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催事を終了して

この事業の主たる目的は、日本の子ども達がシンガポールの子ども達と創作活動を通じ

て交流し、自分たちが今暮らしている世界や環境とは別の世界や環境が沢山広がっている

ことを、肌で感じてもらうことにありました。言い換えれば、文化とは何かを体験する事業で

す。

2008年に引き続き、2009年も日本の子どもたちとシンガポールの子どもたちが交流する

機会が生まれました。強制するのではなく、一緒にワークショップに参加したり、街を歩くこと

を通じて日常の延長線上で交流することを意識しての催事でした。世界が急速に近くなり瞬

時に地球の裏側の情報が流れどんどん画一化されていく世の中で、それでもそれぞれに国

があり文化があることを、そしてそれがこの星の魅力であることを無意識のうちにでも子ども

たちが受け止めることができるのなら、そんな欲張った思いを抱きながらの計画でもありまし

た。

言葉という道具が最良のツールではない中で、子どもたちは遊びや歌、ダンスを通じてコ

ミュニケーションをはかり、影響しあって３日間を過ごしました。食事が口に合わなかった子ど

もも、言葉が通じず歯がゆい思いをした子どもも、興奮に疲れた子どもも、大人になったらま

たシンガポールへ行ってみたい、シンガポールの友たちにまた会いたいと口々に表現する

のは本当の意味での交流がはかれたからでしょう。それがこれから、この子どもたちにどう

影響するのか、あるいは影響しないのかもしれませんが、人生の１ページにそんな日があっ

たという事実が「悪くないこと」なのかもしれません。また、参加したシンガポールの子どもも

日本の子どもも、多くが大人と密に過ごす時間があまりない生活をしているので、今回の催

事でボランティアを含めた大人と沢山の時間を過ごせたことは、心にロウソクが灯ったような

出来事だったようです。そしてお世話をした私たちも、子どもたちの暖かい手のぬくもりが今

も手のひらに残っているような気がします。

一度や二度、このような活動をしたからといって、目に見える効果があるわけではないこ

とはわかっています。しかし、子どもたちが経験した「悪くないこと」が日常生活に戻ったとき

に新しい心の糧となり、智恵となり、生きる勇気となることを願っています。次の私たちの課

題はこういう活動を細々とでも続けていくこと。継続への道のりは決して優しいものではあり

ませんが頑張ろうと思っています。他に特段できることも無いのですから。

最後に、子どもたちとこの催事を支えて下さった皆様に心から御礼申し上げます。有り難う

ございました。

特定非営利活動法人 リトル・クリエイターズ
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協力者からのコメント

フォン・ヤン・キン氏（シンガポール児童の学校責任者フォン・ヤン・キン氏（シンガポール児童の学校責任者フォン・ヤン・キン氏（シンガポール児童の学校責任者フォン・ヤン・キン氏（シンガポール児童の学校責任者））））

HOD, Aesthetics and CCA for HOD, Aesthetics and CCA for HOD, Aesthetics and CCA for HOD, Aesthetics and CCA for MacphersonMacphersonMacphersonMacpherson Primary SchoolPrimary SchoolPrimary SchoolPrimary School））））

出身も違い、言葉も違う子どもたちと生徒はみんなとても楽しい時を過ごした。

ここでの共通語はアートだった。アートを通して学びながら子どもたちが示した純

粋な子どもらしい喜びに私は心打たれた。まさに宗教や文化をこえたとしか言い

ようがない。剣玉など伝統的な日本のおもちゃを手にした時の子どもたちの目の

輝き。アートを通じて新しいものを知る時にはシンガポール人であろうと日本人で

あろうと関係ない。

この様子をみていれば、この子どもたちを新しい日本の友だちに再会させるため

に今度は日本へ連れて行ってやりたいと思う。これはBTBAFの経済的に厳しい

子どもたちを対象に考えれば大きな挑戦ではあるけれど、一生心に残るアートを

通じての経験と考えれば挑戦に価する。

アデリーナ・オン（共催団体アデリーナ・オン（共催団体アデリーナ・オン（共催団体アデリーナ・オン（共催団体 BTBAFBTBAFBTBAFBTBAF 担当者）担当者）担当者）担当者）

(Centre Manager, The Little Arts Academy)(Centre Manager, The Little Arts Academy)(Centre Manager, The Little Arts Academy)(Centre Manager, The Little Arts Academy)

リトル・アーツ・アカデミーはどんな子どもたちも、たとえ経済的に苦しい家庭に

いる子どもたちでさえ、みんながアートへの興味をもち何らかのアートを生み出す

可能性を秘めてい、それを育む機会を平等に与えられるべきだと信じています。

そうすることが自分自身や家族のためにより良い未来をつくることにもなるでしょ

う。今回の国際交流プログラムにおいて恵まれているとは言い切れない５歳から

１２歳の両国のアーティストのたまごたちに国際的な交流の場を与えることがで

きたことは私たちにとっての喜びでもあります。

日下下下下 祐子（共催団体祐子（共催団体祐子（共催団体祐子（共催団体 在シンガポール日本国大使館在シンガポール日本国大使館在シンガポール日本国大使館在シンガポール日本国大使館））））

昨年に引き続き、大使館はデジカみしばいワークショップを共催させて

いただきました。

出会ったばかりにもかかわらず、すぐに打ち解けあい、互いの意見をまと

めてストーリーをつくりあげ、限られた材料から創意工夫で新しい人形をつ

くってしまうといった様子に、子どもたちの無限の可能性を改めて認識させ

られました。

将来の日星関係を担う子どもたち同士の交流を、大使館としても今後と

もより良い形で実施してまいりたいと思います。
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プロジェクト概要

1.事業名：国際こどもアート・フェスティバル ｉｎ ｓｉｎｇａｐｏｒｅ 2009

2.事業実施期間：2009年12月18日（金）から2009年12月21日（月）

3.事業実施国・都市：シンガポール

4.参加者・協力者概要：
（1）参加者（日本からの参加者）
◎東京都立石神井学園の小学5・6年生の子どもたち 10人
※石神井学園
児童相談所長の決定により、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を
要する児童を入園させ、家庭に代わって養護するために設置されている。
設立 明治5年、昭和18年より東京都石神井学園となる。

◎同行者 森 学（石神井学園 養護教諭）

荘司 哲夫（ＮＰＯリトル・クリエイターズ理事長）

山下 真智子（ＮＰＯリトル・クリエイターズ理事、ワークショップ講師）

長谷 川仰子（ＮＰＯリトル・クリエイターズ理事、ワークショップ講師）

（2）主要協力団体・個人

◎共 催 在シンガポール日本国大使館（講師料提供、広報活動）

BTバディング・アーティスト・ファンド（ＢＴＢＡＦ）：シンガポール

（会場提供、一部ワークショップ主催、広報活動、宿泊費、国内交通費負担）

◎協力団体 シンガポール日本人会（参加者募集告知協力、病院紹介などの緊急時バックアップ）

日本航空インターナショナル株式会社（移動手配）

東京都立石神井学園（参加児童コーディネート、日本でのワークショップ会場提供）

株式会社CSKホールディングス（CAMPワークショップ提供）

◎協力者 【国内】

清水 香南（日本でのワークショップ運営サポート）

本永 恵子（参加募集チラシ作成）

【シンガポール】

エリソン・ロウ（21日夕食会主催）

山田真理（現地付き添い、現地通訳）

石川敬子（ワークショップ ファシリエーター）



5

■事前オリエンテーション （会場は全て石神井学園）

1）10月24日（土）13：00～15：00 参加者 12人（石神井学園の小学校5・6年生）

・シンガポールの紹介
・シンガポールの子どもたち宛ての絵手紙作成

2）11月14日（土）13：00～14：30 参加者 10人（シンガポールに行く子どもたち）

・国際こどもアートフェスティバルの説明
・日本文化紹介セッションの内容説明
・英語レッスン

3）12月5日（土）13：00～14：30 参加者 10人（シンガポールに行く子どもたち）

・日本文化紹介セッションのテーマを個人で発表（テーマ 食、遊び、ファッション）
発表後、３グループに分けて次回のグループ発表の相談。（構成を考え、何を削るか、足すか、等）
・シンガポールでのスケジュール説明
・飛行機の乗り方等オリエンテーション
・英語レッスン

4）12月13日（日）13：00～14：30 参加者 10人（シンガポールに行く子どもたち）

・旅手帳配布
・日本文化紹介セッション グループ発表
（シンガポールでシンガポールの子どもたち対象に同様の発表を行う予定）
・最終オリエンテーション
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■開催期間 （会場は標記がない場合、全てリトル・アーツ・アカデミー：シンガポール）

【1日目】 12月18日（金）
10：55 新東京国際空港 発（ＪＡＬ719便）
17：35 シンガポール国際空港 着

ホテル（ペニンシュラ エクセルシオール ホテル）に移動

【2日目】 12月19日（土）
11：00－12：00 ダンス（Ｈｉｐ Ｈｏｐ）ワークショップ

日本から渡航児童 10人
シンガポールの児童 35人 合計45人

13：00－18：30
○ワークショップ：デジかみしばい】
日本から渡航児童 10人
在シンガポールの日本人児童 9人
シンガポールの児童 39人 合計58人

○日本文化紹介セッション
日本から渡航児童 10人
在シンガポールの日本人児童 9人
シンガポールの児童 39人
保護者・関係者 20人 合計78人

18：30－20：00 市内のイルミネーション見学（次の日のワークショップのための取材）
日本から渡航の児童 10人
シンガポールの児童 39人
現地ボランティアスタッフ 12人 合計61人

【3日目】 12月20日（日）
10：30－12：00 マレーダンスワークショップ

日本から渡航の児童 10人
シンガポールの児童 30人 合計40人

13：00－15：30 アンブレラワークショップ
日本から渡航の児童 10人
シンガポールの児童 30人 合計40人

19：00－21：00 チャイルド・エイド コンサート鑑賞

【4日目】 12月21日（月）
10：00－20：00 市内観光

23：20 シンガポール国際空港 発（ＪＡＬ710便）

（22日）
7：00 東京国際空港 着
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� CAMPデジカみしばいワークショップ

＆日本文化紹介セッション

【開催概要】

■開催日時 2008年12月19日（土）

①CAMPデジカみしばいワークショップ 13:00～18:20（16:30～は②）

②日本文化紹介セッション 16:30～18:20

■会場 The Little Arts Academy（シンガポール）

1 Selegie Road, Paradiz Centre, #05-01/02, Singapore 188306

■内容 2種類の背景を用意（一つはシンガポール、一つは日本）。

それぞれの背景から創造できる「起」「承」「転」「結」のシーンとお話を別
のチームが交互に作成。一つの物語に仕上げる。

■タイムスケジュール（すべて通訳あり）

13:00 イントロダクション・自己紹介

13:15 「デジカみしばい」の説明、素材のガイダンス

13:35 グループ分け

13:40 場面、キャラクター設定 ⇒シートに記入

14:00 制作開始

「起」 ⇒シートに記入

14:25 「承」

14:50 「転」

15:15 「結」

15:40 リフレクション、発表の説明

15:50 発表の練習

16:10 休憩（20分）

16:30 日本文化紹介セッション開始

イントロダクション（デジカみしばいの説明）

16:40 発表（5分×12チーム）

17:40 休憩（10分）

17:50 日本の生活紹介（日本から参加した児童）

①遊び ②食事 ③ファッション

シンガポールの学校生活（シンガポールの児童）

18:20 終了
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■報告会

1）1月23日（土）13：00～14：30 会場 石神井学園

参加者
参加児童 10人
石神井学園の小学校4年生～6年生、関係者 20人
合計

会場 石神井学園 会議室

リトル・クリエイターズの担当者がシンガポールの活動を写真を見せながら振り返って話したのち、参

加児童が感想を発表。参加児童がそれぞれ、日本文化で紹介した、遊び、食べ物、ファッションについ

て、シンガポールの同じ分野の感想を作文に書き発表。主催者が児童個々に用意したレンズ付きカメ

ラで撮影したベストショットも披露。
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� Hip Hopダンス

BTBAF企画のダンスワークショップ。

シンガポールのインストラクターの指導のもと、シンガポールの子どもたちと日本から来た子ども
たちが参加し、Hip Hopのリズミカルな音楽に合わせてダンスに挑戦した。

� マレーダンス

BTBAF企画のダンスワークショップ。

マレーシアの伝統的なダンス。意外にテンポが速く、独特な動きに子どもたちは悪戦苦闘。
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� CAMPデジカみしばいワークショップ

リトル・クリエイターズがCSKホールディングスの協力により運営するワークショップ。

シンガポールの街の風景、日本の森の風景、2つの背景を用意。チームのメンバーでアイディ
アを出し合いながら、ユニークな作品を仕上げていった。

日本から来た子どもたちとシンガポール在住の日本の子どもたち、シンガポールの子どもたち
がそれぞれチームを作り、前者は日本語、後者は英語（またはマンダリン）でお話づくりに取り
組んだ。

作品紹介作品紹介作品紹介作品紹介

Lost and Found（シンガポールチーム）

The Egg Story（日本チーム）
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� 日本文化紹介セッション

デジカみしばいの作品を各チームが発表。

そして、日本から来た子どもたちは、遊び、食、ファッションをテーマに日本の文化を、シンガポー
ルの子どもたちは学校生活の様子を紹介し、お互いの生活や文化の違いや共通点などを共有
した。

会場となったリトル・アーツ・アカデミーのロビーに、石神井学園の子どもたちが描いた絵手紙が
飾られていた。
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� アンブレラ・ワークショップ

オーチャードロードのクリスマスイルミネーションを見学して、印象に残ったシーンをデ
ジカメで撮影。その写真をヒントに透明の傘に絵を描くワークショップ。

それぞれが思い描いたモチーフを透明の傘に描き、約1時間でカラフルなオリジナル傘が完成
。子どもたちの投票により、石神井学園の中山優菜さんの作品が人気ナンバー1に決定。

☆シンガポールの子どもたちやボランティア・スタッフと一緒に、大きなクリスマス・ツリ
ーやサンタクロースなど様々なイルミネーションが並ぶオーチャードロードを散策。
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� シンガポールの子どもたちとの交流

初めて見る≪けん玉≫にシンガポールの子
どもたちは興味しんしん。

傘と一緒に記念撮影。チェキで撮影したイン
スタント写真を大切に持って帰った。

アンブレラ・ワークショップ終了後、全員で記
念撮影。

石神井学園の子どもたちの絵手
紙のお返しに、シンガポールの子
どもたちが創ったオブジェをいた
だいた。
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� Child Aid 2009

「Child Aid2009」は、Singapore Press Holdings主催のチャリティ・コンサート。2005年より毎
年開催されており、その売上はThe Straits Times School Pocket Money Fund  とBTBAFに
寄付され、経済的に恵まれない子どもたちを援助するために活用される。
5回目となる今回は、シンガポールのセントーサ島にオープンするユニバーサル・スタジオ内の
ホールで開催された。石神井学園の子どもたちは、同世代の子どもたちのパフォーマンスを熱
心に見つめていた。

ストレートタイムズHPより

翌21日、「Child Aid 2009」のレセプションで出演者たちとの食事会に招待された。始めは話も
できなかったが、マイケル・ジャクソンの「ブラック・オア・ホワイト」を歌ったマレーシアの男の子
にムーン・ウォークを教わったり、一緒に写真を撮ったり、と時間を忘れて交流を楽しんだ。
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� シンガポール体験

シンガポール川をマーライオンまでクルーズ。

子どもたちが印象に残ったものとして一
番に挙げたのが、マーライオン。

世界一の観覧車シンガポール・フライアーから
シンガポールを一望。日本語のガイドを聞きな
がら、シンガポールの街並みや歴史を学ぶ。

シンガポールのエリソン・ロウさんより、ご自
宅での夕食にご招待いただく。子どもたち
は、感謝の気持ちを込めて全員で「すてき
な友だち」を歌った。

中華街でお土産の買い物。なぜか男子
は全員がサングラスを購入。英語で値下
げ交渉にもチャレンジしていた。
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� 日本からの参加児童アンケート

Q1 シンガポールに来てみて感じたことは？

●一番驚いたこと

・（チャイルドエイド）コンサートに行った時にすごい早い手つきでピアノを弾く人がいた

・水道水を飲まないこと

・セブン・イレブンが日本と少しにていたこと

・物が安いこと、とても暑いこと

・日本よりすごく暑い

・シンガポールの飲み水はマレーシアからきていること

・みんなフレンドリー

・日本と違うとこがあったこと

・いろいろ

・地震があまりない

●興味を持ったこと（面白いと思ったこと）

・同室の引率の大人と人がコンサートでもらった風船を割ろうとしたこと

・バスが電車のようにつながっていたこと

・マーライオン

・リトル アーツ アカデミーの壁に絵がたくさん書かれていた

・食事

・船から見えたはだかの男の子の像

・シンガポールの町並み

・シンガポールは自殺する人がすごく少ないこと

・世界のこと

・全部

●想像（イメージ）と違っていたこと

・日本文化紹介セッションの会場が思ったり小さかった

・黒人が多いと思ったけど、意外と少なかった

・マーライオンが思ったより大きかったこと

・ホテルの部屋

・マーライオンがめちゃくちゃ小さかったこと

・広い

・街がきれいと聞いていたけど、少しきたない所があった

・いろいろ

・意外とゴミが落ちていた
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Q2 シンガポールで体験したことについて

●一番楽しかったこと

・コマをみんなで回したこと

・観光

・メイさんに会った楽しかったこと

・シンガポールに友達ができたこと

・アンブレラワークショップ

・ダンス

・シンガポールに行けたこと

・イルミネーションをみたこと、ホテル

・全部

・マーライオンをみたこと

・飛行機の離着陸

・アンブレラワークショップ

・観光

●友達に自慢したいこと（新しい発見、経験など）

・シンガポールは意外にゴミが多い

・とても大きな観覧車に乗ったこと

・歌手の人にサインをもらったこと

・あまり友達に自慢するのはやめよう

・パスタが麺じゃなかった

・エリソンさんの家に行ったこと

・シンガポールの水道水はマレーシアからきていること

・ホテルがよかったこと

・自殺する人がすごく少ないこと、みんな優しいこと

・いろいろみたこと（特にマーライオン）

・全部

●印象に残った場所

・ホテル、リトル・アーツ・アカデミー

・チャイナタウン、観覧車

・観覧車

・オーチャードロード、リトル アーツ アカデミー

・エリソンさんの家のプール

・船から見えたはだかの男の子の像

・リトル アーツ アカデミー

・マーライオン
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●おいしがった食べ物

・ラーメン、とり肉

・サンドイッチ、パン

・肉まん

・アデリーナさんが作ってくれた朝食、パスタ

・リトル アーツ アカデミーで食べたスタッフの誕生日ケーキ

・最後の日に食べたごはん

・レストランのスパゲティー

・いろいろあった

・いっぱいあった

・全部

●おいしくなかった食べ物

・ごはん、ジュース

・ピラフ、おかゆ

・すいかジュース

・スパゲッティー

・朝食を食べた屋台のようなところのごはん（チキン以外）

・すいかジュース

・ない かな（？）

・小さいコーン。本当においしくなかった

・ありません

●残念だったこと

・もっと長くシンガポールにたかった

・あまりごはんを食べれなかったこと

・ダンスができなかったこと

・4日間したシンガポールにいられなかったこと

・雨がふったこと

・３泊５日で短いこと

・すいかジュースの味

・時間がすぐすぎたこと、もっといたかった

・あまりなかった

・ありません
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Q3 その他、今回参加して感じたこと

●もう一度シンガポールに来たら、やってみたいこと

・マリッぺたち、アデリーナさんたちにあってもう１回遊ぶ

・アンブレラワークショップ

・いっぱい遊びたい

・山田さん、アデリーナさん、お世話になった人に会いに行く

●シンガポール人たちの印象

・とてもやさしかっった

・はじめて会った人でも昔からのしたいい友達のような挨拶をする

・デジカみしばいワークショップで友達ができた

・おもしろくすぐ友達になれそう

●日本と違うこと 等

・お店が値段をまけてくれること

・日本と比べて湿気が多い

・街がきれい

・ホテルのトイレとお風呂が一緒

・観覧車のまん中が星だったこと

・緑が多くて、ビルも多い、日本も温暖化防止のために緑をいっぱい増やしてほしい

・野球をやっている人が少ない

・ゴミがあまりおちていない

・もう一回行きたい
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子どもたちが撮ったシンガポールのベストショット

◎Jun ◎yoshinori

シンガポールを訪問するに当たって、子どもたち一人に1つずつ、
27枚撮りのインスタント・カメラを渡しました。限られた枚数で
何を撮るか、子どもたちが悩みぬいた末の自信作です。
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◎Sayaka ◎Hikari
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◎Mari ◎Tomomi
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◎Shota ◎Natsuru
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◎Maho ◎Yuna


