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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

１ 　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。

（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（21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り、社会保障審

議会における推薦となります。

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1

児童福祉文化財の推薦2
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（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、その生活内容を豊かにす

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 30 年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

15,035 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、1,955 点となっ

ています。（出版物 1,216 点、舞台芸術 314 点、映像・メディア等 425 点）

　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。

　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、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。
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－推薦目録（一覧表）－

平成30年度児童福祉文化財推薦目録

番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 発行年月 著者／訳者／絵画
規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

1 １４９３［入門世界史］ 株式会社
あすなろ書房

2017年 6月 著：チャールズ・C・マン
編：レベッカ・ステフォフ
訳：鳥見真生

240p 1,600 高校生

2 凍てつく海のむこうに 株式会社
岩波書店

2017年10月 作：ルータ・セペティス
訳：野沢佳織

400p 2,100 高校生

3 ○ 関野吉晴ゼミ
カレーライスを一から作る

株式会社
ポプラ社

2017年11月 著：前田亜紀 207p 1,200 小学校高学年、
中学生

4 ぼくの��おおきさ 株式会社
フレーベル館

2017年10月 作・絵：殿内真帆 32p 1,200 小学校低学年

5 なずず��このっぺ？ 株式会社
フレーベル館

2017年11月 作：カーソン・エリス
訳：アーサー・ビナード

48p 1,600 幼児以上

6 まほろ姫とにじ色の水晶玉 株式会社
偕成社

2017年12月 作・絵：なかがわちひろ 232p 1,300 小学校中学年

7 絵物語��古事記 株式会社
偕成社

2017年12月 文：富安陽子
絵：山村浩二

255p 1,600 小学校中学年

8 ○ 一〇五度 株式会社
あすなろ書房

2017年10月 著：佐藤まどか 256p 1,400 中学生以上

9 天女銭湯 株式会社
ブロンズ新社

2016年 8月 作：ペク・ヒナ
訳：長谷川義史

37p 1,400 小学生以上

10 このあと��どうしちゃおう 株式会社
ブロンズ新社

2016年 4月 作：ヨシタケシンスケ 32p 1,400 幼児、小学生

11 ○ 手おけのふくろう 株式会社
福音館書店

2017年 6月 文：ひらののぶあき
絵：あべ弘士

48p 1,400 幼児、
小学校低学年

12 ぼくの��もものき 株式会社
福音館書店

2017年 3月 文・絵：広野多珂子 32p 1,200 幼児以上

13 つちづくり��にわづくり 株式会社
福音館書店

2017年 5月 文：ケイト・メスナー
訳：小梨直
絵：クリストファー・サイラス・ニール

49p 1,600 幼児以上

14 木の中の魚 株式会社
講談社

2017年11月 著：リンダ・マラリー・ハント
訳：中井はるの
絵：椎木彩子

288p 1,400 中学生、
保護者・指導者等

15 香菜とななつの秘密 株式会社
講談社

2017年 4月 著：福田隆浩
絵：しんやゆう子

240p 1,300 小学校高学年

16 もうひとつのワンダー 株式会社
ほるぷ出版

2017年 7月 作：R・J・パラシオ
訳：中井はるの

392p 1,500 小学校高学年、
中学生

17 大統領を動かした女性
ルース・ギンズバーグ

株式会社
汐文社

2018年 3月 著：ジョナ・ウィンター
訳：渋谷弘子
絵：ステイシー・イナースト

40p 1,800 中学生以上

18 ○ カラスのジョーシキってなんだ？ 有限会社
子どもの未来社

2018年 1月 文：柴田佳秀
絵：マツダユカ

144p 1,400 小学校中学年以上

19 この計画はひみつです 鈴木出版
株式会社

2018年 6月 文：ジョナ・ウィンター
訳：さくまゆみこ
絵：ジャネット・ウィンター

39p 1,500 小学校高学年以上

20 ○ もりの��ほうせき��ねんきん 株式会社
ポプラ社

2018年 5月 写真・文：新井文彦 35p 1,500 幼児、
小学校低学年

21 しあわせの牛乳 株式会社
ポプラ社

2018年 3月 著：佐藤慧
写真：安田菜津紀

175p 1,200 小学校高学年

社会保障審議会推薦児童福祉文化財（出版物）一覧表
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番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 発行年月 著者／訳者／絵画
規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

22 ○ ヒトラーと暮らした少年 株式会社
あすなろ書房

2018年 2月 著：ジョン・ボイン
訳：原田勝

288p 1,500 中学生以上

23 ぼくがスカートをはく日 株式会社
学研プラス

2018年 8月 著：エイミ・ポロンスキー
訳：西田佳子
絵：まめふく

296p 1,500 小学校高学年以上

24 私はどこで��生きていけばいいの？ 株式会社
西村書店

2018年 6月 文：ローズマリー・マカーニー
訳：西田佳子

26p 1,500 小学校高学年以上

25 にににん��にんじん 株式会社
童心社

2017年10月 作：いわさゆうこ 24p 1,100 幼児、
小学校低学年

26 ごろりん��たまねぎ 株式会社
童心社

2018年 7月 作：いわさゆうこ 24p 1,100 幼児、
小学校低学年

27 あたしが乗った列車は進む 鈴木出版
株式会社

2018年 6月 作：ポール・モーシャー
訳：代田亜香子
絵：今井ちひろ

254p 1,600 小学校高学年以上

28 右手にミミズク 株式会社
フレーベル館

2018年10月 作：蓼内明子
絵：nakaban

194p 1,400 小学校高学年

29 あのくも��なあに？ 株式会社
福音館書店

2018年 5月 文：富安陽子
絵：山村浩二

24p 900 幼児

30 とうふやのかんこちゃん 株式会社
福音館書店

2017年10月 文：吉田道子
絵：小林系

88p 1,300 小学校低学年

31 羽毛恐竜
恐竜から鳥への進化

株式会社
福音館書店

2018年 3月 作：大島英太郎
監修：真鍋真

40p 1,500 小学校中学年・
高学年

32 ○ ながいながい骨の旅 株式会社
講談社

2017年 2月 文：松田素子
絵：川上和生
監修：�桜木晃彦・群馬県

立自然史博物館
装丁：�城所潤＋大谷浩

介（ジュン・キド
コロ・デザイン）

35p 1,800 小学生以上

33 小さな小さな虫図鑑 株式会社
偕成社

2017年12月 写真・文：鈴木知之 144p 2,000 小学校中学年以上

34 ○ みずとは��なんじゃ？ 株式会社
小峰書店

2018年11月 作：かこさとし
絵：鈴木まもる

31p 1,500 幼児以上

35 クマと少年 株式会社
ブロンズ新社

2018年 5月 作：あべ弘士 40p 1,500 小学校低学年・
中学年



－ 5－

－推薦目録（一覧表）－

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 作　品　名 申　請　者 規　　格 原作・脚本・音楽・
演出・制作 対　象

1 ○ 風の子九州��あそび箱 企業組合劇団
風の子九州

あそび劇
50分

原案：�わくわくDokiDokiな
んでも座あそび箱班

作：山ン本佐助
翻案・演出：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
制作：矢野ひとみ
美術：神門康子

幼児、
小学校低学年、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 ○ 子供のためのシェイクスピア『冬物語』 有限会社�華のん企画 演劇
120分

原作：ウィリアム・シェイクスピア
翻訳：小田島雄志
脚本・演出：山崎清介
制作：有限会社華のん企画

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 ○ さよなら△また来て□まる
（併演）�青虫くんとなんじゃもんじゃの木

劇団なんじゃもんじゃ 演劇
60分

原作：�梅田俊作・佳子作「ゆき
みち」ほるぷ出版より

脚本：なんじゃもんじゃ
演出：後藤武彌
音楽：藤村記一郎

幼児、小学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 だってだっての��おばあさん
（併演）１・２・３かく・４かく○

株式会社
人形劇団むすび座

演劇
（人形劇）
60分

原作：�「だってだってのおばあさん」
作・絵：�佐野洋子（フレーベル館刊）
脚色：小泉裕明
演出：大野正雄
音楽：八幡美佳

幼児、
小学校低学年、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 ○ ハイハイ、ごろ～ん。 企業組合劇団
風の子九州

演劇
（ノンバーバル劇）
35分

演出：川島二郎
音楽・効果：曲尾友克
制作：仮谷祐一
美術：玉木聡美

乳幼児（8ヶ月～
18ヶ月）、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

6 ○ トラの恩がえし 株式会社�ともしび 演劇
（オペレッタ劇）
80分

原作：韓国・朝鮮の民話より
脚本：�韓国・朝鮮と日本チーム
演出：出演者による集団創作
音楽：�韓国・朝鮮の伝統音楽ほ

か出演者による集団創作
制作：大野幸則

幼児、小学生、
中学生、
保護者・指導者等

7 フランドン農学校の豚
～注文の多いオマケ付き～

特定非営利活動法人　
劇場創造ネットワーク

演劇
65分

原作：宮沢賢治
脚本：佃典彦
演出：西沢栄治
音楽：園田容子
制作：特定非営利活動法人�

劇場創造ネットワーク

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

8 ○ 実り��祈り��命のまつり 株式会社�荒馬座／
民族歌舞団荒馬座

その他
（民族芸能）
85分

作・演出：宮河伸行
美術：下野正晃

幼児以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

9 はだかナおうさま 株式会社�演劇集団円 演劇
80分

脚本：國吉咲貴
演出：後藤彩乃
制作：桐戸英二

幼児以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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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 作　品　名 申　請　者 規　　格 原作・監督・音楽・
脚本・制作 対　象

1 パパはわるものチャンピオン 株式会社�アミューズ ドラマ
110分

原作：�『パパのしごとはわる
ものです』、『パパはわ
るものチャンピオン』

作：板橋雅弘
絵：吉田尚令（岩崎書店刊）
脚本・演出：藤村享平
音楽：渡邊崇
制作：�映画「パパはわるものチャ

ンピオン」製作委員会

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 日日是好日 東京テアトル�株式会社 ドラマ
100分

原作：森下典子
脚本・演出：大森立嗣
音楽：世武裕子
制作：株式会社ヨアケ、株式会

社ハーベストフィルム

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 あの日のオルガン 株式会社
シネマとうほく

ドラマ
120分

原作：久保つぎこ「あの日のオ
ルガン疎開保育園物語」

脚本・演出：平松恵美子
音楽：村松崇継
制作：（共同制作）株式会社マンシーズ

エンターテインメント、中央映画
貿易株式会社、協同組合ジャパン・
スローシネマ・ネットワーク、朝
日新聞社、株式会社インジェスター

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 ○ いろとりどりの親子 有限会社�ロングライド ドキュメント
93分

原作：アンドリュー・ソロモン
「FAR�FROM�THE�TREE:�
Parents,�Children�and�
the�Search�for�Identity」

監督：レイチェル・ドレッツィン
音楽：ヨ・ラ・テンゴ、　

ニコ・ミューリー

高校生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 12か月の未来図 ニューセレクト�株式会社 ドラマ
106分

監督・脚本：�オリヴィエ・アヤ
シュ＝ヴィダル

音楽：フロリアン・�コルネ

高校生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

6 ドキュメンタリー映画
奇跡の小学校の物語
この学校はなくさない！

ミルインターナショナル ドキュメント
76分

音楽：DAIJI�
制作：ミルインターナショナル�

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

7 ○ イーちゃんの白い杖 株式会社�テレビ静岡 ドキュメント
108分

監督：橋本�真理子
音楽：川口カズヒロ
制作：テレビ静岡

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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株式会社�あすなろ書房
著：チャールズ・C・マン
編：レベッカ・ステフォフ
訳：鳥見真生
対象：高校生

　世界史が、ぐっとおもしろくなる異色の歴史入門
書！ 800ページ超の大著ながら、世界的ベストセラー
となった『1493�世界を変えた大陸間の「交換」』（紀
伊國屋書店刊）を、若い世代に向けて、わかりやすく、
コンパクトに編みなおした学生版。

1

2
株式会社�岩波書店
作：ルータ・セペティス
訳：野沢佳織
対象：高校生

　第二次大戦末期、ナチス・ドイツは、ソ連軍の侵攻
迫る東プロイセンから、バルト海を経由して住民を避
難させる〈ハンニバル作戦〉を敢行した。豪華客船、ヴィ
ルヘルム・グストロフ号も一万以上の避難民をのせて
出航したが、ソ連の潜水艦によって撃沈され……。海
運史上最大の惨事を、四人の若者の視点で描く歴史
フィクション。2017年カーネギー賞受賞作。

3
株式会社�ポプラ社
著：前田亜紀
対象：小学校高学年、中学生

　「グレイトジャーニー」で知られる探検家・関野吉
晴がおこなった、武蔵野美術大学のゼミを追った児童
向けノンフィクション。畑をつくり、お米、野菜、ス
パイスを育て、海に行き塩を採り、器とスプーンも土
から作る。最後にヒナから育てた鳥を絞め、肉にする。
体を動かし、汗をかき、すべての素材を一から作った
9か月間。トライ&エラーの連続は、学生たちに何を
気づかせるのか？はたして、カレーはおいしくできあ
がったのか？

4
株式会社�フレーベル館
作・絵：殿内真帆
対象：小学校低学年

　「おおきくなったねぇ、トッチ」。こう言われる度に、
「ぼくは、ぼくの大きさだよ」と、トッチは思ってい
ます。「大きい、小さいって、何だろう？」物理的な
大きさ、距離、感覚、時間…さまざまな条件で変化す
る「大きさ」について、トッチとばあばと一緒に迫っ
ていきます。

出　版　物

１４９３［入門世界史］

凍てつく海のむこうに

関野吉晴ゼミ   カレーライスを一から作る

ぼくの   おおきさ
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5
株式会社�フレーベル館
作：カーソン・エリス
訳：アーサー・ビナード
対象：幼児以上

　ひとつの花の芽を見つけたことからはじまる、昆虫
たちの1年間の様子を描いた再生と出会いの絵本。昆
虫たちの日常を、誰も聞いたこと、読んだことのない
不思議なオリジナル言語「昆虫語」で綴ります。「な
すずこのっぺ？（なに�これ？）」から「じゃじゃこん
（じゃあね）」まで、全て意味をもつ言語として構成。
詩人アーサー・ビナード氏が伝えるはじめての “ 昆虫
語 ” を、声にだして、想像してお楽しみください。

6
株式会社�偕成社
作・絵：なかがわちひろ
対象：小学校中学年

　タヌキに育てられ、葉っぱをつかって化けることが
できるお姫さま、まほろ姫が主人公の長編童話。まほ
ろ姫は、お屋敷のふすま絵を描くために都からきた、
雲風という若い絵師のお手伝いをすることになりまし
た。自信をもてない雲風をはげまして、ようやくでき
あがりそうになったとき、絵が何者かに汚されてしま
います。絵をきれいにするために、まほろ姫は、子ダ
ヌキの茶々丸や雲風と一緒に、絵の中の世界にとびこ
んでいくことに。

7
株式会社�偕成社
文：富安陽子
絵：山村浩二
対象：小学校中学年

　日本最古の歴史書である『古事記』、その上巻に描
かれた神話の世界を、息のかよったリズムのある言葉
で語り、全ページに迫力のあるイラストを添えた絵物
語。天と地のはじまりから、イザナキとイザナミによ
る国生み、そして、スサノオのオロチ退治、オオクニ
ヌシの国譲りをへて、天孫降臨、海幸山幸の争いまで、
ほとんどのエピソードをもらさず、『古事記』上巻が
本来そうであるように、全編を一つの長編物語として
描いています。

8
株式会社�あすなろ書房
著：佐藤まどか
対象：中学生以上

　都内の中高一貫校に編入した真は、中学3年生。ス
ラックスをはいた女子梨々と出会い、極秘で「全国学
生チェアデザインコンペ」に挑戦することに……！中
学生としては前代未聞の、この勝負の行方は？

なずず  このっぺ？

まほろ姫とにじ色の水晶玉

絵物語   古事記

一〇五度
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－推薦目録（出版物）－

9
株式会社�ブロンズ新社
作：ペク・ヒナ
訳：長谷川義史
対象：小学生以上

　少女ドッチの住む町には、ふるーい銭湯があります。
友達はみんな、新しいスパランドに行くけれど、ドッ
チは大好きな水風呂と、あかすりのあとに買ってもら
えるヤクルトを楽しみに、今日も長寿湯へ。いぬかき
をしたり、水泳選手の真似をしたり、水風呂で遊んで
いると……「なんや、このばあちゃん、どっからでて
きたん！」突然、はごろもをなくしたという天女があ
らわれた！

10
株式会社�ブロンズ新社
作：ヨシタケシンスケ
対象：幼児、小学生

　おじいちゃんの死後、死んだらどうなりたいかを書
いた「このあと���どうしちゃおう」ノートが出てきた。
「生まれかわったらなりたいもの」「こんな神さまにい
てほしい」「こんなお墓をつくってほしい」……なん
だかおじいちゃん、楽しそう。でも、もしかしたら逆
だったのかもしれない。死んだらどうなる？どうした
い？生きているあいだに考えてみよう！新しい「死」
への向きあいかたを提案した絵本。

11
株式会社�福音館書店
文：ひらののぶあき
絵：あべ弘士
対象：幼児、小学校低学年

　北国の里山でのお話です。毎年、民家の脇にある古
い桜の木のうろで、子育てをするふくろう夫婦がいま
した。ところが、ある年の冬、大雪が降ってその桜の
木が倒れてしまいます。困った夫婦は、民家の軒先に
吊された手おけを見つけ、そこを巣にします。時には
雪やみぞれが吹き込み、天敵のハクビシンにも狙われ
るという悪条件の中、それらを乗り越えて、3羽のヒ
ナを巣立ちに導くまでを描きます。

12
株式会社�福音館書店
文・絵：広野多珂子
対象：幼児以上

　園芸について科学的に楽しめる絵本です。春、男の
子が園芸店で「もものき」を買ってもらい、マンショ
ンのベランダで育てるところからお話は始まります。
食べられる日が待ち遠しい男の子は、毎朝、「ぼくの
もものき」を見にいきます。花が咲き、受粉のお手伝
いをし、ももの赤ちゃんが生まれ、しだいに大きくなっ
ていくのですが、はらはらすることも経験します。く
だものを身近で育てられたらいいなぁと思う人は多い
けれど、敬遠する人も多いのでは。この絵本をとおし
て、ももの成長を楽しみに待つことも体験していただ
けたらと思います。

天女銭湯

このあと   どうしちゃおう

手おけのふくろう

ぼくの   もものき
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13
株式会社�福音館書店
文：ケイト・メスナー
訳：小梨直
絵：クリストファー・サイラス・ニール
対象：幼児以上

　春の初め。庭に立って女の子とおばあちゃんが何を
植えようか思案中。雪がとけた土の中では、ミミズや
虫たちが土を耕しています。土が乾いて暖かくなると、
いよいよ種まき。初夏にはニンジンが芽を出し、エン
ドウが花をつけます。夏になってキュウリの花が咲き、
トマトが実り、秋にはカボチャが色づきます。この間、
ミツバチが花粉を運び、コマツグミはハムシをついば
んでいる…。植物と動物の共生を人間との関わりの中
で描きます。

14
株式会社�講談社
著：リンダ・マラリー・ハント
訳：中井はるの
絵：椎木彩子
対象：中学生、保護者・指導者等

　読み書きが出来ないことを周囲に隠している小学6
年のアリーは、自信も友人もなくて学校では頭も行い
も悪い子だと思われている。新任のダニエル先生は、
アリーの読み書き障害に気がつき特別な方法で読み書
きを教え、アリーもそれに応え文字を覚える。また、
同じくクラスのマイノリティの黒人の少女と変わり者
の天才少年と出会い、型破りな3人はいじめに立ち向
かう。先生の熱意と友情、家族の愛に助けられ、アリー
は自信を取り戻す。

15
株式会社�講談社
著：福田隆浩
絵：しんやゆう子
対象：小学校高学年

　小学5年生の香菜は、幼い頃から引っ込み思案で人
前で話すことがとても苦手だ。だが、そのぶん人の話
を聞くことが得意で、性格も慎重なので、学校の中で
も通学路でもいつもいろいろと気がついてしまう。大
人しい香菜が “ 聞き上手 ” と “ 観察眼 ” を武器に学校
のさまざまな問題や秘密を見つけて、クラスの友だち
と一緒に解決していく、あたたかい学校ミステリー。

16
株式会社�ほるぷ出版
作：R・J・パラシオ
訳：中井はるの
対象：小学校高学年、中学生

　多くの人々の心を動かし、全世界600万部のベスト
セラーとなった前作『ワンダー』のスピンオフ作品。「顔
がふつうじゃない」男の子、オーガストと出会った3
人―いじめっ子ジュリアン、幼なじみのクリスト
ファー、同級生のシャーロット―の、それぞれの物語。

つちづくり   にわづくり

木の中の魚

香菜とななつの秘密

もうひとつのワンダー
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－推薦目録（出版物）－

17
株式会社�汐文社
著：ジョナ・ウィンター
訳：渋谷弘子
絵：ステイシー・イナースト
対象：中学生以上

　1930年代にアメリカの貧しい家庭に生まれた女の
子・ルース。「女性は家庭に入るべき」という価値観
が主流だった時代に、ルースはまわりの反対をおし
きって大学に進学し、弁護士になります。弁護士になっ
てからも、ルースが経験したのは、ひどい男女差別と
いう厚い壁でした。しかし、あきらめずに差別に立ち
向かったルースは、大統領の心をも動かす、アメリカ
の正義と平等を象徴する女性となっていったのです。
アメリカ合衆国の最高裁判事、ルース・ギンズバーグ
の伝記絵本。

18
有限会社�子どもの未来社
文：柴田佳秀
絵：マツダユカ
対象：小学校中学年以上

　東京の町はずれに住むカラスのカーキチが、仲間た
ちと「Ⅰ　カラスのジョーシキ」「Ⅱ　カラスの生活」
「Ⅲ　カラスのウソ・ホント」を、Ｑ＆Ａ形式で、お
もしろいイラストと豊富な写真とともに紹介していき
ます。「カラスは長生きか？」「カラスは追い払った人
をおぼえているか？」「カラスはゴミの日をおぼえて
いるか？」「カラスの1日の生活は？」など、知って
いそうで知らなかった、カラスのジョーシキが浮かび
上がってきます。巻末にカラスの自由研究の仕方も掲
載しています。

19
鈴木出版�株式会社
文：ジョナ・ウィンター
訳：さくまゆみこ
絵：ジャネット・ウィンター
対象：小学校高学年以上

　ニューメキシコの砂漠の町に、科学者たちがやって
きた。秘密の計画のために政府に雇われたのだ。計画
は極秘とされていた。思いもよらないものが作られて
いるに違いない。完成は間近に迫っていた……。この
計画によって集められた優秀な科学者たちが作り出し
たのが、原子爆弾だ。1945年7月16日に、ニューメ
キシコ州南部の砂漠で最初の核実験が行われ、その後
アメリカは日本の広島と長崎に原子爆弾を落とした。

20
株式会社�ポプラ社
写真・文：新井文彦
対象：幼児、小学校低学年

　粘菌は、アメーバと菌類の中間的な生き方をしてい
る単細胞生物。土のなかや朽ち木のなかで生活し、胞
子をつくるときは、美しい姿を見せてくれます。それ
は、まるで森の宝石。多様な色と形をもち、生き物の
不思議を感じさせてくれます。本書では「はるのもり
は���とてもにぎやか。ゆきのしたから���コケがあらわ
れ、かわいいきのこが���はえてきます。」という導入
で春の森に分け入り、美しい粘菌の姿を紹介していき
ます。

大統領を動かした女性   ルース・ギンズバーグ

カラスのジョーシキってなんだ？

この計画はひみつです

もりの   ほうせき   ねんきん
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21
株式会社�ポプラ社
著：佐藤慧
写真：安田菜津紀
対象：小学校高学年

　岩手県にある「なかほら牧場」の牛たちは、一年を
通して山で生活しています。糞尿処理は自然まかせ。
糞を肥料にして育った農薬なし・化学肥料なしの野シ
バを食べ、自然に交配・分娩し、山林と共生していま
す。人間は、子牛の飲み残しを分けてもらうだけ。―
―牧場長の中洞正さんは、なぜこんな牧場をつくった
のでしょうか。自然と人間がともにすこやかに生きて
いくすべを考えるノンフィクション読み物です。

22
株式会社�あすなろ書房
著：ジョン・ボイン
訳：原田勝
対象：中学生以上

　ドイツ人の父とフランス人の母との間に生まれた少
年ピエロは、パリで暮らしていたが、相次いで両親を
亡くしてしまう。孤児となったピエロは、天涯孤独の
身の上だと思っていたが、実は、父には年の離れた妹、
ピエロにとっては叔母さんがいて、そちらに引き取ら
れることに……。この叔母のベアトリクスは、住み込
みの家政婦をしており、その勤め先はベルクホーフ、
つまりヒトラーの山荘だった！ピエロは7歳にして、
期せずして総統閣下と寝食を共にすることになる。そ
して……。

23
株式会社�学研プラス
著：エイミ・ポロンスキー
訳：西田佳子
絵：まめふく
対象：小学校高学年以上

　“ほんものの女の子になりたい。もっと自由に、自
分らしく生きたい。” という気持ちを心に秘めて日々
を過ごす12歳の主人公と、取り巻く人々の物語です。
巻末には、認定 NPO法人グッド・エイジング・エー
ルズ代表・松中権氏の、わかりやすく優しい解説文も
収録。この本が、悩んでいる子どもたちの、少しでも
救いとなったなら。悩んでいる誰かや、友達の味方に
なりたいと思う、きっかけになったら。そんな願いも
こめた1冊です。

24
株式会社�西村書店
文：ローズマリー・マカーニー
訳：西田佳子
対象：小学校高学年以上

　世界には、戦争や紛争などの危険から家を離れざる
をえなくなり、難民となった人たちがいます。彼らの
人生は過酷で不安に満ちています。それでも、ときに
は笑い、遊び、友だちをつくります。どこかで、誰か
が、自分たちを新しい家へと温かく迎えてくれるとい
う希望を胸に生きています。本書は難民の問題を考え
るきっかけとなる写真絵本です。新たな家をさがしも
とめ、前を向いて生きている子どもたちと家族の姿を
とらえています。＊参考／2016年末の時点で家を追
われた人の数は6,560万人といわれています（国連
UNHCR 協会ホームページより。UNHCR ＝国連難民
高等弁務官事務所。）

しあわせの牛乳

ヒトラーと暮らした少年

ぼくがスカートをはく日

私はどこで  生きていけばいいの？
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－推薦目録（出版物）－

25
株式会社�童心社
作：いわさゆうこ
対象：幼児、小学校低学年

　土の中、ほそーいねっこがだんだん太くなって、に
んじんができました。土からすっぽんとぬいて、泥つ
きにんじん、洗ってみよう。むらさきのにんじんやな
がーいにんじん……いろいろあるよ。にんじんの「に
ん」は、人のこと。人みたいな形のにんじんもある！
ぬかずにおいた畑のにんじんには、やがて、いのちの
たねをつくる花が咲き……。ずらっと並んだ個性豊か
なにんじんたちの絵が楽しい、「どーんとやさい」シ
リーズ7作目。

26
株式会社�童心社
作：いわさゆうこ
対象：幼児、小学校低学年

　台所に、ころりんごろりん、いつもあるのは、たま
ねぎ。芽が出たたまねぎを土に植えてみたら、はっぱ
がわしゃわしゃのびてきて、たまねぎぼうずが花をつ
けた！今度は種をまいてみよう。ぐんぐんそだった
はっぱの根本がぽっこりふくらみ、ごろりんたまねぎ
のできあがり！身近なのによく知らないたまねぎの育
ち方や、いろんな種類、切り方まで、美しい絵とリズ
ミカルな言葉で楽しく伝えます。「どーんとやさい」
シリーズ8作目。

27
鈴木出版�株式会社
作：ポール・モーシャー
訳：代田亜香子
絵：今井ちひろ
対象：小学校高学年以上

　母を亡くしたあと、いっしょに暮らしていた祖母も
亡くなり、12歳の主人公ライダーは、カリフォルニ
ア州パームスプリングスからロサンゼルスを経由し
て、一度も会ったことのない大おじさんの住むシカゴ
に向かう。一人で乗った長距離列車の3日間の物語。
列車の中で出会った人々としだいに心を通わせ、まる
で家族ができたかのような時間を経験したことで、ラ
イダーは前を向いて進んでいく決心をする。

28
株式会社�フレーベル館
作：蓼内明子
絵：nakaban
対象：小学校高学年

　小学6年生のタケルはいまだに右と左の区別がつか
ない。東京から来た転校生の実里に近づきたくて、ミ
ミズクの絵を右手に描いてもらう。そのうち、父の食
堂でよく見かける父子が、実里の父親と弟で、短気で
堅物の父親と実里の間に深い溝があることを知る。実
里の悩みを少しでも解決することができるか？実里は
クラスのみんなと打ち解けることができるか？……右
手のミミズクからパワーを借り、タケルも実里もみん
なを一つにするために前進する。

にににん   にんじん

ごろりん   たまねぎ

あたしが乗った列車は進む

右手にミミズク
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株式会社�福音館書店
文：富安陽子
絵：山村浩二
対象：幼児

　空には毎日、いろんな雲が浮かんでいます。あのく
もなあに？なんだろね。うっすらと空をおおうあの雲
は、きっと、朝日がまぶしくて、ねぼすけ巨人が閉め
たカーテン雲。ぽっかり浮かんだあの楕円形の雲は、
天狗が休むざぶとん雲。ムクムクふくらむ入道雲は、
竜の親子のすみかだよ――雲の形から、どんどん想像
を広げていく絵本です。今日はどんな雲が出ているか
な、と、空を見上げるのが楽しみになります。

株式会社�福音館書店
文：吉田道子
絵：小林系
対象：小学校低学年

　かんこはとうふやの子どもです。父さんは町で修行
した後、とんがり山のふもとにお店をひらきましたが、
思うように売れません。ひとり悩む父さんを見てかん
こは力になりたいと思います。そんなかんこのもとに
2匹のキツネがやってきて、おいしいとうふづくりの
コツを伝授してやるといいます。キツネとかんこのふ
しぎな関係が、父さんのとうふづくりを後押ししてい
きます。家族のあたたかさと思いやりに満ちあふれた
物語。

株式会社�福音館書店
作：大島英太郎
監修：真鍋真
対象：小学校中学年・高学年

　近年、羽毛をもつ恐竜の化石が続々と発掘され、恐
竜がどのようにして鳥へと進化したのか、その道筋が
明らかになってきました。羽毛が発達するにつれ、卵
をあたためたり、ムササビのように滑空するものがあ
らわれ、やがてその一部が空を飛ぶようになったので
す。かれらは恐竜のほとんどが絶滅した一時期をのり
こえて生き延び、今も「鳥」としてくらしています。
美しい絵と読み応えのある文章でつづられた絵本。恐
竜研究の第一人者、真鍋真監修。

株式会社�講談社
文：松田素子
絵：川上和生
監修：�桜木晃彦・群馬県立自然史博

物館
装丁：�城所潤＋大谷浩介（ジュン・

キドコロ・デザイン）
対象：小学生以上

　生物の進化を、骨を切り口に説明した科学絵本。骨
の進化というながい旅をたどり直すことで、私たちが
今ここに存在する奇跡に思いを巡らせ、ひとりひとり
の命の尊さをあらためて知ってほしい、というメッ
セージを込めています。いっぽうで、「これから先、
誰かが新しい発見をするかもしれない、新しい考えを
思いつくかもしれない」という想像力を持つ謙虚さも。
科学と情緒が結ぶ深い感動を、より多くの読者に伝え
たく、申請いたします。

29 あのくも   なあに？

30 とうふやのかんこちゃん

31 羽毛恐竜   恐竜から鳥への進化

32 ながいながい骨の旅
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－推薦目録（出版物）－

33
株式会社�偕成社
写真・文：鈴木知之
対象：小学校中学年以上

　身近にいる5mmぐらいまでの小さな虫を200種以
上紹介する、世界初の図鑑。日本では3万数千種の昆
虫が知られますが、多くは体長5mm 以下で、2～
3mmしかない種も少なくありません。それは日本の
昆虫にかぎったことではなく、100万種以上が知られ
る世界の昆虫をみても、大部分は小さな虫です。虫の
小ささが実感できるように工夫し、それぞれの虫の特
徴や、さがしにいくときに役だつ情報をわかりやすく
解説しています。

34
株式会社�小峰書店
作：かこさとし
絵：鈴木まもる
対象：幼児以上

　水の性質や役割を生活の中の身近な例とともにたく
さんのイラストで紹介。水蒸気や氷に姿を変える水の
特性を「にんじゃ」「やくしゃ」にたとえ、人間や動
植物が生きていくために水は「りょうりにん」や「い
しゃ」のような働きをするなど、子どもにわかりやす
く伝えつつ、地球環境や「共生」についても考えさせ
ます。暮らしの中で出会う水を通して、自然環境に目
を向けるきっかけとなるような、科学する心をはぐく
む絵本。

35
株式会社�ブロンズ新社
作：あべ弘士
対象：小学校低学年・中学年

　かあさんのおっぱいをいっしょに飲んで、本当の兄
弟のように育てられた少年とクマのキムルン。いっ
しょに野の花で遊び、虫や魚をおいかけた。キムルン
が大きくなった頃、アイヌの人々にとっての最高神で
あるクマを天に帰す儀式、イオマンテがやってきて
……。山の神クマとアイヌの少年をめぐる壮大ないの
ちの物語。北海道旭川市で生まれ育ち、アイヌの人々
の生活を間近で感じてきた筆者が、40年思いをめぐ
らせて描いた1冊。

小さな小さな虫図鑑

みずとは   なんじゃ？

クマと少年
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舞 台 芸 術

企業組合劇団�風の子九州
原案：�わくわく DokiDoki なんでも

座あそび箱班
作：山ン本佐助
翻案・演出：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
制作：矢野ひとみ
美術：神門康子
対象：�幼児、小学校低学年、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　幼児・小学生やそのファミリーに向けた俳優3名で
演じる小作品です。プロローグは舞台上に大きな宝箱
が置いてあり、3名の役者が箱の中から次々と登場し
ます。それから俳優たちは、同じ宝箱から大小、形な
ど様々な箱を取り出し、箱ごとのテーマや中身に沿っ
て遊びを展開します。最後は、箱の展開図を駆使し、
歌も取り入れたポーランドの楽しいお話を披露し、友
達の大切さを訴えます。

1

2
有限会社�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・演出：山崎清介
制作：有限会社華のん企画
対象：�小学校中学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　シチリアでの長い滞在を終えたいとリオンティーズ
に申し出るポリクシニーズ。リオンティーズは、滞在
を延ばすよう身重の妃に説得させる。その説得に帰国
を取りやめたものの、リオンティーズが自分を殺害す
る企てを知り、ポリクシニーズは急ぎボヘミアへと逃
げて行く。二人の仲を疑うリオンティーズは妻を投獄、
生まれてきた子を荒野に捨てさせる。潔白を訴えた妻
と息子の死を知り、初めて自身の非に気づいたリオン
ティーズは、後悔の日々を送る。

3
劇団なんじゃもんじゃ
原作：�梅田俊作・佳子作「ゆきみち」

ほるぷ出版より
脚本：なんじゃもんじゃ
演出：後藤武彌
音楽：藤村記一郎
対象：�幼児、小学生、保護者・指導

者等、一般（啓発）

1部���▲棒が123と飛び出すと、アレッ△になったヨ！
■棒が1234！今度は□が飛び出して…アッしし舞が
始まったヨ！●棒が伸びて…○さて今度は何が飛び出
すかな？
2部���ある春の日なんじゃもんじゃが、青虫くんに語る
雪のお話…おばあちゃんちで男の子の弟が生まれたの
で、男の子はとうちゃんと、雪の降る峠道を急いだ。
とうちゃんは、男の子のことなど、かまわないで、ど
んどん先に行ってしまったんだ。

4
株式会社�人形劇団むすび座
原作：「だってだってのおばあさん」
作・絵：佐野洋子（フレーベル館刊）
脚色：小泉裕明
演出：大野正雄
音楽：八幡美佳
対象：�幼児、小学校低学年、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　「だってだっての�おばあさん」おばあさんの99歳の
誕生日、ねこはろうそくを買いに行きましたが、川に
落としてしまいます。ケーキに立てたのは、残ったろ
うそく5本だけ。それを見たおばあさんは「あら？私、
5才になっちゃったのかしら！」。次の日の朝、おば
あさんはナント…！
　「1・2・3かく・4かく〇」大きな△、小さな△、赤
い□、緑の○。歌って遊んで、何ができたかな？想像
力を刺激する楽しい遊びの世界が展開されます。

風の子九州   あそび箱

子供のためのシェイクスピア   『冬物語』

さよなら△また来て□まる   （併演） 青虫くんとなんじゃもんじゃの木

だってだっての   おばあさん   （併演） １・２・３かく・４かく○
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－推薦目録（舞台芸術）－

5
企業組合劇団�風の子九州
演出：川島二郎
音楽・効果：曲尾友克
制作：仮谷祐一
美術：玉木聡美
対象：�乳幼児（8ヶ月～18ヶ月）、保

護者・指導者等、一般（啓発）

　8ヶ月から18ヶ月の赤ちゃんとその親に向けた演劇
です。なるべく近い距離で観て欲しいので、上限20
組で観てもらいます。言葉はほとんど使わず、動きや
生音、人形や大小の球体を操り、赤ちゃんたちの五感
に訴える作品です。客席は舞台を半円形に囲むように
してあるので、親たちは、赤ちゃんたちの反応も見る
ことが出来ます。

6
株式会社�ともしび
原作：韓国・朝鮮の民話より
脚本：韓国・朝鮮と日本チーム
演出：出演者による集団創作
音楽：�韓国・朝鮮の伝統音楽ほか出

演者による集団創作
制作：大野幸則
対象：�幼児、小学生、中学生、保護

者・指導者等

　私たちの国、日本のすぐお隣の国、韓国・朝鮮で古
くから広く語り継がれている民話から題材をとりまし
た。昔、トラと人間が互いに恐れ合い、憎み合ってい
る時代に、傷ついたトラと、そのトラを助けた心やさ
しい木こりとの間に生まれた友情の物語です。相手に
対する思いやりと優しさが新しい世界を開くと考えま
す。魅惑的な韓国・朝鮮の民族楽器の演奏や大道芸な
どもたっぷり盛り込んでいます。

7
特定非営利活動法人
�劇場創造ネットワーク
原作：宮沢賢治
脚本：佃典彦
演出：西沢栄治
音楽：園田容子
制作：�特定非営利活動法人�劇場創

造ネットワーク
対象：�小学校中学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　ある国で発令された「家畜撲殺調印同意法」。それ
は食べ物として家畜を屠殺する前に家畜自身から承諾
を得ないといけないというもの。豚に了解をもらうた
めに苦悩する農学校の校長、美味しい豚に育てたい教
員に食欲旺盛な学生たち。そんな彼らの会話を賢い豚
は理解していて…。食への想像力が大きく膨らむ『フ
ランドン農学校の豚』と、東京から狩りにきた傲慢な
紳士が食べられそうになる『注文の多い料理店』を一
つにまとめた物語。

8
株式会社�荒馬座／
民族歌舞団荒馬座
作・演出：宮河伸行
美術：下野正晃
対象：�幼児以上、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　日本各地に伝わる芸能には人々の幸せにつながる
様々な願いが込められています。五穀豊穣、天下太
平、無病息災などおまつりや芸能に込められてきた願
いを、今を生きる子どもたちの願いと重ね、日本の豊
かさ、生きることの素晴らしさを伝えます。
①�五穀豊穣を願って福島の「霊山太鼓」、広島の「龍
舞」、青森の「荒馬踊り」で構成

②�無病息災を願って岩手の「虎舞」、沖縄の「シーサー
/エイサー」で構成

③�天下太平と子どもたちの夢や願いがかないますよう
にと願って岩手の「獅子躍～浦浜念仏剣舞」、東京
の「梯子乗り」、秋田の「竿灯」、埼玉の「秩父屋台
囃子」で構成

ハイハイ、ごろ～ん。

トラの恩がえし

フランドン農学校の豚   ～注文の多いオマケ付き～

実り   祈り   命のまつり
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株式会社�演劇集団円
脚本：國吉咲貴
演出：後藤彩乃
制作：桐戸英二
対象：�幼児以上、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　ある日のこと、お城にやってきたふたりの洋服屋は
王様から「カラフルな金の布の服に、動きやすくて空
を飛んでいるような気分になるズボン。クジャクの羽
のようなあざやかなベルトに、雨や雪でも汚れない
靴。」を作るように言われます。洋服屋が作った服は、
賢い者にしか見えないという不思議な服。見えないの
に見える？見えないものは見えない？���と、誰がホン
トのことを言っているのか判らない。やがて嘘つきは
誰だとお城中を巻き込んだ〈嘘つき裁判〉に発展！さ
て、ホントのことは……

9 はだかナおうさま
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映像・メディア等

株式会社�アミューズ
原作：�『パパのしごとはわるものです』、

『パパはわるものチャンピオン』
作：板橋雅弘
絵：吉田尚令（岩崎書店刊）
脚本・演出：藤村享平
音楽：渡邊崇
制作：�映画「パパはわるものチャン

ピオン」製作委員会
対象：�小学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　かつて人気レスラーだった大村孝志（棚橋弘至）は、
怪我や世代交代の影響で今は悪役覆面レスラー・ゴキ
ブリマスクとして懸命に戦っていた。孝志と妻の詩織
（木村佳乃）は息子・祥太（寺田心）に大きくなったら
父親の仕事を教えてあげると約束していたが、祥太は
ひょんなことから父親の仕事を知ってしまう。「まさか、
大好きなパパが、みんなに嫌われている悪役レスラー・
ゴキブリマスクだなんて！！」ショックと恥ずかしさで
混乱した祥太は、クラスメイトにはパパは人気レスラー
だと嘘をついてしまう。だが、必死で戦うゴキブリマ
スクの姿はだんだんとカッコ良く見えてきて…。

1

2
東京テアトル�株式会社
原作：森下典子
脚本・演出：大森立嗣
音楽：世武裕子
制作：�株式会社ヨアケ、株式会社ハー

ベストフィルム
対象：小学校中学年以上、保護者・
指導者等、一般（啓発）

　2002年の発行以来、いまだに、毎年増刷を重ねる
森下典子の名エッセイ、『日日是好日』を『まほろ駅
前多田便利軒』（2011）、『セトウツミ』（2016）で知
られる大森立嗣監督が映画化。就職につまずき、失恋
や大切な人の死という悲しみのなかで、気がつけば、
そばに「お茶」があった。がんじがらめの決まりごと
の向こうにやがて見えてきた自由。季節を五感で味わ
う歓び。そして「いま、生きている！」�その実感に迫
る、感動のドラマ。

3
株式会社�シネマとうほく
原作：�久保つぎこ「あの日のオルガ

ン疎開保育園物語」
脚本・演出：平松恵美子
音楽：村松崇継
制作：�（共同制作）株式会社マンシーズエンター

テインメント、中央映画貿易株式会社、協
同組合ジャパン・スローシネマ・ネットワー
ク、朝日新聞社、株式会社インジェスター

対象：�小学生以上、保護者・指導者
等、一般（啓発）

　昭和19年、戦局もいよいよ困難を極めていた東京
品川区に、恩賜財団大日本母子愛育会が経営する戸越
保育所がありました。間もなく東京への大空襲も必至
の状況を背景に、戸越保育所は子どもたちの命を守る
ため、全国でも例のなかった、保育所の地方への疎開
を決定したのでした。そして、翌年の終戦まで続いた
疎開生活で、疎開保育園は一人の子どもの命も失わず
に、子どもたちを平和な時代に送り出したのでした。

4
有限会社�ロングライド
原作：�アンドリュー・ソロモン「FAR�

FROM�THE�TREE:�Parents,�
Children�and�the�Search�for�
Identity」

監督：レイチェル・ドレッツィン
音楽：�ヨ・ラ・テンゴ、ニコ・ミューリー
対象：�高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　10年の歳月をかけて、300におよぶ親子を取材し
た、作家アンドリュー・ソロモン。自分や周りとは “違
う ” 性質を持った子どもを持つ親子たちのインタ
ビューをまとめた「FAR�FROM�THE�TREE:�Parents,�
Children�and�the�Search�for�Identity」は、世界24カ
国で翻訳され、数々の文学賞を受賞した。この書籍を
もとに、エミー賞受賞のレイチェル・ドレッツィン監
督が映画化。困難を抱えた6組の親子の、戸惑いや親
から子への愛情、ありのままをアイデンティティとし
て受け入れていく姿を見つめるドキュメンタリー。

パパはわるものチャンピオン

日日是好日

あの日のオルガン

いろとりどりの親子
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5
ニューセレクト�株式会社
監督・脚本：�オリヴィエ・アヤシュ＝ヴィダル
音楽：フロリアン・�コルネ
対象：�高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　パリのトップ高校のインテリ教師が、ひょんなこと
から郊外の問題児ばかりの学校に1年間の約束で赴任
することに。最初は周りをバカにしていた彼が、子供
達との格闘を通じて真の教育に目覚めていく…。教育
の機会を与えられず、学習に意欲を持てなかった子供
に、辛抱強く学ぶことの楽しさを教えていく教師と、
知らないうちに、知識が増える喜びを噛みしめる生徒
たち。人間にとって教育というものがいかに大切かと
いうことを、ユーモアを交えて教えてくれる感動作で
す。

6
ミルインターナショナル
音楽：DAIJI�
制作：ミルインターナショナル�
対象：�小学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　平成15年、児童減少に伴い宇都宮市から「5年以内
に複式学級が解消しなければ統廃合」いわゆる廃校の
危機を宣告された35名の小さな小学校。新しく赴任
してきた校長と枯れかけた校庭の桜が運命を変えた。
「おらが学校」の伝統を絆に地域が結束、学校、行政
までもが汗を流し、小規模特認校として魅力ある学校
づくりがスタート。地域の特色を最大限生かし、理想
的な学校に生まれ変わり、4年で廃校の危機を乗り越
えた奇跡の物語。

7
株式会社�テレビ静岡
監督：橋本�真理子
音楽：川口カズヒロ
制作：テレビ静岡
対象：�小学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　生まれつき目が見えないイーちゃん。本名小
こ

長
なが

谷
や

唯
い

織
おり

さんは20年前、静岡盲学校で視覚障がい者とし
て生きる基本を学んでいた。「早く自立しなくちゃ」
と彼女は必死だった。でも、成長するにつれ、いじめ、
就職できない辛さ…幾つも壁にぶつかる。何もかも嫌
になり「死にたい」と考えた時、そこには手術を何度
経験しても前に進む弟がいた。障害があろうがなかろ
うが、誰にも生まれた意味がある。彼女が出した答え
とは。

12か月の未来図

ドキュメンタリー映画   奇跡の小学校の物語   この学校はなくさない！

イーちゃんの白い杖
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－特別推薦一覧－

平成30年度児童福祉文化財特別推薦一覧

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
1 風の子九州　あそび箱 企業組合劇団�風の子九州 幼児、小学校低学年、

保護者・指導者等、一般（啓発）

2 子供のためのシェイクスピア『冬物語』 有限会社�華のん企画 小学校中学年以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

3 さよなら△また来て□まる
（併演）�青虫くんとなんじゃもんじゃの木

劇団なんじゃもんじゃ 幼児、小学生、
保護者・指導者等、一般（啓発）

5 ハイハイ、ごろ～ん。 企業組合劇団�風の子九州 乳幼児（8ヶ月～18ヶ月）、
保護者・指導者等、一般（啓発）

6 トラの恩がえし 株式会社�ともしび 幼児、小学生、中学生、
保護者・指導者等

8 実り　祈り　命のまつり 株式会社�荒馬座／民族歌舞団荒馬座 幼児以上、保護者・指導者等、
一般（啓発）

（２）舞台芸術（６点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
3 関野吉晴ゼミ

カレーライスを一から作る
株式会社�ポプラ社 小学校高学年、

中学生
著：前田亜紀

8 一〇五度 株式会社�あすなろ書房 中学生以上 著：佐藤まどか

11 手おけのふくろう 株式会社�福音館書店 幼児、小学校低学年 文：ひらののぶあき
絵：あべ弘士

18 カラスのジョーシキってなんだ？ 有限会社�子どもの未来社 小学校中学年以上 文：柴田佳秀
絵：マツダユカ

20 もりの　ほうせき　ねんきん 株式会社�ポプラ社 幼児、小学校低学年 写真・文：新井文彦

22 ヒトラーと暮らした少年 株式会社�あすなろ書房 中学生以上 著：ジョン・ボイン
訳：原田勝

32 ながいながい骨の旅 株式会社�講談社 小学生以上 文：松田素子
絵：川上和生
監修：�桜木晃彦・群馬県立自

然史博物館
装丁：�城所潤＋大谷浩介（ジュ

ン・キドコロ・デザイン）

34 みずとは　なんじゃ？ 株式会社�小峰書店 幼児以上 作：かこさとし
絵：鈴木まもる

（１）出版物（８点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
4 いろとりどりの親子 有限会社�ロングライド 高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

7 イーちゃんの白い杖 株式会社�テレビ静岡 小学生以上、保護者・指導者等、
一般（啓発）

（３）映像・メディア等（２点）
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児 童 福 祉 文 化 賞

　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年（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、合計 178 点の文化財が奨励賞として表彰

されています。

　第 61回を数えた本年度も、令和元（2019）年５月 10日（金）、「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、令和元（2019）年５月６日（月・祝）に「きゅりあん（品川区立総合区民会館）」で行われました。

児童福祉文化賞について1
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－児童福祉文化賞－

（１）出版物部門

作品名　ながいながい骨の旅

受賞者　松田素子

　　　　川上和生

受賞者　株式会社�講談社

（２）舞台芸術部門

作品名　ハイハイ、ごろ～ん。

受賞者　企業組合劇団�風の子九州

（３）映像・メディア等部門

作品名　イーちゃんの白い杖

受賞者　株式会社�テレビ静岡

（４）特別部門

受賞者　　工藤�直子

活動内容　長年にわたり、児童向けの詩や童話を多く創作し、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

（１）出版物部門

１．関野吉晴ゼミ���カレーライスを一から作る　　株式会社�ポプラ社

２．一〇五度　　株式会社�あすなろ書房

３．手おけのふくろう　　株式会社�福音館書店

４．カラスのジョーシキってなんだ？　　有限会社�子どもの未来社

５．もりの���ほうせき���ねんきん　　株式会社�ポプラ社

６．ヒトラーと暮らした少年　　株式会社�あすなろ書房

７．みずとは���なんじゃ？　　株式会社�小峰書店

2019 年度児童福祉文化賞受賞作品2

2019 年度児童福祉文化賞推薦作品3
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（２）舞台芸術部門

１．風の子九州���あそび箱　　企業組合劇団�風の子九州

２．子供のためのシェイクスピア『冬物語』　　有限会社�華のん企画

３．さよなら△また来て□まる

　　（併演）�青虫くんとなんじゃもんじゃの木　　劇団なんじゃもんじゃ

４．トラの恩がえし　　株式会社�ともしび

５．実り���祈り���命のまつり　　株式会社�荒馬座／民族歌舞団荒馬座

（３）映像・メディア等部門

１．いろとりどりの親子　　有限会社�ロングライド


