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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（現第 9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、令和元年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

15,091 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、2,008 点となっ

ています。（出版物 1,248 点、舞台芸術 323 点、映像・メディア等 437 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）－

令和元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 ふるい�せんろの�かたすみで 株式会社
ロクリン社

2017年10月 作：チャールズ・キーピング
訳：ふしみみさを

32p 1,600 中学生以上

2 口ひげが世界をすくう？！ 株式会社
岩波書店

2017年11月 作：ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー
絵：ミヒャエル・ローハー
訳：若松宣子

142p 1,500 小学校中学年

3 日本の伝説
きんたろう

有限会社
子どもの未来社

2019年 1月 文：堀切リエ
絵：いしいつとむ

40p 1,500 小学校中学年以上

4 へいわとせんそう 株式会社
ブロンズ新社

2019年 3月 文：谷川俊太郎
絵：Noritake

32p 1,200 小学校高学年

5 天使のにもつ 株式会社
童心社

2019年 2月 著：いとうみく
絵：丹下京子

223p 1,300 小学校高学年

6 わたしは女の子だから
世界を変える夢をあきらめない子どもたち

株式会社
西村書店

2019年 3月 文：ローズマリー・マカーニー/
ジェン・オールバー/�
国際NGOプラン・インターナショナル

訳：西田佳子

96p 2,300 中学生

7 愛蔵版シェーラ姫の冒険
　　　　（上・下）

株式会社
童心社

2019年 3月 著：村山早紀
絵：佐竹美保

各367p 各1,800 小学校高学年

8 ようこそ！葉っぱ科学館 株式会社
少年写真新聞社

2019年 1月 写真・文：多田多恵子 64p 1,500 小学校中学年以上

9 ○ ここにも！そこにも！　ダニ 株式会社
ポプラ社

2018年11月 写真・文：皆越ようせい 36p 1,500 幼児、
小学校低学年

10 みえるとか�みえないとか 株式会社
アリス館

2018年 7月 さく：ヨシタケシンスケ
そうだん：伊藤亜紗

32p 1,400 小学校低学年以上

11 そらのうえのそうでんせん 株式会社
アリス館

2018年12月 作：鎌田歩 32p 1,400 小学校低学年以上

12 ○ 夜のあいだに 有限会社
ゴブリン書房

2019年 6月 作：テリー・ファン&�
エリック・ファン

訳：原田勝

42p 1,700 小学校中学年以上

13 気候変動の時代を生きる
持続可能な未来へ導く教育フロンティア

株式会社
山川出版社

2019年 3月 編著：永田佳之 160p 1,500 保護者・指導者等、
一般（啓発）

14 虫のしわざ探偵団 株式会社
少年写真新聞社

2018年 5月 写真・文：新開孝 48p 1,500 小学校低学年以上

15 明日のランチはきみと 株式会社
フレーベル館

2018年10月 作：サラ・ウィークス/�
ギーター・ヴァラダラージャン

訳：久保陽子

248p 1,400 小学校高学年

16 ○ ヒロシマをのこす　
平和記念資料館をつくった人・長岡省吾

株式会社
汐文社

2018年 7月 著：佐藤真澄 188p 1,500 小学校高学年以上

17 野菜を守れ！　テントウムシ大作戦 株式会社
汐文社

2018年11月 著：谷本雄治 128p 1,500 小学校高学年以上

18 こわいオオカミのはなしをしよう 株式会社
岩波書店

2019年 3月 作：ウィリアム・マクリーリー
訳：小宮�由
絵：佐竹美保

126p 1,500 小学校中学年

19 キリンの運びかた、教えます
電車と病院も ! ？

株式会社
講談社

2018年 6月 文：岩貞るみこ
絵：たら子

224p 1,300 小学校高学年以上

20 ○ 11番目の取引 鈴木出版
株式会社

2019年 6月 作：アリッサ・ホリングスワース
訳：もりうち�すみこ

350p 1,600 小学校高学年、
中学生

21 キタリス・ウーと森のお医者さん 株式会社
PHP研究所

2018年11月 文・写真：竹田津実
絵：瀬川尚志

144p 1,400 小学校中学年・
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 部長会議はじまります 株式会社
朝日学生新聞社

2019年 2月 作：吉野万理子
絵：イシヤマアズサ

264p 1,400 中学生

23 ○ しぶがき　ほしがき　あまいかき 株式会社
福音館書店

2019年 9月 作・絵：石川えりこ 88p 1,100 小学校低学年

24 さんびきのおさる 株式会社
福音館書店

2019年 5月 作：あべけんじ 28p 1,500 幼児以上

25 タコやん 株式会社
福音館書店

2019年 6月 文：富安陽子
絵：南伸坊

32p 1,300 幼児

26 ○ 火山はめざめる 株式会社
福音館書店

2019年 6月 作：はぎわらふぐ
監修：早川由紀夫

40p 1,500 小学校高学年

27 もし�きみが�月だったら 光村教育図書
株式会社

2017年 8月 文：ローラ・パーディ・サラス
訳：木坂�涼
絵：ジェイミー・キム

32p 1,400 小学校低学年・
中学年

28 発明家になった女の子�マッティ 光村教育図書
株式会社

2017年 9月 作：エミリー・アーノルド・マッカリー
訳：宮坂宏美

32p 1,400 小学校高学年

29 ○ 世界のはての少年 株式会社
東京創元社

2019年 9月 作：ジェラルディン・マコックラン
訳：杉田七重

320p 2,800 中学生、高校生

30 ○ じょうききかんしゃ�ビーコロ 株式会社
童心社

2019年 8月 作・絵：�ミノオカ・リョウスケ 36p 1,400 幼児、
小学校低学年

31 ○ ちび竜 株式会社
童心社

2019年12月 文：工藤直子
絵：あべ弘士

39p 1,700 幼児、
小学校低学年

32 ビーナスとセリーナ　
テニスを変えた伝説の姉妹

株式会社
西村書店

2019年12月 文：リサ・ランサム
訳：松浦直美
絵：ジェイムズ・ランサム

40p 1,600 小学校高学年
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－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 人はなんで生きるか
～トルストイ民話集から～

meta その他� 　
（朗読、ヨーロピ
アン・コンテン
ポラリーダンス）
70分

原作：�人はなんで生きるか　
～トルストイ民話集から～
（岩波書店）

脚本：中村白葉
構成・演出・振付：松本大樹
制作：佐藤郁

幼児、小学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 ○ かくれ山の大冒険 株式会社
人形劇団むすび座

演劇
（人形劇）
70分

原作：�富安陽子『かくれ山の
冒険』（PHP研究所刊）

脚色・演出：北村直樹
美術：福永朝子
音楽：�ノノヤママナコ�

（マナコ・プロジェクト）��
制作：木田幸代

小学生

3 ○ ベッカンコおに 劇団なんじゃもんじゃ ドラマ
70分

原作：�さねとうあきら�
「ゆきこんこん物語」より

脚本：ふじたあさや
演出・制作：劇団なんじゃもんじゃ

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 なんちゃってヒーロー 株式会社
劇団うりんこ

演劇
65分

原作：みうらかれん
脚本・演出：北村直樹
作曲：ノノヤママサコ
制作：小原ひろみ

小学生、
保護者・指導者等

5 ○ きみがしらないひみつの三人 株式会社
劇団うりんこ

演劇
65分

原作：ヘルメ・ハイネ
脚本・構成・演出：田辺剛
作曲：佐藤容子
振付：下出祐子
制作：劇団うりんこ

小学生、中学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

6 ○ 群読音楽劇　銀河鉄道の夜2019 桜美林大学パフォーミ
ングアーツ・インスティ
テュート

演劇
（群読音楽
劇）
120分

原作：宮沢賢治
脚本・演出：能祖將夫
振付：神田初音ファレル
舞台美術：濱崎賢二
音楽：浜まゆみ

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

7 ○ オズのまほうつかい 株式会社
人形劇団むすび座

演劇
（人形劇）
90分

原作：ライマン・フランク・ボーム
脚本：篠原久美子
作曲：ノノヤママナコ�
演出：関根信一
振付：LONTO/ 服部哲郎
制作：吉田明子�

伊藤博美

幼児、小学生

8 ○ パペット・ファンタジー
『ムーミン谷の夏まつり』

公益財団法人
ニッセイ文化振興財団

その他
（人形劇）
100分

原作：トーベ・ヤンソン
「ムーミン谷の夏ま
つり」（下村隆一訳
／講談社刊）

脚本：長田育恵（てがみ座）
作曲：阿部海太郎
演出：扇田拓也
制作：公益財団法人ニッセイ文

化振興財団（日生劇場）

幼児、小学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

9 Hand�Shadows�ANIMARE�for�KIDS 有限会社
劇団かかし座

演劇
（手影絵パフォー
マンス）
50分

脚本・構成・演出：後藤圭
作曲：石川洋光
制作：劇団かかし座

幼児、小学校低学年・�
中学年、
保護者・指導者等
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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 おばあちゃんが家に来た
～認知症って？～

エーザイ株式会社 ドラマ
18分

原作・監督・脚本：寺田秀幸
音楽・編曲：吉方淳二
制作：片山昌司

小学校高学年、
中学生

2 ○ 北の果ての小さな村で 株式会社
ザジフィルムズ

ドラマ
94分

監督・撮影・脚本：�
　　　サミュエル・コラルデ
音楽：エルワン・シャンドン
脚本：カトリーヌ・パイエ
制作：グレゴワール・ドゥバイ

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 ○ 風をつかまえた少年 有限会社
ロングライド

ドラマ
113分

原作：�ウィリアム・カムクワンバ、�
ブライアン・ミーラー

監督・脚本：�キウェテル・イジョフォー
音楽：アントニオ・ピント

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 おしえて！ドクター・ルース 有限会社
ロングライド

ドキュメント
100分

監督・製作：ライアン・ホワイト
音楽：ブレイク・ニーリー
製作：�ラファエル・マルモール、�

クリストファー・レゲット、�
ジェシカ・ハーグレーブ

保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 人生、ただいま修行中 有限会社
ロングライド

ドキュメント
105分

監督・制作：ニコラ・フィリベール
音楽：ヨランド・ドゥカルサン
制作：ドゥニ・フレイド

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

6 今さら言えない小さな秘密 有限会社
セテラ・インターナショナル

ドラマ
90分

原作：�ジャン＝ジャック・サンペ
監督：ピエール・ゴドー
音楽：ハビエル・ナバレテ
脚本：ギヨーム・ローラン
制作：�フィリップ・ゴドー、�

ナタリー・ギャスタルド・ゴドー

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

7 新しい絆の作り方�
特別養子縁組・里親入門

日本放送協会 その他
（啓発教材ビデオ）
255分

監督：猪瀬美樹 高校生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

8 もち 株式会社
フィルムランド

ドラマ
61分

脚本・監督：小松真弓
音楽：Akeboshi
制作：TABITOFILMS/�

マガジンハウス

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

9 この世界の（さらにいくつもの）片隅に 東京テアトル株式会社 アニメ
168分

原作：こうの史代
監督・脚本：片渕須直
音楽：コトリンゴ
制作：2019「この世界の片隅に」

製作委員会

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

10 もみの家 有限会社
ビターズ・エンド

ドラマ
105分

監督：坂本欣弘
音楽：未知瑠
脚本：北川亜矢子
制作：コトリ

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

11 花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道 株式会社
新日本映画社

ドキュメント
111分

監督・撮影：百崎満晴 中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

12 ○ 淪落の人 武蔵野エンタテインメント
株式会社

ドラマ
112分

監督・脚本：オリヴァ―・チャン
音楽：オースティン・チャウ
制作：フルーツ・チャン

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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株式会社ロクリン社
作：チャールズ・キーピング
訳：ふしみみさを
対象：中学生以上

　古い線路の側に6軒の家が連なる長屋がありまし
た。住んでいるのは、みんな年老いた貧しい人ばかり。
それぞれの人生を経て、今はこの古い長屋でひっそり
と暮らしています。そんなある日、みんなで買ったく
じが大当たり！　突然舞い降りたこの幸運に、長屋の
人たちはどうしたでしょう？　お金によって左右され
る人、何も変わらない人、幸せの在り方は人それぞれ。
ユニークな物語を通じて、「あなたならどうする？」と、
読者にも問いかけてくるようです。

1

2
株式会社岩波書店
作：ザラ・ミヒャエラ・オルロフスキー
絵：ミヒャエル・ローハー
訳：若松宣子
対象：小学校中学年

　世界ひげ大会にでて、チャンピオンになるぞ！とつ
ぜんそう決めたおじいちゃんを、孫のヨーヨーがいっ
しょうけんめい応援します。だっておじいちゃん、お
ばあちゃんとお別れしてから、元気がなくて心配だっ
たから、まずはグッズをそろえ、口ひげをのばし、手
入れをし、さてどんなかたちに刈りこむ？めざすはひ
げの世界チャンピオン！おじいちゃんと孫の友情を、
ユーモラスな語り口とイラストでいきいきと描きま
す。

3
有限会社子どもの未来社
文：堀切リエ
絵：いしいつとむ
対象：小学校中学年以上

　まさかりと「金」の腹がけでおなじみの、金太郎の
生い立ちと成長の物語。金太郎の母・八重桐は、お家
騒動から逃げる途中、足柄峠で真っ赤な竜に出会い、
ヤマンバとなる。生まれた金太郎は力持ちで、動物た
ちと仲良く山で暮らしていたが、源頼光に見いだされ、
大江山の鬼退治へと向かうことになる。

4
株式会社ブロンズ新社
文：谷川俊太郎
絵：Noritake
対象：小学校高学年

　「へいわのボク」と「せんそうのボク」では、なに
が変わるのだろう。同じ人やもの、場所を見開きごと
に比べると違いが見えてくる。いま、子どもにも大人
にも伝えたいメッセージ。【本作に寄せて】戦争が終
わって平和になるんじゃない。平和な毎日に戦争が侵
入してくるんだ。　谷川俊太郎

出　版　物

ふるい せんろの かたすみで

口ひげが世界をすくう？！

日本の伝説　きんたろう

へいわとせんそう
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5
株式会社童心社
著：いとうみく
絵：丹下京子
対象：小学校高学年

　「頼んでまでして、なんで仕事しなきゃなんないの？
しかもタダで」中学2年・斗羽風汰が職場体験先に選
んだのは、保育園だった。「子どもと遊んでりゃいいっ
てこと？ありかも」安易な気持ちで保育園を選んだ風
汰は、元気いっぱいの子どもたちに翻弄されて、くた
くたになる。「マジミスった。なんだってオレ、こん
なとこ選んじゃったんだろっ」そんな風汰だが子ども
たちにはすぐに気に入られ、おもしろい子ねと、園長
先生は笑った。

6
株式会社西村書店
文：�ローズマリー・マカーニー /�
ジェン・オールバー /�
国際NGOプラン・インターナショナル

訳：西田佳子
対象：中学生

　世界には、女の子だからという理由で、学校に行か
せてもらえなかったり、十分に食べ物をもらえなかっ
たり、早婚や借金の肩代わりの労働を強いられている
子たちが大勢います。しかし、本書に登場する8人の
女の子たちはそんな境遇に負けません。夢への取り組
みについて率直に語っています。教育を受けてお金を
稼げるようになれば、周囲の人をも困難から救えるの
です。世界中の女の子が抱える問題について知り、考
えるための1冊。

7
株式会社童心社
著：村山早紀
絵：佐竹美保
対象：小学校高学年

　故郷の王国は、悪い魔法使いの手によって何もかも
石になってしまった。心優しき怪力の姫シェーラザー
ドは、王国を救う知恵を求めて、幼なじみの魔法使い
ファリード、泥棒の少年ハイルとともにはるかな旅へ。
長い旅を経て、シェーラ姫たちは伝説の魔法の杖を手
に入れる。だが同じ頃、遠い砂漠の果てで〈闇の魔神〉
が呪いの雄叫びを上げた。仲間とともに、最後の旅、
最後の戦いへ！世代を超え読み継がれる物語、待望の
復刊。

8
株式会社少年写真新聞社
写真・文：多田多恵子
対象：小学校中学年以上

　葉はなぜ？…たくさんあるの…香りがするの…とげ
があるの…色や形が変わるの…氷点下でも凍らないの
など、葉の観察で不思議と思うことはいろいろありま
す。そうした不思議と葉の基礎知識を、植物の専門家
が最新の知見をもとに、写真を使って科学的に解説し
ます。この中で、紫外線や暑さ、寒さ、乾燥などに耐
え、葉を食べる虫や動物から身を守り、厳しい自然の
中で生き残るための知恵を紹介します。知れば知るほ
ど驚きの連続です。

天使のにもつ

わたしは女の子だから　世界を変える夢をあきらめない子どもたち

愛蔵版シェーラ姫の冒険　（上・下）

ようこそ！葉っぱ科学館
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－推薦目録（出版物）－

9
株式会社ポプラ社
写真・文：皆越ようせい
対象：幼児、小学校低学年

　動物や人の血を吸ったり、アレルギーの原因になっ
たりと、有害な生きものの代表のようにあつかわれる
ダニ。しかし、人の害になる生きものはダニのなかの
ほんの一部にすぎません。落ち葉や枯れ草などを食べ
て分解し、ゆたかな土壌をつくるうえで、大切な役割
をはたす、ダニのなかまもたくさんいます。本書では、
そのような身近にいながら、なかなかその実態を知ら
ないダニの生態にせまり、ダニへの正しい理解を促し
ます。

10
株式会社アリス館
さく：ヨシタケシンスケ
そうだん：伊藤亜紗
対象：小学校低学年以上

　宇宙飛行士のぼくが降り立ったのは、なんと目が3
つあるひとの星。普通にしているだけなのに、「後ろ
が見えないなんてかわいそう」とか「後ろが見えない
のに歩けるなんてすごい」とか言われて、なんか変な
感じ。ぼくはそこで、目の見えない人に話しかけてみ
る。目の見えない人が「見る」世界は、ぼくとは大き
くちがっていた。

11
株式会社アリス館
作：鎌田歩
対象：小学校低学年以上

　私たちの生活に欠かせない電気。その電気を安全に
運ぶため、地上50メートルの高さで鉄塔と送電線の
点検をする「縁の下の力もち」の仕事を紹介します。
普段見えないところで責任感を持って働く人たちの姿
を描いた絵本です。

12
有限会社ゴブリン書房
作：テリー・ファン&エリック・ファン
訳：原田勝
対象：小学校中学年以上

　さびれたグリムロック通りに、ある朝突然、木を刈
りこんでつくった（トピアリー　の）、大きなフクロ
ウがあらわれます。＜こどものいえ＞に暮らすウィリ
アムは驚き、一日中ながめて過ごしました。翌朝には
ネコ、その次はウサギ、インコー・新しい動物ができ
るたびに、町の人たちが集まってきます。グリムロッ
ク通りに、なにかがおきていました。なにかすばらし
いことが・・・・・・。ある晩、ウィリアムは見知ら
ぬ男の人に出会います。もしかして？こっそり後をつ
けてみると ^それは庭師、真夜中の庭師だったので
す！

ここにも！そこにも！　ダニ

みえるとか みえないとか

そらのうえのそうでんせん

夜のあいだに



－ 10－

13
株式会社山川出版社
編著：永田佳之
対象：�保護者・指導者等、

一般（啓発）

　近年日本を襲っている、かつてないレベルの猛暑や
台風といった異常気象。温暖化の問題は、日本だけで
はなく地球規模の課題として、海外では先行して取り
組みがはじまっています。そのひとつの武器であり希
望となるのが「教育」です。この本では、日本ではあ
まり知られていない世界の最前線を伝えるとともに、
個人から、また学校や企業などすべての組織からでき
る持続可能な未来へと導くアクションをお伝えしま
す。

14
株式会社少年写真新聞社
写真・文：新開孝
対象：小学校低学年以上

　自然観察をしていると、ヘンなモノを見かけます。
葉っぱについたヘンな穴や模様、泥だんごや糸くずな
ど、いろいろあります。その多くは「虫のしわざ」で、
食べあとや巣、ふんなどさまざまあり、身近な自然で
も、一年中見つかります。探偵団の使命は「虫のしわ
ざ」を見つけてその正体を探り、虫の生活のなぞを解
くことです。なぞが解けるにつれ、虫たちの生きる知
恵に気づきます。しわざ観察に役立つ団長の秘密の観
察道具も大公開。

15
株式会社フレーベル館
作：�サラ・ウィークス /
ギーター・ヴァラダラージャン

訳：久保陽子
対象：小学校高学年

　インド人のラビは、成績トップの小学5年生。英語
が堪能なラビだが、転校先のアメリカの小学校では、
発音の違いやインド式のふるまいを笑われ、プライド
が傷つく。一方、同じクラスのジョーは食べることが
好きな無口な少年。聴覚障害により騒音が苦手だが、
みんなに気づいてもらえないのが不満。同じクラスの
一週間の出来事を、対極的な2人の少年の視点から、
障害や人種などのマイノリティ立場による苦労や葛藤
を描いた成長物語。

16
株式会社汐文社
著：佐藤真澄
対象：小学校高学年以上

　世界中から観光客がやってくる平和のシンボル「広
島平和祈念資料館」は、たったひとりの研究者の、地
道な努力によってつくられたことは、あまり人々に知
られていません。資料館の初代館長・長岡省吾のこと
です。焼野原を駆け回り、人々に頭を下げ、遺品とい
う「原爆の爪痕」を収集することで、長岡は原爆の恐
ろしさを説き続けました。本書は、そんな平和の礎を
築いたひとりの男の努力の物語を、子ども向けに綴っ
たものです。

気候変動の時代を生きる　持続可能な未来へ導く教育フロンティア

虫のしわざ探偵団

明日のランチはきみと

ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった人・長岡省吾
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－推薦目録（出版物）－

17
株式会社汐文社
著：谷本雄治
対象：小学校高学年以上

　畑の害虫・アブラムシをやっつけるために、高校生
が始めた「テントウムシ大作戦」。それは、一時的に
テントウムシの羽をひらかないようにして、畑にとど
めるという作戦でした。ユニークな方法を思いついた
高校生たちに、次々とふりかかる難問――。飛ばない
テントウムシは、農薬のかわりになれるのでしょう
か？　食べものと農業、いのち、環境のいまとこれか
らについて考える食農ノンフィクション。

18
株式会社岩波書店
作：ウィリアム・マクリーリー
訳：小宮�由
絵：佐竹美保
対象：小学校中学年

　マイケルはパパが即興で語ってくれるお話が大すき
です。新しいお話の主人公は、メンドリのレインボー
と、肉屋の包丁みたいな牙を生やした、こわーいオオ
カミのウォルドー ! ウォルドーはある夜、農家のにわ
とり小屋からレインボーをぬすんで食べようとします
が……。お話の続きが気になるマイケルは、週末ごと
に友だちを誘って、パパとドライブへ。パパと子ども
たちの会話のキャッチボールと、ゆかいなお話が止ま
りません。

19
株式会社講談社
文：岩貞るみこ
絵：たら子
対象：小学校高学年以上

　岩手から、東京へお嫁に行くことになったキリンの
リンゴをのせたトラックが、深夜の高速道路を走る !/
日本でつくられた866両の鉄道車両を、イギリスまで
運べ ! いくつもの作業チームが困難に立ち向かう巨大
プロジェクト /治療を続けながら、新しい病院へ移転
する。ひとつのミスも許されない、命によりそう病院
の引越し。「運ぶ」プロたちの舞台裏を描いた3つの
お話を、ノンフィクション作家の岩貞るみこ氏が描き
ます。

20
鈴木出版株式会社
作：アリッサ・ホリングスワース
訳：もりうち�すみこ
対象：小学校高学年、中学生

　アフガニスタン難民であるサミと祖父の生きる術で
あり、心の拠り所だった伝統楽器ルバーブが奪われ
た！オークションサイトで発見したルバーブを取り戻
すためには、1か月以内に700ドルが必要だ。サミは
友だちの助けを借りて自分の持ち物で物々交換を始め
る。わずかな期間内に700ドルを稼ぐという試みは果
たしてうまくいくのか。過去の悲惨な出来ごとから逃
れることのできないサミに、希望の光が差し込む、再
生と友情の物語である。

野菜を守れ！　テントウムシ大作戦

こわいオオカミのはなしをしよう

キリンの運びかた、教えます　電車と病院も ! ？

11番目の取引
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21
株式会社PHP研究所
文・写真：竹田津実
絵：瀬川尚志
対象：小学校中学年・高学年

怪
け

我
が

をしてやってきたキタリスの子「ウ－」は、最
初は「森の診療所」を営む獣医師・竹田津さんの前で
おびえていた。しかし、次第になつき、森に帰ったあ
ともまた戻ってくるようになる。ウーも次第に大人の
キタリスへと成長していき、命がけでライバルと闘う
までに……。本書は、お人よし獣医師・竹田津さんと、
竹田津さんのことが大好きなキタリスとの心の交流を
紹介しつつ、生命の不思議や凄

すご

さを伝える。

22
株式会社朝日学生新聞社
作：吉野万理子
絵：イシヤマアズサ
対象：中学生

　詠章学園中学校では、部活の代表が集まって “ 部長
会議 ” を毎週行っている。部長は胸を張って頑張るけ
れど、下級生に反発されたり、片思いに苦しんだり、
悩みはいっぱい。ある日、美術部が文化祭のために作っ
たジオラマが壊されるという事件が起きた。真相を探
るために部長たちは犯人捜しに乗り出すが―。文化部
部長たちが登場する「部長会議はじまります」、運動
部部長たちが登場する「部長会議は終わらない」の2
部構成。

23
株式会社福音館書店
作・絵：石川えりこ
対象：小学校低学年

　季節は秋。3人きょうだいの末っ子のちえちゃんが、
初めての干し柿作りに挑戦します。長い竹で柿をとっ
たり、小刀を使って皮をむいたり、ハンガーに柿をつ
るしてみたり……、おいしい干し柿になるのを待つち
えちゃんでしたが、そんなちえちゃんの干し柿をね
らって、なんと夜に、干し柿どろぼうがやってきます。
勇気をふりしぼって布団の中で干し柿どろぼうを待ち
構えるちえちゃんですが……。

24
株式会社福音館書店
作：あべけんじ
対象：幼児以上

　あるところに3匹のおさるがおりました。名前は「い
ぼん」「にぼん」「さぼん」です。散歩に出かけた3匹は、
急な丘をころんころん転がり、大きな川は手をつない
で軽々と渡ります。ごきげんな3匹でしたが、楽しく
踊っているうちにだんだんおなかがすいてしまい
……。でも、よかった！　あそこにバナナの木！　3
匹はたらふく食べて元気いっぱいで家へ帰りましたと
さ。フランスから届いた、とびきり明るく愉快な赤ちゃ
ん絵本です。

キタリス・ウーと森のお医者さん

部長会議はじまります

しぶがき　ほしがき　あまいかき

さんびきのおさる
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－推薦目録（出版物）－

25
株式会社福音館書店
文：富安陽子
絵：南伸坊
対象：幼児

　ある日、玄関のドアからヌルリンチョと入ってきた
タコのタコやん。「あそびましょ」という声に、しょ
うちゃんは仕方なく遊びはじめます。でもタコやんは、
8本の足でゲームのコントローラーを操ったり、サッ
カーでも大活躍。「タコやん、すっげぇ！」。しょうちゃ
んも友だちもみんなびっくりです。かくれんぼも、伸
びたり縮んだりお手の物のタコやんでしたが、そこへ、
ガミガミおじさんと狂暴な犬がやってきます。がんば
れ、タコやん！

26
株式会社福音館書店
作：はぎわらふぐ
監修：早川由紀夫
対象：小学校高学年

　ひとことで噴火と言いますが、その様式はさまざま
です。ドンと大砲を撃つような爆発、火口からゆっく
りと流れ出す溶岩、きわめて危険な火砕流など、いろ
いろあります。この本では過去に何度もめざましく噴
火した浅間山を取り上げて、噴火とはどういうものか
をわかりやすく伝えます。実際に起きた噴火の光景を
地質学だけでなく歴史学の視点も取り入れて絵に表現
し、当時の生活風景のなかの噴火を描きました。　圧
巻は2万5000年前の山体崩壊。山そのものが崩れてし
まい、前橋市や上田市まで土石なだれが届きました。
恐ろしいと感じる火山の噴火も大自然の営みのひとつ。
火山が埋め立てた土地の上で私たちは暮らしています。

27
光村教育図書株式会社
文：ローラ・パーディ・サラス
訳：木坂�涼
絵：ジェイミー・キム
対象：小学校低学年・中学年

　お月さまは、何もしないで、空に浮かんでいるだけ？　
いいえ、こう見えて、いろんなことをしているのです。
バレリーナみたいにまわったり、海とつなひきしたり、
他にもいろいろと……。自転や潮の満ち引きなど、月
のうごきや地球とのかかわりを、お月さまみずから、
おしえてくれます。擬人化したユーモラスなたとえと、
科学的、具体的な説明がわかりやい、たのしい月の入
門絵本。

28
光村教育図書株式会社
作：エミリー・アーノルド・マッカリー
訳：宮坂宏美
対象：小学校高学年

　19世紀末のアメリカで活躍した女性発明家、マッ
ティことマーガレット・Ｅ・ナイトの伝記絵本。幼い
頃から、人の役に立つものを発明するのが大好きだっ
たマッティ。2年かけて新しい製袋機を発明し、特許
を申請するも、アイディアが盗まれていることが判明。
裁判の末、特許を取得します。女性に発明などできる
わけがないという偏見にもめげず、真摯に発明に取り
組んだ生涯を、ぜひ日本の子どもたちに紹介したいで
す。

タコやん

火山はめざめる

もし きみが 月だったら

発明家になった女の子 マッティ
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株式会社東京創元社
作：ジェラルディン・マコックラン
訳：杉田七重
対象：中学生、高校生

　子供9人大人3人を乗せた船が、スコットランドの
ヒルダ島から、無人島へと出帆した。孤島で海鳥を獲
る旅が、少年達にとっては大人への通過儀礼なのだ。
だが約束の2週間が経っても、迎えの船は姿を現さな
い。この島から出られないのではないかと不安がつの
り、皆の心を蝕み始める。そんななか年長の少年クイ
リアムは、希望を捨てることなく仲間を励まし、生き
延びるために闘う。そして……。カーネギー賞を受賞
した、感動の冒険物語。

株式会社童心社
作・絵 : ミノオカ・リョウスケ
対象：幼児、小学校低学年

　ビーコロは工場の中だけしか走れない、小さな蒸気
機関車。力強いデゴイチや速く走れるシロクニなどの
機関車たちが修理にやってくると、いつか自分も思い
きり外を走ってみたいという思いを抱く。ある日工場
へやってきた、古くて美しい機関車・ヨシツネはビー
コロのその思いを知り、ビーコロのために、他の機関
車仲間や作業員さんたちにも協力をよびかけて、特別
列車を走らせることになった。先頭はもちろんビーコ
ロ！

株式会社童心社
文：工藤直子
絵：あべ弘士
対象：幼児、小学校低学年

　小さなつぶからうまれたちび竜は、水たまりからと
びたち、いろいろな生き物に出会う。とんぼからは飛
び方を、フナからは「ウロコ通信」のやり方を教えて
もらい、ほかにもたくさんのともだちに出会って、あ
そび、風や水や土となかよくなった。どんどんでかく
なっていったちび竜は神通力も身につけ、やがて、光
る青い地球を抱いて……。

株式会社西村書店
文：リサ・ランサム
訳：松浦直美
絵：ジェイムズ・ランサム
対象：小学校高学年

　ビーナスとセリーナが父親からテニスを教わった子
ども時代、貧しい中での練習には驚くような工夫があ
りました。日々練習に明け暮れ、プロデビューしてか
らの人種や性別による差別にも負けず、ふたりはつい
に世界ランキング1位と2位を獲得するまでに強くな
ります。アスリートとして人間として、競い合い成長
していく姿を、躍動感あふれるコラージュアートでえ
がいた絵本。巻末では、テニス以外の社会的な活躍も
紹介しています。日本語版監修は日本女子テニス連盟
名誉会長　飯田藍。

29 世界のはての少年

30 じょうききかんしゃ ビーコロ

31 ちび竜

32 ビーナスとセリーナ　テニスを変えた伝説の姉妹
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舞 台 芸 術

meta
原作：�人はなんで生きるか　～トルス

トイ民話集から～（岩波書店）
脚本：中村白葉
構成・演出・振付：松本大樹
制作：佐藤郁
対象：�幼児、小学生、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　ある母親から魂を奪えという神の命令に従えなかっ
た天使ミハエルは人間界に堕とされ、「人の中にある
ものは何か」「人に与えられていないものは何か」「人
はなんで生きるか」を貧しい靴屋の家族との暮らしの
中で学ぶ。ヨーロピアン・コンテンポラリー・ダンス
と岡田陽が日本の教育の場に広めた朗読劇。二つの異
分野が混ざり合うことで起こる、「新次元メソッド」
へのチャレンジを通し、大人と子どもが共に体験し、
語り合える表現の世界を目指す。

1

2
株式会社人形劇団むすび座
原作：�富安陽子『かくれ山の冒険』

（PHP研究所刊）
脚色・演出：北村直樹
美術：�福永朝子
音楽：�ノノヤママナコ（マナコ・プ

ロジェクト）
制作：木田幸代
対象：小学生

　夕暮れ時。怪しげな黒猫に誘われ「かくれ山」の奥
深く迷い込んだ少年ナオ。そこは時間の流れからはず
れた妖怪たちの住む魔界だった。妖怪・猫婦人の屋敷
には、猫の姿に変えられた人間の子ども達が奴隷の様
に捕らえられていた。魔法から解き放たれるには、天
狗のかくれみの、鬼の雷の剣を手に入れ、子どもを食
う山姥から猫婦人の弱点を聞き出さなければならな
い。小さなネズミに励まされ、ナオは子ども達を救い
出す事ができるのか？

3
劇団なんじゃもんじゃ
原作：�さねとうあきら「ゆきこんこ

ん物語」より
脚本：ふじたあさや
演出・制作：劇団なんじゃもんじゃ
対象：�小学生以上、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　笛吹峠には『べっかんこ顔』の鬼が、里には目が見
えない『ゆき』という娘が住んでいた。二人はひょん
なことから一緒に暮らすようになった。ゆきは幸せに
なればなるほど鬼の顔が見たくなった……。「鬼の顔
は恐いがそれでも見たいか？」鬼が聞くと、ゆきは「見
たい！」と言った。

4
株式会社劇団うりんこ
原作：みうらかれん
脚本・演出：北村直樹
作曲：ノノヤママサコ
制作：小原ひろみ
対象：小学生、保護者・指導者等

　俺は蒲生創、勉強苦手。毎日たいくつ。自分の夢に
向かって頑張れって大人は言うけど…夢かぁ…。で、
思いついた。特撮スーパーヒーローＸを作る！図工が
得意なチューリン、クラスでは目立たないマルコ、優
等生のリコウも仲間になり、ガモー特撮隊を結成した。
企画会議も撮影も順風満帆じゃないけど、むちゃく
ちゃ楽しい。子どもに特撮なんか作れるのかって？！
こんなくだらない事に本気になるなんて大人には絶対
できない。俺達の退屈な毎日は、ヒーローＸのビーム
で見事に吹っ飛んでいた。

人はなんで生きるか　～トルストイ民話集から～

かくれ山の大冒険

ベッカンコおに

なんちゃってヒーロー
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5
株式会社劇団うりんこ
原作：ヘルメ・ハイネ
脚本・構成・演出：田辺剛
作曲：佐藤容子
振付：下出祐子
制作：劇団うりんこ
対象：�小学生、中学生、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　「きみ」が生まれた日にやってきて、「きみ」の身体
の中で働きはじめるひみつの3人の物語。「きみ」の
記憶の保存、整理が仕事のアタマはかせ。「きみ」の
感情の保存、修復が仕事のハートおばさん。「きみ」
の身体を作り、保つのが仕事のいぶくろおじさん。一
つの身体の中で3人が異なる役割を果たし、「きみ」
の成長、人生に貢献する。「きみ」が泣いた日笑った
日誰かを好きになった日…。やがて「きみ」が人生を
終えた後も「きみ」がどんなに頑張って生きたかを世
界中の人に伝えてまわる。みんなが「きみ」を忘れな
いように。

6
桜美林大学パフォーミングアーツ・
インスティテュート
原作：宮沢賢治
脚本・演出：能祖將夫
振付：神田初音ファレル
舞台美術：濱崎賢二
音楽：浜まゆみ
対象：�小学校中学年以上、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　今日もクラスメートのザネリにからかわれた孤独な
少年ジョバンニは、星祭りの夜、気がつけば銀河鉄道
に乗っていた。前の席には親友のカムパネルラもいる。
銀河のほとりを走るその汽車は、実は死者の魂をあの
世に運ぶ汽車であった。途中で乗り降りする奇妙な
人々。二人は「ほんとうの幸い」を探して、どこまで
もどこまでも行こうと決意するのだが・・・。宮沢賢
治の名作を「群読音楽劇」という独自のスタイルで舞
台化する。

7
株式会社人形劇団むすび座
原作：ライマン・フランク・ボーム
脚本：篠原久美子
作曲：ノノヤママナコ�
演出：関根信一
振付：LONTO／服部哲郎
制作：吉田明子　伊藤博美
対象：幼児、小学生

　カンザスに住む少女ドロシーはある日、巨大な竜巻
に巻き込まれオズの国へ迷い込んでしまいます。そこ
で出会った３にんの友だち、カカシ・ブリキ・ライオ
ン。４にんとトトは、どんな願いもかなえてくれる「偉
大なオズの魔法使い」に会うために旅に出ます。カカ
シは脳みそ！ブリキは心！ライオンは勇気！をもらう
ため。ドロシーは我が家に帰るために…

8
公益財団法人ニッセイ文化振興財団
原作：�トーベ・ヤンソン「ムーミン

谷の夏まつり」（下村隆一訳
／講談社刊）

脚本：長田育恵（てがみ座）
作曲：阿部海太郎
演出：扇田拓也
制作：�公益財団法人ニッセイ文化振

興財団（日生劇場）
対象：�幼児、小学生、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　洪水によって家が水没してしまったムーミン一家
は、川に漂う奇妙な建物を見つけます。彼らが移り住
むことに決めたその家は、なんと劇場でした。ムーミ
ン一家は、自分たちで芝居を作ることになります。み
んなで芝居を作り、上演することによって、家族の絆
を確かめるムーミン一家。『ムーミン谷の夏まつり』は、
危機に面した私たちが大切にすべきこととは何か、そ
のヒントを教えてくれる、優しさにあふれた物語です。

きみがしらないひみつの三人

群読音楽劇　銀河鉄道の夜2019

オズのまほうつかい

パペット・ファンタジー『ムーミン谷の夏まつり』
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－推薦目録（舞台芸術）－

有限会社劇団かかし座
脚本・構成・演出：後藤圭
作曲：石川洋光
制作：劇団かかし座
対象：�幼児、小学校低学年・中学年、

保護者・指導者等

　パフォーマーの手と身体の影のみで様々な動物たち
を形作り、それらがさも生命を与えられたかの如く生
き生きと動き出しストーリーを演じる、超絶技巧の手
影絵パフォーマンス。カニ・キツネなど伝承遊びとし
ての手影絵のみならず、かかし座が長年研究し生み出
してきた数々のオリジナル手影絵（ライオン・キリン
など）を加えた、計数十種類の動物たちが登場します。
その手影絵の作り方を観客に紹介するワークショップ
があります。

9 Hand Shadows ANIMARE for KIDS
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映像・メディア等

エーザイ株式会社
原作・監督・脚本：寺田秀幸
音楽・編曲：吉方淳二
制作：片山昌司
対象：小学校高学年、中学生

　大好きなおばあちゃんと暮らすことになった小学5
年生の陸（りく）は、以前と様子が違うおばあちゃん
に戸惑いを感じていた。心配になった両親が、地域包
括支援センターに相談し、その後、医療機関に受診し
たところ、認知症が発症していた。認知症とは何か、
認知症の人はどのような気持ちなのか、身近な人が認
知症かもしれないと思ったら何をすればよいのかなど
の内容を児童目線で、身近なファミリードラマとして
伝えています。

1

2
株式会社ザジフィルムズ
監督・撮影・脚本：サミュエル・コラルデ
音楽：エルワン・シャンドン
脚本：カトリーヌ・パイエ
制作：グレゴワール・ドゥバイ
対象：�小学校中学年以上、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　北極に位置するグリーンランド東部の、人口わずか
80人の小さな村チニツキラークに、デンマークから
28歳の青年教師アンダースが、子どもたちにデンマー
ク語を教えるために赴任した。家業の農場を継ぐか否
か、迷った末の “ 自分探し ” の選択だったが、そんな
甘い考えはすぐに打ち砕かれる。言語、習慣の違いで
授業はままならず、考え方の違いから村人からは孤立
気味。そして想像以上に過酷な自然…。そんな時、狩
猟のために学校を休んだ児童の一人アサーの家を、
叱責するつもりで訪ねたアンダースは、少年の祖父母
から様々なことを教えられることになる。それはこの地
で暮らす者に必要な生活の知恵だけでなく、しなやか
に強く生きていくための哲学でもあった…。

3
有限会社ロングライド
原作：�ウィリアム・カムクワンバ、

ブライアン・ミーラー
監督・脚本：�キウェテル・イジョフォー
音楽：アントニオ・ピント
対象：�小学校中学年以上、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　2001年に大きな干ばつが襲ったアフリカの最貧国
のひとつマラウイを舞台に、飢饉による貧困のため通
学を断念した14歳の少年が、図書館で出会った一冊
の化学の本をきっかけに独学で廃品を利用した風力発
電を造り上げ、地域を救った感動の実話の映画化です。

4
有限会社ロングライド
監督・製作：ライアン・ホワイト
音楽：ブレイク・ニーリー
製作：�ラファエル・マルモール、

クリストファー・レゲット、
ジェシカ・ハーグレーブ

対象：�保護者・指導者等、�
一般（啓発）

　80年代、アメリカの深夜ラジオで人気を博したド
クター・ルース。性の話がタブーだった時代に人々の
性の悩みをズバリと解決し、そのチャーミングなキャ
ラクターで時代の寵児となりました。ホロコースト孤
児という辛い過去を抱えながら、エイズの偏見是正や
中絶をめぐる女性の権利向上に貢献し、LGBTQにも
優しく寄り添い続けてきました。91歳の今もセック
ス・セラピストとして活躍中のルースの半生を追った
ドキュメンタリーです。

おばあちゃんが家に来た　～認知症って？～

北の果ての小さな村で

風をつかまえた少年

おしえて！ドクター・ルース
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－推薦目録（映像・メディア等）－

5
有限会社ロングライド
監督・制作：ニコラ・フィリベール
音楽：ヨランド・ドゥカルサン
制作：ドゥニ・フレイド
対象：�中学生以上、� �

保護者・指導者等、一般（啓発）

　フランスの看護学校の学生たちを追ったドキュメン
タリー。医療の世界の厳しい現実に直面しながらも、
プロの看護師を目指して成長していきます。学校での
座学の講義から人形相手の実習を経て、実地研修を経
験。映画の後半では監督官との面談では学生たちがそ
れぞれの思いを語ります。患者との向き合いかた、研
修受入先の対応、そして患者との死…それぞれが抱え
る葛藤は、1人の人間として、観る側の私たちにも重
なっていきます。

6
有限会社セテラ・インターナショナル
原作：ジャン＝ジャック・サンペ
監督：ピエール・ゴドー
音楽：ハビエル・ナバレテ
脚本：ギヨーム・ローラン
制作：�フィリップ・ゴドー、�

ナタリー・ギャスタルド・ゴドー
対象：�中学生以上、� �

保護者・指導者等、一般（啓発）

　「ニューヨーカー」「パリ・マッチ」で活躍する世界
的アーティスト、ジャン＝ジャック・サンペ原作の映
画化作品。南フランスのヴァントロルを舞台に、自転
車店主ラウルが＜今さら言えない小さな秘密＞に振り
回される姿を、ユーモアと哀愁たっぷりに描き出す。
ひとに愛されたいあまりに抱えてしまった秘密と、ひ
とはどう向き合っていけばいいのか？人間関係の尽き
ない悩みを抱えた現代の人々に贈る、温かな心を救う
感動作。

7
日本放送協会
監督：猪瀬美樹
対象：�高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　本DVDは、特別養子縁組・里親に関心がある人に向
けて、豊富な映像と専門家の解説で分かりやすく伝え
る映像教材。司会は女優のサヘル・ローズ。全2巻と
解説小冊子付き。第1巻は主に愛知県児童相談所の“赤
ちゃん縁組 ” のドキュメントや大人になった養子当事
者のクロストークを丁寧に伝える。第2巻は、里親が
増えている町の取り組みや里親の声、イギリスの最先
端の里親ケア・プログラムについてドラマを交えて楽
しく伝えている。

人生、ただいま修行中

今さら言えない小さな秘密

新しい絆の作り方　特別養子縁組・里親入門

8
株式会社フィルムランド
脚本・監督：小松真弓
音楽：Akeboshi
制作：TABITOFILMS/ マガジンハウス
対象：�小学校高学年以上、�

保護者・指導者等、一般（啓発）

　岩手県、一関市。山々に囲まれ、冬には雪深くなる
地。そこに古くから根付いているのは、「もち」の文化。
一つのうすでもちをついて、みんなで食べる－当たり
前のように、ずっと続いている習慣。この地域に実際
に暮らす中学生の少女、ユナ。子供から大人へと変化
する一瞬の時間を切り取った稀有な映画。この土地と
人々によって生まれた言葉、伝統、そして感情をあり
のままに残すため、限りなくノンフィクションに近いフィ
クションというハイブリットな形で製作し、出演者は全
員住民という本作は、思春期の主人公が放つ「今」
を生きるみずみずしさが心を揺さぶり、深く強い文化
と歴史の残る土地での生活は我々に大切な「何か」
を問いかける。監督は、生き生きとした表情を引き出
す独特の演出や細部美こだわった映像美に定評があ
り、500本以上の映像作品を手がけてきた小松真弓。
一関市の地を踏んだ小松監督と、ひとりの少女との出
会いから、この作品が生まれました。

もち



－ 20－

9
東京テアトル株式会社
原作：こうの史代
監督・脚本：片渕須直
音楽：コトリンゴ
制作：�2019「この世界の片隅に」製

作委員会
対象：�小学校高学年以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

　昭和19年、広島呉に嫁いだすずは、夫・周作とそ
の家族と共に暮らしている。戦況が悪化し生活が困難
を極めるが、すずは日々の暮らしを紡いでいく。そん
なある日、迷い込んだ遊郭でリンと出会う。初めて出
逢う同世代の女性リンとの交流に心通わせていくが、
昭和20年3月、空襲が激化、度重なる空襲ですずも大
切なものを失ってしまう。そして、昭和20年の夏が
やってくる――。

10
有限会社ビターズ・エンド
監督：坂本欣弘
音楽：未知瑠
脚本：北川亜矢子
制作：コトリ
対象：�小学校高学年以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

　大丈夫。ゆっくりと進もう。心に不安を抱えた若者
を受け入れる〔もみの家〕に、16歳の彩花がやってき
た。不登校になって半年、心配する母親に促され俯き
ながらやってきた彩花を、もみの家を主宰する泰利は
笑顔で招き入れる。慣れない環境に戸惑いながらも、
周囲に暮らす人々との出会いや豊かな自然、日々過ご
す穏やかな時間が、彩花の心を少しずつ満してゆく――。

11
株式会社新日本映画社
監督・撮影：百崎満晴
対象：�中学生以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

　埼玉県秩父市の山あいにある小さな集落で、先祖
代々の畑を自らの手で閉じ、1万本以上の花を植え続
けた夫婦と、その集落の変遷を追ったNHKの人気シ
リーズ番組「秩父山中�花のあとさき」に、未公開映
像と再編集を加えたドキュメンタリー映画。ある集落
の最期の18年を捉えた貴重な記録でもある本作は、
文明社会に生きる私たちが、積み残してきた様々な課
題と向き合ういま、忘れたくない「心のありよう」を
も気づかせてくれます。

12
武蔵野エンタテインメント株式会社
監督・脚本：オリヴァ―・チャン
音楽：オースティン・チャウ
制作：フルーツ・チャン
対象：�中学生以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

　突然の事故で半身不随となってしまい、人生に何の
希望も抱けないまま日々を過ごしていたチョンウィン
のもとに、若いフィリピン人女性エヴリンが住み込み
家政婦としてやってくる。言葉の壁にチョンウィンの
ストレスは増すが、片言の英語での会話で互いに情が
芽生えていく。生活のため写真家への夢を諦めたエヴ
リンが、今でも心の中で夢を追い求めていることを
知ったチョンウィンは、その夢を叶える手助けをしよ
うと思い始めるが…。

この世界の（さらにいくつもの）片隅に

もみの家

花のあとさき　ムツばあさんの歩いた道

淪落の人
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－推薦目録（映像・メディア等）－
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－特別推薦一覧－

令和元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
2 かくれ山の大冒険 株式会社人形劇団むすび座 小学生

3 ベッカンコおに 劇団なんじゃもんじゃ 小学生以上、保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 きみがしらないひみつの三人 株式会社劇団うりんこ 小学生、中学生、
保護者・指導者等、一般（啓発）

6 群読音楽劇　銀河鉄道の夜2019 桜美林大学パフォーミングアーツ・�
インスティテュート

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

7 オズのまほうつかい 株式会社人形劇団むすび座 幼児、小学生

8 パペット・ファンタジー『ムーミン谷の夏まつり』 公益財団法人ニッセイ文化振興財団 幼児、小学生、
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
9 ここにも！そこにも！　ダニ 株式会社ポプラ社 幼児、小学校低学年 写真・文：皆越ようせい

12 夜のあいだに 有限会社ゴブリン書房 小学校中学年以上 作：テリー・ファン&エリック・ファン
訳：原田勝

16 ヒロシマをのこす　
平和記念資料館をつくった人・長岡省吾

株式会社汐文社 小学校高学年以上 著：佐藤真澄

20 11番目の取引 鈴木出版株式会社 小学校高学年、
中学生

作：アリッサ・ホリングスワース
訳：もりうち�すみこ

23 しぶがき　ほしがき　あまいかき 株式会社福音館書店 小学校低学年 作・絵：石川えりこ

26 火山はめざめる 株式会社福音館書店 小学校高学年 作：はぎわらふぐ
監修：早川由紀夫

29 世界のはての少年 株式会社東京創元社 中学生、高校生 作：ジェラルディン・マコックラン
訳：杉田七重

30 じょうききかんしゃ�ビーコロ 株式会社童心社 幼児、小学校低学年 作・絵：ミノオカ・リョウスケ

31 ちび竜 株式会社童心社 幼児、小学校低学年 文：工藤直子
絵：あべ弘士

（１）出版物（９点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
2 北の果ての小さな村で 株式会社ザジフィルムズ 小学校中学年以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

3 風をつかまえた少年 有限会社ロングライド 小学校中学年以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

12 淪落の人 武蔵野エンタテインメント株式会社 中学生以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

（３）映像・メディア等（３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。

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　ヒロシマをのこす　平和記念資料館をつくった人・長岡省吾

受賞者　佐藤真澄

受賞者　株式会社汐文社

（２）舞台芸術部門

作品名　群読音楽劇　銀河鉄道の夜２０１９

受賞者　桜美林大学パフォーミングアーツ・インスティテュート

（３）映像・メディア等部門

作品名　
　　　　　該当なし
受賞者　

（４）特別部門

受賞者　　松本零士

活動内容　長年にわたり漫画家・アニメーション作家として様々なジャンルの作品を手掛け、児童福

祉文化の向上・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．ここにも！そこにも！���ダニ　　株式会社ポプラ社

２．夜のあいだに　　有限会社ゴブリン書房

３．11番目の取引　　鈴木出版株式会社

４．しぶがき���ほしがき���あまいかき　　株式会社福音館書店

５．火山はめざめる　　株式会社福音館書店

６．世界のはての少年　　株式会社東京創元社

７．じょうききかんしゃ�ビーコロ　　株式会社童心社

８．ちび竜　　株式会社童心社

（２）舞台芸術部門

１．かくれ山の大冒険　　株式会社人形劇団むすび座

２．ベッカンコおに　　劇団なんじゃもんじゃ

３．きみがしらないひみつの三人　　株式会社劇団うりんこ

４．オズのまほうつかい　　株式会社人形劇団むすび座

５．パペット・ファンタジー『ムーミン谷の夏まつり』　　公益財団法人ニッセイ文化振興財団

令和２年度児童福祉文化賞受賞作品2

令和２年度児童福祉文化賞推薦作品3
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（３）映像・メディア等部門

１．北の果ての小さな村で　　株式会社ザジフィルムズ

２．風をつかまえた少年　　有限会社ロングライド

３．淪落の人　　武蔵野エンタテインメント株式会社


