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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。

　その点において、日本から出かけた子ども達はいくつものワークショップを通じて、言

語の壁とおもしろさ、喜びや悲しみの表現の仕方、生活様式、そして様々な宗教や人

種の存在そのものを学ぶに至る有意義な体験になったと強く感じています。シンガポ

ールの子ども達との交流だけではなく、シンガポールの大人、シンガポールに住む日

本の子ども達との交流も得難い体験であったようで、その点は子ども達の旅の報告会

での発表内容からも明らかでした。

　また、日本文化の紹介をするセッションでは、日本の子ども達やシンガポール在住の

日本の子ども達が日本のおもちゃを実演、説明して、シンガポールの子ども達に子ど

もの目線で文化の一部を直接伝えることができました。

　日本とシンガポールの文化の差異だけではなく、結局、人はどこでどんな生活をして

いようとも、心通じるものがあり同じ人であることに子ども達が気づいたことは大きな収

穫です。たとえ当該事業の体験の詳細をこの子ども達が忘れてしまったとしても、この

度の事業で子ども達が受けた色々な印象は子ども達の中に残り、いずれ何かの形で

役立つ日が来るのではないかと多いに期待できます。

　最後に、初めてとなるこの催事を支援・協力してしていただいた多くの関係者、会社、

組織の方々に厚く御礼を申し上げます。

特定非営利活動法人　バディング　アーティスト　ファンド　ジャパン　
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協力者からのコメント

   最初はお互いに緊張の面持ちでどことなく他人行儀だった子供達

が、お互いの考えをぶつけながら一つの作品を作成し、非常に楽し

くプレゼンしていくのを目の当たりにし、あらためてこども達には国境

というものが意味をなさないことを感じさせられました。大人が知識

として上から教えるのではなく、世界の広さや文化の多様性を感じ

取り、そして様々な考え方を受容し尊重していくことの重要性を、自

らの経験として学べる中味の濃い、非常に有意義なセッションだった

と思います。今後ともより多くの子供たちにこのようなチャンスを作っ

ていただくととともに、今回の様子を広く紹介していただきたいと思

います。

株式会社　日本航空インターナショナル

シンガポール支店　支店長

溝之上正充氏

   大使館が共催したデジカみしばいワークショップと日本

文化紹介セッションにおいて、日本とシンガポールの子ど

もたちが共に一つのことに取り組む姿を見て、大変喜ば

しく思いました。参加した子どもたちにとって、今回のプロ

グラムが、広い視野を持つための良い契機となってくれ

ることを願います。

在シンガポール日本国大使館

桑山直樹氏
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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

2.事業実施期間：2008年12月19日（金）から2008年12月23日（火）：3泊5日
　（ワークショップ2日,機内泊１泊）
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6年生の子どもたち　6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　 清水恵（石神井学園　教官）
    荘司哲夫（BAFJ理事長）
    山下真智子（BAFJ理事、ワークショップ講師）
    長谷川仰子（BAFJ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）

◎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（移動宿泊手配）

　　　　　 　　　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】

中根由佳子（チラシデザイン）

華家彩子（日本でのワークショップ運営サポート）

吉山久美子（協賛団体営業アドバイス）

【シンガポール】
エリソン・ロウ（21日夕食会主催）
山田真理（コスチュームでの記念写真撮影会主催、現地通訳）
アンドリュー・タン（22日昼食会主催）

◎寄付者　浅野浩明、株式会社　幸文社石井印刷所、白井聡子、長川原秀美、長野延吏子、
　長谷川欽子、長谷川成男、堀口育子、山之上雅信（五十音順）
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10月26日　13：00－15：30　ワークショップ　参加者12名
　　　　　　　　　　　　　　　（シンガポールの子どもたちに絵手紙を書こう）

11月9日　　13：00－15：00　オリエンテーションⅠ（参加者対象）　参加者6名
12月6日　　13：00－15：00　オリエンテーションⅡ

　　　　　　　　　　　　　　　（シンガポールについて調べた内容報告＆英語ワークショップ）

12月13日　13：00－15：00　オリエンテーションⅢ（当日スケジュール説明等）

12月19日　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）

12月20日  11：30－12：45　料理ワークショップ（現地料理“ポピア”を作る）

　　　　　 参加者　日本から参加した子供たち　 6名
　　　　 　シンガポールの子どもたち　 30名
　　　 　　　　合計    36名
　         13：00－18：20　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

　          ワークショップ　

　　　　　 A)日本の子どもたち（9～12才） 17名 （2～3名×6チーム）

　　　　　　　 ①日本からの参加者（11～12才） 　 6名
　　　　　　　 ②シンガポール在住の子どもたち（公募） 11名
　 　             B)シンガポールの子どもたち（9～12才 BTBAF） 8名 （2名×4チーム）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 25名
   
               日本文化紹介セッション　ワークショップ　　　　　 　25名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       保護者・関係者 60名
　 　　　　　 　　　　合計　　 85名

12月21日 11：00－12：00　ヒップホップダンスワークショップ

　　　　　　　　　 参加者　日本から参加した子供たち　 　　 6名
　　　　　 　シンガポールの子どもたち　 　　　　10名　合計    16名
　      13:00-17:00　CAMPクリケットワークショップ

              　 参加者　日本から参加した子供たち　　　　　 6名
　　　　　　                       シンガポールの子どもたち 　　 8名　合　計　14名（2～3名×6チーム）

※延べ参加者数　 176名

12月22日　 シンガポール体験

　　　　　　　23：20（シンガポール国際空港　発　JAL710 便）

12月23日   7：00（新東京国際空港　着）

1月17日 　13：00－15：00　報告会（会場　東京都石神井学園）　参加者・関係者32名が参加
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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20（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

■参加者 A)日本の子どもたち（9～12才） 17名
①日本からの参加者（11～12才） 6名
②シンガポール在住の子どもたち（公募） 11名
B)シンガポールの子どもたち（9～12才 BTBAF） 　8名

■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」のシーンとお話を日本チームとシンガポー
ル･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 日本のおもちゃ紹介

①ワークショップの際に小道具として使用された「モノ」が、実際にはどのようにして使われるか
を実技で紹介。装飾品の一部は伝統的なおもちゃ。シンガポールの子どもたちに想像と違う使い方を知
って驚いたり、感心したりして楽しんでもらう。

②日本からの参加者が日本の歌を披露。

18:20 終了
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 ラップアップワークショップ

BTBAF企画の料理ワークショップ。シンガポールでは定番の「ポピア（popiah）」という小麦粉で
作られた薄い生地に肉や野菜など好みの具と調味料を巻くもの。日本の手巻き寿司に似ている
。

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、交流しながらオリジナルの作品を仕上げていった。

【感想】
・ソースが甘かった。（女子　O）
・上手にできて、おいしかった（女子　H）
・シンガポールの先生にほめられた（女子　H）
・けっこうできが良かった（女子　W）
・作ったものがおいしかった（女子　S）
・最初、照れた（男子　I）
・作ったものを自分もおいしく食べられた。（男子　T）
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 CAMPデジカみしばいワークショップ

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。

また、小道具として、竹トンボ、コマ、おはじきなど、日本の伝統的なおもちゃを使用。意外な方
法で活用されていた。

作品紹介

エミリーのぼうけん

Magic Forest Hello Kitty Forest
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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。日本のおもちゃのデモンストレーションでは、
シンガポール在住の日本人の子どもたちやご父兄が積極的に参加してくれた。

【感想】
・チームワーク良くできた（女子　O）
・途中からお腹が痛くなって創作にあまり参加できなかったけど、発表はうまくできた。（女子　H）
・ペアの人と仲良くなれた（女子　W）
・人形がかわいかった（女子　S）
・難しかった（男子　I）
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 ヒップホップダンス

【感想】
・自分なりによくできた（女子　O）
・ダンスの先生が面白い人だった（女子　H）
・ダンスが楽しかった（女子　H）
・楽しかった（女子　W）
・初めてHip　Hopを踊って楽しかった（女子　S）
・（ダンスが）覚えやすかった（男子　I）
・みんなとダンスができてよかった（男子　T）
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【開催概要】

■開催日時 2008年12月21日（日）　13:00～17:00

■会場 The Little Arts Academy（シンガポール）

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

■参加者 A)日本の子どもたち 6名
B)シンガポールの子どもたち（BTBAF） 8名
⇒2名×8チーム

■内容 日本の子どもたちとシンガポールの子どもたちがくじ引きで二人一組のペアとなり、クリケットを使
って動くおもちゃを作成する。

■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 「クリケット」の説明、素材のガイダンス

13:35 グループ分け

13:40 練習問題

14:00 制作開始

15:30 片付け

15:40 制作レポート記入

15:55 発表

16:25 感想を書く

16:40 リフレクション

16:50 終了

 クリケット・ワークショップ
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 クリケット・ワークショップ作品と感想

【感想】
・材料が少なかったけれど、上手にできた（女子　O）
・犬（プードル）を作ったけどしっぽを作るのが特に難しかった（女子　H）
・できたものの動きが面白かった（女子　W）
・2人で作った動くおもちゃが可愛くて面白かった。（女子　S）
・何を作るか考えるのに時間がかかった（男子　I）
・楽しく、動物が作れた（男子　T）

作品

ツインエンジェル
Singing Angel

回る小ねずみ

Lit t le t hr ee eye man 
in Hawaii

Chr ist mas Joy コモコモ



 13

 シンガポール体験

ヒンズー教の寺院と仏教の寺院が隣り合
わせている、多民族国家ならではの光景
を見学

女子はシンガポール航空フライとアテン
ダントの衣裳、男子はタキシードに扮装し
て記念撮影。シンガポール在住の山田真
理さんの協力で実現。

シンガポール川をクルーズ。川面からマーラ
イオンを見学。

黒川紀章氏が設計した世界最大の観覧
車、シンガポールフライヤーでシンガポー
ル市内を一望。

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。お礼に「よさ
こいソーラン節」を踊る子どもたち。

BTBAF理事のアンドリュー氏が経営する
日本食レストラン「朋友」でランチ。
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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
　・シンガポールの人はとてもやさしかった。（女子　O）
　・暑すぎた（女子　H）
　・シンガポール人も少しは日本語がしゃべれる人がいたこと（女子　W）
　・暑い（女子　S）
　・親しみやすい（男子　I）
　・町がきれい（男子　T）
　
興味をもったこと（面白いと思ったこと）
　・（貸してもらった）デジタルカメラ（女子　O）
　・イルミネーションがきれい（女子　H）
　・クリケットワークショップ（女子　W）
　・お金（日本と違って$！）（女子　S）
　・いろいろな文字があったこと（男子　I）
　・日本とは料理が違う（男子　T）

想像（イメージ）と違っていたこと
　・シンガポールの人が日本語を少ししゃべれていた事（女子　O）
　・建物がカラフルな色だった（女子　H）
　・お店に日本の物が売っていたこと（女子　H）
　・小さい国と聞いていたけど、やけに広く感じた（女子　W）
　・お金持ちな国だった（女子　S）
　・もっと都会だと思った（男子　I）

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
　・（山田真理さんの友人）エリソンさん宅に招待されたクリスマスパーティ(女子　O)
　・全てが楽しかったです。どれが一番とは選べない（女子　H）
　・クリケットワークショップ（女子　W）
　・全部（女子　S）
　・ポーチャ作り（男子　I）
　・ダンスが楽しかった（男子　T）

友達に自慢したいこと（新しい発見、経験など）
　・おみやげ（女子　O）
　・シンガポールにいけたこと自体（女子　H）
　・シンガポールにも仏教のお寺があること（女子　W）
　・シンガポールに行ったこと（女子S）
　・シンガポールフライヤーが楽しかった（男子　T）

印象に残った場所
　・マーライオン（女子　O）
　・エリソンさん宅のクリスマスツリー（女子　H）
　・リトルアーツアカデミー（女子　H）
　・ワークショップの会場（女子　W）
　・マーライオン（女子　S）
　・リトルアーツアカデミー（男子　I）
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 残念だったこと
　・ゆうなが、病気のため参加できなかったこと（女子　O）
　・たった５日間だったこと。初めはあまり参加したくなかったけど楽しかった（女子　H）
　・ゆうなが参加できなかったこと（女子　W）
　・ゆうなが行けなくなったこと（女子　S）
　・もう少しいられないこと（男子　I）
　・プールに入れなかったこと（男子　T）
　　*「ゆうな」は、病気のため参加できなかった仲間の名

 おいしかった食べ物
　・オレンジジュース＆酢豚（女子　O）
　・エリソンさん宅での食事（女子　H）
　・タイ風焼きそば以外のもの（女子　H）
　・ポピャン（女子　W）
　・お肉（女子　S）
　・全部（男子　I）
　・お肉（男子　T）

 おいしくなかった食べ物
　・米（女子　O）
　・タイ風やきそば（女子　H）
　・甘い焼きそば（女子　W）
　・タイ風やきそば（女子　S）
　・甘い麺類（男子　I）
　・甘いごはん（男子　T）

Q4その他、今回参加して感じたがあれば書いて下さい。
　・もう一度シンガポールに来たら、やってみたいこと
　・シンガポール人たちの印象
　・日本と違うこと　等

　・（山田真理さんの友人）エリソンさんの家に行きたい（女子　O）
　・シンガポールのお米になれること（女子　O）
　・シンガポールの人達はとてもやさしかった（女子　O）
　・エリソンさんの家に行きたい（女子　H）
　・シンガポールフライヤーに乗りたい（女子　H）
　・リトルアートアカデミーにまた来たい（女子　H）
　・また来られたら、エリソンさんの家に泊まってみたい（女子　W）
　・シンガポールは色々な国（人種）の人がいる（女子　W）
　・中華街が広かった（女子　W）
　・シンガポールに行けたのは奇跡だと思います。陰で支えてくれた人のおかげだと思います。もう少し大

人になったら、またシンガポールに行きたいです（女子　S）
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パブリシティ
The Straits Times（シンガポールの新聞）　2008年12月22日（月）

The Straits Times（シンガポールの新聞）　2008年12月22日（月）
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 日本からの参加した子どもたちの感想文

担当する分野を事前のオリエンテーションで決め、帰国後に感想を書いてもらいました。
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