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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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以前からお伝えしてきたMISIA初の絵本「ハートのレオナ」
が7月26日(金)に主婦と生活社から発売されました！
おでこにハートの模様があるライオンの子「レオナ」が親友

のペリカン「ムワリ」とともに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で、約1年かけてMISIAが一から物語を
執筆しました。
絵は、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、物語の世界をアフリカらしくビビットに、そして
温かく表現しています。

絵本に登場する国や地域は、MISIAが実際に訪れた場所で、扱っている問題やキャラクターの言葉も
MISIAがアフリカで見たものや経験したもの。つまりこの絵本に描かれているのはアフリカのリアルで
す。さらに後半にはアフリカ大陸全54カ国の紹介を掲載していて、カバー裏にはアフリカ大陸のイラス
トも！
物語を楽しみながらたくさんの知識を学ぶこともできる、アフリカを知るきっかけにはぴったりの1

冊です。MISIAの想いが詰まった「ハートのレオナ」。ぜひご購読ください！
なお、この絵本の売り上げの一部は、日本とアフリカの子どもたちのための活動に充てられます。
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MISIAが長期間にわたって準備してきた絵本が発売された7月26日。この特別な日を記念して、これ
まで続けてきた講演会をMISIAの母校、福岡の西南学院大学で実施しました。
校内のチャペルに集まったのはMISIAの後輩にあたる学生と学校関係者約500人。
ステージに登壇したMISIAは「かつての学び舎である大学でお話しできることを大変うれしく思って

います。今日は絵本の発売日ですが、アフリカのことをたくさんの人に伝えたいと、心を込めて絵本を
作りました。今日この場が、皆さんがアフリカや世界と出会うきっかけになれば嬉しいです」とスピー
チしました。
そして、この日も質疑応答はたくさんの質問が。その中で「これから挑戦したいことはなんです

か？」と聞かれたMISIAは、「アフリカには『music is language』という言葉があります。音楽は言
葉になります。私は歌手として、音楽でコミュニケーションをとって、もっともっと多くの人と繋がり
たいと思っています」と答えました。
講演開催にご協力をいただいたみなさま、講演を聴きに来てくださったみなさま、本当にありがとう

ございました！

https://misiasp.com/heart-leona/
https://misiasp.com/heart-leona/
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8月28日～30日に横浜で開催されたTICAD7。この会議の初日、28日に、公式サイドイベントとして
開催されたチャリティライヴ「TICAD7 LIVE HEART FOR AFRICA」にMISIAが出演しました。
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日本とアフリカについて考えるきっかけとなることを願って開催さ
れたこのライヴで、MISIAはステージ上でTICAD７の意義や視察し
たザンビアの現状などを紹介。
さらに後半には、Special Guestとして同じくアフリカをリスペク
トし続ける歌手、久保田利伸さんを迎え、圧倒的なコラボレーショ
ンに会場も大歓声に包まれていました。
このライヴのチケット代は全額TICAD7の開催趣旨に沿った活動に
寄付されることになっています。

この夏、MISIAはTICAD名誉大使としてアフリカの現状を知り広く伝えるため、JICAのミッションで
ザンビア共和国を訪問。
独立以来情勢も安定し、経済発展も目覚ましいザンビアですが、他国からの多額の借金や貧富の差の

拡大など、多くの問題も抱えています。
今回、MISIAは同行した浅田美代子理事とともに、首都ルサカにいるストリートチルドレンに出会い、

その厳しい生活を目の当たりにしました。
さらに、ザンビア北部にある近隣国からの難民を受け入れるキャンプも視察。難民問題に初めて触れ

たMISIAでしたが、難民にインタビューを行ったり、青年海外協力隊が派遣されている学校を訪れるな
ど精力的に活動を展開しました。
帰国後、この模様は同行取材クルーによって、日テレBSの報道番組「深層NEWS」でも特集され、

MISIAもスタジオに出演して、実際に見たこと、感じたことを語りました。
この番組にも多くの反響をいただき、アフリカの現状を知り、伝えるための意義のある視察となりま

した。

https://www.mudef.net/
https://www.mudef.net/


“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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絵本「ハートのレオナ」の大宮エリー理事が描いた絵の原画展
が、9月20日(金)から東京・六本木ヒルズのアートアンドデザイン
ストアで開催されました。
実際の絵を間近で見ることができる貴重な機会。part1というタ

イトル通り、次回以降の開催も計画中。ぜひご注目ください！
＊＊＊＊＊＊＊＊
「大宮エリーの ハートのレオナ原画展 part 1 」
9月20日（金）～9月29日（日）
六本木ヒルズ アートアンドデザインストア内
＊＊＊＊＊＊＊＊
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7月7日のMISIAの誕生日のBirthday Charityでは「ハートのレオナ」とのコラボ
企画を実施しました！
7月8月限定で、MISIAのオフィシャルサイト「MISIA TRESOR」の「ハートのレ

オナ」ページでBirthday Charityへもご寄付いただける仕組みを設定。今回もたく
さんの方にご協力をいただきました！本当にありがとうございます。
さらに「MISIA TRESOR」では、ハートのレオナのオリジナルグッズも販売中。

この売り上げの一部も日本とアフリカの子どもたちのための活動に充てる予定で
す。日本やアフリカ、そして世界中の全ての子どもたちに少しでも幸せが届くことを願って。ぜひMISIAの

Birthday Charity、そして絵本「ハートのレオナ」の展開にご協力をお願い致します。
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大王製紙株式会社とにスタートした、キベラスラムの女の子たちに生理用ナプ
キンを届ける「ハートサポート2018プロジェクト」。SNSで大きな反響をいた
だき予想を大幅に上回る200万枚のナプキンの支援が決定し、マゴソスクールな
どで受け入れが可能な120万枚あまりの配布が始まっています。
残りの枚数も現在ナプキンを必要とする女の子たちへ届けるために調整中。
さらに、現在ハートサポート2019の活動も準備中。国際ガールズデーの10月

11日にぜひご注目ください！

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

