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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（20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



－ 2－

（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２年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

15,130 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、2,047 点となっ

ています。（出版物 1,279 点、舞台芸術 325 点、映像・メディア等 443 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２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 ○ てんじつき　さわるえほん
さわるめいろ
さわるめいろ２
さわるめいろ３

株式会社
小学館

2013年
2015年
2019年

2月
2月
9月

著：村山純子 各10p各1,900 幼児以上

2 レディオ�ワン 光村図書出版
株式会社

2019年11月 著：斉藤倫
装画：クリハラタカシ

152p 1,200 小学校高学年以上

3 たべもの・食育絵本
野菜の教え
春・夏編／秋・冬編

株式会社
群羊社

2020年 5月 編：藤原勝子
監修：渡邉幸雄

各40p各1,800 幼児以上

4 カラーモンスター　がっこうへいく 株式会社
永岡書店

2020年 2月 作：アナ・レナス
訳：おおともたけし

33p 1,500 幼児以上

5 となりのアブダラくん 株式会社
講談社

2019年11月 作：黒川裕子
絵：宮尾和孝

207p 1,400 小学校高学年

6 ○ レッツはおなか 株式会社
講談社

2020年 4月 作：ひこ・田中
絵：ヨシタケシンスケ

64p 1,300 小学校低学年

7 とねりこ通り三丁目　ねこのこふじさん 株式会社
アリス館

2019年 6月 作：山本和子
絵：石川えりこ

167p 1,400 小学校中学年以上

8 地図で見る�日本の地震 株式会社
偕成社

2020年 1月 文：山川徹
監修：寒川旭

104p 2,000 小学校高学年以上

9 ○ ジュリアンはマーメイド 株式会社
サウザンブック
ス社

2020年 5月 作：ジェシカ・ラブ
訳：横山和江

36p 1,800 小学生以上

10 ありがとう、アーモ！ 鈴木出版
株式会社

2020年 8月 文・絵�：オーゲ・モーラ
訳：三原泉

32p 1,500 幼児、
小学校低学年

11 ○ キャラメル色のわたし 鈴木出版
株式会社

2020年 8月 作：シャロン・M・ドレイパー
訳：横山和江

310p 1,600 小学校高学年以上

12 ねこと王さま 株式会社
徳間書店

2019年12月 作・絵：ニック・シャラット
訳：市田泉

168p 1,600 小学校中学年

13 命のうた
ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児

株式会社
童心社

2020年 7月 著：竹内早希子
絵：石井勉

227p 1,400 小学校高学年

14 なまこのぽんぽん 株式会社
銀の鈴社

2020年 1月 著：内田麟太郎
絵：大野八生

128p 1,600 小学校高学年

15 トゥートゥルとふしぎな友だち
（１）真夜中の妖精
（２）なかなおりの魔法
（３）精霊のなみだ

株式会社
あかね書房

2019年
2019年
2020年

10月
12月
2月

作：湯湯（タンタン）
訳：高野素子
絵：平澤朋子

各95p各1,200 小学校中学年

16 ○ はじまりは�たき火
火と�くらしてきた�わたしたち

株式会社
福音館書店

2020年 1月 作：まつむらゆりこ
絵：小林マキ

48p 1,400 小学校中学年以上

17 みんなの園芸店
春夏秋冬を楽しむ庭づくり

株式会社
福音館書店

2020年 2月 著：大野八生 288p 2,800 小学校高学年以上

18 珪藻美術館
ちいさな・ちいさな・ガラスの世界

株式会社
福音館書店

2020年 9月 文・写真：奥修 48p 1,300 小学校高学年以上

19 たくさんのふしぎ版　
南極のさかな大図鑑

株式会社
福音館書店

2020年 6月 文：岩見哲夫
絵：廣野研一

48p 1,300 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

20 短歌研究ジュニア
はじめて出会う短歌１００

株式会社
短歌研究社

2020年 8月 編：千葉聡
絵：佐藤りえ
協力：�佐藤弓生�

寺井龍哉

128p 1,300 小学校高学年、
中学生

21 雨の日の地下トンネル 株式会社
アリス館

2020年 9月 作：鎌田歩 32p 1,400 小学校低学年・
中学年

22 わたしが障害者じゃなくなる日
難病で動けなくてもふつうに生きられる
世の中のつくりかた

株式会社
旬報社

2019年 6月 著：海老原宏美 152p 1,500 小学校高学年以上

23 橋の上の子どもたち 株式会社
講談社

2020年11月 作：パドマ・ヴェンカトラマン
訳：田中奈津子

255p 1,500 中学生以上

24 日本人の知恵を学ぼう！すがたをかえる
食べもの
つくる人と現場①　大豆
つくる人と現場②　米
つくる人と現場③　麦
つくる人と現場④　とうもろこし

株式会社
あすなろ書房

2020年
2019年
2019年
2020年

1月
12月
12月
2月

編：こどもくらぶ
監修：�服部栄養料理研究会

各40p各3,000 小学校中学年・
高学年

25 アドリブ 株式会社
あすなろ書房

2019年10月 著：佐藤まどか 240p 1,400 中学生以上

26 ○ 団地のコトリ 株式会社
ポプラ社

2020年 8月 作：八束澄子
絵：中村至宏

207p 1,400 中学生

27 今、空に翼広げて 株式会社
講談社

2019年10月 著：山本悦子 322p 1,500 小学校高学年

28 ○ ハクトウワシ 株式会社
新日本出版社

2020年 6月 写真・文：前川貴行 32p 1,600 小学校中学年以上

29 ○ オランウータンに会いたい 株式会社
あかね書房

2020年 3月 著：久世濃子
イラスト：秋草愛
企画・編集：川嶋隆義

177p 1,300 小学校高学年、
中学生

30 十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた
日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ

株式会社
汐文社

2019年12月 著：アンドレア・ウォーレン
訳：もりうちすみこ

248p 1,600 中学生以上

31 希望、きこえる？
ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日

株式会社
汐文社

2020年 6月 著：榮谷明子 148p 1,500 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 ○ おじいちゃんの口笛 東京演劇アンサンブル 演劇
（舞台劇）
70分

原作：ウルフ・スタルク
脚本：広渡常敏
音楽：林光
演出：三木元太
制作：太田昭　他
訳：菱木晃子

小学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 オズの魔法使い 有限会社
劇団かかし座

演劇
110分

原作：ライマン・フランク・ボーム
脚本：花輪充
演出：花輪充・後藤圭
作曲：石川洋光
影絵美術監督：後藤圭
振付：鴨志田加奈
制作：後藤圭・劇団かかし座企画営業部

幼児、小学生
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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 パブリック　図書館の奇跡 有限会社
ロングライド

ドラマ
119分

監督・脚本・製作：
　　　エミリオ・エステベス
音楽：タイラー・ベイツ

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 ファヒム　パリが見た奇跡 東京テアトル
株式会社

ドラマ
107分

監督・脚本：
　　　ピエール＝フランソワ・マルタン＝ラヴァル
音楽：パスカル・ランガニエ

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 ブータン　山の教室 株式会社ドマ ドラマ
110分

監督・脚本：パオ・チョニン・ドルジ
音響：トゥー・ドゥートゥ
撮影：ジグメ・テンジン

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 旅立つ息子へ
（英題）Here�We�Are

有限会社
ロングライド

ドラマ
94分

監督：ニル・ベルグマン
音楽：マッテオ・キュラロ
脚本：ダナ・イディシス
製作：エイタン・マンスリ

高校生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 ○ 僕が跳びはねる理由 株式会社
KADOKAWA

ドキュメント
82分

原作：東田直樹
　　　（「自閉症の僕が跳

びはねる理由」）
監督：ジェリー・ロスウェル
音楽：ナニータ・デサイー
翻訳原作：『The�Reason�I�Jump』
翻訳：デイヴィッド・ミッチェル
　　　ケイコ・ヨシダ

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

6 わたしはダフネ 株式会社
ザジフィルムズ

ドラマ
94分

監督・脚本：フェデリコ・ボンディ
音楽：サヴェリオ・ランツァ
編集：ステファノ・クラヴェロ
撮影：ピエロ・バッソ

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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1

株式会社小学館
著：村山純子
対象：幼児以上

　目の見える子も見えない子も、一緒に楽しむことを
目指した絵本。点字の線をさわってたどる、迷路あそ
びです。収録される迷路は全11種類。簡単なものか
ら始まり、順を追って難しいものに挑戦します。カラー
の印刷部には、格子模様や波形などの模様を配置。点
字迷路を隠す効果を出し、全盲の方、弱視の方、目の
見える方を含め、歯ごたえのある迷路遊びができます。
未就学の子どもから大人まで、幅広い年齢層の方が遊
べます。

2
光村図書出版株式会社
著：斉藤倫
装画：クリハラタカシ
対象：小学校高学年以上

　思いがけず言葉を話せるようになった、犬のジョン。
そんなジョンが、ラジオ番組《レディオワン》のＤＪ
に扮し、犬特有の「ものの見方」や感性をもってリス
ナーのお便りを読んだり、曲をかけたり。物語は、ジョ
ンと人間たちのエピソード（「動物実験」「犬のさっ処
分」「ジェンダー」「いじめ問題」）を追いかけながら、
大きく広がっていきます。動物への愛に満ちた、ラジ
オに耳を傾けるように読みたい１冊。

出　版　物

てんじつき  さわるえほん
さわるめいろ　さわるめいろ２　さわるめいろ３

レディオ  ワン
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3
株式会社群羊社
編：藤原勝子
監修：渡邉幸雄
対象：幼児以上

　キャベツ、たまねぎ、トマト、かぼちゃ、にんじん
など、おなじみの野菜たちにまつわる面白い話を、豊
富なイラストや写真とともに紹介しています。
　ヒトと関わりあい、懸命に生きる野菜たちの姿には、
驚きと発見と感動があり、食べることの喜びや楽しさ
をもたらしてくれることでしょう。野菜たちの多様な
姿を知ることで、さまざまな学びへと広がっていく、
子どもと大人一緒に楽しめる食育・科学絵本。

4
株式会社永岡書店
作：アナ・レナス
訳：おおともたけし
対象：幼児以上

　カラーモンスターはちょっと不安。なぜって、今日
は初めてがっこうへ行く日。それなのに、モンスター
はがっこうが何なのかまったく知らないのです。でも
心配しないで、モンスター！がっこうって、楽しいこ
とがいっぱいで冒険みたいよ。それに、新しいお友達
も待っているんだから。保育園・幼稚園・こども園、
小学校に通い始める子に向けた絵本です。

5
株式会社講談社
作：黒川裕子
絵：宮尾和孝
対象：小学校高学年

　ハルは自分の趣味を人に知られたくない、悩める小
６男子。ある日、ハルのクラスにパキスタンからの転
校生・アブダラくんがやってきて、ハルはアブダラく
んのお世話係にさせられる。でも、アブダラくんは日
本語もうまく話せない。毎日お昼にお祈りをするし、
食べられないものもあって給食もみんなとは別。こん
なアブダラくんとどうやってわかり合えばいいんだろ
う？ハルの奮闘が始まる。

たべもの・食育絵本　野菜の教え　春・夏編／秋・冬編

カラーモンスター  がっこうへいく

となりのアブダラくん
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－推薦目録（出版物）－

6
株式会社講談社
作：ひこ・田中
絵：ヨシタケシンスケ
対象：小学校低学年

　レッツは五さい。「おなかにいるとき、レッツはお
へそでわたしとつながっていたんだよ」。かあさんに
いわれたレッツは、じぶんとかあさんのおへそがつな
がっている絵をおもいうかべた。「すごい」「すごいで
しょ」。でも、それだと、じぶんがいるのはおなかの
そとじゃないかなとレッツはふしぎだった。かあさん
にはおなかのなかにもおへそがあるんだろうか？　五
さいがかんがえた、うまれてくることのふしぎがいっ
ぱい！

7
株式会社アリス館
作：山本和子
絵：石川えりこ
対象：小学校中学年以上

　いじめられ、引きこもっていたねこのこふじさんは、
世界旅行へ出かけたおばあちゃんのかわりに、とねり
こ通りの西洋館で暮らすことに。おばあちゃんとの約
束は、“お家賃のかわりに、その月の行事をすること ”。
「もう動物づきあいはこりごり。一匹ぐらし、最高！」
と思っていたこふじさんですが、西洋館の戸棚を開け
ると、そこにはネズミが住んでいて…？とねりこ通り
での出会いが、こふじさんを少しずつ変えていきます。

8
株式会社偕成社
文：山川徹
監修：寒川旭
対象：小学校高学年以上

　日本の地震の歴史を振り返るための本です。日本で
は、今までどのような地震がおこってきたのでしょう
か？歴史に残る最古の地震、679年の筑紫地震から、
2019年の山形沖地震まで、地域ごとに地図で紹介。
おもな地震は、地震の大きさや被害などをくわしく解
説しています。豊臣秀吉をおそった1586年の天正地
震、徳川幕府をゆるがした安政江戸地震など、地震大
国である日本は、地震が歴史をうごかしてきたことも
ままありました。当時の人が書いた日記や記録から、
当時の様子も紹介しています。

9
株式会社サウザンブックス社
作：ジェシカ・ラブ
訳：横山和江
対象：小学生以上

　本書の舞台は、ニューヨークのコニーアイランドで
毎年行われるパレード。主人公ジュリアン少年のジェ
ンダーに関する繊細なテーマを扱いながらも、この絵
本の大きな魅力は色彩豊かに描かれた美しい絵。マー
メイドに扮するお姉さんたちもさることながら、空想
の中で魚たちと共に優雅に泳ぐジュリアン少年の姿は
読者を魅了します。そこにはジェンダーを越えて、あ
りのままの自分を認めてもらう喜びがあふれていま
す。

レッツはおなか

とねりこ通り三丁目　ねこのこふじさん

地図で見る　日本の地震

ジュリアンはマーメイド
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10
鈴木出版株式会社
文・絵：オーゲ・モーラ
訳：三原泉
対象：幼児、小学校低学年

　うわあ、おいしそうなにおい！シチューのにおいを
かぎつけた近所のひとたちは、つぎつぎにアーモ（お
ばあちゃん）のアパートにやってきた。そのひとりひ
とりにきまえよくシチューをわけてあげたのだけど
……。アーモ、そんなにあげちゃってだいじょうぶ？
分かちあいの心が鮮やかに描かれた、あたたかい物語。

11
鈴木出版株式会社
作：シャロン・Ｍ・ドレイパー
訳：横山和江
対象：小学校高学年以上

　イザベラは、ピアノの演奏が得意な11歳の少女。
離婚した黒人の父親と白人の母親の家を、１週間ごと
に行き来している。自分の居場所はどこなのか、自分
は黒人と白人のどちらなのか、悩みながらも家族や友
だちと楽しい日々を送っていた。だが、待ちに待った
ピアノの演奏会の当日、誤って警官に拘束され、銃を
向けられてしまう……。

12
株式会社徳間書店
作・絵：ニック・シャラット
訳：市田泉
対象：小学校中学年

　王さまが、ねこといっしょに、お城で幸せにくらし
ていました。ところがある日、ドラゴンがおそってき
て、お城がもえてしまい、王さまとねこは、新しく住
むところを探すことになりました。ふたりは町へ引っ
越して、小さな家にくらすことになりました。王さま
は「王さまのしごと」のほかには何もできません。け
れども、ねこの力を借りて、スーパーに買い物にいっ
たり、近所の人たちをもてなしたりと、少しずついろ
いろなことができるようになっていきます。王さまと、
王さま思いのかしこいねこの、ユーモラスで心あたた
まるお話です。

13
株式会社童心社
著：竹内早希子
絵：石井勉
対象：小学校高学年

　10歳のときに神戸空襲で親をなくした山田清一郎
さんの半生を中心に、一緒に路上で生きた戦争孤児の
仲間たちの声なき声をすくい上げる、渾身のノンフィ
クション。第二次世界大戦後、日本全国に12万人以
上いた戦争孤児たちの声が、あなたには届いただろう
か。どうして彼らは野良犬と呼ばれ、つらく悲しい体
験をしなければならなかったのか。なぜ、大人たちは
助けてくれなかったのか。戦後75年目に問う作品。

ありがとう、アーモ！

キャラメル色のわたし

ねこと王さま

命のうた　ぼくは路上で生きた十歳の戦争孤児
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－推薦目録（出版物）－

14
株式会社銀の鈴社
著：内田麟太郎
絵：大野八生
対象：小学校高学年

　詩人の感性は母を思う心や、宇宙を感じる気持ちを
ユーモラスに、真に迫る視点で表現します。例えば「名
前」という詩をご紹介します。名前／／───あれは
火星。／───あれは金星。／───あれは木星。／
／ぼくは星の名前をつぶやいていく／満天の星の中か
ら／／名前をいえた星のなんというすくなさ／夜空は
名もない星たちでかがやいている／／ぼくは／空いっ
ぱいの星にあいさつする／ぼくの名前ではなく／ぼく
たちの名前で。／／───�こんばんは。ぼくはにん
げんです。

15

15

株式会社あかね書房
作：湯湯（タンタン）
訳：高野素子
絵：平澤朋子
対象：小学校中学年

　中国の児童文学者・湯湯による、少女トゥートゥル
が妖精や仙人といったふしぎな友だちと織りなす物語
です。１巻の『真夜中の妖精』では、芝居の真似をす
る池の妖精と出会います。２巻の『なかなおりの魔法』
では、けんかした友だちに腹が立たなくなる方法を仙
人に教わり騒動になります。３巻の『精霊のなみだ』
では、水の精の悲しい宿命を知ります。主人公のトゥー
トゥルは、巻を重ねるごとにだんだんと成長していき
ます。

16
株式会社福音館書店
作：まつむらゆりこ
絵：小林マキ
対象：小学校中学年以上

　人間は大昔から火を頼ってくらしてきました。火は
暗い夜を明るく、寒い冬を暖かくしてくれます。食べ
物を煮炊きし、土の器や金属の道具などを作ることも
できます。やがて蒸気機関や発電機が発明され、火か
ら、ものを動かす力や電気を作れるようになると、文
明はさらに発展しました。しかし一方、燃料として資
源を使いすぎて、環境を害する様々な問題が起きまし
た。火をめぐる歴史から、便利なくらしの光と影が浮
かび上がります。

なまこのぽんぽん

トゥートゥルとふしぎな友だち 
（1）真夜中の妖精　（2）なかなおりの魔法　（3）精霊のなみだ

はじまりは  たき火　火と くらしてきた わたしたち
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17
株式会社福音館書店
著：大野八生
対象：小学校高学年以上

　部屋の中や庭に植物があると、気持ちに張りが出た
り安らいだりと、暮らしに彩りを添えてくれます。こ
の本は、多肉植物からバラやヒマワリ、食虫植物まで
の様々な種類の植物の楽しみ方を春夏秋冬それぞれの
季節で提案した、園芸の入門書です。夜に咲く花を楽
しんだり、捨ててしまうニンジンの頭などを使って
キッチンで水栽培をしてみたり……、植物の楽しみ方
が満載です。全編イラストと文で構成されており、読
んでいるだけで楽しめます。

18
株式会社福音館書店
文・写真：奥修
対象：小学校高学年以上

　ガラスでできた殻をもつ藻、珪藻。海や川、自然の
中から珪藻を採集して並べ、美術作品をつくっている
のが、世界でも数人しかいない「珪藻アート」作家の
奥修さんです。珪藻の殻の大きさは１ミリの10分の
１前後。顕微鏡をのぞきながら、まつ毛や針先で作っ
た道具を操り珪藻を並べていきます。完成した珪藻
アートは直径１ミリほど。ストイックな職人の技を極
めた先に姿をあらわすのは、肉眼では見えない極小の
世界の極限の美しさ。

19
株式会社福音館書店
文：岩見哲夫
絵：廣野研一
対象：小学校中学年・高学年

　世界初、南極の魚フルカラー大図鑑！マイナス２度
近くにもなる世界で一番冷たい海にも、たくさんの魚
がすんでいるということがわかってきました。南極に
いるのは、ペンギンやクジラ、オキアミだけではなかっ
たのです。南極大陸がまだ暖かかった時代から、魚た
ちは生きつづけてきました。氷点下でも凍らない透明
な血液をもった美しい魚たちの世界を、たっぷりとご
案内いたします。見たこともない魚たちに出会えます
よ。全91種。

20
株式会社短歌研究社
編：千葉聡
絵：佐藤りえ
協力：佐藤弓生・寺井龍哉
対象：小学校高学年、中学生

　奈良時代の万葉歌人から現代の10代歌人まで、小・
中学生に真っ先に届けたい短歌100首を集めた、これ
までにない「オールタイムベスト短歌」。はじめて出
会う珠玉の短歌、それはきっと「心の宝物」になる。たっ
たの三十一音で、こんなにもいろんな情景や思いを表
現できるなんて、短歌って素晴らしい！私も作ってみ
よう！と思えるような一冊です。作歌に役立つコラム、
短歌の歴史、ブックガイド付き。

みんなの園芸店　春夏秋冬を楽しむ庭づくり

珪藻美術館　ちいさな・ちいさな・ガラスの世界

たくさんのふしぎ版　南極のさかな大図鑑

短歌研究ジュニア　はじめて出会う短歌100
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－推薦目録（出版物）－

21
株式会社アリス館
作：鎌田歩
対象：小学校低学年・中学年

　雨が降っています。庭に降った雨が、土の中に染み
込んでいきます。では、アスファルトの上に降った雨
水は、いったいどこへ行くのでしょう？道路の下へ流
れた雨水は、排水溝を通って雨水管に集められ、川へ
流されます。その水がさらに増えると、地下に広がる
巨大なトンネルを通って、さらに大きな川へ……。
　私たちの暮らしを守る街の仕組みと、働く人々の様
子を紹介します。

22

株式会社旬報社
著：海老原宏美
対象：小学校高学年以上

　障害者なんて、いないほうがいいのでしょうか？人
は、ただ地面が盛り上がっただけの山の景色に感動で
きるのだから、同じ人間である障害者に感動できない
はずがない。必ずそこに価値を見いだせるはず――。
重度障害者として暮らす著者が、半生をふりかえりな
がら、障害とは、人間の価値とはなにかを問いかけま
す。「合理的配慮」など障害者理解に欠かせないテー
マも取り上げ、「共に生きる社会」をみんなでいっしょ
に考える本です。

23
株式会社講談社
作：パドマ・ヴェンカトラマン
訳：田中奈津子
対象：中学生以上

　舞台はインド。11歳のヴィジは父の暴力に耐えか
ねて知的障害を持つ姉・ラクを連れ、家を出た。人買
いに追われ、崩れかけた橋の上を住処とする。そこに
は２人の少年が住んでいて、知恵と勇気で生き残る術
を教えてくれた。一緒にゴミの山で瓶を集める仕事に
就く。教師が夢だったヴィジは、社会から見えない存
在になったことに傷つくが、姉と共に獲得した自由や
仲間、明日への希望があると気づく。ある日、姉と少
年が重い病に掛かり…。

雨の日の地下トンネル

わたしが障害者じゃなくなる日
難病で動けなくてもふつうに生きられる世の中のつくりかた

橋の上の子どもたち
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株式会社あすなろ書房
編：こどもくらぶ
監修：服部栄養料理研究会
対象：小学校中学年・高学年

　ふだん私たちが食べている豆腐や納豆は、何を原料
に、どのようにつくられているのでしょう？身近な４
つの穀物の種まきから収穫、そしてさまざまな食べも
のとなって家庭の台所にやってくるまでの道のりをビ
ジュアルでわかりやすく紹介します。

株式会社あすなろ書房
著：佐藤まどか
対象：中学生以上

　イタリア、トスカーナの小さな町に暮らす少年ユー
ジ。10歳のときにフルートに魅せられたユージは、
天賦の才を認められ、難関の国立音楽院に入学。練習
の日々を送るが、15歳になり、クラシック音楽界の
きびしさを目の当たりにして、進路について悩みはじ
める。はたしてユージの決断は……？

株式会社ポプラ社
作：八束澄子
絵：中村至宏
対象：中学生

　美月はバレーボールに青春をかける中学３年生の女
の子。部活の仲間たちや同じ団地に住む愛梨に囲まれ、
幸せな毎日を送っている。ある日、飼っているインコ
のピーコが逃げ出し、階下の独居老人・柴田のじい
ちゃんが住む部屋の窓辺に挟まっているのを発見す
る。じいちゃんに助けてもらおうと声をかけたとき、
そこにいるはずのない女の子の気配を感じて・・・・・・。
居所不明児童の問題を中学生の視点から描いた著者渾
身の意欲作。

24 日本人の知恵を学ぼう！すがたをかえる食べもの 
つくる人と現場①　大豆　つくる人と現場②　米　
つくる人と現場③　麦　　つくる人と現場④　とうもろこし

25 アドリブ

団地のコトリ26
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－推薦目録（出版物）－

27
株式会社講談社
著：山本悦子
対象：小学校高学年

　小一のつばさは台風の日に家族が留守で家に帰れ
ず、同じ通学班で小五の真紀の家で遊んでもらって以
来、真紀に懐いている。ある日真紀はつばさが同級生
に「どろぼう」とよばれて仲間はずれにされていると
ころを見て、かわいそうに思いまた家に誘うが、つば
さが黙って冷凍食品を持って帰ってしまい、後日つば
さと母がそれを返しにやってきた。認知症で歯がない
「大ばあちゃん」にあげたかったからだと言う。つば
さの家族を見守る、通学班、一年から六年までの個性
豊かな六人の物語

28
株式会社新日本出版社
写真・文：前川貴行
対象：小学校中学年以上

　白く輝く頭に尖ったくちばしのハクトウワシ。アメ
リカの先住民族にとって神の使いだが、ヨーロッパか
ら入植した人たちに害獣として狩られ、1960年代に
は絶滅の危機におちいっていた。そんなハクトウワシ
の子育てに、北大西洋ニューファンドランド島の断崖
にある巣で４カ月にわたり密着した記録。迫力ある写
真で、寒さの中つがいが交代でする抱卵、そして新た
な生命の誕生から巣立ちまで。圧倒的な力強さに心が
震える写真絵本。

29
株式会社あかね書房
著：久世濃子
イラスト：秋草愛
企画・編集：川嶋隆義
対象：小学校高学年、中学生

　オランウータン研究者による科学冒険ノンフィク
ション。全６章でオランウータンの魅力と人類への警
鐘を伝える。１章では研究者生活を紹介。２章は、ジャ
ングルでの調査を追体験できる冒険譚。３章では、熱
帯雨林の環境下での生態を紹介。４章では、オランウー
タンの文化や知性を紹介。５章では、オランウータン
の親子関係を紹介。ヒトとの共通点は特に示唆に富む。
６章では、熱帯雨林の破壊について最前線の状況を紹
介。

30
株式会社汐文社
著：アンドレア・ウォーレン
訳：もりうちすみこ
対象：中学生以上

　アメリカ人のつもりで育ったのに、太平洋戦争がは
じまると、「ジャップ」「敵」とよばれ、強制収容され
た日系二世の少年ノーマン。長じてノーマンは政治の
道に進み、市長や下院議員を務め、日系人強制収容に
対する公式謝罪を定めた法を成立させる。2001年の
アメリカ同時多発テロ発生当時は運輸大臣の立場にあ
り、自らの少年時代の経験から、信仰や容貌を理由に
した搭乗拒否を禁じた。

今、空に翼広げて

ハクトウワシ

オランウータンに会いたい

十歳、ぼくは突然「敵」とよばれた　日系アメリカ人の政治家ノーマン・ミネタ
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株式会社汐文社
著：榮谷明子
対象：小学校高学年

　アフリカの中央にあるルワンダは、緑の丘が広がる
美しい国です。まだ電気が通っているところは少なく
て、ほとんどの家にはテレビがありません。そのかわ
りにたくさんの人がラジオを聞いています。でも、ラ
ジオから流れてくるのは、大人向けの番組ばかり。ル
ワンダには子ども番組はありませんでした。子どもが
楽しく聞いて学べる、ルワンダ初の子ども向けラジオ
番組を作りたい。ラジオを通じて、ルワンダ全国の子
どもたちに、優しい言葉や楽しい歌を届けたい！　ユ
ニセフの職員としてルワンダで働く日本人・明子さん
の、大きな夢がスタートしました。

31 希望、きこえる？　ルワンダのラジオに子どもの歌が流れた日
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舞 台 芸 術

東京演劇アンサンブル
原作：ウルフ・スタルク
脚本：広渡常敏
音楽：林光
演出：三木元太
制作：太田昭
訳：菱木晃子
対象：�小学生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　ある日ベッラは、ウルフのおじいちゃんの話を聞い
て、自分もおじいちゃんがほしいと、老人ホームに向
かい、そこで、ニルスというおじいちゃんと出会った。　
「ぼくのおじいちゃんになってくれませんか？」　その
日から、ニルスとベッラは、おじいちゃんと孫になっ
た。おじいちゃんは、いろんなことを教えてくれた。
コーヒーの飲み方、凧の作り方、流行歌、そして…口
笛。しかし、そんな素敵な時間も、永遠に続くわけで
はなかった…。

1

2
有限会社劇団かかし座
原作：ライマン・フランク・ボーム
脚本：花輪充
演出：花輪充・後藤圭
作曲：石川洋光
影絵美術監督：後藤圭
振付：鴨志田加奈
制作：�後藤圭・劇団かかし座企画営

業部
対象：幼児、小学生

　世界的に人気の高い児童文学「オズの魔法使い」を、
大型影絵劇として舞台化しました。５面スクリーンを
始め様々なスクリーンを舞台上に配置し、美しくかつ
迫力のある影絵を映し出します。ときにはそれらを移
動・回転させ、立体的な影絵劇として上演します。　
出演者は影絵の操演だけでなく、登場人物を舞台俳優
として演じたり、自身のシルエットで演じたりと、影
絵と演劇的表現が組み合わさった他に類をみないスタ
イルで上演します。

おじいちゃんの口笛

オズの魔法使い
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映像・メディア等

有限会社ロングライド
監督・脚本・製作：
　　　エミリオ・エステベス
音楽：タイラー・ベイツ
対象：中学生以上、
　　　保護者・指導者等、
　　　一般（啓発）

　舞台は米オハイオ州シンシナティの公共図書館。記
録的大寒波の夜、約70人のホームレスの苦境を察し
たスチュアート（エミリオ・エステベス）は、彼らと
共に図書館に立てこもることに。しかし、図書館館長、
刑事と検察官、マスコミなどそれぞれの思惑が交錯。
やがて警察の機動隊が出動し、追いつめられたスチュ
アートとホームレスは驚愕の行動を決断する。

1

2
東京テアトル株式会社
監督・脚本：
　　　ピエール＝フランソワ・マルタン＝ラヴァル
音楽：パスカル・ランガニエ
対象：中学生以上、
　　　保護者・指導者等、
　　　一般（啓発）

　わずか８歳で見ず知らずの街で生きることになった
少年が、“ チェス ” を通してさまざまな人と出会い、
目標に向かってひたむきに生きる姿に心打たれる＜実
話＞をもとにしたヒューマンドラマ。立ちはだかる
数々の壁を、次々と打破しながら力強く未来を掴んで
いく。チェスの天才少年ファヒムを演じたのは、これ
が演技初挑戦であり、彼自身も撮影が始まる約３ヶ月
前にバングラデシュから政治亡命者の息子として逃れ
てきたというアサド・アーメッド。監督は、俳優とし
ても活躍するピエール＝フランソワ・マルタン＝ラ
ヴァル、またファヒムの才能をいち早く見抜き、彼を
フランス王者にするために厳しくも熱心に指導する
チェスコーチ・シルヴァンを演じるのはフランスの誇
る名優・ジェラール・ドパルデュー。

3
株式会社ドマ
監督・脚本：パオ・チョニン・ドルジ
音響：トゥー・ドゥートゥ
撮影：ジグメ・テンジン
対象：小学校高学年以上、
　　　保護者・指導者等、
　　　一般（啓発）

　ブータンの北部。８日間のトレッキングでたどり着
く秘境地ルナナ村に派遣された若い男性教師は、教え
ることに意義を見いだせず、渋々やってきた。しかし、
電気も、水道もない辺境地の中で必死に生きている子
供達の “ 学びたい ” という真摯な気持ちに触れ、襟を
正す。荘厳な山々と美しい自然、そしてここに生活す
る村人達との交流を通じて、ひとりの青年が成長して
いく姿を描くと同時に、観る者にも “ 日々の営み ” の
尊さを語りかけてくれる感動作。

パブリック　図書館の奇跡

ファヒム　パリが見た奇跡

ブータン　山の教室
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－推薦目録（映像・メディア等）－

4
有限会社ロングライド
監督：ニル・ベルグマン
音楽：マッテオ・キュラロ
脚本：ダナ・イディシス
製作：エイタン・マンスリ
対象：�高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　愛する息子ウリのために人生を捧げてきた父アハロ
ンは、田舎町で２人だけの世界を楽しんできた。しか
し、別居中の妻タマラは自閉症スペクトラムを抱える
息子の将来を心配し、全寮制の支援施設への入所を決
める。定収入のないアハロンは養育不適合と判断され、
裁判所の決定に従うしかなかった。入所の日、ウリは
大好きな父との別れにパニックを起こしてしまう。ア
ハロンは決意した。「息子は自分が守る―」こうして
２人の無謀な逃避行が始まった。

5
株式会社 KADOKAWA
原作：東田直樹（「�自閉症の僕が跳

びはねる理由」）
監督：ジェリー・ロスウェル
音楽：ナニータ・デサイー
翻訳原作：『The�Reason�I�Jump』
翻訳：�デイヴィッド・ミッチェル、

ケイコ・ヨシダ
対象：�小学校高学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　映画『僕が跳びはねる理由』は東田直樹氏のベスト
セラー「自閉症の僕が跳びはねる理由」をベースにし
たドキュメンタリー映画です。原作の『自閉症の僕が
跳びはねる理由』は会話のできない重度の自閉症を抱
える作家・東田直樹がわずか13歳の時に執筆、他人
と会話ができず、今まで理解されづらかった自閉症の
内面を平易な言葉で伝える内容が大きな注目と感動を
呼び、30か国以上でも出版、117万部を超える世界
的ベストセラー作品です。

6
株式会社ザジフィルムズ
監督・脚本：フェデリコ・ボンディ
音楽：サヴェリオ・ランツァ
編集：ステファノ・クラヴェロ
撮影：ピエロ・バッソ
対象：�中学生以上、
　　　保護者・指導者等、
　　　一般（啓発）

　ダフネは快活で社交的なダウン症の女性。スーパー
で働きながら、母マリア、父ルイジと平穏に暮らして
いた。しかしマリアに突然の死が訪れ生活が一変。年
老いたルイジは自分が死んだら娘が独り残されてしま
う、と不安に苛まれてふさぎ込んでしまう。ある日ダ
フネは、母の生まれた村を訪れてみようと父に提案し、
トスカーナへ向かうことに。宿屋の夫婦、森林警備隊
員たち…、ちいさな出会いと別れを繰り返しながら、
その旅は愛する家族の死を乗り越え、互いを理解し合
う、かけがえのないものになっていく…。
　ささやかな日常にこそ真実があり、与え合い赦し合
うことが幸せへの道なのだと教えてくれる、新たな珠
玉のイタリア映画が誕生。

旅立つ息子へ　（英題）Here We Are

僕が跳びはねる理由

わたしはダフネ

Ⓒ2020 The Reason I Jump Limited, 
Vulcan Productions, Inc., The 
British Film Institute



－ 20－－ 20－

－特別推薦一覧－

令和２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 おじいちゃんの口笛 東京演劇アンサンブル 小学生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

（２）舞台芸術（１点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
1 てんじつき　さわるえほん

　さわるめいろ
　さわるめいろ２
　さわるめいろ３

株式会社�小学館 幼児以上 著：村山純子

6 レッツはおなか 株式会社�講談社 小学校低学年 作：ひこ・田中
絵：ヨシタケシンスケ

9 ジュリアンはマーメイド 株式会社�サウザンブック
ス社

小学生以上 作：ジェシカ・ラブ
訳：横山和江

11 キャラメル色のわたし 鈴木出版�株式会社 小学校高学年以上 作：シャロン・M・ドレイパー
訳：横山和江

16 はじまりは�たき火　
火と�くらしてきた�わたしたち

株式会社�福音館書店 小学校中学年以上 作：まつむらゆりこ
絵：小林マキ

26 団地のコトリ 株式会社�ポプラ社 中学生 作：八束澄子
絵：中村至宏

28 ハクトウワシ 株式会社�新日本出版社 小学校中学年以上 写真・文：前川貴行

29 オランウータンに会いたい 株式会社�あかね書房 小学校高学年、
中学生

著：久世濃子
イラスト：秋草愛
企画・編集：川嶋隆義

（１）出版物（８点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
5 僕が跳びはねる理由 株式会社�KADOKAWA 小学校高学年以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

（３）映像・メディア等（１点）
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－児童福祉文化賞－

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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（１）出版物部門

作品名　ハクトウワシ

受賞者　前川貴行

受賞者　株式会社�新日本出版社

（２）舞台芸術部門

作品名　おじいちゃんの口笛

受賞者　東京演劇アンサンブル

（３）映像・メディア等部門

作品名　僕が跳びはねる理由

受賞者　株式会社�KADOKAWA

（４）特別部門

受賞者　　せな�けいこ

活動内容　長年にわたり児童文化の向上・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．てんじつき　さわるえほん　　さわるめいろ

　　　　　　　　　　　　　　　　さわるめいろ２

　　　　　　　　　　　　　　　　さわるめいろ３　　株式会社小学館

２．レッツはおなか　　株式会社講談社

３．ジュリアンはマーメイド　　株式会社サウザンブックス社

４．キャラメル色のわたし　　鈴木出版株式会社

５．はじまりは�たき火　火と�くらしてきた�わたしたち　　株式会社福音館書店

６．団地のコトリ　　株式会社ポプラ社

７．オランウータンに会いたい　　株式会社あかね書房

（２）舞台芸術部門

該当なし

（３）映像・メディア等部門

該当なし

令和３年度児童福祉文化賞受賞作品2

令和３年度児童福祉文化賞推薦作品3


