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社会保障審議会による児童福祉文化財推薦の趣旨

　　中央児童福祉審議会及び社会保障審議会による児童福祉文化財推薦の経緯

　中央児童福祉審議会は、昭和 22 年 12 月の児童福祉法制定により、児童及び妊産婦の福祉

に関する事項を調査審議する「児童福祉委員会」として、国と都道府県に設置されました。

　昭和 24 年 6 月 15 日、児童福祉法の第 3 次改正によって、「児童福祉委員会」が「児童福

祉審議会」に名称変更され、同時に、第 8 条に第 7 項が設けられ、中央及び都道府県児童福

祉審議会に、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物等を推薦、または勧告す

る権限が与えられました。

　戦後、児童福祉法が制定された当時は、児童に悪影響を及ぼすエログロ出版物や映画が氾

濫し、児童の不良化の一因として社会問題になっていました。そのため、昭和 23 年 6 月 15

日の中央児童福祉委員会で、優良出版物の推薦及び俗悪な出版物等の勧告が検討され、これ

を受けて、この規定が設けられることになりました。

　中央児童福祉審議会では、申請者からの直接の申請を受け、審議会が主体となって優れた

文化財の推薦を行ってきましたが、このような仕組みは、調査審議機関としての審議会の業

務としては極めて異例です。このように、児童福祉法の下に、独自の方式を採用した背景には、

戦時下の「思想文化統制」への反省から、児童福祉の専門家の意見を最大限に尊重しようと

する姿勢が顕著に窺われます。

　平成 13 年 1 月、中央省庁の再編に伴って、中央児童福祉審議会は廃止され、新たに社会保

障審議会が発足し、児童福祉文化財の推薦は、社会保障審議会に福祉文化分科会を平成 13 年

3 月 23 日に設置して継承することになりました。

　　児童福祉文化財の推薦

（1）社会保障審議会福祉文化分科会

　社会保障審議会は、優れた作品・公演等の審査を円滑に行うため、「福祉文化分科会」を設

置して審議を行っています。福祉文化分科会は、出版物委員会、舞台芸術委員会、映像・メディ

ア等委員会の三つの委員会に分かれて審査を行っています。各委員会は、社会保障審議会の

委員と、各分野における学識経験者の臨時委員及び専門委員若干名によって構成され、それ

ぞれの作品を審査します。

　福祉文化分科会は、各委員会から報告推薦された推薦候補作品について審議し、福祉文化

分科会としての推薦を決定します。また、特に優れた作品は、特別推薦（39 頁参照）とします。

　福祉文化分科会において推薦された児童福祉文化財は、社会保障審議会の会長の同意によ
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り、社会保障審議会における推薦となります。

（2）推薦基準、推薦数、推薦手続き上の特徴

　平成 13 年 3 月 23 日、「児童福祉文化財推薦勧告に関する規程」が設けられ、この中で、次

の 3 点が、推薦の基準と認められました。

①児童に適当な文化財であって、児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめ、その生活内

容をゆたかにすることにより、児童を社会の健全な一員とするために、積極的な効果をも

つもの。

②児童福祉に関する社会の責任を強調し、児童の健全な育成に関する知識を広め、または児童

問題の解決についての関心及び理解を深める等、児童福祉思想の啓発普及に積極的な効果

をもつもの。

③児童の保育、指導、レクリエーション等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果をもつ

もの。

　昭和 26 年から、児童文化財の推薦が始まり、平成 23 年までに推薦された児童福祉文化

財の総数は、14，522 点を数えます。また、社会保障審議会になり推薦された児童福祉文化財

の総数は、1，439 点となっています。（出版物：918、舞台芸術：232、映像・メディア等：

289）　

　推薦の手続きでは、「思想・表現」の自由を尊重し、「検閲」にならないよう、関係者からの

申請を受けて初めて審査の手続きに入ることとし、さらに、推薦に漏れた場合、そのことが関

係者の不利益にならないよう配慮しています。

（3）児童福祉文化財の周知

　推薦された児童福祉文化財は、各都道府県等に通知され、年度別に「児童福祉文化財年報」

としてまとめられています。また、厚生労働省のホームページでも、最新の推薦児童福祉文化

財の一覧が見られるようになっています。

　昭和 34 年には、「児童福祉週間」を記念して「児童福祉文化賞」が設けられ、社会保障審議会「推

薦作品」の中から、選考により、各部門の優れた児童福祉文化財が表彰されています。

　また昭和 62 年度からは、児童文化財の普及について国の予算が計上され、全国の児童館で、

児童参加型の児童劇の巡回公演、ワークショップが実施され、平成元年度からは、映画の上映

会も実施されています。

　出版物については、前年度に推薦された作品を紹介した広報・啓発ポスターを作成し、各都

道府県、小学校、中学校、保育所、児童館、図書館等に配付するとともに、平成２３年度からは、

国立国会図書館国際子ども図書館（東京・上野）と共催で、展示会「子どもの健やかな成長の

ために―厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財（出版物）の紹介」を開催し、児童福

祉文化財が広く国民に活用されるよう広報に努めています。



－推薦目録（一覧表）－
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平成２３年度児童福祉文化財推薦目録

社会保障審議会推薦児童福祉文化財（出版物）一覧表

番号
特別推薦の

有無
作　品　名 出　版　社 対　象 頁

1 消防車とハイパーレスキュー あかね書房 小学校中学年以上 8

2 ミンのあたらしい名前 講談社 中学生以上 8

3 ちいさなちいさなおんなのこ 福音館書店 幼児 8

4 ミンティたちの森のかくれ家 文溪堂 中学生以上 9

5 ボグ・チャイルド ゴブリン書房 高校生以上 9

6 特別推薦 古代エジプトのものがたり 岩波書店 小学校高学年以上 9

7 新幹線のたび 
～はやぶさ ･ のぞみ ･ さくらで日本縦断～

講談社 小学校中学年以上 10

8 ハートビートに耳をかたむけて 小学館 中学生 
高校生

10

9 彼女のためにぼくができること あかね書房 高校生 10

10 特別推薦 鉄のしぶきがはねる 講談社 中学生 
高校生

11

11 どこからも彼方にある国 あかね書房 高校生 11

12 まいごのまめのつる 福音館書店 幼児 11

13 木いちごの王さま 集英社 幼児 
小学校低学年

12

14 続々・しごとば ブロンズ新社 小学生 12

15 スティーヴィーのこいぬ あすなろ書房 小学校低学年 12

16 特別推薦 ｢チュウチュウ通りのゆかいななかまた
ち｣ シリーズ　全 10 巻

あすなろ書房 小学校低学年 13

17 羊に名前をつけてしまった少年 ブロンズ新社 中学生 
高校生

13

18 丘はうたう 福音館書店 小学校高学年 13

19 わたし、くわがた 福音館書店 幼児 
小学校低学年

14
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番号
特別推薦の

有無
作　品　名 出　版　社 対　象 頁

20 エリザベス女王のお針子 
－裏切りの麗しきマント－

徳間書店 中学生 
高校生

14

21 ハティのはてしない空 鈴木出版 中学生以上 14

22 特別推薦 ダーウィンと出会った夏 ほるぷ出版 中学生以上 15

23 しろもくろも、みんなおいで 童心社 幼児 
小学校低学年

15

24 特別推薦 カモのきょうだい　クリとゴマ アリス館 小学校中学年 
小学校高学年

15

25 カラス笛を吹いた日 ＢＬ出版 小学校高学年以上 16

26 遠く不思議な夏 偕成社 小学校高学年以上 16

27 千年の森をこえて あすなろ書房 中学生以上 16

28 クマのあたりまえ ポプラ社 中学生 17

29 クラーケンの島 偕成社 小学校高学年 
中学生

17

30 特別推薦 きのこ　ふわり胞子の舞 ポプラ社 幼児 
小学校低学年

17

31 ピース・ヴィレッジ 偕成社 小学校高学年 
中学生

18

32 特別推薦 トラのじゅうたんになりたかったトラ 岩波書店 幼児 
小学校低学年

18

33 父さんの手紙はぜんぶおぼえた 岩波書店 中学生 
高校生

18

34 イップとヤネケ 
シンタクラースがやってくる！

岩波書店 小学校低学年 
小学校中学年

19

35 ぼくの仕事場は富士山です 講談社 小学校高学年 19

36 ピートのスケートレース 
－第二次世界大戦下のオランダで－

福音館書店 小学校高学年 19

37 ガンディーの言葉 岩波書店（岩波ジュニ
ア新書）

高校生 20

38 さとやま　生物多様性と生態系模様 岩波書店（岩波ジュニ
ア新書）

高校生 20

39 さあ、とんでごらん！ 岩崎書店 幼児 
小学校低学年

20



－推薦目録（一覧表）－
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社会保障審議会推薦児童福祉文化財（舞台芸術）一覧表

番号
特別推薦の

有無
作　品　名 申　請　者 対　象 頁

1 うそつきテコちゃん 演劇集団未踏 小学校中学年以上 21

2 ごんぎつね ジョウズグループ 
たいら じょう

小学校低学年以上 21

3 たいせつなきみ ジョウズグループ 
たいら じょう

小学校低学年以上 21

4 うそんこほんこ 劇団風の子北海道 幼児 22

5 ニッセイ名作劇場「雪ん子」 ニッセイ文化振興財団 小学校高学年 22

6 特別推薦 ピン・ポン 劇場創造ネットワーク 幼児以上 
家庭・一般

22

7 オペラ 
「ねこのくにのおきゃくさま」

オペラシアターこん
にゃく座

小学生 23

8 特別推薦 子どものためのシェイクスピア
「冬物語」

華のん企画 小学校中学年以上 
家庭・一般

23

9 セロ弾きのゴーシュ Ｍ．Ａ．Ｐ． 小学校中学年以上 
家庭・一般

23

10 注文の多い料理店 Ｍ．Ａ．Ｐ． 小学校中学年以上 
家庭・一般

24

11 特別推薦 ぼくってヒーロー？ 劇団うりんこ 小学生 
家庭

24

12 天満のとらやん 劇団コーロ 小学生 24

13 したきりすずめ 劇団ぱれっと 幼児 
小学校低学年

25

14 ねずみの嫁入り 劇団ぱれっと 幼児 
小学校低学年

25

15 特別推薦 １２の月のたき火 劇団プーク 幼児以上 
家庭・一般

25

16 特別推薦 魔法つかいのおとぎばなし 劇団かかし座 幼児
小学生 
家庭・一般

26

17 火の鳥－黎明編－ 人形劇団クラルテ 幼児以上 
家庭・一般

26

18 特別推薦 ミュージカル 
「アテルイ　北の燿星」

わらび座 小学校高学年以上 
家庭・一般

26
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社会保障審議会推薦児童福祉文化財（映像・メディア等）一覧表

番号
特別推薦の

有無
作　品　名 申　請　者 対　象 頁

1 特別推薦 海洋天堂 クレストインターナ
ショナル

小学校高学年以上 27

2 特別推薦 ハイビジョン特集　銀閣よみがえる
～その500年の謎～

日本放送協会 中学生以上 27

3 HAYABUSA　-BACK TO THE EARTH- 
帰還バージョン

ライブ 幼児以上 27

4 神様のカルテ 東宝 小学校高学年以上 28

5 特別推薦 幸せの太鼓を響かせて
～ I

イ ン ク ル ー ジ ョ ン

NCLUSION ～
ムヴィオラ 小学校低学年以上 28

6 ちいさな哲学者たち ファントム・フィルム 中学生以上 28

7 さくら、さくら Rei23 小学校高学年以上 29

8 TAKAMINE　 
アメリカに桜を咲かせた男

Rei23 小学校高学年以上 29

9 ホームランが聞こえた夏 CJ Entertainment Japan 小学校中学年以上 29

10 天国からのエール アスミック・エース 小学校中学年以上 
一般

30

11 大科学実験 日本放送協会 幼児以上 
一般

30

12 特別推薦 おじいさんと草原の小学校 クロックワークス 小学校中学年以上 
一般

30

13 こわくなったらにげようね 
ゆうかい・連れ去りから自分を守る

映学社 幼児 
小学校低学年

31

14 ネットいじめ　ひとりで悩まない 映学社 小学校高学年以上 
一般

31

15 今すぐ防げ！大麻汚染 
最初の一回が人生を狂わせた

映学社 中学生以上 
一般

31

16 サル太郎はとびださない！ 
歩行者・自転車のこうつうルール

映学社 幼児以上 
小学校中学年

32

17 やめて！ライターあそび 
どうぶつ村の消ぼう隊　出どう

映学社 幼児以上 
小学校中学年

32

18 麻薬探知犬が教えてくれたこと 
薬物乱用が脳をダメにする

映学社 小学校低学年以上 
中学生

32



－推薦目録（一覧表）－
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番号
特別推薦の

有無
作　品　名 申　請　者 対　象 頁

19 薬物乱用と薬物依存 
脳をダメにする薬物

映学社 中学生 
高校生

33

20 大切ないのち　子宮頸がんから守る 
早期発見・早期診断・早期治療

映学社 中学生以上 
一般

33

21 知って防ごう熱中症 映学社 小学校低学年以上 
一般

33

22 悩む子どもの話を聞こう 
子どものうつ病と自殺対策

映学社 中学生以上 
一般

34

23 行け！男子高校演劇部 日本出版販売 中学生以上 
一般

34

24 ライフ　－いのちをつなぐ物語－ エイベックス・ 
エンタテインメント

幼児以上 
一般

34

25 吃音に向き合うためのドキュメンタリー
映像集 

「ただ、そばにいる」

北川敬一（自主制作） 教育福祉実践者 35

26 特別推薦 ＤＸ ( ディスレクシア ) な日々 
美んちゃんの場合

イメージ・テン 小学校中学年以上 
一般

35

27 しあわせのパン アスミック・エース 小学校中学年以上 
家庭・一般

35

28 カリーナの林檎 
～チェルノブイリの森～

マサ映像 小学校高学年以上 
家庭・一般

36

29 あさりちゃんの火の用心 教配 小学生 
家庭

36

30 あさりちゃんの自転車安全教室 教配 小学生 
家庭

36

31 真剣に考えよう　自転車のこと 教配 小学校中学年以上 
家庭・一般

37

32 アンネの追憶 ゴー・シネマ 中学生以上 
家庭・一般

37

33 金星 トリウッド 中学生以上 
家庭・一般 
教育福祉実践者

37

34 特別推薦 スマーフ 東宝東和 幼児 
小学生 
家庭

38

35 福島８mm キネマ劇場 楽映舎 小学校中学年以上 
家庭・一般

38

36 beポンキッキーズ フジテレビキッズ 幼児 
小学生

38
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　普段なかなか見ることのできない乗り物
の仕組みや働きについて知る事ができま
す。
　東京消防庁の消防救助機動部隊、ハイ
パーレスキューを徹底取材。救助工作車は
一体何を積んでいる？特殊化学車の乗り心
地ってどんな感じ？など、消防車の秘密に
せまります。厳しい訓練が行われる訓練施
設の様子を分かりやすく図解するほか、「消
防車ができるまで」や、ハシゴ車の修理な
ど、消防車のヒミツを分かりやすいイラス
トで詳しく紹介します。
　人の命を助けるハイパーレスキュー隊員
の仕事を垣間見ることができる１冊です。

　虐待され心を閉ざしてしまった少女が、
自分を取り戻していく物語です。
　トイレに置き去りにされていたところを
発見されたミンは、何人もの里親に預けら
れても言葉を殆ど話さず、心を閉ざしたま
まだった。ある日里親がケースワーカーに
ミンの悪口を言っているのを、医者のジェ
スが隣の部屋でミンと一緒にきき怒り心頭
になりそのまま彼女を自宅へ連れて行く。
思慮深いジェスに見守られ、同年代の友を
得て、ミンは徐々に自分を取り戻していく。
　読者に、信じられる大人は必ずいること
や、勇気を持って心を開けば新しい友達が
できることを伝えてくれる作品です。

　1950 年代にアメリカで刊行された、シ
ンプルで心温まる作品の日本初邦訳絵本で
す。
　昔あるところに小さな女の子がいまし
た。猫より犬より薔薇の木よりも小さくて、
垣根の向こうも見えないほど。でも、少し
ずつ大きくなって、できなかったことが少
しずつできるようになります。金魚鉢に手
が届くし、猫もだっこできる。新しい大き
なベッドだって買ってもらいました。
　誰もが経験したことのある「成長するこ
との素朴な喜び」を、淡く繊細な絵と平明
な言葉で描きます。小さなあなたにも、小
さかったあなたにも、みんなに届けたい、
温かなお話です。

1

2

3

著　モリナガ・ヨウ
あかね書房
ISBN978-4-251-07002-9
C8765
32頁
1,600円＋税  
B5判
2010年7月発行
対象：小学校中学年以上

著　ジーン・リトル
訳　田中　奈津子
講談社
ISBN978-4-06-216760-4
C8097
256頁
1,400円＋税 
四六判
2011年2月発行
対象：中学生以上

著　フィリス・クラシロフスキー
訳　福本　友美子
絵　ニノン
福音館書店
ISBN978-4-8340-2562-0
C8798
32頁
1,100円＋税 
縦22㎝×横19㎝
2011年3月発行
対象：幼児

消防車とハイパー
レスキュー

ミンのあたらしい
名前

ちいさなちいさな
おんなのこ

出　版　物



－推薦目録（出版物）－

－ 9 －

　大恐慌時代を明るく乗り切るさまを描い
ています。
　1930 年の大恐慌時代、街中には失業者
があふれていた。ミンティとエッグズも、
失業して街で暮らせなくなったパパと一緒
に、いやいや伯母の所に向かう。ところが
途中で車が故障して立ち往生。困った 3 人
は、夏場の別荘を見つけひと冬こっそり過
ごさせてもらおうとするが・・・。
　ウィスコンシンの冬を舞台に、色々な人
との関わりを詩情豊かに描いています。原
作の初版発行年度は 1968 年と古いですが、
昨今の状況と通じるものがあり、読後には
家族の愛があれば何とかなるさ、と明るく
生きる元気を与えてくれるお話です。

　北アイルランドの刑務所での実話をモ
チーフに、紛争の中で模索する 1 人の若
者の姿を描いた青春小説です。　
　国境近くの村の高校生ファーガスは、紛
争が続く土地から離れイギリスの大学で医
者になることを目指していた。ある日、こ
づかい稼ぎに泥炭の盗掘に出かけた湿地

（ボグ）で、泥炭の作用で生々しく保存さ
れた、絞殺の跡がある少女の遺体を発見す
る。〈湿地の少女（ボグ・チャイルド）〉の
死の真相とは・・・。
　重いテーマを問いかける陰影に富んだ物
語ですが、詩情豊かでほろ苦いユーモアも
たっぷり。北アイルランドの風土や人々の
喜怒哀楽をいきいきと伝える作品です。

　時に恐ろしい描写もある神話の世界を、
柔らかなタッチの美しい絵画でイマジネー
ション豊かに再現した作品です。
　5000 年も前に、悠久のナイル川が潤す
大地に花開いた古代エジプト文明。そこで
は、雄大な神話が長い間語り継がれてきま
した。太陽神ラーや様々な神、ファラオ（王）
を支えた魔術師たち・・・。彼らが繰り広
げる壮大な冒険や生死のドラマは、人間ら
しい感情に満ちています。物語の持つ原始
的なエネルギーは心を揺さぶられるものが
あります。
　日本では、子ども向けにまとめられるこ
との少なかったエジプト神話が、読みやす
い形で翻訳出版された１冊です。

4

5

6

著 キャロル・ライリー・
ブリンク

訳　谷口　由美子
絵　中村　悦子
文溪堂
ISBN978-4-89423-629-5
C8097
302頁
1,600円＋税 
縦21.6㎝×横14.3㎝
2011年1月発行
対象：中学生以上

著　シヴォーン・ダウド
訳　千葉　茂樹
ゴブリン書房
ISBN978-4-902257-21-2
C8097
480頁
2,000円＋税 
四六判
2011年1月発行
対象：高校生以上

再話　ロバート・スウィンデルズ
訳　百々　佑利子 
絵　スティーブン・ランバート
岩波書店
ISBN978-4-00-111219-1
C8798
90頁
2,100円＋税 
縦27.2㎝×横21.4㎝
2011年2月発行
対象：小学校高学年以上

ミンティたちの森
のかくれ家

ボグ・チャイルド

古代エジプトのも
のがたり

特別推薦
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　雪の青森から桜咲く鹿児島まで、1 日の
旅の中で日本の国土の美しさ、四季折々の
移ろいを見ることができます。
　朝、新青森駅のホームから新幹線「はや
ぶさ」に乗り込んで、はるかちゃんとお父
さんの旅が始まります。これから 3 つの
新幹線を乗り継いで、鹿児島のおじいちゃ
んの家まで行くのです。どんな風景が 2
人を待っているのでしょうか。
　有名な建物や動物、歴史上の人物などが
ゆかりの地に書き込まれていて、絵探しを
楽しみながら知識を増やすこともできま
す。美しいイラストで日本の国土や季節、
土地ごとの様子をリアルに感じることがで
きる１冊です。

　未成年者の心臓移植というテーマを少女
たちの等身大の言葉で綴った物語です。
　世界選手権を目指すフィギュアスケート
選手のイーガンは、大会中の事故で命を絶
たれてしまう。ドナー登録をしていたため、
イーガンの心臓は重い心臓病に苦しむアメ
リアに移植されることになった。アメリア
は移植後自分のものではない記憶を感じる
ようになり、知らされることの無いドナー
に会いたいと切望する。
　誰かの死によって自分が生かされる運命
を受け入れるアメリア、突然の死で自分の
行き場所が分からなくなってしまったイー
ガン。生死や家族について、深く考えさせ
られる作品です。

　社会的に困難な状況の中でも、友情と信
頼を見失わない若者の姿を描いています。
　巨漢のエリックと、顔などにやけどを負っ
たサラ・バーンズは固い友情で結ばれてい
る。
　高校で水泳部に入ったエリックは、体が
引き締まりサラ以外の友達ができるが、サ
ラとの友情のため痩せない努力をする。
　そんなある日サラが心を閉ざし入院する。
その裏には実父の虐待が影を落としていた。
エリックはサラを救おうとするが・・・。
　児童虐待や離婚などの現代社会の問題を、
愛と勇気を忘れない若者の姿を通して鋭く
描いた１冊です。

7

8

9

著　コマヤスカン
講談社
ISBN978-4-06-132461-9
C8771
33頁
1,500円＋税 
A4判
2011年3月発行
対象：小学校中学年以上

著 ロレッタ・エルスワース
訳　三辺　律子
小学館
ISBN978-4-09-290566-5
C8097
352頁
1,500円＋税
B6判
2011年3月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　クリス・クラッチャー
訳　西田　登
あかね書房
ISBN978-4-251-06674-9
C8397
350頁
1,500円＋税
四六判
2011年2月発行
対象：高校生

新幹線のたび
～はやぶさ・のぞみ・
さくらで日本縦断～

ハートビートに耳
をかたむけて

彼女のためにぼく
ができること



－推薦目録（出版物）－

－ 11 －

　「旋盤」という職業や、ものづくりの魅
力に触れることができる 1 冊です。
　三郷心は、工業高校機械科でたったひと
りの女子。工場や金属への愛着を持ちなが
らも数値がきっちり出るのが好きで、コン
ピューターを信頼していた。そんな心が、
ものづくりの甲子園とも言える「ものづく
りコンテスト」の旋盤部門に挑戦すること
になる。確かな技術を持つ先輩や職人など
周囲の個性豊かな人々に支えられて未知の
世界に挑んでいく。
　級友や師の影響を受けて職人技の魅力に
目覚め、自分の手を動かしものをつくる喜
びに気づいていく、機械油のにおいや鉄の
熱さを感じるような青春物語です。

　友情と恋、両親の期待と夢の間で苦悩す
る、揺れる少年の心を美しいアメリカの情
景と共に描き出した青春小説です。
　他人とのコミュニケーションが苦手な
オーウェン。無理に周囲に合わせようとし
て疲れ、更に、大学進学のことや父親に本
心を話せないことで鬱々としている。
　そんなある日、作曲家をめざす少女ナタ
リーと出会い心の内を話せる友達になった
が、次第に女性として意識し始め 2 人の
間には溝が出来てしまう。
　1976 年に発表された作品ですが、主人
公が抱える悩みは時代や国の違いを越えて
読者の共感を呼ぶでしょう。

　相手と分かりあうため、時として避けて
通ることのできない「けんか」を痛快かつ
ユーモアをこめて描きました。
　マグばあさんは野菜作りは上手だけど料
理はダメ。メグばあさんは料理は上手だけ
ど野菜づくりはダメ。2 人はお互いが羨ま
しすぎて道で会っても知らんぷり。ある日、
マグばあさんの豆のつるが伸びすぎてメグ
ばあさんの庭で実をつけ、メグばあさんは
その豆でスープを作る。２人の仲は険悪に
なるが、スープを味見した動物の「おいし
い！」の一言で、ついお互いの本音を漏ら
してしまう。
　「けんか上手」の 2 人に、どんでん返し
で幸せな結末が訪れる楽しいお話です。

10

11

12

著　まはら　三桃　
講談社
ISBN978-4-06-216761-1
C8093
238頁
1,400円＋税
四六判
2011年2月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　アーシュラ・K・ル＝グィン
訳　中村　浩美
あかね書房
ISBN978-4-251-06672-5
C8397
198頁
1,300円＋税
四六判
2011年2月発行
対象：高校生

著　こだま　ともこ
絵　おりも　きょうこ
福音館書店
ISBN978-4-8340-2650-4
C8795
32頁
800円＋税
縦20㎝×横27㎝
2011年4月発行
対象：幼児

鉄のしぶきがはね
る

どこからも彼方に
ある国

まいごのまめのつ
る

特別推薦



－ 12 －

　フィンランドの美しい自然を舞台に描か
れた、優しさと命の物語です。
　木いちごを洗っていた幼い姉妹が小さな
虫を見つけ、そっと葉にのせ逃がしてあげ
ました。その後に森へ行った 2 人は道に
迷ってしまいます。暗くなる森で途方に暮
れて泣いているうちに「おなかがすいた」
と言うとパンが、「ミルクがあったら」と
言うとミルクが出てくるような、不思議な
ことが起こります。そして翌朝、小さな老
人が現れて、自分は木いちごの国の王様だ
と話し始めます。
　お互いを思いやる優しい心や自然との共
生などを叙情豊かな文と詩情あふれる絵で
描いた１冊です。

　しごとの現場が主役の絵本の、人気シ
リーズ第 3 弾です。
　消防隊員が待機する消防署、僧侶が働く
お寺の本堂、ドラマの撮影現場、新聞記者
のデスクまわり。普段足を踏み入れること
が出来ない場所を迫力ある絵で紹介してい
ます。それぞれの「しごとば」にある道具
や設備も、説明文を入れて細かく解説。
　職業の内容や仕事の流れを徹底した取材
をもとに紹介してあり、子どもだけでなく
大人も楽しめます。登場する職業に関係あ
るアイテムが各ページに隠されているなど
遊び心もたっぷり。キャリア教材として活
用することもできる、色々な用途に使える
1 冊です。

　1961 年にアメリカで出版されて、長く
愛され続けている作品の初の邦訳版です。
　ある朝、子犬を拾ったスティーヴィー。
ごはんをあげたりして世話をしているうち
に、子犬のことがますますかわいく見えて
きます。でも、お母さん犬が心配している
かもしれないし、やっぱり飼い主を探さな
くてはいけません。近所で聞いたり、新聞
社に手紙を書いたりしながらも、ずっと自
分が世話をしたいと思うスティーヴィーで
したが・・・。
　子どもの成長のひとこまを、温かな視点
と愛らしい絵でこまやかに描いた絵本で
す。

13

14

15

原作　サカリアス・トペリウス
文　きしだ　えりこ
絵　やまわき　ゆりこ
集英社
ISBN978-4-08-781464-4
C8798
56頁
1,500円＋税
縦21.1㎝×横18.7㎝
2011年2月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

著　鈴木　のりたけ
ブロンズ新社
ISBN978-4-89309-509-1
C8771
40頁
1,700円＋税
縦28.8cm×横22.4cm
2011年1月発行
対象：小学生

著　マイラ・ベリー・ブラウン
訳　まさき　るりこ
絵　ドロシー・マリノ
あすなろ書房
ISBN978-4-7515-2543-2
C8797
58頁
1,300円＋税
縦19㎝×横22㎝
2011年1月発行
対象：小学校低学年

木いちごの王さま

続々・しごとば

スティーヴィーの
こいぬ



－推薦目録（出版物）－

－ 13 －

　読書の面白さを知る第一歩にピッタリの
10 冊セットのシリーズです。
　「チュウチュウ通り」とはハツカネズミ
の住む「ネコイラン町」の通りの名前。そ
の主人たちを、1 番地から 10 番地まで順
にスポットライトを当てて綴りました。第
1 巻の主人公は、お金持ちのおじいちゃん
ネズミ、１番地の住人ゴインキョ。
　その他の巻でも、古道具屋、肝っ玉母さ
ん、画家、ケーキ屋、ドラマー、車の修理
屋、魔術師、船大工、郵便屋など個性的な
ネズミたちを主人公に、愉快な珍騒動が繰
り広げられます。
　温かさとユーモアがたっぷりつまった粒
ぞろいの絵童話です。

　北海道の農業高校の教師が畜産実習のエ
ピソードを凝縮し、温かい目線で書き上げ
た作品です。
　日本最北端の農業高校に通うエイジは、
未熟児で生まれた子羊の世話をかって出
る。給餌、水やり、除糞と世話をするうちに、
エイジは「№ 8」と呼ばれる子羊に愛着を
いだきはじめる。先生は「家畜はペットで
はない」とエイジに言葉をかけるが・・・。
　食べられるため、殺されるために生まれ
てきた羊たちの命。「命とは、食べるとは、
生きるとは？」葛藤する少年の心が力強く
感動的に描かれています。

　田舎に越してきた少年の生活がみずみず
しく描かれています。
　家族で田舎に引っ越してきたレイ。お父
さんから聞く田舎の暮らしはわくわくする
ようなことばかりで、うずうずむずむず、
思わず体も動き出します。実際のところ畑
道にはスカンクの穴があったり、お父さん
と一緒に雄牛に追いかけられたり。そんな
ある日、大きなトウモロコシ畑のむこうの
丘の上で「ぼくだけのひみつ」を見つけ、
小さいけれど胸躍る冒険が始まります。
　自分だけの秘密を見つけ、それを大切に
しながらも両親にゆるぎない信頼を寄せる
少年と、その思いに応えて少年を見守る両
親の様子が描かれた心温まる１冊です。

16

17

18

著　エミリー・ロッダ
訳　さくま　ゆみこ
絵　たしろ　ちさと
あすなろ書房
ISBN978-4-7515-2631-6
C8397
各48頁
各900円＋税
縦19㎝×横15㎝
2009年9月～2011年4月発行
対象：小学校低学年

著　樋口　かおり
ブロンズ新社
ISBN978-4-89309-514-5
C0093
228頁
1,400円＋税
B6判
2011年1月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　マインダート・ディヤング
訳　脇　明子
絵　モーリス・センダック
福音館書店
ISBN978-4-8340-0798-5
C8097
232頁
1,500円＋税
A5判
2011年6月発行

（初版：1981年１月）
対象：小学校高学年

「チュウチュウ通り
のゆかいななかま
たち」シリーズ　
全 10 巻

羊に名前をつけて
しまった少年

丘はうたう

特別推薦
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　メスのクワガタの目線で語る知られざる
昆虫の生活がたっぷりつまった１冊です。
　夏の夜、クヌギやコナラなどの木肌に樹
液が出ている場所があり、そこには色々な
虫が集まってくる。樹液をめぐる虫同士の
攻防や、鳥やけものの襲撃など様々なドラ
マが繰り広げられている。オスが争ってい
る間にメスはちゃっかり樹液にありつくこ
とも。やがてメスはオスと出会い、次世代
へと命をつないでいく。
　オスに人気が集まりがちなクワガタです
が、この本を読むとメスの重要性に改めて
気付かされます。親しみやすい切り絵でク
ワガタの生態を紹介していて、読んだ後は
虫取りに出かけたくなることでしょう。

　エリザベス朝時代のイギリスを舞台にし
た、13 歳の少女のスリリングな物語です。
　イングランドのシドニー卿の仕立て職人
を父に持つメアリーは、刺繍が得意なお針
子。父が仕えるシドニー卿の客人ウォル
ター・ローリーが、エリザベス女王を訪問
する際に身につけるマントを作ることにな
る。ある夜偶然女王の暗殺計画を聞いてし
まい、そこに来合せた父は殺されてしまう。
メアリーは悲しみにくれながらも、女王に
陰謀を知らせるべく奔走する。
　主人公の不安や悲しみ、希望が同世代の
読者の共感を呼ぶ、歴史フィクションとし
てもサスペンスとしても最後まで楽しめる
作品です。

　20 世紀初頭のアメリカで、家族のいな
い少女が悩みながらも人間を愛し信頼し
て、他者との絆を深めていく物語です。
　開拓時代のアメリカ。幼い頃に両親を
失った 16 歳の少女ハティは、10 か月の
うちに土地を開拓し収穫を得ることができ
れば、その土地が自分のものになるという
条件の下で、モンタナの厳しい自然にたっ
た 1 人で挑んでいく。
　16 歳という年齢以上に求められる厳し
い条件。過酷な状況の中でも自分の居場所
を求め、明日に向かって力強く前向きに生
きていくハティの行動は、読者に勇気を与
えてくれます。

19

20

21

著　得田　之久
絵　たかはし　きよし
福音館書店
ISBN978-4-8340-2625-2
C8745
28頁
900円＋税 
A4変判
2011年6月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

著　ケイト・ぺニントン
訳　柳井　薫
徳間書店
ISBN978-4-19-863238-0
C8097
272頁
1,600円＋税 
B6判
2011年8月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　カービー・ラーソン
訳　杉田　七重
鈴木出版
ISBN978-4-7902-3246-9
C8397
398頁
1,600円＋税 
四六判
2011年7月発行
対象：中学生以上

わたし、くわがた

エリザベス女王の
お針子
－裏切りの麗しきマント－

ハティのはてしな
い空
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　ダーウィンの「種の起源」や自然科学の
知識が豊富にちりばめられた、読み応えの
ある１冊です。
　1899 年、テキサスの田舎町。もうすぐ
12 歳になる少女キャルパーニアは、変わ
りものの祖父と仲良くなり、共同研究者と
して動植物の観察や実験の面白さに触れ、
次第に自然科学にのめり込んでいく。
　女性は良き妻、良き母となることを求め
られ、ダーウィンの進化論は神への冒涜だ
と考える人々の多かったこの時代に、周囲
の期待と自己のアイデンティティとの間で
悩む少女の気持ちを、みずみずしいタッチ
で描いたヤングアダルト小説です。

　白い色と黒い色の動物が大集合！新鮮な
切り口で動物たちの世界を展開し、読者を
驚きと共に魅力あふれる世界へと誘いま
す。
　陸にも空にも海にも、獣や鳥、昆虫など
白と黒の生き物が沢山います。白い虫と黒
い虫、白クマ、黒いクジラ。中にはパンダ
やシマウマなど、白と黒が一緒の模様に
なっている動物も。季節で色が変化するも
のや、群れで集まるとカモフラージュされ
るものもいて、そこには動物たちの生きる
知恵と不思議な魅力がいっぱいです。
　動物たちへの畏敬の念と温かなまなざし
を持って書かれた、見応え十分の 1 冊です。

　絵本・物語作家である著者が実際に育て
た、カモの兄弟のノンフィクションです。
　嵐の後、川に流されていたカモの卵をお
兄ちゃんが拾ってきた。6 個あった卵のう
ち 2 個だけが無事にかえり一家は 2 羽の
カモの兄弟を育てることに。几帳面で甘え
んぼうのクリ、のんびり屋で大食漢のゴマ。
個性豊かな愛くるしい 2 羽だが、その世話
は想像を絶する大変さだった。やがて 2 羽
は大きく育ち、自然へ帰す日がやってきた。
　愛らしいカモの兄弟の成長の様子や、野
生の生き物を育てて自然に帰すことの難し
さが描かれています。自然に帰した後もカ
モを見守る一家の深い愛情と悩みが読む者
の心を打つでしょう。

22

23

24

著　ジャクリーン・ケリー
訳　斎藤　倫子
ほるぷ出版
ISBN978-4-593-53474-6
C0097
416頁
1,500円＋税 
四六判
2011年7月発行
対象：中学生以上

著　あべ　弘士
童心社
ISBN978-4-494-00753-0
C8745
32頁
1,400円＋税 
縦24.1㎝×横21.6㎝
2011年5月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

著　なかがわ　ちひろ
アリス館
ISBN978-4-7520-0557-5
C8045
144頁 
1,400円＋税 
縦22㎝×横16㎝
2011年9月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

ダーウィンと出会っ
た夏

しろもくろも、
みんなおいで

カモのきょうだい
クリとゴマ

特別推薦

特別推薦



－ 16 －

　著者自身の少女時代の父との思い出を詩
情豊かに描いた作品です。
　戦争に行き永い間家にいなかった父と、

「父さん」と気軽に呼びかけることさえで
きない娘のリズは一緒にカラス狩りにでか
ける。リズはカラスの注意を引くカラス笛
を持ち、父は銃を持って。父は戦争中にど
うしていたのか、今日は銃を使うだろうか。
リズはカラス笛を吹き、父は丘の上でリズ
のことをじっと待っていた。
　お互いを理解しようとして手探りで生き
ている親子の姿。父への愛情や恐れをもち、
微妙に揺れ動く多感な娘の心情は、作者だ
けのものではなく読者自身の物語としても
読めることでしょう。

　村の古い伝統が色濃く残っていた昭和の
情緒をにじませた、誰しもが持っている夏
の記憶と郷愁を呼び起こすお話です。
　少年時代の夏休み、「わたし」は毎年数
日間を母の郷里で過ごした。何でもないは
ずの田舎暮らしの中で、「わたし」は幻と
も現実ともつかない幾つもの奇妙な出来事
に出会う。夜になると釣りにでかけるとい
うお地蔵様、「わたし」にだけ見える白い獣、
幻想的な夜祭り、本家の屋敷で迎えた新盆、
祖父から聞いたホラ話。
　ファンタジーと現実のあわいに生きる、
感性鋭い子ども時代にしか味わえない不思
議な感覚を、少年の目を通して綴った奇譚
集です。

　現代の子ネコたちの物語と 25 年前の少
年の物語、千年前のネイティブ・アメリカ
ンの伝説という、一見無関係な 3 つの物
語が交錯する不思議なお話です。
　舞台は、アメリカ・テキサス州東部のい
にしえの森。ここに捨てられた猫のキャリ
コと鎖につながれた犬レンジャーは友達と
なり、やがて種を越えて家族となる。その
25 年前、嵐の夜に名前も家も捨てた少年
が人知れず森へやってきた。更に、この森
には千年の時を超えるもう一つの家族の物
語が・・・。
　森を神聖なものとするネイティブ・アメ
リカンの文化が感じられる、神秘的で不思
議な雰囲気が魅力のファンタジー作品です。

25

26

27

著　ロイス・ローリー
訳　島　式子
　　島　玲子
絵　バグラム・イバトゥーリン
ＢＬ出版
ISBN978-4-7764-0433-0
C8798
32頁
1,500円＋税 
縦26㎝×横26㎝
2010年11月発行
対象：小学校高学年以上

著　斉藤　洋
絵　森田　みちよ
偕成社
ISBN978-4-03-727130-5
C8093
223頁
1,200円＋税 
四六判
2011年7月発行
対象：小学校高学年以上

著　キャシー・アッペルト
訳　片岡　しのぶ
絵　デイビッド・スモール
あすなろ書房
ISBN978-4-7515-2474-9
C8097
327頁
1,800円＋税 
縦20㎝×横15㎝
2011年5月発行
対象：中学生以上

カラス笛を吹いた日

遠く不思議な夏

千年の森をこえて
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　動物たちの姿を通して、「いかに生きる
べきか」が描かれた、７つのお話で構成さ
れた短編集です。
　自分のことが大好きなチドリ、目に映
る色は皆同じだろうか？と疑問に思う鯉、
老いたライオンに肉をもらったライオン、

「石」にあこがれるクマの子。それぞれの
動物が「生きること」と真摯に向き合う姿
が、厳選された言葉とかわいらしい絵で描
かれています。
　読む者の心にそっと寄り添うような、温
かくゆったりとした世界観が漂う作品で、
気持ち良く読むことができるでしょう。

　誘拐された子どもたちが連れてこられた
のは？ウイット溢れるお話です。
　ロンドンの町から怪しいおばさんたちに
誘拐されたミネットとファビオ。連れてこ
られた所は海洋汚染で傷ついた人魚や巨大
な鳥ブーブリィなど、伝説の生き物が癒し
を求めてやってくる島だった。島にはもう
すぐ大いなる海の癒し手クラーケンがやっ
てくるという。個性的なおばさんたちに翻
弄されながら、2 人は次第に島の生活に馴
染み、やがて島に危機が訪れた時、大活躍
することに・・・！
　行き場のない子どもたちが自分の居場所
を見つけるストーリーが、読者を温かく励
まします。

　きのこのかさから出ている、ふわりとし
たものの正体とは？「きのこの胞子」に着
目した写真絵本です。
　私たちが普段から食べている、しいたけ
やしめじなどのきのこ。とても身近にあり
ますが、このきのこからは「胞子」が出て
います。胞子とは、きのこの「タネ」のよ
うなもの。様々なきのこから、ふわりと胞
子が出てくる珍しい姿を沢山の写真で見せ
てくれます。また、きのこの成長過程で胞
子がどんな役割をはたしているのかや、実
際に胞子を見る方法なども紹介していま
す。
　身近なものを違った視点で見た時の不思
議な面白さを体験できる１冊です。

28

29

30

著　魚住　直子
絵　植田　真
ポプラ社
ISBN978-4-591-12539-7
C8093
136頁
1,300円＋税
縦19.5㎝×横13㎝
2011年8月発行
対象：中学生

著　エヴァ・イボットソン
訳　三辺　律子
偕成社
ISBN978-4-03-744690-1
C8097
318頁
1,500円＋税 
四六判
2011年10月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

著　埴　沙萠
ポプラ社
ISBN978-4-591-12563-2
C8745
32頁
1,200円＋税 
縦21㎝×横26.5㎝
2011年9月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

クマのあたりまえ

クラーケンの島

きのこ
ふわり胞子の舞

特別推薦
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　基地のある街に住む、思春期に足を踏み
入れた 2 人の少女の友情の物語です。
　小学校 6 年生の楓は、米軍基地のある
街に住んでいる。最近の気がかりは 1 つ
年上の紀理ちゃんが自分と遊ぶのを避けて
いるようなことだ。「ピース・ヴィレッジ」
というコミュニティセンターに集まる大人
たちとの出会いや、街の写真を撮っている
幼馴染みの高校生の悠ちゃん、料理研究家
の花絵おばさんとのやり取りを通して、楓
は自分と自分の街を見つめ直していく。
　基地のある街に流れる独特の空気や、そ
こで暮らす多感な少女たちの成長と繊細な
友情を、みずみずしく描いた作品です。

　イギリスのイラストレーターによる、
ユーモラスな語り口と美しい絵の調和が見
事な絵本です。
　いいなあ。オレも仲間に入りたいなあ。
やせこけたトラは、宮殿の広間で楽しそう
に食事をしている王様一家が羨ましくてな
りません。ある日、トラ柄のじゅうたんが
干されているのを見たトラは、じゅうたん
とすり替わることを思いつきます。じゅう
たんになりすまして宮殿暮らしを満喫する
トラでしたが、ある夜宮殿に泥棒が忍び込
みます。そこでトラは立ち上がります！
　とことん情けないトラがここぞという時
に大活躍し幸せをつかむお話は、とびきり
愉快で読み聞かせにもピッタリです。

　ユダヤ人迫害から終戦までの体験をもと
にして、少女の目線で綴りました。
　ナチス政権下、オランダに暮らすユダヤ
人一家の末娘リーネケは、家族と離れ遠い
村の医者夫妻の家に預けられた。深刻化す
る食糧不足や病気の恐怖、孤独。そんなリー
ネケの心の支えは、密かに届けられた父親
からの絵入り手紙だった。
　奇跡的に保管されていた、色鮮やかで
ユーモアたっぷりの絵入り手紙は、娘の心
を楽しませようという父親の深い愛情を感
じさせます。リーネケ本人の話をもとにま
とめられた個人の体験でありながら、戦争
の不条理さ、人間の強さ・弱さなどを浮き
彫りにした文学性の高い読みものです。

31

32

33

著　岩瀬　成子
偕成社
ISBN978-4-03-643090-1
C8093
194頁
1,300円＋税 
四六判
2011年10月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

著　ジェラルド・ローズ
訳　ふしみ　みさを
絵　ジェラルド・ローズ
岩波書店
ISBN978-4-00-111226-9
C8798
32頁
1,400円＋税 
縦28㎝×横21.5㎝
2011年10月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

著　タミ・シェム＝トヴ
訳　母袋　夏生
岩波書店
ISBN978-4-00-115648-5
C8097
270頁
2,100円＋税 
A5判変型
2011年10月発行
対象：中学生
　　　高校生

ピース・ヴィレッジ

トラのじゅうたんに
なりたかったトラ

父 さ ん の 手 紙 は 
ぜんぶおぼえた

特別推薦
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　オランダに伝わる冬の行事「シンタク
ラース」をめぐる絵物語です。
　シンタクラースは白馬に乗り、お供の黒
いピートを連れて 12 月に子どもたちのも
とへプレゼントを持ってやってきます。お
となり同士で大の仲良し、男の子のイップ
と女の子のヤネケは、プレゼントを心待ち
にしています。白馬のために靴にニンジン
を入れたり、欲しいプレゼントのお手紙を
書いたり。小さな子どもたちが冬の日々を
過ごす様子が描かれています。
　サンタクロースとは似て非なるシンタク
ラースにまつわるお話で、日本から遠い外
国の、冬のお祭りの様子が詩情豊かに綴ら
れたユニークな１冊です。

　500 回近くの豊富な富士登山経験を持
つガイドならではの視点で、富士山の魅力
を余すところなく伝えた 1 冊です。
　近藤さんは富士山のふもとに生まれ育ち
ながら、30 歳を過ぎて初めて富士山に登っ
た異色のガイド。最初は単なる仕事だった
のが、いつのまにか富士山の不思議な力に
魅せられ、夢中になっていく。
　山開きをしているひと夏の間に約 40 万
人が登る日本一の山、富士山。その自然や
歴史、文化などのエピソードがふんだんに
盛り込んであり、読むと登りたくなること
間違いありません。更に、地球温暖化や不
法投棄などの様々な問題を考えるきっかけ
にもなるでしょう。

　第二次世界大戦時のオランダが舞台のお
話です。
　国境近くの町に住む 10 歳の少年ピート
の夢は、いつの日かオランダ最大のスケー
トレースに出場すること。ある日、父親が
ナチスに捉えられた姉弟を隣国ベルギーに
逃がす手助けをすることに。国土はドイツ
に占領され、行く手には警備兵が目を光ら
せる。ピートは自分とそう年の違わない 2
人を無事に彼らのおばさんの家まで連れて
行くという使命を果たそうとする。
　不安や恐怖と戦いながら前進しようとす
るピートの姿は読者を勇気づけると共に、
戦争とは何かを考えさせられる１冊です。

34

35

36

著　アニ－・M・G・シュミット
訳　西村　由美
絵　フィ―プ・ヴェステンドルプ
岩波書店
ISBN978-4-00-115649-2
C8097
46頁
1,300円＋税 
A5判
2011年11月発行
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年

著　近藤　光一
講談社
ISBN978-4-06-216958-5  
C8095
176頁
1,200円＋税 
四六判
2011年7月発行
対象：小学校高学年

著　ルイーズ・ボーデン
訳　ふなと　よし子
絵　ニキ・ダリー
福音館書店
ISBN978-4-8340-2667-2
C8798
40頁
1,500円＋税 
縦24㎝×横29㎝
2011年10月発行
対象：小学校高学年

イップとヤネケ
シンタクラースが
やってくる！

ぼくの仕事場は富士
山です

ピートのスケート
レース
－第二次世界大戦下
のオランダで－
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　非暴力・不服従でインドを独立に導いた
ガンディーの言葉を紹介しています。
　偉人として知られるガンディーですが、
少年時代は盗みをしたり、たばこを吸った
りと決して優等生ではありませんでした。
そんなエピソードから、思想の中心である
アヒンサーや宗教観、教育観などをテーマ
ごとに紹介。各章ごとにイントロダクショ
ンと「訳者からのガイド」をつけて、伝記
的内容や当時の社会的な状況も分かりやす
く解説しています。
　どんな言葉が何億もの人を動かし、大英
帝国からの独立を勝ち取らせたのでしょう
か。ガンディーの思想にふれることができ
る１冊です。

　消滅の危機にさらされた「さとやま」の
生成の過程から再生の取り組みまでを、美
しい口絵と共に紹介しています。
　さとやまは、ヒトが自然の恩恵を適度に
利用・管理することで、半自然として形成・
維持されてきた。生き物たちにとっては複
雑で多様な環境となり、多くの種にすみか
を提供してきたが、さとやまの衰退と共に
今、多くの生き物たちが消えようとしてい
る。
　人類・文明誕生の時点からさとやま生成
の過程を再考すると共に、現在行われてい
る国内外のさとやま再生の試みを紹介。今
後の方策を考える上でのヒントも与える内
容になっています。

　親子にとって大きなテーマである「巣立
ち」を美しい絵で繊細に描いた絵本です。
　秋から冬へと季節が変わる頃、鳥たちは
皆、暖かい南の国を目指します。しかし甘
えん坊のジョージだけは、ぬくぬくとした
巣の中から動こうとしません。そんなある
日、強風が吹いてジョージは巣ごと飛ばさ
れてしまいます。車の上から船の上、工事
現場まで・・・。お母さんはジョージを励
まし続けますが、果たして彼は自力で空を
飛べるようになるのでしょうか。
　子どもはジョージに自分を重ね、親は子
どもにジョージを投影しながら手に汗を握
り巣立ちを応援できる、読み聞かせにも適
したお話です。

37
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著　マハートマ・ガンディー
訳　鳥居　千代香
岩波書店（岩波ジュニア新書）
ISBN978-4-00-500678-6
C0236
208頁
780円＋税 
縦17.2㎝×横10.5㎝
2011年3月発行
対象：高校生

著　鷲谷　いづみ
岩波書店（岩波ジュニア新書）
ISBN978-4-00-500686-1
C0245
216頁
840円＋税 
縦17.2㎝×横10.5㎝
2011年6月発行
対象：高校生

著　サイモン・ジェームズ
訳　福本　友美子
岩崎書店
ISBN978-4-265-85017-4
C8798
32頁
1,300円＋税 
縦30.4㎝×横20.3㎝
2011年10月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

ガンディーの言葉

さとやま
生物多様性と生態系模様

さあ、とんでごらん！
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　「うそ」をキーワードに、子どもたちの
心の闇に光をあて、子どもたちの瞳に希望
の光がともるよう願いを込めて作られた作
品です。
　わけありテコちゃんのうそ、とうとう「サ
イバン」にかけることになります。ところ
がそのサイバンショときたら！なぜか動物
が飛び出してきたり、魔女が七変化して飛
び出したりと、珍サイバンが繰り広げられ
ます。
　テコちゃんや魔女、裁判官、そして子ど
もたちの劇場いっぱいに広がる力強く美し
い歌声を聴いているうちに、ホントのこと
が見えてくる。子どもも大人もぐんぐん劇
の世界に引き込まれることでしょう。

　新美南吉原作の「ごんぎつね」を、人形
劇とひとり芝居を融合させた独自のスタイ
ルで表現しました。
　子狐のごんは、村でいたずらばかり。村
人の兵十へのいたずらを後悔したごんは、
罪ほろぼしのために兵十の家に毎日そっと
食べ物を運んで行きますが、ある日、いた
ずらをしに来たと勘違いした兵十に撃たれ
てしまいます。
　原作に忠実な語りと、首（かしら）と尾
だけのシンプルな「ごん」の人形の躍動感
あふれる躁演により作品の世界観を表現。
多くの人に愛されてきた名作童話の情景
を、観客の心に優しく繊細に描き出します。

　ベストセラー作品を人形劇化した、見る
者を優しく包み温かい涙を誘う作品です。
　木でできた人形たちが、金ぴかの「星シー
ル」と灰色の「だめシール」を持ち、お
互いに貼り付けあって暮らしていた。だめ
シールばかり貼られているパンチネロは、
シールを付け合う暮らしに疑問を感じ創り
主に会いに行く。そこでパンチネロが見つ
けた新たな価値観とは・・・。
　様々な情報が氾濫する昨今、他人の評価
にとらわれず自分の存在意義を自分自身が
見つけ出すことで本当の生きる力を得るこ
とができる、という力強いメッセージが舞
台から伝わってきます。

1

2

3

うそつきテコちゃ
ん

ごんぎつね

たいせつなきみ

舞　台　芸　術

演劇集団未踏
作者 立川　雄三
演出 原田　一樹
音楽 和田　啓
制作 吉田　メグミ
ミュージカル
100分
対象：小学校中学年以上

ジョウズグループ
たいら　じょう
原作 新美　南吉
作者 たいら　じょう
演出 たいら　じょう
制作 たいら　じょう
人形劇
30分
対象：小学校低学年以上

ジョウズグループ
たいら　じょう
原作 マックス・ルケード
作者 たいら　じょう
演出 たいら　じょう
制作 たいら　じょう
人形劇
70分
対象：小学校低学年以上
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　子どもたちが舞台にあがり、役者と一緒
に作り上げる参加劇です。
　ごっこ遊びが大好きな３人組がやってき
て、だるまさんがころんだやケンケンおに
など、体を使った遊びを始めます。遊びの
雰囲気ができあがったところで「一緒にや
りたい人！」と会場に呼びかけ、手を挙げ
た子どもが舞台に参加。のりものごっこに
郵便配達ごっこ。最後はおしばいごっこ「ハ
リネズミのおはなし」でハリネズミに変身
して森の中での生活を演じます。お話がど
う終わるかは子どもたち次第。
　「うそんこ」の世界を本気で楽しむこと
で、ごっこ遊びの本質をみつめることがで
きるでしょう。

　雪ん子が人々のすさんだ心をまっすぐで
純粋に戻そうと懸命に尽くすお話です。
　江戸の町では天災・飢饉が相次ぎ、人々
の心は荒れ果ててしまっていました。そこ
に、雪の世界からゆきが舞い降ります。ゆ
きは親を失い、生きるためにスリをやって
いる子どもたちと友達になり、助けるため
に心を尽くします。ゆき自身も様々な経験
をしながら、皆を幸せにしようと頑張りま
す。天上の世界に帰らなければいけない春
はもうすぐそこに。ゆきの願いは皆に届く
でしょうか。
　ゆきが必死に伝える「正しく生きること」

「生きることの素晴らしさ」が心に沁みる
作品です。

　演劇・ダンス・音楽・美術などの要素を
取り入れながら、実際に見て、聞いて、遊
べる「立体絵本」のようなパフォーマンス
です。
　静かで夢ばかり見ている男の子「ピン」
と、元気で冒険好きな女の子「ポン」。２
人が出会って、成長して、恋をして、たく
さん旅をして、子どもを産んで、歳を取っ
ていくまでの物語を、たくさんのカラフル
なピンポン玉を使って描きます。
　「ピン」と「ポン」の成長過程を自分に
重ねて観ることで、大切な友達に出会うこ
と、いつも一緒にいてくれる家族の温かさ
に気付くこと、そして沢山の夢を持って冒
険することの楽しさを体験できます。

4
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うそんこほんこ

ピン・ポン

劇団風の子北海道
演出 中島　茜
制作 植村　直己
児童劇 
60分
対象：幼児

ニッセイ文化振興財団
原作　斎藤　隆介
作者　劇団四季文芸部
台本　青井　陽治
作詞　青井　陽治
作曲　いずみ　たく
演出　浅利　慶太
振付　加藤　敬二
ミュージカル
110分
対象：小学校高学年

劇場創造ネットワーク
作者　佐藤　信
演出　佐藤　信
　　　tupera tupera
音楽演奏　磯田　収
制作　座・高円寺
　　　劇場創造ネットワーク
ドラマ
45分
対象：幼児以上
　　　家庭・一般

撮影：久塚　真央

特別推薦

ニッセイ名作劇場
「雪ん子」
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　働きものぞろいで裕福なねこの国にやっ
て来た 2 人の旅人の正体とは・・・？　
　ある日、仮面で顔を隠した 2 人の旅人
が舟に乗ってねこの国にやってきた。あく
せくと働いてばかりのねこたちに旅人が教
えてくれたのは、ねこの国の住民が知らな
かった夢のような楽しみの歌や踊り、遊び
だった。ねこの国の王さまは、こんなに素
晴らしいことを教えてくれた旅人に、どう
か顔を見せて欲しいと頼む。仮面を取った
2 人の正体は、なんとねずみだった。
　生の歌声とピアノの音色が会場いっぱい
に広がるシンプルな舞台で、想像力がどん
どん膨らんでいく楽しいお芝居です。

　嫉妬心が引き起こした家族の悲劇と若者
たちの純粋な恋の物語です。
　舞台はシチリアの王宮。シチリア王は、
妃ハーマイオニと親友のボヘミア王との関
係を疑い嫉妬のあまり妃を投獄。生まれた
ばかりの王女パーディタをボヘミア王の子
と思いこみ荒野に捨ててしまう。ハーマイ
オニは子どもを失った悲しみのあまり死
に、自分の間違いに気付いたシチリア王は
後悔の日々を過ごす。一方、捨てられたパー
ディタは羊飼いに拾われ美しく成長し、や
がてボヘミアの王子と恋に落ちる。
　シェイクスピア晩年の作品を、スタイ
リッシュかつ遊び心満載の演出で、皆が楽
しめる舞台にしました。

　宮澤賢治が原作の童話を、豊かなバリ
エーションのある音楽で彩って仕上げまし
た。
　ゴーシュは音楽団でチェロを弾く係だ
が、へたでいつも怒られてばかりいる。そ
こで演奏会に向けて夜な夜な練習をしてい
ると、様々な動物がやってきては、その練
習を聞いていくのだった・・・。
　ピアノとチェロ、そして語りを融合して
作り上げられた新感覚の舞台は、音楽を聴
く楽しさと物語の楽しさ、両方を味わうこ
とができるような構成になっています。子
どもから大人まで、幅広い世代が楽しめる
作品となっています。

7
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オペラ「ねこのく
にのおきゃくさま」

子どものためのシェイクスピア  
「冬物語」

セロ弾きのゴーシュ

オペラシアターこんにゃく座
原作 シビル・ウェッタシンハ
訳 松岡　享子
台本 福田　善之
作曲 林　光
演出 福田　善之

大石　哲史
振付 伊藤　多恵
音楽 萩　京子
オペラ
75分
対象：小学生

華のん企画
原作　ウィリアム・シェイ

クスピア
翻訳　小田島　雄志
脚本　山崎　清介
演出　山崎　清介
制作　峰岸　直子
ドラマ
110分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭・一般

M．A．P．
原作　宮澤　賢治
作曲　白石　准
制作　Ｍ．Ａ．Ｐ．
MUSICAL STORY TELLING
50分
対象：小学校中学年以上　
　　　家庭・一般

撮影：青木　司

撮影：石川　純

撮影：久高　友昭

特別推薦
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　宮澤賢治の作品を、ピアノと歌と語りの
コラボレーションで表現しました。
　2 人の高慢な紳士が山の中で迷ってしま
い、そこで突然目の前に現れたのは西洋料
理店。空腹を満たすために入ってみたもの
の、誰かが迎えに出てくるわけでもなく、 
延々と続く廊下、行く手には次々と扉が現
れ、それらには店主からのメッセージが書
かれている。それが紳士たちを恐怖のどん
底に追い込んでいく・・・。
　ピアノの音とヴァリエーション豊かな歌
がおりなす詩情あふれる宮澤賢治の世界
に、どんどん引き込まれていくことでしょ
う。

　力も勇気もなくクラスでも地味で目立た
ないのにいきなりヒーローに変身したら？
　5 年生の真一は弱っちの泣き虫。でも、

「いつかきっとムチャクチャ強いヒーロー
になって、悪いやつらをコテンパンにして
やる」と思っている。ある夜、25 世紀か
らやってきたという人物が真一の部屋に現
われて「君を国際地球連合ヒーロー科学研
究所のスーパーキッズヒーローにする」と
いい、変身ベルトを授けてくれた。果たし
て真一は本物のヒーローになれるのか？
　自分の中の小さな勇気を信じ、一歩踏み
出すこと。今を生きる子どもに大切なこと
を教えてくれる、見るとパワーがわいてく
る作品です。

　おっちょこちょいで人なつこい「とらや
ん」の、奇想天外な冒険旅行のお話です。
　むかし、むかし、大阪は天満の町にのん
きぼうずの「とらやん」が住んでいた。ま
むし丼を食べたくなって、うなぎをまない
たに乗せてえいや、と突き刺したと思った
ら、うなぎがにょろりと逃げ出した！うな
ぎを追いかけ町越え川越え、大根畑や雲の
上、はたまた竜宮城までも、抱腹絶倒の冒
険旅行をすることに。
　伝統芸能の魅力をふんだんに盛り込んで
作り上げた舞台は、エネルギッシュで笑い
がいっぱい。見終わった後にはきっと元気
になれるお芝居です。
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注文の多い料理店

ぼくってヒーロー？

天満のとらやん

M．A．P．
原作　宮澤　賢治
作曲　白石　准
制作　Ｍ．Ａ．Ｐ．
MUSICAL STORY TELLING
30分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭・一般

劇団うりんこ
原作　立石　彰
脚本　北村　直樹
演出　北村　直樹
音楽　ノノヤマ　マナコ
制作　小原　ひろみ
演劇
100分
対象：小学生
　　　家庭

劇団コーロ
作者　かたおか　しろう
演出　茂山　千之丞
お囃子指導　藤舎　呂浩
制作　岡本　信代
ドラマ
85分
対象：小学生

特別推薦
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　昔話としておなじみのお話が、楽しい人
形劇になりました。
　林の中で怪我をして動けなくなった小
雀・おちゅんは、心優しいおじいさんに助
けられ元気になりますが、おじいさんが畑
仕事にでかけている間にお腹がすいて、お
ばあさんが作った大事な洗濯糊を食べてし
まいます。怒ったおばあさんに舌先をハサ
ミで切られ、おちゅんは泣きながら逃げて
いきました。話を聞いたおじいさんは、お
ちゅんを探しに旅に出ます。
　おちゅんの無垢な心に打たれ、お互いを
いたわるようになるおじいさんとおばあさ
んの姿が印象的な心温まるお話です。

　世の中で一番偉いのは誰でしょう？ねず
み村の愉快で楽しい大騒動です。
　ねずみ村の村長さん、ひょんなことから
大事な１人娘のお花を世の中で一番偉いお
方のお嫁さんにすることになりました。心
配そうに見送る幼なじみのちょろ吉を残
し、一家は世の中で一番偉いお方のところ
へ。お日様や雲、風に壁。色々会いに行っ
た結果、世の中で一番偉いのはねずみと分
かりました。一方村では、一番強いねずみ
を決める相撲大会が始まります。決戦の一
番に天敵のネコが現れて・・・。
　娘に幸せになって欲しいと願う親心や昔
の日本の温かな家庭の様子を、かわいい人
形たちが描き出す作品です。

　スロバキアの民話をもとにした、30 年
以上に渡り上演され続けている作品です。
　少女マルーシャは王様の理不尽な命令
で、深い雪の森に「いちご」を探しにでか
けます。すると、「12 の月の精」たちが、
森を大切にしているマルーシャのために、
いちごが実る 5 月に森を変えてくれます。
マルーシャは 12 の月の精と出会ったこと
を決して話さないと約束をして・・・。
　自然の厳しさや優しさに向き合って生き
る少女の物語です。小さな子どもから大人
まで親しめるファンタジ－の世界を、人形
劇ならではの簡素な美しさで創りだしてい
ます。
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したきりすずめ

ねずみの嫁入り

12 の月のたき火

劇団ぱれっと
原作　日本昔話
脚色　劇団ぱれっと
演出　劇団ぱれっと
音楽　劇団ぱれっと
制作　劇団ぱれっと
人形劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年

劇団ぱれっと
原作　日本昔話
脚色　劇団ぱれっと
演出　劇団ぱれっと
音楽　劇団ぱれっと
制作　劇団ぱれっと
人形劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年

劇団プーク
作者　川尻　泰司
演出プラン　川尻　泰司
演出　長谷　詔夫
音楽　長沢　勝俊
制作　井上　幸子
人形劇
65分
対象：幼児以上
　　　家庭・一般

特別推薦
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　魔法つかいのお話 2 篇と手影絵による
パフォーマンスで構成した作品です。
　「魔法つかいビーストと少年ウィリー」
ウィリーがたき木を取りに森の中を歩いて
いると笑い声が聞こえ、魔法つかいビース
トが現れた！母さんが教えてくれた方法で
魔法つかいを追っ払うゆかいな物語。
　「魔法の呪文、ムタボール！」王様のと
ころに突然現れた老人が、動物の言葉が分
かる薬を差し出す。早速コウノトリに変身
する王様。笑ってはいけない約束なのに、
コウノトリのおしゃべりがおかしくてつい
笑ってしまい・・・。
　子どもが大好きな “ 魔法 ” をモチーフに
した、不思議で変化に富んだ物語です。

　手塚治虫が原作の作品を、ファミリー向
け人形劇にしました。
　時は古代クマソの国。その血を飲むと永
遠の命を手に入れられるという火の鳥がい
た。火の鳥を狙う女王卑弥呼に故郷を滅ぼ
され復讐を誓う少年ナギは、敵の武将猿田
彦に弓矢の腕を見込まれ、共に暮らすうち
親子の情を通わせる。猿田彦と共に卑弥呼
から逃れ、故郷へ戻ったナギは姉ヒナクと
再会。大切な人たちを守るため火の鳥を仕
留める決心をする。
　「この世界はどうして生まれたの、人間
は何のために生まれたの？」悩みながらも
最後は武器を捨て平和を求め、新たな国造
りに向かうナギの姿が胸を打つ作品です。

　8 世紀～ 9 世紀頃に岩手県に実在した人
物を中心に繰り広げられる歴史ミュージカ
ルです。
　1200 年前の日本。黄金を求める大和朝
廷は、金山のある蝦夷（えみし）の国の征
圧を企てる。度重なる侵攻に豊かな暮らし
や文化、仲間を守るために立ちあがった蝦
夷軍の若きリーダーがアテルイだった。戦
いは続き、アテルイはついに大和軍の大将
で幼馴染の坂上田村麻呂と対峙する。
　家族や仲間との絆、ふるさとへの思いな
どを日本の民俗芸能を活かした振付や壮大
な太鼓の生演奏で表現した、迫力あふれる
舞台です。

16
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18

魔法つかいのおと
ぎばなし

火の鳥－黎明編－

ミュージカル「ア
テルイ　北の燿星」

劇団かかし座
原作　黒人の民話「ウィリー

と魔法使い」 
「こうのとりになった
王様」

脚本　花輪　充
演出　花輪　充
音楽　石川　洋光
制作　後藤　圭
　　　劇団かかし座企画営業部
影絵
50分
対象：幼児
　　　小学生
　　　家庭・一般

人形劇団クラルテ
原作　手塚　治虫
脚色　東口　次登
演出　東口　次登
音楽　一ノ瀬　季生
制作　中山　美津子
人形劇
135分
対象：幼児以上
　　　家庭・一般

わらび座
原作　高橋　克彦
脚本　杉山　義法
作曲　甲斐　正人
演出　中村　哮夫
美術　朝倉　摂
制作　わらび座
ミュージカル
110分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭・一般©わらび座

特別推薦
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　「父と息子の絆」をテーマに、子どもの
幸せを何よりも願う親の深い愛情を丁寧に
描いた物語です。
　自閉症の息子ターフーを男手一つで育て
てきた父親のシンチョンは、自分が癌に冒
され余命わずかだと知らされる。自分の亡
き後も息子が幸せに暮らせるよう、残され
た時間で生きる術を教えていく。
　父子を取り巻く人々の隣人愛や、懐古的
な街並みが印象的な作品です。死への恐怖
や不安よりも、息子と過ごす時間を幸せに
感じている父の姿は、さわやかな感動を呼
び起こし、現代の日本で問われる他者との
絆や、心のよりどころを見直す契機ともな
るでしょう。

　茶道などの日本文化の原点となった国宝
銀閣の知られざる姿に迫りました。
　15 世紀後半、室町幕府八代将軍・足利
義政によって創建された山荘・東山殿。現
在は銀閣寺として親しまれる名刹で、大正
期以来の 3 年がかりの大規模な解体調査・
修理が行われた。歴史上の認識を覆す「白
土による外壁塗装」「極彩色の文様」など
の存在が明らかにされた。
　最新の修復調査を長期間に渡り独占取
材。京都の地形や歴史などを踏まえた番組
独自の考察を、考古学や建築学など様々な
研究成果を活用し提示しました。今とは異
なる創建時の姿に光をあて、その変貌の歴
史を検証した長編番組です。

　小惑星探査機「はやぶさ」の打ち上げか
ら帰還までの 7 年に渡る波乱と感動の旅
を、臨場感あふれる CG で再現しました。
　2003 年 5 月に打ち上げられた「はやぶ
さ」の使命は、太陽系創成当時の記録が残っ
ていると考えられている小惑星「イトカ
ワ」の岩石を持ち帰ること。2005 年 11 月、
ついにイトカワに到着したはやぶさは、2
度のタッチダウン後地球帰還を目指す。幾
多の困難を乗り越えついに地球にカプセル
を届け、自らは大気で燃え尽きる。
　世界に誇れる工学的・理学的成果を得た
はやぶさのミッションを知ることができ、

「宇宙の中の私たちの存在」を考えさせら
れる作品です。

1

2

3

海洋天堂

ハイビジョン特集
銀閣よみがえる
～その500年の謎～

HAYABUSA
－ BACK TO THE EARTH －
帰還バージョン

映像・メディア等

クレストインターナショナル
監督　シュエ・シャオルー
脚本　シュエ・シャオルー
音楽　久石　譲
制作　ビル・コン
映画・ドラマ
98分
対象：小学校高学年以上

日本放送協会
監督　伊藤　雅博
制作　松本　正則
　　　坂上　達夫
放送・ドキュメント
89分
対象：中学生以上

ライブ
原作　上坂　浩光
監督　上坂　浩光
脚本　上坂　浩光
　　　高畠　規子
音楽　酒井　義久
編曲　酒井　義久
制作　飯山　青海
　　　上坂　浩光
　　　田部　一志
映画・ドキュメント
45分
対象：幼児以上

©2010,Nice Select Limited.All Rights Reserved

©「はやぶさ」大型映像制作委員会
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　青年医師と彼を支える妻の夫婦愛や友情
など人の絆を温かく描いた作品です。
　舞台は信州・松本。厳しい地方医療の現
実と向き合いながら寝る間もないほど忙し
い日々を送る若き医師。最愛の妻や友人、
同僚など様々な人の助けと支えを受けなが
ら、日々の激務をしのいでいた。そんな中
で最先端医療が学べる大学病院への誘いを
受け、悩む彼の前に末期がん患者が現れる。
医学ではどうすることもできない患者と向
き合う中で、医師として人間として、自ら
の進むべき道を見つけていく。
　地域医療、終末期医療という重いテーマ
と向き合った、心の深い所を揺さぶる命の
物語です。

　知的障がい者職業訓練施設のクラブが技
術を磨き、プロの和太鼓集団として成長し
ていく姿を捉えたドキュメンタリーです。
　知的障がいがある人々が周囲の協力を得
ながら自立して暮らす長崎県の通称コロ
ニー雲仙。ここでリハビリ的な活動として
始めたクラブが、ひたむきな練習で腕を磨
きプロの和太鼓演奏集団としてコンテスト
で 2 位を獲得するまでに成長する。プロ
として新曲に挑む姿や、結婚して子育てを
している団長の岩本さんを中心とした、メ
ンバーの普通の日々の暮らしを描く。
　障がいがある人もない人も、同じ場所で
普通に暮らすこと、共に生きることができ
るより良い社会のあり方を描いています。

子どもたちが哲学を学ぶという画期的な取
り組みを 2 年に渡って追った教育ドキュメ
ンタリーです。
　フランス・パリ近郊のジャック・プレ
ヴェール幼稚園では、3 歳～ 5 歳の子ども
たちが哲学を学ぶという世界初の取り組み
が行われていた。子どもたちは輪になって
座り、様々なテーマについて考える。授業
が進むにつれお互いの言葉に刺激を受けて、
他人の話に耳を傾けることや意見は違って
も自分たちで考える力を身につけていく。
　子どもの無限の想像力に圧倒されると共
に、本当の意味での “ 考える力 ” や子ども
たちにとって大切なものとは何かを考えさ
せられる作品で す。
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神様のカルテ

幸せの太鼓を響か
せて
～ I

イ ン ク ル ー ジ ョ ン

NCLUSION ～

ちいさな哲学者たち

東宝
原作　夏川　草介
監督　深川　栄洋
脚本　後藤　法子
音楽　松谷　卓
制作　「神様のカルテ」製

作委員会
映画・ドラマ
128分
対象：小学校高学年以上

ムヴィオラ
監督　小栗　謙一
音楽　時勝矢　一路
制作　細川　佳代子
映画・ドキュメント
106分
対象：小学校低学年以上

ファントム・フィルム
監督　ジャン＝ピエール・

ポッツィ 
ピエール・バルジエ

制作　ジャン＝ピエール・
ポッツィ 
ピエール・バルジエ 
シルヴィ・オパン

映画・ドキュメント 
103分
対象：中学生以上

©2011able映画製作委員会

©Ciel de Paris productions 2010
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　明治時代の化学者、高峰譲吉の半生を描
いた物語です。
　今から 100 年以上も前に、祖国日本を
離れアメリカで研究生活を送った高峰譲吉
博士。遠いアメリカでの研究生活、そして
妻キャロラインとの運命の出会い。その生
涯は決して順風満帆ではなく、幾度となく
挫折をする中でも、博士は決してあきらめ
なかった。
　「タカヂアスターゼ」の抽出など、高峰
博士が残した功績は、現在も多くの人々が
その研究成果の恩恵にあずかっています。
また、研究のみならず日米の懸け橋として
も各界に大きな影響を残した、博士の波乱
と試練の生涯を壮大に描いています。

　100 年以上も前の時代に、日本とアメ
リカの懸け橋となった化学者のお話です。
　若くして海を渡った化学者・高峰譲吉は
日米の友好の懸け橋となるべく、アメリカ
に日本の桜を咲かせることを願う米国人女
性の力になることを決意。日本から桜の苗
木を取り寄せるが、苗木に害虫がついてい
てシアトル到着後に焼却されることにな
る。関係者が落胆する中、博士だけは諦め
ず再挑戦を呼びかける。
　日本とアメリカ 2 つの国を愛し、心と心
で結ばれた絆を作ろうと決意し挑戦を続け
る博士の生き方は、現在困難に立ち向かっ
ている人を勇気づけてくれるでしょう。

　ハンディを抱えた高校球児が、苦難を乗
り越え勝利を目指す姿を描いています。
　中学時代天才ピッチャーと称されなが
ら、試合中に突然聴覚を失ったミョンジェ
は、聴覚障がい者学校へと転校し、二度と
野球はしないと誓う。転校先の野球部はわ
ずか 10 人の弱小チーム。そこへ暴力事件
で謹慎処分となったスター投手サンナムが
やってくる。サンナムに誘われたミョン
ジェは再び野球を始め、強豪校との試合に
臨むが大敗。チームプレイの大切さを学ん
だ選手たちは、「全国大会での悲願の 1 勝」
を目指す。
　人生はいつからでも再生できるという希
望を描いた、実話をもとにした物語です。
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さくら、さくら

TAKAMINE
アメリカに桜を咲
かせた男

ホームランが聞こ
えた夏

Rei23
監督　市川　徹
脚本　佐伯　俊道
　　　下島　三重子
音楽　小川　類
制作　Rei23
　　　北國新聞社
映画・ドラマ 
135分
対象：小学校高学年以上

Rei23
監督　市川　徹
脚本　長谷川　圭一
　　　太田　小由美
音楽　小川　類
制作　Rei23
　　　北國新聞社
映画 ･ ドラマ 
105分
対象：小学校高学年以上

CJ Entertainment Japan
原作　ホン・ソクジュン
監督　カン・ウソク
脚本　ホン・ソクジュン
音楽　チョ・ヨンウク
編曲　コ・イムピョ
制作　キム・ジョンア
映画 ･ ドラマ 
144分
対象：小学校中学年以上

©2011 CJ Entertainment Inc. All Rights Reserved
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　沖縄で若者のバンド練習のためにスタジ
オを作り、プロのアーティストも排出した、
実在した音楽スタジオ創設者のお話です。
　美ら海水族館のある本部町で小さな弁当
屋を営む陽（ひかる）は、弁当を買いに来
る高校生達が放課後にバンドの練習をする
場所が無いことを知り、借金をしてスタジ
オを作り無料開放する。「あきらめなけれ
ば、夢は叶う。」と愛を持って彼らを叱り、
励ます陽。熱意が伝わり、学生たちは陽を
慕い一生懸命に練習に励むが・・・。
　誰かのために必死で生きようとした１人
の男性と、まっすぐに彼を信じた若者たち
の姿が観る人に希望のエールを届けます。

　思わず見入ってしまうスケールの大きな
実験を魅力的な映像で描く科学教育番組シ
リーズです。
　音の速さってどれくらい？声でコップが
割れる？空気を温めてその浮力で人を持ち
あげられる？広く知られている素朴な科学
の知識や法則を、壮大な規模の実験で確か
めます。実験部分の映像はコンピューター
グラフィックスは使わず、全て実際に撮
影。様々な技術を駆使した説得力のある映
像で、科学の楽しさ、奥深さを伝えます。
　ダイナミックな実験映像を通して子ども
は自然の法則の不思議さに気付き、科学へ
の好奇心をかきたてられることでしょう。

　壮絶な過去を乗り越え子どもたちと共に
学んだ老人の実話をもとにした物語です。
　アフリカ大陸ケニア。政府が無償教育制
度を始め、田舎の小学校に沢山の子どもが
押し寄せる。その中に１人の老人の姿が
あった。彼の名はキマニ・マルゲ。教育を
受けられなかった彼は「文字を読みたい」
一心で学校へ通い入学許可を求める。門前
払いの日々が続く中情熱に突き動かされた
校長が周囲の反対を押し切り入学を認め、
マルゲは84歳の小学生として学んでいく。
　ケニアの解放と自由の為に戦った壮絶な
過去を持ちながら夢と情熱を忘れず、過去
に打ち勝つために勉強を続ける老人の姿に
胸を打たれる感動の一作です。
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天国からのエール

大科学実験

おじいさんと草原の
小学校

アスミック・エース
監督　熊澤　誓人
脚本　尾崎　将也
　　　うえの　きみこ
音楽　御供　信弘
　　　林　祐介
制作　真壁　佳子
映画・ドラマ
114分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

日本放送協会
制作　森　美樹
放送・ドキュメント
各10分
対象：幼児以上
　　　一般

クロックワークス
監督　ジャスティン・チャ

ドウィック
脚本　アン・ピーコック
音楽　アレックス・ヘッ

フェス
制作　ジョー・オッペンハ

イマー
映画・ドラマ
103分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

©2011『天国からのエール』製作委員会

©NHK
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　子どもが犯罪から身を守るにはどうした
ら良いか、子どもの視点で描いた防犯教育
映像です。
　登校・下校の途中に、公園などで子ども
が巻き込まれやすい誘拐・連れ去りを取り
上げます。地域には必ず犯罪に巻き込まれ
やすい死角があります。それは「入りやす
い場所」と「見えにくい場所」。その死角を
認識することで、誘拐や連れ去りを未然に
防ぐことができます。そこで「地域安全マッ
プ」づくりや、犯罪防止とその対応につい
て具体的に紹介しています。
　随所にクイズ形式を取り入れ、視聴して
いる子どもたちが楽しみながら考えること
ができるような内容になっています。

　深刻な問題となっている「ネットいじめ」
について学べます。
　中学 2 年生の美咲は携帯電話を買って
もらい大喜び。親友とメールのやり取りを
して楽しんでいたが、ちょっとした誤解か
ら仲互いしネットいじめが始まる。メール
で謝ったものの無視。自分のプロフィール
サイト「プロフ」を改ざんされ、それを読
んだ男性たちから不審なメールが届く。さ
らに級友たちからも無視され親にも相談で
きず、美咲は学校に行けなくなってしまう。
　ネットいじめをリアルに描き、具体的な
対処法を通して「ネットいじめは絶対にい
けないこと、ネットいじめにあった時は 1
人で悩まないこと」を伝えています。

　興味本位で大麻に手を出さないよう、そ
の違法性と危険性を訴えるドキュメントで
す。
　大麻を栽培していた若者の逮捕の瞬間を
捉え、若者の間に急速に大麻が広がってい
る実態を検証するほか、インターネットで
簡単に大麻を入手できる現状や、薬物依存
リハビリ中の患者が大麻に手を染めたきっ
かけなどを探る。また最近、韓国で日本の
若者がアルバイト感覚で運び屋となって摘
発されている実態を描き、外国でも麻薬に
対しては厳しい罰則があることを伝える。
　薬物依存症患者の体験談や大麻成分を注
入したラットの異常行動を通して、薬物の
恐ろしさを強く訴えています。
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15

こ わ く な っ た ら 
にげようね
ゆうかい・連れ去
りから自分を守る

ネットいじめ
ひとりで悩まない

今すぐ防げ！大麻汚染
最初の一回が人生を狂わ
せた

映学社
原作　髙木　裕己
監督　川崎　けい子
脚本　川崎　けい子
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
18分 
対象：幼児
　　　小学校低学年

映学社
原作　髙木　裕己
監督　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
DVD・ドラマ
23分 
対象：小学校高学年以上
　　　一般

映学社
原作　髙木　裕己
監督　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
DVD･ ドキュメント 
25分
対象：中学生以上
　　　一般
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　子どもの交通事故を防ぐための様々な知
識を学べます。
　サル太郎が遊びに夢中になり道路に飛び
出すと、その危険な場面で女性警察官が登
場。道路の飛び出しはいけないことや、交
差点では右・左を見た後、もう一度右を確
かめてから横断歩道を渡ることなどを教え
ます。また、自転車でパンを買いに行く時
には、お父さんから自転車の基本的な走行
ルールや正しいヘルメットのかぶり方など
を学びます。
　ストーリーの中で、視聴する子どもと一
緒に安全ポイントを声を出して読み上げる
参加型の構成で、理解しやすい内容になっ
ています。

　火の恐ろしさと正しい扱い方を知っても
らうためのアニメーションです。
　サル太郎たちは、森の広場でボール遊び
をしている時に山火事を発見する。すぐに
消防署に連絡し、かけつけた消防隊のおか
げで大事には至らなかった。現場に落ちて
いたゲーム機を手掛かりに火遊びをした子
どもを探していくサル太郎は、子どものラ
イター遊びによる火災の多さを知る。
　火遊びの恐ろしさや火の正しい扱い方を
子どもに身につけさせておかなければ、火
遊びによる火災を根絶することはできませ
ん。子どものみならず保護者にも、火遊び
の危険を強く訴えかけてます。

　薬物乱用の恐ろしさを訴えかけるドキュ
メントです。
　多くの旅行客が利用する成田国際空港で
は、乱用薬物を摘発するため麻薬探知犬が
活躍している。この麻薬探知犬が主人公と
なって、身体に著しい害を与える乱用薬物
について、乱用のきっかけや身体への恐ろ
しい影響、国内外での薬物に関する厳しい
罰則などを説明していく。
　好奇心や大人への反抗心などから薬物乱
用を始めないようにするために、小学生の
時から薬物についての正しい知識を身につ
けさせ、自身の健康や行動に責任を持つ態
度を育てることの大切さを伝えています。

16
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18

サル太郎はとびだ
さない！
歩行者・自転車の
こうつうルール

やめて！ライター
あそび
どうぶつ村の消ぼ
う隊　出どう

麻薬探知犬が教えて
くれたこと
薬物乱用が脳をダメ
にする

映学社
原作　髙木　裕己
監督　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
　　　藤井　正和
DVD・アニメ
15分
対象：幼児以上
　　　小学校中学年

映学社
監督　髙木　裕己
脚本　藤井　正和
音楽　加藤　由美子
制作　髙木　裕己
　　　藤井　正和
DVD・アニメ
14分 
対象：幼児以上
　　　小学校中学年

映学社
原作　髙木　裕己
監督　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
21分
対象：小学校低学年以上
　　　中学生
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　薬物乱用・依存の防止を目的とした、中
学生・高校生向けの教育映像です。
　中学生のグループが乱用薬物について学
ぶため東京税関にある情報ひろばを訪ね、
薬物が脳にどのような影響を及ぼしどのよ
うに薬物依存になっていくのかを探る。ま
た、薬物依存者の体験談や、薬物の所持・
乱用は日本のみならず、諸外国でも厳しく
罰せられることなどを学ぶ。
　中・高校生の覚せい剤や大麻に関わる補
導人員が急増する中、好奇心や反抗心・仲
間への迎合等から薬物に手を染めないよ
う、正しい知識を分かりやすく身につけら
れる内容になっています。

　子宮頸がん防止の意識啓発ドキュメント
です。
　子宮のしくみや、子宮がんの発生原因と
なるウイルスについて、図解などを使って
解説。検診等でがんを早期発見し、初期段
階で治療できた体験者の話を交えて、早期
受診の大切さを伝えます。今日では、子宮
頸がんを予防するワクチンが開発されてお
り、早期発見し適切な治療を行えば殆どの
人が治る「唯一予防が可能ながん」といわ
れていますが、近年は若年層の女性の発症
率が著しく増加しており毎年多くの人が命
を落としているのが現状です。
　早期発見・早期診断・早期治療の大切さ
を強く訴えています。

　熱中症についての正しい知識を分かりや
すく身につけることができます。
　近年猛暑で熱中症が急増し、救急搬送さ
れる子どもが増えている。異常気象による
厳しい暑さが熱中症の最大の要因だが、そ
れに加えて無理な運動などから熱中症を防
げなかったケースも多い。熱中症の特徴的
な症状、熱中症が起こるさまざまな要因や
仕組み、環境条件に応じた熱中症の事例、
応急処置や救助の求め方など、予防と対策
を解説していく。
　イラストの「太陽おじさん」と少年が対
話しながら話を進めていく形式で、子ども
たちが興味を持って見ることができる１本
です。

19

20

21

薬物乱用と薬物依存
脳をダメにする薬物

大切ないのち
子宮頸がんから守る
早期発見・早期診断・
早期治療

知って防ごう熱中症

映学社
原作　髙木　裕己
監督　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
19分
対象：中学生
　　　高校生

映学社
原作　髙木　裕己
監督　川崎　けい子
脚本　川崎　けい子
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
20分 
対象：中学生以上
　　　一般

映学社
原作　髙木　裕己
監督　遠藤　協
脚本　遠藤　協
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
18分
対象：小学校低学年以上
　　　一般
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　子どものうつ病に対する理解を深め、正
しい知識を身につけることができます。
　ある調査では、死にたいと思ったことの
ある小・中学生は全体の 4 割に達している。
自殺原因は様々な要因が複雑に絡んでいる
と考えられているが、最近はうつ病に注目
が集まっている。不登校などの影にうつ病
が隠れていることも少なくない。
　子どもに「死にたい」と訴えられた時教
師や親はどう対応すべきか、対処方法を再
現映像を交えて分かりやすく解説しまし
た。子どもの身近にいる教師や保護者が正
しい対処法を知り、子どものうつ病による
自殺を未然に防ぐことを目的としていま
す。

　男子高校生が学業に部活に真摯に取り組
む姿を描いた青春映画です。
　男子高校に入学した小笠原は、女子にモ
テる部活と勘違いし部員不足で廃部寸前の
演劇部に入部してしまうが、ガッツと努力
で部員を補充し廃部を免れる。そんな矢先、
演劇の見学に行った女子高で美少女部員に
一目ぼれし、開催迫る演劇祭に向けてやる
気が一層アップ。そして、大会当日彼らが
繰り広げた舞台は・・・。
　主人公が自分の短所や悩みを演劇を通し
て克服していく姿が、すがすがしく描かれ
ています。コメディーの要素もふんだんに
ちりばめられた、皆が明るく笑って楽しめ
る作品です。

　動物の生態を通じて生きることの意味を
考えるネイチャードキュメンタリーです。
　アフリカゾウの大群、コモドオオトカゲ
によるスイギュウへの攻撃、枝の上で繰り
広げられるチリクワガタの愛の戦い、フサ
オマキザルのヤシの実割り。おなじみの動
物から珍しい生き物まで、それぞれが必死
に知恵を絞って命をつなぐ姿を追う。
　6 年間・のべ 3,000 日という時間を費
やし「動物と同じ目線」で撮影された中か
ら、えりすぐりの瞬間を捉えた映像でつづ
られた物語です。最新の撮影技術を駆使し
て、肉眼で見ることが困難な動物たちの姿
を引き出すことに成功した、貴重な映像が
満載の作品です。

22

23

24

悩む子どもの話を
聞こう
子どものうつ病と
自殺対策

行け！男子高校演
劇部

ライフ
－いのちをつなぐ物語－

映学社
原作　髙木　裕己
監督　宇田川　東樹
脚本　岩永　敏明
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
23分
対象：中学生以上 

　一般

日本出版販売
監督　英　勉
脚本　池田　鉄洋
映画・ドラマ
85分
対象：中学生以上
　　　一般

エイベックス・エンタテイ
ンメント
監督　マーサ・ホームズ
　　　マイク・ガントン
脚本　マーサ・ホームズ
　　　マイク・ガントン
音楽　ジョージ・フェントン
制作　ニール・ナイチンゲール
　　　アマンダ・ヒル
映画・ドキュメント
88分
対象：幼児以上
　　　一般

©BBC EARTH PRODUCTIONS 
(LIFE) LIMITED MMXI. ALL 
RIGHTS RESERVED

©「行け！男子高校演劇部」製作委員会
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　吃音のある子どもたちとその周辺を、約
3 年間に渡って取材しました。
　1 巻では「どもっても  いいんだよ」を
キーワードに吃音のある子どもたちが、友
だちといる時、家族といる時、1 泊 2 日の
サマーキャンプなど様々な場面で明るく真
剣に話し合う。2 巻のキーワードは「大き
くなったら  どうする？」。吃音のある中
高生・社会人が進路について話し合ったり、
両親が子どもに対する思いを語る。3 巻で
は「話すことは  生きること」をキーワー
ドに、28 名の一人一言を収録。
　企画制作者自身が吃音で悩んだ子ども時
代の体験を踏まえて作った、吃音について
の理解が深まるドキュメンタリーです。

　発達障がいを抱えた女性の日常を描いた
ドキュメントです。
　ディスレクシアとは「字」と言葉の「音」
が結びつきにくいことが原因で読み書きが
困難になる高次脳機能障がいと考えられて
いる。美んちゃんは、なぜ読み書きが出来
ないか分からないまま大人になった。職場
も障がいが原因でクビにされ悩みながら生
きてきたが、生きづらさの原因がディスレ
クシアと分かってからは、前向きに生きよ
うと決意。得意分野を活かして自立に向け
て歩みだす。
　障がいを乗り越えていく主人公の姿が、
それぞれが個性を活かし輝いた人生を送る
ことの素晴らしさを伝えます。

　北海道・月浦の豊かな自然と人々の心温
まる交流を描いた物語です。
　東京から北海道・月浦に移り住み、湖
のほとりに宿泊施設が付いたパンカフェ

「マーニ」を始めた夫婦。そこには日々色々
なお客がやってくる。北海道から出られな
い青年、なんでも聞こえてしまう地獄耳の
硝子作家、口をきかない少女とパパ、想い
出の地に再びやってきた老夫婦。それぞれ
の季節に、様々な思いを抱いて店を訪れた
彼らが見つけた幸せとは？そして彼らを見
守る夫婦に訪れることとは・・・。
　美しい月浦の自然を舞台に様々な人生を
描く、温かく優しい空気に包まれた作品で
す。
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吃音に向き合うた
めのドキュメンタ
リー映像集

「ただ、そばにいる」

DX（ディスレクシア）
な日々
美んちゃんの場合

しあわせのパン

北川　敬一（自主制作）
監督　北川　敬一
音楽　鈴木　幸奈
制作　北川　敬一
DVD・ドキュメント
324分
対象：教育福祉実践者

イメージ・テン
監督　谷光　章
脚本　谷光　章
音楽　山浦　幹子
制作　谷光　章
映画・ドキュメント
81分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

アスミック・エース
監督　三島　由紀子
脚本　三島　由紀子
音楽　安川　午朗
制作　しあわせのパン製作

委員会
映画・ドラマ
114分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭・一般

©2011『しあわせのパン』製作委員会

特別推薦
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　チェルノブイリ原発事故後、隣国のベラ
ルーシに住む少女と家族のお話です。
　カリーナはかつて、大好きなおばあちゃ
んと両親と共に放射能汚染の危険がある家
に住んでいたが、ママの入院・発病で家族
はバラバラになり親戚に預けられる。ある
日、入院先のママから「チェルノブイリと
いう街には悪魔のお城があって、毒を撒き
散らしているんだよ」と聞く。やがておば
あちゃんの具合もママの病気も悪くなり、
彼女自身も病に倒れてしまう。入院先で友
達の死を目の当たりにして、カリーナはあ
ることを決意する・・・。
　家族の絆を少女の目線で描いた、おとぎ
話のような悲しい物語です。

　火や煙、火災についての正しい知識を人
気キャラクターが分かりやすく伝えるアニ
メです。
　あさりちゃんは道でライターを拾い、興
味本位で火をつけてみたくなります。誰も
いない家で 1 人でライターに火をつけた
ところ、ソファに火が燃え移って火事に
なってしまいますが、そこでぬいぐるみが
しゃべり始め、あさりちゃんを助けます。
　ライターなどによる火遊びの怖さ、煙の
怖さ、そして何よりも大切なものが一瞬に
してなくなってしまう悲しさを子どもたち
の心に訴えます。また、火災が起きた時の
具体的な対応法も分かります。

　身近な乗り物である自転車の交通ルール
を分かりやすく学ぶことができます。
　自転車は車の仲間で様々な交通ルールが
ありますが、それを知らずに乗っていたあ
さりちゃんは、お姉さんのたたみちゃんの
指導のもと、正しい自転車の乗り方を学ん
でいきます。
　「ヘルメットをかぶろう」「道路の左側を
走ろう」「歩道は歩行者優先」「横断歩道の
渡りかた」「傘差し運転や携帯電話を使い
ながらの運転はやめよう」など、基本的な
交通ルールや安全で正しい自転車の乗り方
などを、かわいいキャラクターがテンポ良
く伝えます。
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カリーナの林檎
～チェルノブイリの森～

あさりちゃんの火
の用心

あさりちゃんの自転
車安全教室

マサ映像
監督　今関　あきよし
脚本　いしかわ　彰
音楽　遠藤　浩二
編曲　遠藤　浩二
制作　今関　あきよし
映画・ドラマ
109分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭・一般

教配
企画　教配
制作　教配
ビデオ・DVD・アニメ
10分
対象：小学生
　　　家庭

教配
企画　教配
制作　教配
ビデオ・DVD・アニメ
10分
対象：小学生
　　　家庭

©室山まゆみ・小学館

©室山まゆみ・小学館

©2011カリーナプロジェクト
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　自転車にも決められた交通ルールがあり、
ルールを守ることの大切さを訴えます。
　自転車の交通ルールを守らなかった小学
生の拓也くんは、自らの乱暴な運転により
歩行中のおばあさんとぶつかり、おばあさ
んは意識不明になってしまう。事故の加害
者となれば、相手の方はもちろん自分の家
族にまで大変な思いをさせてしまうことや、
自転車でも大きな事故が起きること、交通
事故の責任の重さなどを実際に起きた自転
車事故の裁判例を挙げて訴える。
　自転車事故の被害者や加害者とならない
よう、正しい乗り方を身につけるきっかけ
となる作品です。

　「アンネの日記」著者の親友が語る、ノ
ンフィクションの書籍をもとに映像化した
作品です。
　アムステルダムの小学校に通うアンネ・
フランクはユダヤ系の少女ハネリと出会い
仲良しになる。だが、ナチス・ドイツによ
るユダヤ人迫害が日に日に厳しくなり、ア
ンネの父オットーは身を隠すことを決意。
隠れ家に生活していたがゲシュタポがやっ
てきた。貨車に詰め込まれ、着いたのはア
ウシュヴィッツ強制収容所だった。
　アンネが体験した悲惨な事実を伝えると
ともに、最後まで希望を忘れなかったアン
ネの姿を通じて観る者に命の尊さ、自由や
善と悪などを重く問いかけます。

　障がい者と介助者の葛藤や交流を描いた
作品です。
　先天性の視覚障がいを持ち助けてもらっ
て当然と考える俊と、障がいは人からバカ
にされるものと考える視覚障がい者のほの
か。なんでも助けて当然と考える介助者の
聡子と、聡子の兄で助けないことも介助と
考える勇治。ある日４人で一緒にハイキン
グに出かけたところ山中で会った大学生か
ら障がい者を差別するような行為を受け、
俊は激怒する。
　障がい者と介助者、男と女。様々な関係
でのすれ違いやぶつかり合いが描かれてお
り「違いを持つ者同士の関係」について真
剣に見つめ、考える契機となるでしょう。
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真剣に考えよう　
自転車のこと

アンネの追憶

金星

教配
企画　教配
制作　教配
ビデオ・DVD・ドラマ
16分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭・一般

ゴー・シネマ
原作　アリスン・レスリー・ゴールド
監督　アルベルト・ネグリン
脚本　アルベルト・ネグリン
音楽　エンニオ・モリコーネ
制作　ITALIAN INTERNATIONAL FILM
映画・ドラマ
99分
対象：中学生以上
　　　家庭・一般

トリウッド
監督　早川　嗣
脚本　早川　嗣
音楽　寺沢　新吾
制作　トリウッドスタジオ

プロジェクト
映画・ドラマ
60分
対象：中学生以上
　　　家庭・一般
　　　教育福祉実践者

©ITALIAN INTERNATIONAL FILM sri

©トリウッドスタジオプロジェクト
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　世界中で愛されているおなじみのスマー
フが、3D 映画となって現れました。
　遠いどこかの森にある村で幸せに暮らし
ていたスマーフたち。村の大イベント “ ブ
ルームーン祭り ” の日に、スマーフの青い
エキスを絞り取ろうと魔法使いガーガメル
がやってきた。大慌てで逃げ出したところ
突然あいた大きな穴からワープしてニュー
ヨークのど真ん中に放り出されてしまう！
偶然出会った人間パトリックの家に居候し
ながら村に戻ろうと奮闘するが、果たして
無事に村に帰ることができるのか？
　実写と最新アニメーションを融合させた、
とっても楽しいアドベンチャー・エンター
テインメントです。

　県民から寄せられた貴重な映像で綴られ
た、昭和の日本の記録です。
　福島の映像文化を残すため、昭和 40 年
代以前に各家庭で撮影・保存した８ミリ
フィルム等を広く県内に募集したところ、
県民からフィルムが約 750 本寄せられま
した。その貴重な映像を修復し、素材を編
集してまとめました。そこには何気ない家
族の姿や明るい笑顔、活気に満ちたお祭り
の風景など、元気な福島の姿が記録されて
いました。
　東日本大震災によって失われた景色も含
まれた貴重な映像で綴った本作は、単なる
資料映像にとどまらず、幅広い世代が楽し
める作品となっています。

　「楽しい」をキーワードに制作された、
子どもの発達に役立つ様々なコンテンツで
構成された子ども向け番組です。
　おりがみ遊びや１分間の映像詩で綴る、
生き物たちのかけがえのない生命の物語、
番組でお馴染みのキャラクターが様々なス
ポーツに挑戦するコーナーなど、子どもが

「考える力」｢生きる力」「解決する力」「新
しいものを創造していく力」「共生してい
く力」を身につけられるような内容になっ
ています。
　1973 年の放送開始から一貫して子ども
たちのためになる映像教育プログラムを構
築し、世代を越えて親しまれています。

34

35

36

スマーフ

福 島 ８mm キ ネ マ
劇場

be ポンキッキーズ

東宝東和
原作　ペヨ
監督　ラージャ・ゴスネル
脚本　Ｊ . デヴィッド・ステム
　　　デヴィッド　Ｎ . ワイス
DVD・アニメ
102分
対象：幼児
　　　小学生
　　　家庭

楽映舎
監督　元木　隆史
音楽　野島　健太郎
DVD・ドキュメント（一部
ドラマ）
36分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭・一般

フジテレビキッズ
企画　小畑　芳和
監修　岩立　京子　苅宿　俊文
　　　榊原　洋一　鈴木　みゆき
論語監修　加地　伸行
構成　舘川　範雄　内田　英一
ディレクター
　　　武富　英夫　岡部　美樹
　　　池田　純人　松井　香与子
　　　菅野　温夫　森田　倫代
　　　後藤　光弥　大林　基
　　　三島　有紀子
エグゼクティブプロデューサー
　　　小畑　芳和　　
プロデューサー
　　　山田　洋久　網谷　浩恵
　　　岩﨑　浩美　小林　正治
放送
30分
対象：幼児
　　　小学生

©Courtesy of Sony Pictures Animation

©FUJITV KIDS
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（１）出版物（７点）
推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等

6 古代エジプトのものがたり 岩波書店 小学校高学年以上
（再話）ロバート・スウィンデルズ 
（訳）百々 佑利子 
（絵）スティーブン・ランバート

10 鉄のしぶきがはねる 講談社
中 学 生 
高 校 生

（著）まはら 三桃

16
｢チュウチュウ通りの 
ゆかいななかまたち｣ シリーズ 
全 10 巻

あすなろ書房 小 学 校 低 学 年
（著）エミリー・ロッダ 
（訳）さくま ゆみこ 
（絵）たしろ ちさと

22 ダーウィンと出会った夏 ほるぷ出版 中 学 生 以 上
（著）ジャクリーン・ケリー 
（訳）斎藤  倫子

24 カモのきょうだい　クリとゴマ アリス館
小 学 校 中 学 年 
小 学 校 高 学 年

（著）なかがわ ちひろ

30 きのこ　ふわり胞子の舞 ポプラ社
幼 児 
小 学 校 低 学 年

（著）埴 沙萠

32 トラのじゅうたんになりたかったトラ 岩波書店
幼 児 
小 学 校 低 学 年

（著）ジェラルド・ローズ 
（訳）ふしみ みさを
（絵）ジェラルド・ローズ

（２）舞台芸術（６点）
推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象

6 ピン・ポン 劇場創造ネットワーク
幼 児  以 上 
家 庭
一 般

8
子どものためのシェイクスピア

「冬物語」
華のん企画

小 学 校 中 学 年 以 上 
家 庭
一 般

11 ぼくってヒーロー？ 劇団うりんこ
小 学 生 
家 庭

15 １２の月のたき火 劇団プーク
幼 児 以 上 
家 庭
一 般

16 魔法つかいのおとぎばなし 劇団かかし座

幼 児
小 学 生 
家 庭
一 般

18
ミュージカル 

「アテルイ　北の燿星」
わらび座

小 学 校 高 学 年 以 上 
家 庭
一 般

（３）映像・メディア等（６点）
推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象

1 海洋天堂 クレストインターナショナル 小 学 校 高 学 年 以 上

2
ハイビジョン特集　銀閣よみがえる～その500
年の謎～

日本放送協会 中 学 生 以 上

5 幸せの太鼓を響かせて　～ I
イ ン ク ル ー ジ ョ ン

NCLUSION ～ ムヴィオラ 小 学 校 低 学 年 以 上

12 おじいさんと草原の小学校 クロックワークス
小 学 校 中 学 年 以 上 
一 般

26
ＤＸ ( ディスレクシア ) な日々 
美んちゃんの場合

イメージ・テン
小 学 校 中 学 年 以 上 
一 般

34 スマーフ 東宝東和
幼 児 
小 学 生 
家 庭

平成２３年度児童福祉文化財特別推薦一覧
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児・・童・・福・・祉・・文・・化・・賞

           児童福祉文化賞について

　中央児童福祉審議会は、厚生大臣の諮問に応え、児童福祉等に関する事項を調査・審議し

て行政機関に意見を具申し、児童の福祉の推進を図るために設置されました。

　中央児童福祉審議会では、昭和 26（1951）年以来、児童福祉法に基づき、「子どもたち

に優れた文化財を提供すること」を目的に、文化財部会において出版物や映画・演劇等の「推

薦」を行い、その中でも特に優れた作品を「特別推薦」として児童文化の向上・普及を図り、

児童福祉のより一層の充実のために積極的役割を果たしてまいりました。

「児童福祉文化賞」は、昭和 34（1959）年、児童福祉週間を記念して、児童文化の振興を

図るため、「優れた児童文化財に対して厚生大臣表彰を行うもの」として設けられました。

昭和 42（1967）年より、朝日生命厚生事業団がこの表彰事業に協賛し、記念品等を贈呈し

ています。昭和 63（1988）年からは朝日生命厚生事業団が厚生省の後援を得て主催者とな

り、平成 11（1999）年にはこども未来財団が加わりました。さらに、平成 16（2004）年

には、朝日生命厚生事業団に代わり児童健全育成推進財団がこの事業を継承することになり

ました。

　第 1 回の「児童福祉文化賞」は、出版物、映画、紙芝居、演劇の 4 部門の文化財に対して

贈られました。その後、第8回からは、紙芝居部門に代わり、新たに放送部門が設けられました。

厚生省が主催者から離れることになった第 29 回は、各部門ごとに 1 点ずつ選ばれた特別推

薦の文化財の中から、極めて優れた文化財 1 点を「児童福祉文化賞グランプリ」、これに準

ずるその他の文化財を「児童福祉文化賞」として表彰しました。この方式は第 33 回まで続き、

第 34 回からは、新たに、審議会が独自に推薦する「特別部門」が加わり、合計 5 部門、各

1 点ずつに「児童福祉文化賞」が授与されることになりました。そして第 38 回からは、中

央児童福祉審議会文化財部会が、音響・映像等、出版物、舞台芸術の 3 部会に改編されたため、

この 3 部門に特別部門を加えた 4 部門となりました。

　なお、平成 13 年 1 月、中央省庁の再編に伴って、中央児童福祉審議会は廃止され、新た

に社会保障審議会が発足し、児童福祉文化財の推薦は、社会保障審議会に福祉文化分科会を

設置して、出版物、舞台芸術、映像・メディア等の 3 委員会に改編され、この 3 部門に特別

部門を加えた 4 部門となりました。

「特別部門」は、障害福祉や母子保健等も含め、広く「児童健全育成」の推進に寄与した児

童文化財、ないしは児童文化活動を表彰の対象としています。

　第 29 回以降、「児童福祉文化賞」は、各部門 1 点の表彰になりましたが、それ以前は、同

一部門から複数が選ばれたり、逆に当該部門から受賞のないこともありました。また第 9 回

から第 28 回までは、「児童福祉文化賞」の他に「児童福祉文化奨励賞」が設けられ、この間、

1
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合計 178 点の文化財が奨励賞として表彰されています。

　第 54 回を数えた本年度も、平成 24（2012）年 5 月 10 日（木）、「児童福祉文化賞」表

彰式が挙行され、厚生労働大臣賞並びに賞金と記念品等が贈呈されました。また、「児童福

祉文化賞」に準ずる推薦作品に対しても、「児童福祉文化賞推薦作品」として厚生労働大臣

賞が授与され、優れた推薦作品が表彰されました。なお、発表会は、平成 24（2012）年 5

月 13 日（日）に福島市こどもの夢を育む施設「こむこむ」で行われました。

          平成２４年度児童福祉文化賞受賞作品

（受賞作品は４点、大臣賞状と盾は各受賞者毎、賞金は１点につき７０万円を授与）

（１）出版物部門

作品名　鉄のしぶきがはねる

受賞者　まはら 三桃

受賞者　講談社

（２）舞台芸術部門

作品名　ぼくってヒーロー？

受賞者　劇団うりんこ

（３）映像・メディア等部門

作品名　ＤＸ（ディスレクシア）な日々　美んちゃんの場合

受賞者　イメージ・テン

（４）特別部門

活動内容　演劇を通じて児童文化の向上・普及に努め、児童の健全育成に貢献してきた活動

受賞者　山崎　清介

          平成２４年度児童福祉文化賞推薦作品

（受賞作品は１６点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．古代エジプトのものがたり　岩波書店

２．｢チュウチュウ通りのゆかいななかまたち｣ シリーズ全 10 巻　　あすなろ書房

３．ダーウィンと出会った夏　　ほるぷ出版

４．カモのきょうだい　クリとゴマ　　アリス館

５．きのこ  ふわり胞子の舞　　ポプラ社

６．トラのじゅうたんになりたかったトラ　　岩波書店

2
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（２）舞台芸術部門

１．ピン・ポン　　劇場創造ネットワーク

２．子どものためのシェイクスピア「冬物語」　　華のん企画

３．１２の月のたき火　　劇団プーク

４．魔法つかいのおとぎばなし　　劇団かかし座

５．ミュージカル「アテルイ　北の燿星」　　わらび座

（３）映像・メディア等部門

１．海洋天堂　　クレストインターナショナル

２．ハイビジョン特集　銀閣よみがえる　　ＮＨＫエデュケーショナル

　　～その500年の謎～

３．幸せの太鼓を響かせて　～ I
イ ン ク ル ー ジ ョ ン

NCLUSION ～　　able 映画製作委員会

４．おじいさんと草原の小学校　　クロックワークス

５．スマーフ　　東宝東和
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