に我慢を強いられている子どもたち
に、夢中になれる楽しい時間を届けたい！と、リモート
での参加を呼びかけたところ、全国と世界の 14 病院から
500 人を超える参加希望がありました。届いた写真を
院内展覧会に代え、“ペーパーミュージアム” として皆さん
の作品をご紹介出来ることを嬉しく思います。

This year has been a tough year due to COVID-19, and that was not 
an exception to the kids in the hospital as well. In the hope that Happy 
Dolls can bring fun and joy to them,despite the limited visits and 
cancelled events, we decided to continue the project online, which got 
more than 500 applications form 14 hospitals.

It is our honor to introduce the great works in this Paper museum 
instead of the in-house exhibition.

“Happy Doll Project” has been a significant project, connecting people who fight against their 
disease and fate through the workshops and exhibitions of Happy Dolls.
The Dolls made by those in the hospitals are exhibited not just in their hospital but take a 
journey to the next hospitals waiting for them.

Starting this project in 2006, WAP visited over 100 hospitals. The countries the Dolls were 
born in the last 15 years includes Japan, The U.S.(NY), South Africa and Poland. This year 
the Dolls were exhibited even outside the hospitals, in the two iconic museums; Taro Okamoto 
Museum of Art, Kawasaki and MORI ART MUSEUM.
We are happy that this project has brought many smiles globally.

Happy Doll Project

Happy Doll Project
2020

2020 年 5 月～ 8 月、厦門国際空港内にある紅点設計
博物館で開催された『Social Design Exhibition Asia』
に Happy Doll Project が展示されました！
社会問題の解決や持続可能な社会に向け、アジアの
先進的なソーシャルデザインを紹介する展覧会。
中国国内では初の大規模展となるソーシャルデザイン
展で、20 を超える国と地域から集められた出展作品
の一つに Happy Doll が選出されました。
今後開催予定の巡回展に向け、Happy Doll は現在も
中国に出張中です！

（写真提供：Red Dot Design Museum Xiamen）

Happy Dolls were exhibited in “Social Design Exhibition Asia” at Red Dot 
Design Museum Xiamen in the summer of 2020.
This is the first large-scale exhibition of social design in China, and aims to 
introduce advanced social designs in Asia for a better, sustainable society.
Happy Doll was selected as one of the works from more than 20 countries 
and regions.
Dolls are still enjoying their stay in China for the upcoming traveling 
exhibition!
 （Photo credit：Red Dot Design Museum Xiamen）

病室やプレイルームで
制作を楽しんでもらい…

完成したHappy Doll の

写真データを受け取り

病院に制作キットをお届け

ペーパーミュージアム
の完成！！

Happy Doll中国上陸！
Happy Dolls’ Debut in China
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2006-
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Happy Doll Friends!
2012
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2015

20 16
また、一緒につくって、
笑い合える日がきますように・・・

2019

20 18

20 1 7



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）
はくあいホーム（宮城）
仙南病院（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（東京）
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
福島県立医科大学付属病院 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・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
 

2017
福島県立医科大学附属病院 須賀川支援学校医大校
ルミエールしかまつ
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（東京）
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）
仙南病院介護老人保健施設 はくあいホーム（宮城）
帝京大学医学部附属病院
宮城県立がんセンター

2019
Tworkowski Hospital（ポーランド）
国立国際医療研究センター病院（東京）
仙南病院介護老人保健施設 はくあいホーム（宮城）
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

高橋 雅子（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。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）。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 1200 日を超える活動を記録。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。

Masako Takahashi, Hospital Artist
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 produced many art programs in museums and hospitals for the 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 connection 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 1200 days, visiting the disaster areas in Iwate, Miyagi, Fukushima and Kumamoto. This year, 10 years 
from the earthquake, she decided to move the headquarters to Sendai, where she opened “Wonder Art Studio”(2016)  
for even more devoted support.

History 
2006-2019
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Happy Doll Project 2020
SPECIAL PROGRAM

Welcome to
PaEr
MuEu

of Happy Doll

ハッピードールの世界へようこそ！

『Happy Doll Project 2020特別編』
主催：Wonder Art Production

協賛：サノフィ株式会社　コスモエネルギーホールディングス株式会社

〈参加病院〉
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新潟病院
兵庫県立こども病院
熊本大学病院

Tygerberg Hospital School

他

『Welcome to Paper Museum of Happy Doll』 制作
Wonder Art Production

監修・作品コメント　高橋雅子
　　　　　　　編集　鈴木唯
　　　　　デザイン　菊池史恵
　　　　　　　翻訳　普世明日香

〒984-0073　宮城県仙台市若林区荒町 172　第一旭ビル 2F

TEL 022-724-7255　FAX 022-724-7285

Email　wonderartproduction@gmail.com


