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mudef news is a report on mudef’s current activities,
which aim to change the world in a better way through music and art.
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東京の国立成育医療研究センターの「アイノカタチ基金～国立成育医療研究セ
ンター基金～」。この基金のロゴマーク募集企画が終了し、全456点の応募作品
の中から、ロゴマークとなる最優秀賞が決定いたしました！
岩手県に住む柏木勇三さん（70）の作品で、2つのハートが子どもの顔を包み

込むような親しみやすいデザインです。
たくさんの作品を本当にありがとうございました！
受賞コメント・それぞれの賞についてはこちらをご覧ください。

http://mudef.net/news/2019/04/26/001043.html
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MISIAの森で、音楽やアートを楽しみながら遊べる体験型イベント「MISIAの里山ミュージアム」。
4年目になる今年も様々な方にご協力をいただき、無事開催することができました。今年の来場者は約
800人！イベントに遊びにきてくださったみなさま、ありがとうございました！

石川県の里山里海をテーマにした「MISIAの里山ミュージ
アム2019フォトコンテスト」。
例年に引き続き、今年も開催いたします！今回も、石川県

の自然やそこで暮らす生き物、人と自然の関わりや、土地の
伝統的な営みなどを写真に撮ってお送り下さい。
フォトコンテストを通して、生物多様性の豊かさを一緒に

感じてみませんか？
里山里海にまつわるみなさまからのたくさんの写真のご応

募をお待ちしております。
フォトコンテストの詳細はこちら。
http://satoyamabasket.net/forest/2019/06/post-9.html

http://mudef.net/news/2019/04/26/001043.html
http://mudef.net/news/2019/04/26/001043.html
http://satoyamabasket.net/forest/
http://satoyamabasket.net/forest/2019/06/post-9.html
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◎「ハートのレオナ」（本体1800円＋税）
作：MISIA、絵：大宮エリー、刊：主婦と生活社
2019年7月26日（金）発売
なお、この絵本の売り上げの一部は、アフリカと日本の子どもたちの支援にあてさせていただきます。

今年8月に横浜市で開かれる第7回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡ
Ｄ７）の名誉大使を務めるMISIAが、全編にわたって書き上げた
初の絵本「ハートのレオナ」が発売されます！
舞台はアフリカ。おでこにハートの模様があるライオンの子

「レオナ」がアフリカ大陸を旅しながら成長していく冒険ストー
リー。
作画は同じくmudefの理事で作家や画家として活躍する大宮

エリーが担い、物語の世界を温かな絵で表現しています。
MISIA初の絵本、ぜひご期待ください！
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誕生日に感じる喜びや幸せを寄付の形に代えて、サポートが必要な子ども
たちに届けるプロジェクト「Birthday Charity」。
昨年に続き、俳優の伊藤健太郎さんがこのプロジェクトに賛同してくださ

いました。
今年の6月30日の伊藤健太郎さんのお誕生日にも、みなさまからのたくさ

んのご協力をお待ちしております。
ご賛同いただいたご寄付は、昨年と同じように子どもたちへの活動に充て

させていただきます。
伊藤健太郎さんからはメッセージもいただいています。詳細はHPへ。

http://mudef.net/bc/2019/06/birthday-charity-3.html
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MISIAの楽曲「AMAZING LIFE」が、今年8月に横浜市で開かれる第7回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ
７）のイメージソングに決定しました！

＊＊＊＊＊＊＊＊＊
「AMAZING LIFE」は、同じこの世界に一つ一つ個性の違う命が息づく素晴らしさを、

そしてそれらが繋がりあっている素晴らしさを伝えたくて作った歌です。
アフリカには50カ国以上の国があり、人や文化、

自然や野生動物、音楽や伝統など、まさに多くのAmazing Lifeが息づく大陸。
そんなアフリカのことを、そんなアフリカの国々が集うＴＩＣＡＤのことを、

ぜひ多くの方に知っていただきたいです。
未来へ多くのAmazing Life が繋がっていきますことを願っております。

MISIA
＊＊＊＊＊＊＊＊＊

https://misiasp.com/heart-leona/
http://mudef.net/bc/2019/06/birthday-charity-3.html
http://mudef.net/bc/2019/06/birthday-charity-3.html
http://mudef.net/news/2019/04/23/001042.html


“We want to make the better world for all children and the future on the earth.”
mudef is a group of artists who share that principle.
We, mudef,  try to contribute to solve the issues the Earth and human beings are facing,
through the special power of music and design that goes beyond borders, languages and races. 
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mudef (Music Design Foundation)
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翌26日は東京学芸大学でも講演。ここは将来教
員を目指す学生が多い大学。
MISIAは「子どもたちが自分の意思で幸せを追求

できるよう、先生になるみなさんがいろんなことを
知り、様々な視点を持って子どもたちをサポートし
て欲しい。ぜひ、多くを学んでくださいね」と伝え
ました。
この講演会は、今度も全国の学校で続けていきま

す。講演の様子は、ハートのレオナの特設HPでご
紹介していきますので、ぜひご覧ください。
（https://misiasp.com/heart-leona/）

2校目からは、JICA（独立行政法人国際協力機
構）の協力を得て、MISIAの絵本「ハートのレオ
ナ」をテーマに開催。
6月25日は大阪大学で、250人の学生を前に、
MISIAはアフリカで経験したことを語り、「アフリ
カでの教育サポートを通して、教育は希望だと実感
しています」と語りかけました。
さらに、絵本を紹介した後、MISIAが朗読した絵
本の動画を特別公開。
学生たちとの質疑応答も、学生からの質問が絶え
ることなく、活気にあふれた講演会となりました。

TICAD7の名誉大使として「アフリカをもっと若
い人に知って欲しい」という想いから、全国の大学
でのMISIAの講演会企画がスタートしました。
1校目は、6月4日に上智大学で「教育」をテーマ

に実施し、MISIAは学生を前に、学ぶことの重要性
を訴えました。
その後、早川理事もゲストに招き、2人で「支

援」について「まずはアフリカを知ることから始ま
ります」「支援の終わったら解消する関係ではな
く、『よかったね』と言い合えるような友達を作っ
てくださいね」と語りかけました。

https://misiasp.com/heart-leona/news
https://misiasp.com/heart-leona/

