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１．2021 年度のごあいさつ 

 

 昨年からのコロナ禍にあって、みなさまにおかれましては大変な毎日をお過ごし

のことと拝察いたします。 

 私たちの活動におきましても、2020 年度から 2021 年度にかけて、新型コロナ

ウィルス感染拡大の影響で、学生たちは大学構内に立ち入ることもままならず、ス

トリートチルドレン芸術祭の活動は休止を余儀なくされました。新入生の募集もで

きないうちに、芸術祭所属学生はこの２年で現４年生の数名のみとなってしまいま

した。 

 しかしながら、長年協賛してくださるアルソア株式会社様の励ましと、これまで

培ってきたネットワークのつながりで、３年ぶりにチャリティカレンダーを制作す

ることができました。2008 年度に本学を卒業し、その後も芸術祭の活動を支えて

くださった佐藤健様が、所属する NPO 法人「ピースウィンズ・ジャパン」に働きか

けてくださり、活動復活が実現したのです。 

 「ピースウィンズ・ジャパン」様は世界 36 の国と地域で紛争や災害、貧困など

の脅威にさらされている人びとに対して支援活動を行っており、路上生活を強いら

れる子どもたちを支援してきた「ストリートチルドレン芸術祭」の枠組みを大きく

超えることから、復活した 2022 年チャリティカレンダーは「ワールドチルドレン

芸術祭」となっています。これを機に活動の正式名称も改め、今後さらなる発展を

目指したいと考えております。 

「ストリートチルドレン芸術祭」設立から 17 年、多くの方々によって支えられて

まいりました。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

2022 年 4 月吉日 

旧ストリートチルドレン芸術祭 代表  

東北福祉大学 教授  

生田目学文 
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２．ストリートチルドレン芸術祭と 2021 年の活動休止に至る

までの経緯 

 

2005年にストリートチルドレン芸術祭が発足 

路上で暮らす子どもたちをただ単にかわいそうと見るのではなく、彼らの描く絵を通じて、彼

らの存在や思い・感性・可能性を一人でも多くの人々に実感してもらえたらという願いから、

ストリートチルドレンに特化した芸術祭を開催する組織として 2005 年に世界で初めて誕生し

ました。ストリートチルドレン芸術祭は有給スタッフ不在のボランティア団体で、当初は熱海

市立小嵐中学校の生徒・教職員のほか、各地の小中学校の教員、国際協力関係の団体職員、会

社員、主婦、大学生、高校生など、内外 30 名ほどのスタッフで構成されていました。世界 100

か国以上に広がる国際協力機構（JICA）のネットワークや NGO 団体、世界の若者たちのネット

ワークなどの協力を得て、世界の子どもたちの絵が集められていました。 

新型コロナウイルスによる活動休止 

2020 年より世界的に大流行となった新型コロナウイルスは、活動拠点のある宮城県においても

感染が急拡大し、人口 10 万人あたりでは全国で最も感染者が多く、県内の医療機関は逼迫し、

拠点の東北福祉大学構内への立ち入りが規制されることとなりました。新入生の勧誘をはじ

め、学内の課外活動再開の見通しも立たず、海外へのスタディツアーはもちろん、チャリティ

グッズの販売会や絵の展示会といったイベントも全く開催できない状態となり、事務局メンバ

ーはコロナ対策と学業、それを支えるアルバイトなどのため、ボランティア活動を継続できな

い状況となり、活動の休止を余儀なくされることとなりました。 
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３．ワールドチルドレン芸術祭について 

2021年 9 月様々な境遇の子どもたちが参加できる芸術祭、ワールドチルドレン芸術祭と改

め、活動を再開 

2021 年 9 月まだまだ予断を許さない状況でしたが、深刻な被害を与えていた新型コロナウイル

スの感染縮小と、NPO 法人ピーウウィンズ・ジャパン様によるご協力により、活動を再開する

運びとなりました。また、長年ストリートチルドレン支援に焦点をあてて支援活動を行って参

りましたが、近年のストリートチルドレンの減少を受けて、支援の対象となる子どもたちを世

界中で支援を必要としている脆弱な環境にいる子どもたちに広く参加して貰えるように、「ワ

ールドチルドレン芸術祭」という新しい芸術祭名となりました。この名称には、「世界の子ど

もたちが描いた絵を通して個々の『思い』にふれ、世界に目を向けた活動を目指したい」とい

う思いが込められています。 

世界中の脆弱な環境にある子どもたちに寄り添える芸術祭に 

世界には様々な理由により厳しい境遇にある子どもたちがいます。災害により住んでいた家を

失い避難生活を送っていたり、紛争で故郷を追われ難民キャンプで暮らしていたり、地域によ

っては貧困により十分な教育を受けられない子どもたちもおり、様々な辛い境遇におかれて心

に深い傷を負っています。そのような境遇にありながらも、心に光を灯し懸命に未来を見る、

そんな子どもたちの存在や思い・夢・希望のメッセージを世界中の人びとに伝えていけたらと

いう想いから、彼らの描く作品の展示会開催やチャリティーグッツの制作・販売活動を行って

います。 

チャリティーカレンダーの制作は 2022 年版で 16 年目となりました。収益は必要経費を除き、

今回絵の提供に協力いただいた世界各地で活動されている国際協力 NGO ピースウィンズ・ジャ

パンを通じて絵を描いてくれた子どもたちの暮らす地域のために活用されます。世界中の子ど

もたちが安心して笑うことのできる世界を願い、私たちは活動を続けています。 
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組織概要 

ワールドチルドレン芸術祭に芸術祭名が変更となるにあたって、下記のように組織体制が変更

となりました。 

 

旧体制： 

 

新体制： 

 

これまでは東北福祉大学のみの枠組みで活動を行ってきましたが、今後は大学内サークルの枠

組みを撤廃し、インカレサークルとして全国的な枠組みでの活動を目指していきます。 
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４．2022 年版チャリティーカレンダー制作について 

2021 年度の絵のテーマは、『私の暮らす場所と人びと』です。 

今年のカレンダーへは 12 の国と地域のこどもたちから作品が届けられました。近年新型コロ

ナウイルスの影響で外出ができず、国によっては外出禁止を強いられる地域もあり、どの国の

こどもたちも多くの時間を家で過ごし、家族や地域の人びとの時間が増えたと思います。今年

はこどもたちの目から見た身近な景色と人びとを描いてもらいました。 

世界を旅する気持ちでこどもたちの絵をご覧いただけたらと思います。 

 
2022 年チャリティカレンダー表紙に選ばれたスリランカのアントニー君の作品 

 

絵の募集先 

 

住んでいる国・地域 出身国・地域 説明 

1  アフガニスタン  アフガニスタン  アフガニスタン国内に住んでいるこどもたちです。  

2  イラク (ドホーク州

シャリヤ地区)  

イラク (ニネワ州

シンジャール)  

「イスラム国」の攻撃や戦闘を逃れ避難生活を送っている

国内避難民や、帰還民のこどもたちです。  

3  ウガンダ  ウガンダ・南スー

ダン  

南スーダンより難民として避難し、現在ウガンダ北部に住

んでいるこどもたちと北部に居住するウガンダのこどもた

ちです。  

4  ケニア  南スーダン  南スーダンより難民として避難し、現在はケニアの南スー

ダン国境付近に住んでいるこどもたちです。  
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5  スリランカ  スリランカ  東部トリンコマリー県で暮らすシンハラ人とタミル人のこ

どもたちです。  

6  ハイチ  ハイチ  2021 年の地震で被災したハイチ南西部の都市レカイに住

んでいるこどもたちです。  

7  パレスチナ（ガザ）  パレスチナ  ガザ地区に住んでいるこどもたちです。  

8  バングラデシュ  ミャンマー・バン

グラデシュ  

ロヒンギャ難民と呼ばれるミャンマーから難民として避難

し、バングラデシュ国境付近の難民キャンプで暮らすこど

もたちと難民キャンプ近くに暮らすバングラデシュのこど

もたちです。  

9  ミャンマー  ミャンマー  ミャンマー東部のカレン州に住んでいる少数民族のこども

たちです。  

10  モザンビーク  モザンビーク  モザンビーク中部のサイクロン被害を受けたソファラ州に

住んでいるこどもたちです。  

11  南スーダン  南スーダン  中央エクアトリア州に住んでいる国内避難民キャンプのこ

どもたちです。  

12  東ティモール  東ティモール  東ティモールのレテフォ村に住んでいるこどもたちで

す。  

 

絵の選考者について 

2022 年版ワールドチルドレン芸術祭チャリティカレンダーへの掲載作品の専攻にあたっては、

製作時間に制限があったこともあり、東北福祉大学の学生、東京農業大学の学生およびピース

ウィンズ・ジャパンのスタッフの皆さまにより選考いたしました。 

 

絵の作者について 
 

住んでいる国・地域 出身国・地域 性別 年齢 作品タイトル 

1 月  モザンビーク  モザンビーク  女の子  11  私のお家、家族とお隣の家族  

2 月  ミャンマー  ミャンマー  女の子  11  私の街のカップル  

3 月  パレスチナ（ガ

ザ）  

パレスチナ  男の子  15  本物の芸術家  

4 月  スリランカ  スリランカ  女の子  18  私の庭  

5 月  東ティモール  東ティモール  男の子  13  レテフォホの好きなところ  

6 月  バングラデシュ  バングラデシュ  女の子  13  村のシナリオ  

7 月  南スーダン  南スーダン  女の子  13  私の国と女の子に教育を  

8 月  ハイチ  ハイチ  女の子  16  美しい風景  

9 月  ウガンダ  ウガンダ  女の子  10  水を飲む男、水は命  

10 月  イラク (ドホーク州

シャリヤ地区)  

イラク (ニネワ州

シンジャール)  

女の子  15  自由  
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11 月  ケニア  南スーダン  男の子  15  病気を予防しよう  

12 月  アフガニスタン  アフガニスタン  男の子  12  私の生まれた村  

表紙  スリランカ  スリランカ  男の子  14  私の故郷  

 

デザイン 

2022 年チャリティカレンダー表紙にはスリランカのアントニー君の作品が選ばれました。デザ

インは A4 二つ折りタイプを採用しており、カレンダーページを開くと A3 サイズとなります。 

 .  

カレンダー表紙 カレンダー裏表紙 

  
カレンダーページ（六曜表記付き） 13 ページ目の説明ページ 

５．2021 年度活動概要 

 

グローバルフェスタ JAPAN2021～多様性あふれる世界 思い描く未来を語ろう～ 
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「グローバルフェスタ JAPAN2021～多様性あふれる世界 思い描く未来を語ろう～」が開催さ

れました。新型コロナウイルスの感染防止対策を行った上で、対面形式とオンライン配信形式

の同時開催となり、国際協力 NGO ピースウィンズ・ジャパンのブースにて、2021 年に応募い

ただいた子どもたちの展示会を行いました。ご来場、オンラインでご観覧いただいた皆さまあ

りがとうございました。 

開催日時：2021 年 10 月 9 日（土）、10 日（日） 

場所：東京国際フォーラム（東京都千代田区） 

 

  
東京国際フォーラム会場の様子 ピースウィンズ・ジャパンのブースにて展示会を実施 

 

 

12 か国の子どもたちの作品を展示しました  
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シンガーソングライターのイルカさんから届いた活動再開応援のメッセージ 

 
 

ワールドチルドレン芸術祭 in JICA 地球ひろば 会場準備 

2022 年 4 月 1日から 2022 年初の単独イベント開催に向け、展

示会の準備を行いました。展示は１４日間東京都新宿区市ヶ谷

JICA 地球ひろばにて行われます。今回、国際協力 NGO ピース

ウィンズ・ジャパンのご提案いただき開催が実現しました。会

場では 2021 年に 12 か国の国と地域から寄せられた作品を展示

しています。 

開催日時：2022 年 4 月 1 日（金）～1４日（木） 

場所：JICA 地球ひろば（東京都新宿区） 

 

 

  
これまでのカレンダーや 2022 年最新カレンダーも

ご覧いただけます。 

一部現地から持ち帰った原画をご覧いただけます。 
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６．現地の子どもたち 

 

アフガニスタンの子どもたち 

.   
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東ティモールの子どもたち 
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イラクの子どもたち 
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南スーダンの子どもたち 
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７．会計報告 

 

2021 年度会計報告 
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８―１．2021 年度学生代表あいさつ（４年生） 

 

まずはコロナウィルスが猛威を振るう中、ストリートチルドレン芸術祭が今まで続けてきた活

動の存続のために協力してくださったピースウィンズジャパンの皆さんに感謝いたします。ス

トリートチルドレン芸術祭は２０２０年、２０２１年と十分な活動が行える状態ではなく、存

続について右往左往していたところ OB の佐藤健さんにお声がけいただきました。 

 

 活動の制限がある中ですが、約２年ぶりでピースウィンズジャパンとの連携の元カレンダー

が完成しました。学生としては微力ながらカレンダーの使用する絵の選考、検品等にかかわら

せていただきました。絵の選考において学生だけで活動していた頃とはまた別の国の子供たち

の絵、そしてメッセージを拝見させていただきましたが改めてそれぞれの国の現況を学ばせて

いただく機会になったとともに、子供たちの思いなどに心を寄せることができました。 

 

 今回が年末近く急ぎでのカレンダー作成ということでしたがピースウィンズジャパンの皆さ

んの多大なご協力により完成したこと、改めて感謝いたします。そしてカレンダー製作がピー

スウィンズジャパン青年部の活動の一つとして行われることは、より多くの人が子供たちの思

いを届ける、また子供たちの思いを受け取る、そんな機会が増える素敵な活動になることと思

います。 

 

 卒業前にこういった形で関わることができ、関係者の方に本当に頭が下がる思いです。 

４年間という長いようで短い期間でしたがストリートチルドレン芸術祭（ワールドチルドレン

芸術祭）の活動に参加することができ幸せでした。ありがとうございました 

 

 

２０２２年度４月吉日 

２０２１年度 東北福祉大学４年 佐々木瞳 
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８―２．2021 年度学生代表あいさつ（３年生） 

 

はじめに OB である佐藤健さんを筆頭にピースウィンズジャパンの皆様の協力のもとチャリティ

ーカレンダーの制作を実現できたことを心より感謝申し上げるとともに大変嬉しく存じます。 

 

私たち学生メンバーは昨年度に引き続き新型コロナウイルスの影響で活動に制限がある中で

したが、カレンダー掲載用の絵の選考、検品作業等を行いました。世界各国から子供たちの思

いを乗せて届いた絵からは深く考えさせられることがあり、よりこの活動自体の意義を実感し

ております。 

 

来年度は学校を限定せずにより多くの学生をボランティアとして迎え入れるなど、新たな試

みを行い活動していきますので、関係者の皆様におかれましては何卒宜しくお願い申し上げま

す。 

 

２０２２年度４月吉日 

２０２１年度 東北福祉大学３年 高橋旺己 
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８―３．2021 年度学生あいさつ 

 

【東北福祉大学３年 森田樹】 

絵の選考は悩みましたが、選んだ絵を描いてくれた子の嬉しそうな写真を見てこの活動をして

よかったなと思いました。 

梱包は単純作業ですが、完成したカレンダーを見て、今年もいいものが出来たと感じることは

この活動の醍醐味だと思います。 

 

【東北福祉大学３年 深沢大樹】 

絵を描いてくれた子が今もなお理不尽に晒され、それでも生きようとする力強さに感動し、選

ばせて頂きました。 

作成に関われた部分は多くはありませんが、少しでもこの絵が沢山の人に伝わって欲しいと切

に願います。 

 

【東北福祉大学３年 佐藤勇樹】 

絵の選考を通して、現地に暮らす子どもたちが伝えたかった想いや生活の様子について考える

ことができ、とても貴重な経験になりました。 

少しでも多くの人に絵を見てもらい、子どもたちが描いた世界に触れてほしいと思っていま

す。 
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９．おわりに 

 

2021 年度の活動を支えて頂いた支援者の皆様、活動にご協力いただいた協賛企業

のアルソア様、東北福祉大学当局の皆様、印刷会社の皆様そして子どもたちの絵の

提供にご協力いただいたピースウィンズ・ジャパン様へ、この場を借りて改めて深

く御礼申し上げます。 

 

本年度の活動は 2021 年 9 月頃から急遽活動再開となったにも関わらず、各方面で

ご尽力いただいたことにより、チャリティカレンダーの製作が実現しました。また、

ピースウィンズ・ジャパン・海外事業部の部長の山本様より活動へのご参加を快諾

いただき、各国で活躍される現地調整員の皆様のご協力により、これまでで最も多

い12の国と地域から自然災害や紛争、貧困等の様々な境遇におかれた脆弱なこども

たちがこの芸術祭へ参加することが出来ました。原画展も開催することができ、多

くの皆さまに子どもたちの作品をご覧いただきました。 

 

 2022 年度は、新たに地域の枠組みを超えたインカレサークルとして、日本全国

の学生が参加できる活動を目指しております。これまで新型コロナウイルスの拡大

により制限されてきた活動も状況を見ながら徐々に再開して参ります。 

 

今後ともワールドチルドレン芸術祭の活動に、皆様の温かいご支援ご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

2022 年 4 月吉日 

ストリートチルドレン芸術祭 一同 
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〈連絡先〉 

Mail:charity@tfu-mail.tfu.ac.jp 

〒981-8522 

仙台市青葉区国見 1－8－1 東北福祉大学・生田目研究室内 

TEL＆FAX：022－301－0601 

HP：http://www.children-smile.com/ 


