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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。

２　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（42 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、
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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 24 年までに推薦された児童福祉文化財

の総数は、14,619 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、1,536 点となっています。（出版物 967、舞台芸術 246、映像・メディア等 323）

　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。
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－推薦目録（一覧表）－

平成24年度児童福祉文化財推薦目録

番号
特別推薦の

有無
作　品　名 出　版　社 対　象 頁

1 黒ネコジェニーのおはなし	１～３ 福音館書店 小学校中学年 9

2 鷹のように帆をあげて 講談社 中学生以上 9

3 あさになったので	まどをあけますよ 偕成社 幼児以上 9

4 風の島へようこそ	
くりかえし	つかえる	エネルギー

福音館書店 小学校中学年	
小学校高学年

10

5 愛の一家	
あるドイツの冬物語

福音館書店 小学校高学年	
中学生

10

6 そして､ ぼくの旅はつづく 福音館書店 中学生 10

7 ジェンナ	
奇跡を生きる少女

小学館 中学生以上 11

8 もういちど家族になる日まで 徳間書店 中学生 11

9 パパのメールはラブレター !? 徳間書店 小学校高学年 11

10 魔法の泉への道 あすなろ書房 中学生	
高校生

12

11 鉄道きょうだい 教文館 中学生 12

12 オオバンクラブ物語　上・下 岩波書店 小学校高学年以上 12

13 灰色の地平線のかなたに 岩波書店 高校生以上 13

14 ツバメの谷　上・下 岩波書店 小学校高学年以上 13

15 ヤマネコ号の冒険　上・下 岩波書店 小学校高学年以上 13

16 長い冬休み　上・下 岩波書店 小学校高学年以上 14

17 炎路を行く者	
―守り人作品集―

偕成社 小学校高学年以上 14

18 世界一力もちの女の子のはなし 小峰書店 小学校中学年 14

19 うちはお人形の修理屋さん 徳間書店 小学校中学年 15

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
特別推薦の

有無
作　品　名 出　版　社 対　象 頁

20 トチの木の１年 福音館書店 小学校中学年	
小学校高学年

15

21 がたんごとん　がたんごとん	
ざぶんざぶん

福音館書店 幼児 15

22 特別推薦 チュンチエ	
―中国のおしょうがつ―

光村教育図書 小学校低学年 16

23 商人とオウム		ペルシャのおはなし 光村教育図書 小学校中学年 16

24 賢者ナータンと子どもたち 岩波書店 高校生 16

25 特別推薦 サースキの笛がきこえる 偕成社 中学生以上 17

26 特別推薦 サラスの旅 ゴブリン書房 高校生 17

27 八月の光 偕成社 中学生 17

28 空へのぼる 講談社 小学校高学年 18

29 テディ・ロビンソン	
（シリーズ　全３冊）

岩波書店 小学校低学年	
小学校中学年

18

30 さがしています 童心社 小学校高学年以上 18

31 りっぱな兵士になりたかった男の話 講談社 高校生 19

32 かあさんふくろう 偕成社 小学生 19

33 パンとバラ	
―ローザとジェイクの物語

偕成社 中学生	
高校生

19

34 特別推薦 まほうのコップ 福音館書店 幼児 20

35 ゴリラは語る 講談社 中学生 20

36 くるみわりにんぎょう 徳間書店 幼児	
小学校低学年	
小学校中学年

20

37 なみだでくずれた万里の長城 岩波書店 小学校中学年	
小学校高学年

21

38 シフト 福音館書店 高校生 21

39 いちじく　にんじん 福音館書店 幼児 21

40 オバケの長七郎 福音館書店 小学校中学年	
小学校高学年

22

41 イクバルと仲間たち	
児童労働にたちむかった人々

小峰書店 中学生以上 22
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－推薦目録（一覧表）－

番号
特別推薦の

有無
作　品　名 出　版　社 対　象 頁

42 おかしなゆき　ふしぎなこおり ポプラ社 幼児	
小学校低学年

22

43 特別推薦 農家になろう（全５巻） 農山漁村文化協会 小学校高学年 23

44 はじめての古事記　日本の神話 徳間書店 小学校低学年	
小学校中学年

23

45 夜の小学校で 偕成社 小学校中学年	
小学校高学年

23

46 神谷美恵子	
ハンセン病と歩んだ命の道程

くもん出版 中学生以上 24

47 戦火の馬 評論社 中学生以上 24

48 北の馬と南の馬 あかね書房 小学校中学年以上 24

49 みどりの	カーテンを	つくろう あかね書房 小学校低学年 25
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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 テンペスト ひとみ座 中学生以上	
一般

25

2 特別推薦 ねむるまち 劇団うりんこ 小学生以上	
一般

26

3 ニッセイ名作劇場	
「王様の耳はロバの耳」

ニッセイ文化振興財団 小学生 26

4 ヘンリー六世	Ⅲ 華のん企画 小学校高学年以上	
一般

26

5 リチャード三世 華のん企画 小学校高学年以上	
一般

27

6 やだ、やだ　あっかんべー！ 劇団風の子九州 幼児	
小学生

27

7 どんぐりと山猫 Ｍ . Ａ . Ｐ . 小学生以上	
一般

27

8 特別推薦 宝島 劇団かかし座 小学校高学年	
中学生	
一般

28

9 ばけものづかい 人形劇団ポポロ 幼児	
小学生

28

10 特別推薦 ふたごの星 劇場創造ネットワーク 小学校中学年	
小学校高学年	
中学生	
家庭	
一般

28

11 特別推薦 わんぱく寄席 伝統芸能オフィス 小学校低学年以上	
一般

29

12 耳なし芳一 人形劇団ポポロ 中学生	
高校生	
一般

29

13 魔女とたまごとお月様 演劇集団　円 幼児以上	
家庭	
一般

29

14 紙芝居ライブ	
心をつなぐ紙芝居の世界

心をつなぐ紙芝居の会 幼児以上	
家庭	
一般

30
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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（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 ベイビーズ メダリオンメディア 幼児	
小学生以上	
家庭	
一般

30

2 オレンジと太陽 ムヴィオラ 中学生以上	
一般

31

3 虹のきずな 学研教育出版 小学校中学年以上	
一般

31

4 グスコーブドリの伝記 手塚プロダクション 小学校高学年以上 31

5 ロラックスおじさんの秘密の種 東宝東和 小学生以上	
家庭

32

6 あさりちゃんと学ぶ	
地震への備え

教配 小学生	
家庭

32

7 アニメ師・杉井ギサブロー マコトヤ 中学生以上	
家庭	
一般

32

8 ぬくもりのきおく Masa	Meets	Music 家庭	
一般

33

9 課外授業ようこそ先輩	
「笑顔のマジック　届けよう」

日本放送協会知財展開
センター

小学校高学年以上	
家庭	
一般

33

10 夏の祈り スーパーサウルス 中学生以上	
家庭	
一般

33

11 少女の夢	
～いのちつないで～

企画制作パオ 小学校中学年以上	
一般

34

12 忘れないで　５つのポイント	
自転車の交通ルールとマナー

映学社 小学校中学年	
小学校高学年

34

13 どう守る？自分の命	
東日本大震災から教えられたこと

映学社 小学校中学年	
小学校高学年

34

14 ボクはすぐに逃げたんだ	
東日本大震災から学んだこと

映学社 小学校中学年	
小学校高学年

35

15 生きる行動　生きる備え	
東日本大震災の教訓

映学社 中学生	
高校生

35

16 あっ地震だ　津波は？	
じぶんの命はじぶんでまもる

映学社 幼児	
小学校低学年

35

17 自分の考えを伝えよう	
スピーチの仕方

映学社 中学生 36

18 ブッククラブ大好き	
どこがおもしろかった？

映学社 小学校低学年 36
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番号
特別推薦の

有無
作　品　名 申　請　者 対　象 頁

19 ブッククラブ大好き	
どんなことを考えた？

映学社 小学校中学年 36

20 ブッククラブ大好き	
どこが印象に残った？

映学社 小学校高学年 37

21 天心の譜 ディレクターズシステ
ム

小学校中学年以上 37

22 はちみつ色のユン トリウッド 小学校高学年以上 37

23 特別推薦 あらしのよるに～ひみつのともだち～	
シアターセレクション	出会い編

獏エンタープライズ 幼児	
小学生

38

24 あらしのよるに	
ひみつのともだち

獏エンタープライズ 幼児	
小学生	
一般

38

25 さなぎ～学校に行きたくない～ トリステロ・フィルム
ズ

一般 38

26 特別推薦 明日の希望	
－悲しみよありがとう・高江常男物語－

現代ぷろだくしょん 小学校中学年以上	
家庭	
一般

39

27 課外授業　ようこそ先輩 日本放送協会知財展開
センター

小学校高学年以上	
家庭	
一般

39

28 タイムスクープハンター 日本放送協会知財展開
センター

中学生以上	
家庭	
一般

39

29 特別推薦 きつねと私の１２か月 コムストック・グルー
プ

小学校低学年以上	
家庭	
一般

40

30 ホワイト・プラネット コムストック・グルー
プ

幼児以上	
家庭	
一般

40

31 北極のナヌー コムストック・グルー
プ

幼児以上	
家庭	
一般

40

32 特別推薦 奇跡の地球物語 ジャンプコーポレー
ション

小学校中学年以上	
家庭	
一般

41

33 特別推薦 舟を編む アスミック・エース 小学校高学年以上	
家庭	
一般

41

34 ひまわりと子犬の７日間 松竹 小学校低学年以上	
家庭	
一般

41
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－推薦目録（出版物）－

　小さな黒ネコが、飼い主や友達のネコに
見守られながら成長していく、心温まるお
話がたっぷりつまった３冊シリーズです。
　赤いマフラーがトレードマークの黒ネコ
ジェニーは恥ずかしがり屋。ネコの集まり
であるキャットクラブに入りたいのです
が、何か特技が無いと入ることができませ
ん。そこでジェニーはスケートならできる
かもしれないと思いつきます・・・。その
他のシリーズには友達との関係など、子ど
もたちに身近なテーマを扱った短いお話が
1冊に2～3つずつ収められています。
　愛嬌たっぷりのイラストがお話の楽しさ
を一層引き立てる、読書好きも猫好きもと
りこになること間違いなしのお話です。

　九州の空を舞台に、思春期の不器用な少
女が鷹匠になり生きる気流をつかもうとす
る青春小説です。
　親友を交通事故で亡くした中学１年生の
理央は、ペットショップで出会った小さな
鷹を育て始める。野生を失いつつある鷹の、
本来の「飛ぶ力」を引き出すことはできる
のか。そして、鳥が飛ぶように理央が空を
見上げる日はやってくるのか。
　多感な時期に親友を失う辛い経験をした
主人公が、鷹の飼育を通じて立ち直ってい
く姿を、雄大な自然と鷹匠という知られざ
る世界を織り交ぜながら、みずみずしく描
いた作品です。

著　エスター・アベリル
訳　松岡	享子
　　張替	惠子
絵　エスター・アベリル
福音館書店
① ISBN978-4-8340-2670-2
② ISBN978-4-8340-2671-9
③ ISBN978-4-8340-2672-6
C8097
120頁
①1,300円＋税	
②③1,200円＋税	
四六判
2011年10月発行
対象：小学校中学年

著　まはら　三桃
講談社
ISBN978-4-06-217447-3
C8093
238頁
1,400円＋税	
四六判
2012年1月発行
対象：中学生以上

黒ネコジェニーの
おはなし1～３

鷹のように帆をあ
げて

1

2

　朝のあふれる光や、すがすがしい空気を
感じさせる絵が本いっぱいに広がっていま
す。
　山あいの小さな村、沢山の人が行きかう
にぎやかな街、大きな川のあるところ。そ
れぞれの場所で、朝を迎えた子どもたちが
新しい１日の始まりに窓を開ける。朝目覚
めて窓を開ける、という何気ない日常と、
窓の外に当たり前のように広がる風景。そ
の日常の繰り返しの中にこそ、生きる喜び
がある。
　シンプルな文章の繰り返しによって作品
に温かい詩情が漂う、かけがえのない日常
への思いがあふれる美しい１冊です。

著　荒井　良二
偕成社
ISBN978-4-03-232380-1
C8793
32頁
1,300円＋税	
縦30㎝×横22㎝
2011年12月発行
対象：幼児以上

あさになったので
まどをあけますよ3

出　版　物
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　自然エネルギーで自分たちが使う全ての
電気を作り出そうとした人々の、実話をも
とにしたお話です。
　デンマークの小さな島、サムス島は人口
4,000人の小さな島。そこで、島で使うエ
ネルギーを全て島で作ろうという話が持ち
上がりました。島で生まれ育ったソーレン・
ハーマンセンさんは、その実現を夢見て
人々の説得に乗り出します。島の皆が、自
然から生まれるエネルギーだけで暮らせる
日はくるのでしょうか。
　巻末には自然エネルギーに関する課題が
分かりやすくまとめられていて、環境問題
への理解を深めることができます。

　1907年に出版され、家庭小説の傑作と
して長い間世界中で読み継がれてきた、愛
あふれる作品です。
　ペフリング一家は陽気な音楽教師の父親
と思慮深く優しい母親、個性豊かな７人の
子どもたちがいる大家族。働き者のお手伝
いさんと一緒に暮らしている。にぎやかな
一家の暮らしには様々な騒動が持ち上がる
が、家族皆で知恵を出し合い助け合って解
決していく。つましい暮らしぶりながら、
夫婦や親子、きょうだいが互いに思いやり、
明るく毎日を送っていく。
　物語を読み進めるうちに、まるで一家が
近所に住んでいるような気がしてくる、家
族の日常を丁寧に描いた温かなお話です。

著　アラン　ドラモンド
訳　まつむら　ゆりこ
福音館書店
ISBN978-4-8340-2706-8
C8754
40頁
1,300円＋税	
縦26㎝×横26㎝
2012年2月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　アグネス・ザッパー
訳　遠山　明子
絵　マルタ・ヴェルシュ
福音館書店
ISBN978-4-8340-2703-7
C8297
464頁
850円＋税	
縦17㎝×横13㎝
2012年1月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

風の島へようこそ
くりかえしつかえるエネルギー

愛の一家
あるドイツの冬物語

4

5

　ドイツ人少年の、幼い頃の記憶とそれに
連なる現在、そしてこれからの未来をみず
みずしく描いた物語です。
　アリは幼い時に父を亡くし、母と共に祖
父の家で暮らしていた。祖父にヴァイオリ
ンの手ほどきをうけて才能を開花させるア
リ。母の再婚でオーストラリアに移り住み、
新しい一家はカフェを開き、アリは英語に
も慣れ、音楽と笑いと友情に満ちた生活を
送る。「旅」とはまさに、音楽に豊かに彩
られたアリの人生そのものだった。
　様々な出会いと別れを乗り越えて成長し
ていくアリと、彼を支える愛情に満ちた大
人たちの姿を描いた心温まる１冊です。

著　サイモン・フレンチ
訳　野の　水生
絵　小林　万希子
福音館書店
ISBN978-4-8340-2229-2　
C8097
288頁
1,500円＋税	
四六判
2012年１月発行
対象：中学生

そして、ぼくの旅
はつづく6
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－推薦目録（出版物）－

　ミステリー、SF、科学。様々な要素が
ふんだんにつまった、近未来が舞台のミス
テリアスでファンタジックな物語です。
　少女ジェンナは、記憶を全て失っている
だけではなく、歩き方も話し方も何も分か
らない状態で目覚める。徐々に記憶を取り
戻していくにつれて、自分の存在の秘密を
知ることになる。自分は誰なのか、どうし
てここにいるのか、なぜ何も覚えていない
のか・・・。物語が進むにつれて謎が解き
明かされていく。
　「私って何だろう」という人間の存在の
根本の謎に迫るお話に、読者は主人公と共
に様々なことを考えさせられるでしょう。

　心に深い傷を負った少女が、周囲の人々
の優しさに包まれて少しずつ立ち直ってい
く姿を描いています。
　11歳のオーブリーは、父と妹を自動車
事故で亡くしてから母と２人で暮らしてい
た。しかしある朝、母は何も言わずに家を
出て行ってしまう。１人で１週間を過ごし
たところでおばあさんが気づき、引き取ら
れる。そこで隣に住む同い年の女の子と仲
良くなり、新しい生活にもなじんでいった
ある日、母の消息が分かって・・・。
　少女の視点で描かれたお話は、同世代の
読者の心に寄り添って展開します。家族の
離散と再生を描いた、感動の物語です。

著　メアリ・E・ピアソン
訳　三辺　律子
小学館
ISBN978-4-09-290518-4
C8097
384頁
1,500円＋税	
B6判
2012年2月発行
対象：中学生以上

著　スザンヌ・ラフルーア
訳　永瀬　比奈
徳間書店
ISBN978-4-19-863317-2
C8097
320頁
1,600円＋税
B6判
2011年12月発行
対象：中学生

ジェンナ
奇跡を生きる少女

もういちど家族に
なる日まで

7

8

　「パパに恋人？」というデリケートなテー
マが明るいタッチで描かれた、さわやかな
読後感のあるお話です。
　12歳の女の子フランキーは、パパと弟2
人の４人家族。ママが亡くなって寂しいけ
ど、皆で頑張って明るく暮らしている。と
ころがある日、家族共有のメールアドレス
に知らない女の人からパパあてのメールが
届いた。どうやらパパに恋人が出来たみた
い！フランキーはパパに内緒で「もうメー
ルしてこないで！」と返信。でも、すぐに
ウソはばれてしまい・・・。
　父親の恋と家族の絆。戸惑いながらも自
分の気持ちにまっすぐに向き合う少女の成
長を描いた、さわやかな物語です。

著　メアリー・アマート
訳　尾高　薫
徳間書店
ISBN978-4-19-863318-9
C8097
320頁
1,600円＋税
B6判
2011年12月発行
対象：小学校高学年

パパのメールは
ラブレター !?9
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　2011年に独立した南スーダンの内戦で、
１人の少年が体験した実話をもとにした物
語です。
　1985年、東アフリカ。11歳のサルヴァ
は、学校にいる時に第２次スーダン内戦の
戦闘に巻き込まれ、故郷を追われる。一人
ぼっちになったサルヴァは、周囲の人々に
助けられながらアコボ砂漠を越え、隣国エ
チオピアにある難民キャンプを目指す。一
方、2008年、ヌアー族の少女ナーヤは家
族のために水汲みに明け暮れる日々を送っ
ていた。無関係に思える２人だが・・・。
　難民キャンプに辿り着いた後アメリカへ
移住し、故郷の人々を救うために行動する
サルヴァの姿に胸を打たれます。

　鉄道をめぐって起こる様々な出来事を通
して、多くの大人たちと出会い、触れ合う
ことで成長する３兄弟を描いています。
　20世紀初頭のロンドン。ある夜、見知
らぬ人たちが突然お父さんを連れ去って、
ロバータ、ピーター、フィリスの３人きょ
うだいは、田舎暮らしを始めることになる。
母親と共に見知らぬ土地へ引越し、そこで
一番最初に友達になったのは、９時15分ロ
ンドン行きの蒸気機関車「グリーン・ドラ
ゴン」だった。
　善意で事態を好転させようとする子ども
たちと、それを正面から受け止める大人た
ちの心温まる物語です。

著　リンダ・スー・パーク
訳　金　利光
あすなろ書房
ISBN978-4-7515-2221-9
C0097
152頁
1,300円＋税
四六判
2011年11月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　E．ネズビット
訳　中村　妙子
教文館
ISBN978-4-7642-6946-0
C8097
376頁
1,600円＋税
四六判
2011年12月発行
対象：中学生

魔法の泉への道

鉄道きょうだい

10

11

　イギリスの湖と沼の地帯ノーフォークを
舞台に繰り広げられる、スリル満点の追跡
劇は読み応えがあります。
　春、イースターの休暇でノーフォークに
やってきたディックとドロシアは、鳥を愛
する地元の少年トムと知り合い、念願の
セーリング技術を学ぼうと期待に胸おどら
せる。ところがトムが、オオバンの巣を守
ろうとして好き放題の観光客と対立してし
まい、２人はいざこざに巻き込まれてしま
う。やっとのことでいざこざを逃れ、ノー
フォーク南部へと航海に出るが・・・。
　半世紀以上前から親しまれてきた物語で
すが、現代でも色あせない冒険の魅力にあ
ふれています。

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
上	ISBN978-4-00-114178-8
下	ISBN978-4-00-114179-5
C8397
上322頁　下302頁
各760円＋税
小 B6判
2011年10月発行
対象：小学校高学年以上

オオバンクラブ物語　
上・下12
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－推薦目録（出版物）－

　第二次世界大戦中のリトアニアで、強制
収容所に送られるという不幸な時代を懸命
に生き抜いた少女の物語です。
　画家を目指していた15歳のリナは、あ
る晩、ソ連の秘密警察に捕まりシベリアに
送られる。母親と弟、仲間と共に極寒の地
で過酷な労働と飢えに耐えながら、離れ離
れになった大好きな父親のため、そしてい
つか自由になれる日を信じて絵を描き溜め
懸命に生き抜いていく。そして同じ仲間ア
ンドリュスに淡い恋心を抱くが、別の収容
所に移されることになる。
　シベリア収容所からの生還者に直接取材
して生まれた作品は、人間の真の強さとは
何か、尊厳とは何かを問いかけます。

　人気シリーズ第２作、再び湖にやってき
たウォーカー家の４人兄弟の、自然の魅力
いっぱいの冒険が始まります。
　ツバメ号とアマゾン号の冒険から１年、
再び懐かしい湖にやってきたウォーカー家
の４人ですが、ツバメ号が突風にあおられ
て沈んでしまいます。船を失った彼らは新
たに見つけた「ツバメの谷」でキャンプす
ることに。厳しい大おばさんの監視を逃れ
たナンシイとペギイも合流して、山登り、
カヌーと陸の上での冒険に乗り出します。
　特別な場所を見つけた時の嬉しさや霧に
巻かれたときの不安。冒険の楽しさが伝わ
るお話の世界にひき込まれます。

著　ルータ・セペティス
訳　野沢　佳織
岩波書店
ISBN978-4-00-115651-5
C8097
398頁
2,100円＋税
四六判
2012年1月発行
対象：高校生以上

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
上	ISBN978-4-00-114172-6
下	ISBN978-4-00-114173-3
C8397
上390頁　下378頁
各800円＋税
小 B6判
2011年3月発行
対象：小学校高学年以上

灰色の地平線の
かなたに

ツバメの谷　上・下

13

14

　イギリス海峡からカリブの小島まで、本
格的な海洋航海が描かれた冒険物語のシ
リーズ第３作です。
　老水夫ピーター・ダックと帆船ヤマネコ
号で船出した乗組員たち。初めての本格的
な海での航海は、不安と喜びでいっぱいで
す。ところがそこに海賊ブラック・ジェイ
クが現れてしつこく彼らを追い回します。
始めはイギリス海峡をいくつもりだった一
行は、やがて、大西洋を横断する大航海を
決意。赤毛の少年ビルも加わって、宝を目
指して冒険に乗り出します。
　シリーズの中では異色の作品ですが、航
海の様子が丁寧に描かれていて、一緒に冒
険をしているような気分になるでしょう。

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
上	ISBN978-4-00-114174-0
下	ISBN978-4-00-114175-7
C8397
上334頁　下390頁
上760円＋税　下800円＋税
小 B6判
2012年5月発行
対象：小学校高学年以上

ヤマネコ号の冒険
上・下15
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　冷たく澄んだ空気の中で様々な出来事が
繰り広げられる、冒険物語としておなじみ
のシリーズ唯一の冬のお話です。
　冬休み、湖にやって来たディックとドロ
シアは、ボートをこぐ子どもたち－ツバメ
号、アマゾン号の乗組員と友達になります。
星の観測をするつもりだった冬休みが、そ
りやスケートの毎日に早変わり。やがて、
湖全体が凍り始め、子どもたちはハウス
ボートを「フラム号」に仕立てて、いざ北
極探検に乗り出します。
　おなじみのメンバーに新たに都会から来
た子どもも加わり、冬の外遊びの魅力が世
代を超えて読者を惹きつける１冊です。

　大長編ファンタジー「守り人」シリーズ
の番外編で、本編で描ききれなかった主人
公たちの知られざる過去のお話です。
　タルシュ帝国の密偵として暗躍するアラ
ユタン・ヒュウゴと、共に逃亡の日々を送
るバルサ。ヒュウゴはなぜ、自分の祖国を
滅ぼした男に仕えることになったのか。そ
してバルサは明日をも知れぬ過酷な日々の
中で思春期をどう乗り越えていったのか。
それぞれの主人公が自分の人生に向かって
精一杯生き抜く姿が描かれている。
　自分の全てを未来にかける少年と少女の
姿に、人生は厳しいがチャンスは必ず訪れ
るというメッセージが込められています。

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
上 ISBN978-4-00-114176-4
下 ISBN978-4-00-114177-1
C8397
上300頁　下324頁
上720円＋税　下760円＋税
小 B6判
2011年7月発行
対象：小学校高学年以上

著　上橋　菜穂子
絵　佐竹　美保
　　二木　真希子
偕成社
ISBN978-4-03-540380-7
C8393
286頁
1,500円＋税
A5判
2012年2月発行
対象：小学校高学年以上

長い冬休み　上・下

炎路を行く者
－守り人作品集－

16

17

　ある日突然、とんでもない力持ちになっ
てしまった女の子の、びっくりワクワク、
元気がでるマジカル・ストーリーです。
　ある日突然とんでもない力持ちになって
しまった８歳のジョシー。テーブルだって
バスだって、なんだって持ち上げるジョ
シーに周りの大人たちもびっくり。そんな
ジョシーの前に現れた派手な身なりの男
が、一家を遠いアメリカまで招待してくれ
るというのです。何か良くないことを考え
ているようなのですが・・・。
　チャーミングなジョシーのお話に元気を
もらって、読んだ後はちょっぴり力持ちに
なっている気がするかもしれません。

著　サリー・ガードナー
訳　三辺　律子
小峰書店
ISBN978-4-338-27501-9
C8397
104頁
1,200円＋税
四六判
2012年5月発行
対象：小学校中学年

世界一力もちの
女の子のはなし18
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－推薦目録（出版物）－

　20世紀初頭のニューヨークの移民街で
暮らす少女が、人形と温かな家族に囲まれ
てのびやかに成長する姿を描きます。
　腕の良い人形の修理屋の娘、９歳のアナ
は優等生のお姉ちゃんと甘えんぼうの妹
と、仲良くお店の人形で遊ぶのが何よりも
楽しみです。でもある日、ヨーロッパで大
きな戦争が始まって、そのせいでパパのお
店が立ち行かなくなってしまます。パパの
力になりたいけれど、私に何が出来るだろ
う。そこでアナが思いついたのは・・・？
　人形修理店の娘で人形メーカーとして成
功した実在の女性をモデルに、女の子が成
長していく姿をいきいきと描いた作品で
す。

　縄文人もその実を食べていたといわれる
トチの木の、人との深いかかわりについて
知ることができる１冊です。
　早春、赤い芽を吹いたトチの木は、若葉
の輝く春を過ぎ初夏になると突き立った花
を一斉に咲かせる。すると養蜂家がミツバ
チをつれてきてトチ蜜をとる。やがて秋に
なりトチの実が実ると、人々はその実を拾
い正月のトチもちを作る。トチ林の四季と
里山の人々の暮らしとのかかわりを、美し
い写真と文章で分かりやすく伝える。
　著者が山形県鶴岡市の大山地区に居を構
え、30数年に渡って東北地方の自然写真
を撮り続けてきた中で生まれた作品です。

著　ヨナ・ゼルディス・
　　マクドノー
訳　おびか　ゆうこ
絵　杉浦　さやか
徳間書店
ISBN978-4-19-863410-0
C8097
208頁
1,400円＋税	
B6判
2012年5月発行
対象：小学校中学年

著　　太田　威
写真　太田　威
福音館書店
ISBN978-4-8340-2696-2
C8745
32頁
1,200円＋税	
縦24㎝×横20㎝
2012年1月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

うちはお人形の
修理屋さん

トチの木の１年

19

20

　音を立てて走ってくる汽車に乗り込むの
は誰でしょう？楽しい夏の１日を、シンプ
ルな表現で描きました。
　がたんごとんがたんごとんと音を立てて
海辺を走る小さな汽車に「のせてくださー
い」と声をかけて乗り込んでくるのは、ア
イスクリームにスイカ、麦わら帽子にビー
チボールなど、夏らしいお客さんたち。ざ
ぶんざぶんと打ち寄せる波の音が聞こえて
きて、降り立った終点の砂浜には小さい女
の子が待っていて、乗客たちは皆一緒に楽
しく１日を過ごします。
　最小限の言葉の繰り返しと鮮やかで愛ら
しい絵で、読み聞かせにもぴったりの１冊
です。

著　安西　水丸
福音館書店
ISBN978-4-8340-2713-6
C8795
20頁
700円＋税	
縦18㎝×横18㎝
2012年5月発行
対象：幼児

がたんごとん　がたん
ごとん　ざぶんざぶん21
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　中国の、厳かでにぎやかな春節（チュン
チエ：旧暦のお正月）の様子を、情感あふ
れる絵と共に伝えてくれるお話です。
　今日、母さんと私はとびきり早起きをし
た。だって、１年にたった一度だけ父さん
が帰ってくる日だから。春節とは、旧暦の
新年を祝う中国最大の伝統行事です。春節
の前には大人も子どもも髪を整え、おめか
しをします。家の中を片付け、戸口におめ
でたい言葉を書いた赤い紙を貼り、軒先に
は赤い燈籠を下げ、祭日の嬉しい気持ちを
表します。
　春節を迎える様子を通じて、家族の絆の
深さや故郷の温かさ、春節という行事への
中国の人の思いを描いた作品です。

　13世紀にペルシャで活躍した詩人の詩
をヒントに書かれた、オウムとペルシャ商
人の駆け引きの行方が楽しい絵本です。
　オウムのおかげで商売繁盛！お金持ちに
なったペルシャの商人は、オウムが故郷の
インドの森に帰りたいと言っても、決して
手放してはくれません。大きくて豪華な鳥
かごに入れてもらっても、インドへ帰りた
い気持ちは募るばかり。そんなある日、イ
ンドへ買い付けに行くことになった商人
は、お土産には何が良いかとオウムにたず
ねました。すると、オウムは・・・。
　美しい絵がお話の楽しさを一層引き立て
ています。読んだらオウムの賢さに思わず
うなってしまうことでしょう。

著　ユイ・リーチョン
訳　中　由美子
絵　チュ・チョンリャン
光村教育図書
ISBN978-4-89572-836-2
C8797
39頁
1,400円＋税	
A4変型版
2011年12月発行
対象：小学校低学年

著　ミーナ・ジャバアービン
訳　青山　南
絵　ブルース・ホワットリー
光村教育図書
ISBN978-4-89572-833-1
C8797
30頁
1,500円＋税	
A4変型版
2012年1月発行
対象：小学校中学年

チュンチエ
－中国のおしょうがつ－

商人とオウム
ペルシャのおはなし

22

23

　18世紀のドイツの名作戯曲「賢者ナー
タン」を現代版にリメイクした、宗教を超
える人類愛を描いた物語です。
　1192年、第三次十字軍との死闘の末、
聖地エルサレムを手に入れたイスラムの名
主スルタン・サラディンは、捕虜にしたテ
ンプル騎士団のうち、ただ１人青年騎士の
命を助ける。その騎士はユダヤの商人ナー
タンの一人娘を炎の中から救い出す。互い
に惹かれ合う騎士と少女だったが、得体の
知れぬ大きな陰謀が、２人を飲み込んでい
く。
　各章が登場人物のモノローグになってい
て、インタビューで構成されたドキュメン
タリー映画のような臨場感があります。

著　ミリヤム・プレスラー
訳　森川　弘子
岩波書店
ISBN978-4-00-115650-8
C8097
332頁	
1,900円＋税	
四六判
2011年11月発行
対象：高校生

賢者ナータンと
子どもたち24

特別推薦
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－推薦目録（出版物）－

　あたしは何者・・・？妖精の国を追放さ
れ、人の子として育てられた主人公が自分
の生きる道を探す姿を描いています。
　サースキは赤ん坊のころから村人たちに
変わっていると言われていた。妖精と人間
との間に生まれたサースキは、妖精の世界
から追放され、人間の子として育てられた
からだった。成長するにつれますます異端
児扱いされ、追いつめられて村を出ようと
したが、その前に妖精世界に入る決意をす
る。その理由とは・・・。
　ヨーロッパの妖精の取り替え子伝承をも
とに紡がれた、他者との違いに苦しみなが
らも懸命に生きる少女の物語です。

　必死に背伸びしながらも、不良にはなり
きれない。感受性豊かな少女の旅とは、そ
してその旅の終わりにたどり着くのは・・・。
　ロンドンの児童養護施設で育った、14
歳の少女ホリー。里親になじめず、学校に
も居場所を見つけられず、いつか故郷のア
イルランドに戻って母親と再会する日を夢
見ていた。ある日たんすの奥から金髪のウ
イッグを見つけ、それをつけると、鏡の中
の自分はぐっと大人びてクールな女の子－
サラスに変わっていた。そして里親のもと
を飛び出し、ヒッチハイクの旅にでる。
　危なっかしいヒッチハイクの旅と、幼い
ころの内省的な旅とが並行して展開され
る、スリリングな構成に引き込まれます。

著　エロイーズ・マッグロウ
訳　斎藤　倫子
絵　丹地　陽子　
偕成社
ISBN978-4-03-726860-2
C8397
398頁
1,700円＋税	
四六判
2012年6月発行
対象：中学生以上

著　シヴォーン・ダウド
訳　尾高　薫
ゴブリン書房
ISBN978-4-902257-25-0
C8097
368頁
1,700円＋税	
四六判
2012年7月発行
対象：高校生

サースキの笛がき
こえる

サラスの旅

25

26

　ヒロシマ原爆投下のあとを生き抜いた
10代の少年少女たちの、３つの魂の救済の
物語です。
　器量自慢の母を持つ昭子は、いつも通り
に女学校に通学している途中で被爆する。
爆風で吹き飛ばされながらも奇跡的に一命
を取りとめるが、そこで見たものは悪い夢
のような光景だった。戦争で父を亡くした
光子は、母と２人で仕立て物で生計を立て
ていた。疎開を決意し、支度をすすめてい
た矢先に、原子爆弾が投下される。
　作者自身が被爆二世として、ヒロシマで
生き残った者の心情を次の世代に伝えたい
という意志から生まれた連作短編集です。

著　朽木　祥
偕成社
ISBN978-4-03-744160-9
C8093
146頁
1,000円＋税	
四六判
2012年7月発行
対象：中学生

八月の光27

特別推薦

特別推薦
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　誰もが自分の力を使って生まれてきたん
だ。少女が感じた真実が胸を打つ、２人の
姉妹の物語です。
　小学５年生の乙葉は、おばあちゃんと15
歳年が離れた姉桐子とメス猫という女ばか
りの家で暮らしている。気の強い桐子は女
庭師。一人前になって妹を守ろうと気を張っ
て生きている。「いのちの授業」に感動しな
がらも、自分の誕生にわだかまりを持つ乙
葉と、予期せぬ妊娠に戸惑う桐子。11年前
に両親に棄てられた２人は、それぞれに抱
える思いをどう変化させていくのか・・・。
　命の尊さと神秘、人を愛することと愛さ
れること、許すこと。いきいきと描かれた
登場人物が、大切なことを教えてくれます。

　おかしくて、かわいくて、心がほんわか
と温かくなる。陽気なクマのぬいぐるみの
お話です。
　テディ・ロビンソンは、デボラという女
の子のクマのぬいぐるみです。ちょっとう
ぬぼれやで、おかしな歌を作って歌うのが
得意な、陽気なクマです。生まれて初めて
の誕生日パーティーをしてもらって、テ
ディは大はしゃぎ！そこで自分のおしゃべ
りに笑ってくれた人形のジャクリーヌのこ
とが忘れられません。そして２人は、思い
がけない形で再会することに。
　イギリスの幼年童話の傑作です。作者自
身によるのびやかな線で描かれた絵が、テ
ディの愛らしさを引き立てます。

著　八束　澄子
講談社
ISBN978-4-06-283224-3
C8093
198頁
1,300円＋税
四六判
2012年7月発行
対象：小学校高学年

著　ジョーン・G・ロビンソン
訳　小宮　由
絵　ジョーン・G・ロビンソン
岩波書店
①ISBN978-4-00-115653-9
②ISBN978-4-00-115654-6
③ISBN978-4-00-115655-3
C8097
①③174頁　②176頁
各1,500円＋税	
四六判
2012年4月～10月発行
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年

空へのぼる

テディ・ロビンソン
（シリーズ　全3冊）

28

29

　「おはよう」「ただいま」その言葉を交わ
すことができる日常はどこへいったの？ヒ
ロシマから今を見つめる写真絵本です。
　1945年８月６日、広島でピカドンを体
験したものたちが展示されている広島平和
記念資料館を幾度となく巡り、展示物と対
面した詩人。声無き相手にずっと耳を澄ま
せているうちに、やがて、そのものたちに
潜む物語を言葉として伝えたいと思うよう
になる。地下収蔵庫にある21,000点の収
蔵品の中から選んだ14点が、今を生きる
私たちに静かに語りかける。
　物の側から人を見ることによって見えて
くるものがある。新たな視点から生まれた、
ヒロシマそして平和を考える作品です。

著　　アーサー・ビナード
写真　岡倉　禎志
童心社
ISBN978-4-494-00750-9
C8793
32頁
1,300円＋税	
B5判
2012年7月発行
対象：小学校高学年以上

さがしています30

表紙写真：「鍵束」
寄贈者・中村明夫（ 広島平和記念資料

館所蔵）
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－推薦目録（出版物）－

　イタリアアンデルセン賞受賞作家が、戦
争のむなしさをユーモアを交えて描いた新
しい児童文学作品です。
　いつも優秀な兵士でありたいと誓うカス
パールの任務は、小高い丘の風車小屋の監
視だが、そこに敵の気配など全く無く、やっ
てくるのはネズミとおじいさんだけ。いよ
いよ町に敵が攻め込んで来た時も、カス
パールは風車小屋を忠実に見張り続けてい
た。戦闘が終わり、再び山に戻って来たお
じいさんが姿を見せなくなった時、カス
パールは初めて命令を破って・・・。
　愚直に任務を遂行しようとする兵士と
ちょっかいを出す老人とのユーモラスなや
り取りの中に、戦争のむなしさが漂います。

　たまごを産み、ひなをかえし、えさを取
る。暖かい春も凍える冬も命を繋ぎひなを
育てる、ふくろうのお話です。
　りんごの木に住みついたふくろうが、ひ
なたちを一人前に育てるまでを描いていま
す。くるくる回る頭や小さな音も聞き逃さ
ない耳、狩りに適した羽などの体の秘密や、
ひなの誕生から巣立ちまでの過程を、やさ
しく分かりやすく見せる科学絵本です。紺
色とこげ茶の味わい深い木版画で表された
かあさんふくろうの子育ての様子は、物語
としての感動をも呼ぶでしょう。
　地球上の生き物について思いを馳せ、生
き物の生態に興味を持つきっかけとなる美
しい絵本です。

著　グイード・スガルドリ
訳　杉本　あり
講談社
ISBN978-4-06-217762-7
C8097
166頁
1,300円＋税	
四六判
2012年6月発行
対象：高校生

著　イーディス・サッチャー
　　・ハード
訳　おびか　ゆうこ
絵　クレメント・ハード
偕成社
ISBN978-4-03-202740-2
C8797
30頁
1,100円＋税	
縦22㎝×横22㎝
2012年7月発行
対象：小学生

りっぱな兵士にな
りたかった男の話

かあさんふくろう

31

32

　アメリカで実際に起こった、移民労働者
のストライキを題材に、そこに生きる少年
と少女の姿を愛情深く描いた物語です。
　1912年冬、アメリカの町ローレンスで
移民労働者のストライキが起こる。その混
乱のさなかに出会ったイタリア移民の娘
ローザと、ごみ山で眠る貧しい少年ジェイ
ク。ジェイクはストライキから避難する集
団に紛れ、ローザと兄妹だと偽ってある老
夫婦の家に身を寄せるが…。ストの史実を
背景に、人々の思いやりや助けあいの精神
を描き、人間の尊厳とは何かを問いかける。
　表題はストのスローガンと伝えられてい
ます。食料も必要、そして心や魂にも豊か
な環境（食べ物）が必要だと訴えたのです。

著　キャサリン・パターソン
訳　岡本　浜江
偕成社
ISBN978-4-03-018070-3
C0097
338頁
1,600円＋税	
四六判
2012年9月発行
対象：中学生
　　　高校生

パンとバラ
－ローザとジェイクの物語33
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　たねもしかけもありません。身近にある
ガラスのコップに水を入れるだけで、まほ
うのコップが出来上がり！
　ガラスのコップに水を入れて、コップの
後ろにその辺にあるいちごでもフォークで
も何でもいいから置いて、まず正面から見
てみてください。あらら？ぐんにゃりつぶ
れちゃったり、１本のものが２本に見えた
り。あっと驚く変身が見られます。見る角
度を変えたり、置いたものを少しずつ横に
動かしながら見てみたりすると、さて・・・
どうなるでしょう？
　「屈折」という身近な科学現象を分かり
やすく紹介しています。科学の不思議を体
験できる１冊です。

　日本におけるゴリラ研究のトップラン
ナーが、ゴリラを通して人間のありようを
描いた１冊です。
　筆者は30年以上に渡ってゴリラの研究
を続けてきた。苦労してゴリラの家にホー
ムステイさせてもらい、子どもゴリラと雨
宿りしたり、一緒に遊んだり、寝言にうな
されるゴリラをそばで見つめたりする間柄
になるなど魅力的なエピソードがたっぷり
つまっている。また、現在のアフリカの状
況や日本との繋がり、内戦やエコ・ツーリ
ズムなどの様々な問題も提起している。
　ゴリラの世界への理解や関心が深まると
共に、これからの人間のありようを考える
きっかけを与えてくれます。

原案　藤田　千枝
著　　長谷川　摂子
写真　川島　敏生
福音館書店
ISBN978-4-8340-2747-1
C8795
24頁
800円＋税	
縦24㎝×横21㎝
2012年9月発行
対象：幼児

著　山極　寿一
講談社
ISBN978-4-06-217680-4		
C0095
94頁
1,000円＋税	
四六判
2012年8月発行
対象：中学生

まほうのコップ

ゴリラは語る

34

35

　バレエでよく知られているクリスマスの
物語を、英国で人気の画家による柔らかで
美しい絵で彩った１冊です。
　雪のクリスマスイブ。クララは名づけ親
からくるみわり人形をもらいました。真夜
中に目を覚ますと、人形がねずみの兵隊に
襲われています。クララがどうにかネズミ
をやっつけると、呪いが解けてくるみわり
人形は王子様の姿になりました。そしてお
礼にクララをお菓子の国に招待してくれま
す。
　うっとりするようなかわいらしく美しい
世界が、シンプルで分かりやすい訳文で描
かれた夢を誘う絵本です。

原作　E・T・A・ホフマン
再話　アンマリー・アンダーソン
訳　　蜂飼　耳
絵　　アリソン・ジェイ
徳間書店
ISBN978-4-19-863484-1
C8797
34頁
1,600円＋税	
B4判変型
2012年9月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年

くるみわり
にんぎょう36

特別推薦
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－推薦目録（出版物）－

　中国では知らないものはいない、といわ
れる有名な民話をもとにした、万里の長城
にまつわるお話です。
　子どものいない夫婦のもとに、ツバメに
よって授けられた不思議な少女、孟姜女（も
うきょうじょ）。やがて美しい娘へと成長
して、万喜良（ばんきりょう）と恋におち
る。ところが結婚式の晩、万喜良は「万里
の長城」を作るため労役に取られてしまう。
夫に会うため北のはての「万里の長城」ま
で旅に出るが、そこで目にしたのは自分と
同じように苦しむ人の姿だった。
　万里の長城という誰もが知っている遺跡
にまつわる、人々の悲しみと願いが込めら
れた物語です。

　突然行方不明となった友人を探す青年を
描いた、まるでロードムービーのような情
景描写が見事な作品です。
　高校を卒業してすぐ、大学が始まるまで
の夏休みに親友のクリスとウィンは２ヵ月
かけてアメリカ大陸を横断する自転車旅行
に出かける。だが、ゴールの西海岸に到着
する寸前、パンクしたクリスを置き去りに
してウィンは突然行方をくらます。大学が
始まってもウィンは戻らず、行方不明と
なった。彼を探すためにクリスは再び２人
で通った道を辿る。
　近くにいたがゆえにお互いが抱く複雑な
感情。若者の苦くも爽やかな別れを鮮やか
に描いています。

著　唐　亜明
絵　蔡　皋
岩波書店
ISBN978-4-00-111230-6
C8798
48頁
1,800円＋税	
A4判変型
2012年4月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　ジェニファー・ブラッドベリ
訳　小梨　直
福音館書店
ISBN978-4-8340-2485-2
C8097
384頁
1,700円＋税	
縦18㎝×横12㎝
2012年9月発行
対象：高校生

なみだでくずれた
万里の長城

シフト

37

38

　いちじくにんじん、さんしょにしいたけ。
古くから歌い継がれてきたリズミカルなわ
らべ唄を、美しい絵で表現しました。
　歌い継がれているわらべ唄の中に、「か
ぞえ唄」と呼ばれるものがあります。中で
もポピュラーなものが「いちじく、にんじ
ん」ではないでしょうか。全国で歌われて
いますが、地方によって様々なバリエー
ションがあります。伝統的な唄をもとに、
今の子どもたちにもなじみのあるリズムの
良い野菜を選んで、そこに美しく精密な絵
をつけました。
　何かの数を数えるような時に、愉快な言
葉遊びと軽妙な節回しで、親子で一緒に歌
いながら楽しめる絵本です。

案　大阪 YWCA 千里子ども	
　　図書室
絵　ごんもり　なつこ
福音館書店
ISBN978-4-8340-2744-0
C8795
20頁
700円＋税	
縦20㎝×横19㎝
2012年9月発行
対象：幼児

いちじく　にんじん39
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　「一人前のこわいオバケ」になりたいと
願う、小さなかわいいオバケが繰り広げる
おかしなおかしなお話です。
　５歳のオバケ、長七郎は、未熟で消える
ことも何かに化けることもできません。早
く一人前のオバケになって皆を怖がらせた
いと努力しますが、商店街の子どもたちや
大人にまで大人気になってしまい、ちっと
も怖がってもらえません。やっと消えるこ
とができたと思ったら、今度は元に戻れな
くなったりと、ゆかいな事件が次々と起こ
ります。
　人情味あふれる商店街を舞台にした物語
です。読んだ後には近所の商店街で長七郎
を探してしまいそうです。

　過酷な児童労働に立ち向かった少年と、
彼を支えた人々の姿を描いた本格ノンフィ
クションです。
　イクバル・マシーはパキスタンに生まれ、
家族の借金のかたにわずか４歳で、工場で
働かされることになる。深夜までの仕事、
劣悪な環境、雇い主の虐待。６年もの間そ
の状況におかれた彼は人権活動家によって
救われ、仲間たちを解放する運動に身を投
じる。その活動に注目したアメリカの財団
から賞を贈られるも、12歳の時パキスタ
ンで凶弾に倒れる。
　悲惨な児童労働の歴史と現状について知
り、世界で起きている問題について考えさ
せられる１冊です。

著　ななもり　さちこ
絵　きむら　なおよ
福音館書店
ISBN978-4-8340-2731-0
C8093
256頁
1,400円＋税	
A5判変型
2012年6月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　スーザン・クークリン
訳　長野　徹
　　赤塚　きょう子
小峰書店
ISBN978-4-338-15507-6
C8398
207頁
1,600円＋税	
四六判
2012年9月発行
対象：中学生以上

オバケの長七郎

イクバルと仲間たち
児童労働にたちむかった人々

40

41

　こんなかたち見たことない！驚きに満ち
た、雪と氷の世界をたっぷり楽しめる写真
が満載です。
　雪や氷が作り出す不思議な造形を写真で
紹介。色々な場所におかしな形に積もった
雪、溶けだして紐のようにぶらさがった雪、
山の上の樹氷。凍り始めた池に浮かんだ不
思議な模様、軒先に下がったつらら。水と
冷たい空気が作り出した迫力あふれる芸術
的な世界を、数十年に渡る取材で余すとこ
ろなく紹介。
　水が様々な条件で姿を変えることや、雪
や氷が色々な形になる仕組みなどが理解で
きる写真絵本です。

著　　片平　孝
写真　片平　孝
ポプラ社
ISBN978-4-591-13124-4
C8744
36頁
1,200円＋税	
縦21㎝×横26.5㎝
2012年11月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

おかしなゆき
ふしぎなこおり42
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－推薦目録（出版物）－

　農家の魅力や農業の面白さ、農村の豊か
さを写真で知ることができる農家の仕事と
暮らしをまとめた写真絵本です。
　酪農家、養蜂家、水田農家、野菜農家、
果樹農家。５人の農家を１年に渡って撮影・
取材。土、草、牛の力を活かして牛を飼う
三友さん、蜜源となる花木をそだてながら
蜂を飼う角田さん、イネと100種類以上の
野菜やハーブを作る佐藤さん、トマトと対
話し観察・記録を続ける若梅さん、35種
類のリンゴを育てる臼田さん。農家の個性
豊かな仕事と熱い思いがつまっている。
　作物や家畜を自信と誇りを持って生産し
ている姿に農家の心意気を感じる、全５巻
の見応えあるシリーズです。

　この世の始まりや日本の国のなりたちを
語る日本の神話を、子どもから大人まで親
しめる本にしました。
　昔々。この世の始めには、天も地も無く、
ただ、もやのようなものがうずまいている
だけでした。天地創造から始まる日本の神
話「古事記」は、大昔の日本人がどんなふ
うに考え、感じていたのかを大らかに伝え
る物語です。「イザナキとイザナミ」「天の
岩戸」「ヤマタノオロチ」「イナバノシロウ
サギ」など、神様たちの物語をやさしいお
話に書き改めました。
　巻末には神様の名前の漢字表記と、言葉
の説明もついています。子どもたちへの読
み聞かせにもぴったりの１冊です。

写真　みやこうせい
　　　大西　暢夫
　　　倉持　正実
　　　依田　恭司郎
　　　石井　和彦
編集　農文協
農山漁村文化協会
ISBN978-4-540-12183-8
C8761
各36頁
9,500円＋税	
AB判
2012年12月発行
対象：小学校高学年

著　竹中　淑子
　　根岸　貴子
絵　スズキ　コージ
徳間書店
ISBN978-4-19-863517-6
C8093
128頁
1,300円＋税	
A5判
2012年11月発行
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年

農家になろう
（全５巻）

はじめての古事記　
日本の神話

43

44

　小学校で夜警の仕事をすることになった
青年と、数々の不思議な生き物たちとの奇
妙な出会いのお話です。
　桜若葉小学校の夜警のアルバイトを引き
受けた青年。仕事の内容は、夜に１、２度、
学校内に異常が無いか点検すること。いざ
仕事が始まってみると、そこでは数々の不
思議な体験が待っていた。娘がお世話に
なったお礼にとお母さんウサギがスープを
作りに来たり、夜警員室の椅子にアライグ
マが座っていたり。
　小学校の図工教師をしていた著者が、夜
の小学校を舞台に18編の短いお話を積み
重ねて紡いだファンタジックな作品です。

著　岡田　淳
偕成社
ISBN978-4-03-646060-1
C8393
142頁
1,200円＋税	
四六判
2012年10月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

夜の小学校で45

特別推薦
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　ハンセン病の患者に寄り添い「生きがい」
について思索した医師、神谷美恵子の歩ん
だ命の道程が胸を打つ１冊です。
　「死んでもおかしくなかったわたしが生
かされたのはどういう意味があるのだろ
う。わたしにはなにかあたえられた使命や
役割があるのではないだろうか」。恋人の
死や自身の病など苦労を乗り越え精神科医
となり、ハンセン病の患者に寄り添い続け、

「生きがい」という言葉を創出した神谷美
恵子が歩んだ心の軌跡を辿る。
　生きる意味を考え始める迷いの多い年頃
の読者に、諦めずに人生を大切に生きるこ
との素晴らしさを教えてくれます。

　どんな状況にあっても必ず心美しい人た
ちがいる、という希望を与えてくれえる作
品です。
　第一次世界大戦前夜のイギリス。農場の
少年アルバートは、１頭の美しい馬に出会
い、深い絆で結ばれる。しかし戦争が始ま
り、ジョーイと名づけられたその馬は軍馬
として戦場に送られることになる。少年に
会いたい一心で過酷な戦場を生き抜いた馬
の奇跡の物語。
　馬の視点で人間のドラマが語られた作品
で、戦争と人間、戦争と動物について深く
考えさせられる物語です。

著　大谷　美和子
くもん出版
ISBN978-4-7743-2139-4
C8023
176頁
1,400円＋税	
A5変判
2012年12月発行
対象：中学生以上

著　マイケル・モーパーゴ
訳　佐藤　見果夢
評論社
ISBN978-4-566-02418-2
C0097
208頁
1,300円＋税	
四六判
2012年1月発行
対象：中学生以上

神谷美恵子
ハンセン病と歩んだ命の道程

戦火の馬

46

47

　日本の北と南、2,000㎞離れた土地で暮
らす馬たちの生態を知ることができる美し
い写真が満載です。
　真冬には気温が氷点下になり、雪が真横
に吹きつける青森県の尻屋崎で健気に生き
る寒立馬と、１年中暖かで過ごしやすく、
食べ物も豊富な宮崎県の都井岬で、日本古
来の血をつなぐ御崎馬。それぞれの土地で
今年も子馬が生まれ、たくましく走り始め
る。美しくも厳しい自然にさらされながら、
子を産み、育てる馬たちの暮らしは命の輝
きを感じさせる。
　同じ日本国内でありながら全く違う環境
に身を置き生きる馬の姿に、命の尊さと生
命力の素晴らしさを感じます。

著　　前川　貴行
写真　前川　貴行
あかね書房
ISBN978-4-251-09852-8
C8745
40頁
1,500円＋税	
AB 判
2011年8月発行
対象：小学校中学年以上

北の馬と南の馬48
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－推薦目録（舞台芸術）－

　近年注目が高まっている、植物を育てて
作る「緑のカーテン」の作り方や効果につ
いて分かりやすく解説した絵本です。
　ゴーヤなどの蔦葉の陰は体感温度を下げ
てくれます。この本では、緑のカーテンの
作り方やその効果などについて、すっきり
としたかわいいイラストで、読者に分かり
やすく伝えます。電力消費に関して無関心
ではいられない時代。このカーテン作りを
通してエネルギー問題を考える契機にもな
るでしょう。
　巻末には実用情報を掲載。庭やベランダ
で手軽に取り組め、身近な事から自然と協
力し合う暮らしを始めることができます。

著　菊本　るり子
絵　のぐち　ようこ
あかね書房
ISBN978-4-251-09856-6
C8793
32頁
1,000円＋税	
A5横変型判
2012年3月発行
対象：小学校低学年

みどりのカーテン
をつくろう49

　シェイクスピアが最後につづった戯曲「テ
ンペスト」を人形劇化した、世界の果ての
小さな島で起こる幻想喜劇です。
　ミラノ公国の王プロスぺローは、弟アン
トーニオの陰謀により国を追われ、妖精た
ちの住む魔法の島へと流れ着いた。自身も
魔力を持つプロスペローは、妖精たちを支
配し、その島の王となり復讐の時を待つ。
ある時、魔力によって嵐（テンペスト）を
起こしアントーニオが乗った船を難破さ
せ、自らが住む魔法の島へおびき寄せ復讐
を始める。
　聖と俗、現実と幻想など様々な要素が絡
み合うストーリーを、視覚的要素を際立た
せたダイナミックな演出で描きます。

ひとみ座
原作　ウィリアム・シェイク

スピア
脚本　藤川　和人
演出　藤川　和人
音楽　雨宮　賢明
制作　半谷　邦雄
　　　石川　哲次
人形劇
105分
対象：中学生以上
　　　一般

テンペスト1
舞　台　芸　術
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　誰もが人生で味わう６つの気持ちを描い
た、あるがままの人生を映し出したお話で
す。
　ある町の夜。それぞれの家で眠る人たち
の夢が表現される。道に迷った老人、買い
物依存症の若い女性。孤独で寂しい夜に、
それぞれが心に抱える不安が表れたような
夢。やがて朝を迎え太陽の光を浴びて夢は
とけてゆく。児童演劇の先進国でもあるス
ウェーデンの演出家バーント・フーグルン
ド氏を迎えて作られた作品です。
　様々な思いを抱えて生きている子どもた
ちに優しいまなざしで語りかける、舞台な
らではの魅力にあふれています。

　古代ギリシャの神話をもとに寺山修司が
書き下ろした作品で、1965年に初演され
てから長く親しまれてきた舞台です。
　昔々、ある国にとてもわがままで乱暴な
王様が住んでいました。王様の悪口を言う
者は処罰されてしまうので、お城の人は王
様のご機嫌ばかり取っていました。そんな
王様には大きな秘密がありました。王様の
耳は毛むくじゃらのロバの耳だったので
す。髪を切る床屋はその秘密を知ったため、
皆牢屋に入れられてしまい、ただ１人残っ
た床屋もお城に呼ばれ秘密を知ることに。
　「本当のことを言う勇気」の大切さが込
められた舞台で、観客が一緒に考えたり
歌ったりする一体感も魅力です。

劇団うりんこ
脚本　バーント・フーグルンド
演出　バーント・フーグルンド
音楽　トーマス・リンダール
制作　後藤　武弥
ドラマ
60分
対象：小学生以上
　　　一般

ニッセイ文化振興財団
作　　寺山　修司
構成　浅利　慶太
演出　浅利　慶太
作曲　いずみ　たく
振付　謝　珠栄
ミュージカル
110分
対象：小学生

ねむるまち

ニッセイ名作劇場
王様の耳はロバの耳

2

3

　シェイクスピアの作品を、子どもにも分
かりやすいような演出を施して創り上げた
舞台です。
　15世紀のイングランド。ランカスター
家のヘンリー六世は、王位の正当性を主張
するヨーク家に王位を譲ると約束してしま
う。王座をめぐる争いに軍旗を掲げたのは
王妃マーガレット。皇太子の王位継承のた
め自ら戦場へと出向き勝利するが、ヨーク
家の長男エドワードが反旗を翻し王座は
ヨーク家のものに。皇太子とヘンリーは殺
害、マーガレットは追放されてしまう。
　王座をめぐる復讐の物語を、スタイリッ
シュで遊び心あふれる演出とシンプルな舞
台装置で魅せる人気の作品です。

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
脚色　山崎　清介
演出　山崎　清介
制作　華のん企画
ドラマ
135分
対象：小学校高学年以上
　　　一般

ヘンリー六世　Ⅲ4

特別推薦

撮影：石川　純
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－推薦目録（舞台芸術）－

　15世紀のイングランドを舞台に王権を
めぐる争いを描いた、シェイクスピアの作
品の舞台化です。
　ランカスター家との戦いに勝利したヨー
ク家。長男エドワードが即位したが、三男
のリチャードは王位を狙って陰謀を巡らせ
ていた。彼はその欲望のままに王位継承の
邪魔になる人間を次々に陥れ、ついには兄
ジョージや幼い甥たちも殺害。さらに、自
分が殺したヘンリー６世皇太子の未亡人ア
ンの財産を狙い、騙して結婚。念願の王位
に上り詰めるが・・・。
　ストーリーを重視した作りと想像力を刺
激する演出で、難しいと思われがちなシェ
イクスピア作品の魅力が伝わります。

　おばあちゃんが教えてくれた「あっかん
べー」は自分への勇気の言葉。内気な女の
子が一歩を踏み出す希望を描いたお話です。
　福岡の山間に住むおばあちゃんの家に
引っ越してきた小学校４年生の智。おばあ
ちゃんの家はすごい田舎で、おばあちゃん
にも、転校した小学校にもなじめず学校に
行かなくなってしまう。そんなある日、家
の中を探検していると、話し声が聞こえて
そっと部屋をのぞくと、謎の同居人が。ひょ
んなことから体調が悪そうなその同居人を
助けるために裏山に向かうことになる。
　子ども時代を子どもらしくたくましく生
き、困難にも正面から立ち向かっていく勇
気が出るお話です。

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
脚色　山崎　清介
演出　山崎　清介
制作　華のん企画
ドラマ
135分
対象：小学校高学年以上
　　　一般

劇団風の子九州
作者　あさの　ゆみこ
演出　あさの　ゆみこ
音楽　曲尾　友克
振付　高橋　芽衣
制作　矢野　ひとみ
ドラマ
70分
対象：幼児
　　　小学生

リチャード三世

やだ、やだ
あっかんべー！

5

6

　宮澤賢治の物語を、ピアノと語りのコラ
ボレーションという新しい形で表現した斬
新な舞台です。
　ある日、山猫から一郎に「裁判」の招待
状が届きます。一郎は喜んで出かけますが、
裁判所までの道中に、様々な人物と出会い
ます。宮澤賢治の原文をそっくり活かした
語りに、音楽でより豊かな彩りと深みを加
えました。余計なものをそぎ落としたシン
プルな舞台から、お話の楽しさと共に賢治
の心象風景が紡ぎだされます。
　1981年の初演以来全国各地で上演され
てきた、子どもたちに本物の音楽の楽しさ
が伝わる作品です。

M．A．P．
原作　宮澤　賢治
作曲　白石　准
制作　Ｍ．Ａ．Ｐ．
MUSICAL	STORY	TELLING
45分
対象：小学生以上
　　　一般

どんぐりと山猫7

撮影：石川　純
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　いかりをあげろ！海賊の宝が眠る島へ！
海洋冒険物語の傑作を、大型影絵劇として
舞台化しました。
　18世紀のイギリス。入り江の宿屋に気
味の悪い男がやってくる。宿の息子ジムは、
男から１枚の地図を手に入れる。そこに書
かれていたのは、海賊の宝のありかだった。
仲間とともに船に乗り、宝島を目指して冒
険の旅に出る。はたしてジムは、宝を手に
入れることができるのか。片足の料理番は
敵か、味方か。少年ジムの運命は。
　影絵や影絵人形の操演だけでなく、出演
者が舞台俳優として登場人物を演じるな
ど、他に類を見ないスタイルで上演します。

　古典落語をもとにして作られた、主人公
とお化けのやりとりがとっても楽しい人形
劇です。
　昔々、とても人使いの荒いおじいさんが
いました。おじいさんはある日、家賃は安
いけどべんりおばけが出ると評判の家に引
越しました。使用人は身の回りの世話はお
ばけにしてもらってくれと言っておじいさ
んのもとを去ります。その晩のこと、おじ
いさんが腰を下ろすとどこからともなく生
暖かい風が。「やっぱり出た！」でも、人
使いの荒いおじいさんは・・・。
　演じる側と見る側が一体となって心を通
わせ、おなかを抱えて笑えること間違いな
しの愉快なお話です。

劇団かかし座
原作　R.L. スティーブンソン
翻訳　金原　瑞人
台本　後藤　圭
　　　若林　一郎
演出　後藤　圭
制作　後藤　圭
　　　劇団かかし座企画営業部
影絵
110分
対象：小学校高学年
　　　中学生
　　　一般

人形劇団ポポロ
原作　古典落語より
脚色　山根　宏章
演出　山根　宏章
人形劇
65分
対象：幼児
　　　小学生

宝島

ばけものづかい

8

9

　優しさとは、そして幸せとは？シンプル
なストーリーに、深く大切な問いかけがち
りばめられた作品です。
　天の川の西の岸、水晶でできた小さなお
宮にチュンセとポウセというふたごのお星
さまが住んでいます。毎晩お宮の前に座り
一晩中星めぐりの歌に合わせて笛を吹くの
が２人の役目。ある朝空の泉に遊びに行く
と大烏とサソリが喧嘩を始めます。２人は
大烏を介抱し、サソリを家まで送るのです
が重くて進めません。このままでは今夜の
星めぐりができなくなってしまいます。
　幸せって何だろう、優しさって何だろう、
正しいって何だろう。いつもは見えない大
切なことを静かに問いかけます。

劇場創造ネットワーク
原作　宮澤　賢治
脚本　佐藤　信
演出　佐藤　信
音楽　KONTA
制作　座・高円寺
　　　劇場創造ネットワーク
ドラマ
60分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年
　　　中学生
　　　家庭
　　　一般

ふたごの星10

特別推薦

特別推薦
撮影：久塚　真央
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－推薦目録（舞台芸術）－

　日本の伝統芸能である「落語」を身近に
楽しむことができる、温かい笑いがいっぱ
いの舞台です。
　寿限無、牛ほめ、時そば。一度は聞いた
ことがあるかも知れません。江戸時代から
様々な世代の人たちが楽しんできた、でも
現代では実際に鑑賞する機会がなかなか無
い落語に親しむことができます。落語のほ
かに、太神楽曲芸などの色物と呼ばれる芸
も見ることができます。日本の伝統文化を
鑑賞することで語彙や表現力、コミュニケー
ション力を広げることができるでしょう。
　話のプロの巧の芸を見て日本語の楽し
さ、奥深さに気づき、落語が大好きになる
こと間違いありません。

　小泉八雲の怪談として名高い作品を、伝
統を踏まえた現代人形劇として舞台化しま
した。
　若い盲目の琵琶法師、芳一が平家物語を
語りひたすら上達に励む。その末に亡霊に
取りつかれ、異界に連れ込まれて「壇ノ浦」
を演奏し、やがて最高の演奏に魅入られる。
このままでは亡霊に取り殺されると、寺の
和尚は芳一の全身にくまなく経文を書き命
を救うが、経文を書き落とした両耳は見つ
けられ切り取られてしまう。耳を失った芳
一は・・・。
　琵琶語りと笛や鳴り物などの和楽器によ
る迫力あふれる生演奏で描き出される幽玄
の世界が心に迫る作品です。

伝統芸能オフィス
演出　なかつぼ　まこと
制作　中坪　眞
寄席芸能演芸
80分
対象：小学校低学年以上
　　　一般

人形劇団ポポロ
原作　小泉　八雲「怪談」より
脚色　山根　宏章
演出　さねとう　あきら
音楽　仲林　光子
美術　松本　真知子
制作　葛山　美奈子
人形劇
90分
対象：中学生
　　　高校生
　　　一般

わんぱく寄席

耳なし芳一

11

12

　魔法が使えない魔女と羽をなくした渡り
鳥の子の交流を描いた、不思議な世界に引
き込まれる、心温まる寓話です。
　主人公は孤独でいじっぱりな魔女。ある
日、たまごからかえった渡り鳥のひな、ノ
ンノを育てることに。これまでは他人に無
関心だった魔女だが、人懐こいノンノとの
奇妙な親子ごっこを通じて、森の住人や妖
精たちを巻き込みながらお互いの信頼を育
み、そしてノンノの成長と共に魔女自身も
変わり、お互いの成長へと繋がっていく。
　１人では飛び立てない子どもたちに、そ
して既に飛び立った大人にも。皆に見てほ
しい物語です。

演劇集団　円
作者　別役　実
演出　國峰　眞
制作　桐戸　英二
　　　桃井　よし子
音楽劇
75分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

魔女とたまごとお
月様13

特別推薦

撮影：宮内　勝
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　子どもたちの健やかな成長のために役立
つ厳選した作品を、紙芝居を使って表現し
ます。
　国内外の様々な作品を、紙芝居で上演し
ます。不思議な話、ほっとする話、ほろり
と涙のこぼれる話。子どもの成長を促し情
操教育に役立つ良い作品を提供すべく、厳
選したお話を演じます。素朴な表現で語ら
れることで、見る者は豊かな想像力を膨ら
ませてお話の世界に入っていくことでしょ
う。
　大人にとっては懐かしく、子どもにとって
は初めて触れる新鮮な世界。世代を超えて
人と人との心をつなぐ紙芝居ライブです。

心をつなぐ紙芝居の会
出演　森内　直美
　　　尾花　栄一
紙芝居ライブ
90分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

紙芝居ライブ
心をつなぐ紙芝居の世界14

　世界各国の赤ちゃんが、誕生してから始
めの１歩を踏み出すまでの最も特別な１年
間の姿を追った作品です。
　2009年４月に誕生した４人の赤ちゃん。
アメリカ、ナミビア、モンゴル、日本。同
じ時代に生まれ、全く違う環境で育つ彼ら
はそれぞれどのように成長していくのだろ
う？か弱い存在である赤ちゃんだが、私た
ちの想像を遥かに超えた生命力を持つ、こ
の世で最もパワフルな存在でもある。小さ
な体からあふれんばかりの力を発揮して生
きている。
　赤ちゃんの可愛らしさと力強い生命力が
みずみずしく輝く、見る者に元気をくれる
ドキュメンタリーです。

メダリオンメディア
原作　アラン・シャバ	
監督　トマス・バルメス	
脚本　アラン・シャバ	
　　　トマス・バルメス	
音楽　ブリュノ・クレ	
制作　アラン・シャバ	
　　　トマス・バルメス　他
映画・ドキュメント
79分
対象：幼児
　　　小学生以上
　　　家庭
　　　一般

ベイビーズ1
映像・メディア等

特別推薦
Ⓒ2010 Chez Wam-STUDIOCANAL
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　かつて行われていた「児童移民」の実話
をもとにした作品です。
　19世紀からごく最近まで、イギリスで
は施設に預けられた子どもたちを、親の許
可を得ないまま福祉の名のもとにオースト
ラリアに送っていた。太陽が輝き、毎日オ
レンジをもいで食べるという約束をされた
にもかかわらず、実際に子どもたちを待っ
ていたのは過酷な労働や虐待だった。その
数は13万人にものぼる。この真実をたっ
た１人で明らかにしたのはソーシャルワー
カーの女性だった。
　英国最大のスキャンダルといわれる児童
移民の真実を明らかにし、幾千の家族を結
び合わせた１人の女性の感動の物語です。

　人権問題を子どもたちが分かりやすく学
習することができるアニメーションです。
　大学生のひかりは小学校の図書館で読み
聞かせのボランティアをしているが、人付
き合いが苦手なこともありうまくできな
い。いつも一人ぼっちで本を読んでいるワ
ン・タオロンに声をかけることもできな
かった。ある日タオロンが絵本を読んで泣
いてるのに気づき、その絵本を読み始める。
絵本の作者の名前を確かめると、そこにあ
る名前に、ひかりの記憶がよみがえった。
　お互いを１人の人として認め合い、人の
痛みを感じること、違いを認めることなど
の大切さに気づかされる作品です。

ムヴィオラ
原作　マーガレット・ハンフ

リーズ
監督　ジム・ローチ	
脚本　ロナ・マンロ	
音楽　リサ・ジェラルド	
編曲　リサ・ジェラルド	
制作　カミーラ・ブレイ	
　　　エミール・シャーマン	
　　　イアン・カニング
映画・ドラマ
106分
対象：中学生以上
　　　一般

学研教育出版
原作　こぐま　あつこ	
監督　こぐま　あつこ	
脚本　こぐま　あつこ	
　　　藤村　磨実也	
音楽　タカハシ　ペチカ
DVD・アニメ
31分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

オレンジと太陽

虹のきずな

2

3

　宮沢賢治原作の長く愛され続けているお
話を、美しく幻想的な映像で綴った作品で
す。
　少年ブドリは、緑豊かなイーハトーヴの
森で、両親と妹のネリと毎日幸せに暮らし
ていた。冷害に見舞われ食べ物がなくなり、
両親は家を出る。さらに妹がさらわれ、ブ
ドリは一人ぼっちになってしまう。生きる
ために精一杯働き、やがて成長して火山局
に勤める。そこに再び大きな冷害が押し寄
せる。愛する故郷と支えてくれた人々を守
るため、ブドリはある決意をする。
　人を想う心、自然と人間の共存など、人
が生きていく上で大切なことを深く考えさ
せられることでしょう。

手塚プロダクション
原作　宮沢　賢治	
監督　杉井　ギサブロー	
脚本　杉井　ギサブロー	
音楽　小松　亮太
映画・アニメ
95分
対象：小学校高学年以上

グスコーブドリの
伝記4

Ⓒ２０１２「グスコーブドリの伝記」
製作委員会／ますむらひろし

ⒸSixteen Midlands (Oranges) 
Limited/See-Saw (Oranges) Pty 
Ltd/Screen Australia/Screen 
NSW/South Australian Film 
Corporation 2010

Ⓒ北九州市
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　最新の技術を駆使して絆の大切さを描い
た、家族皆で楽しめるアトラクション3D
ムービーです。
　少年テッドの住む世界は本物の木が１本
も無い環境が悪化した世界。街は有力者オ
ヘアによって作られた人工の街だった。あ
る日テッドは憧れの女の子オードリーの願
いをかなえるため、本物の木を手に入れる
決意をする。それは、不思議な森の住人ロ
ラックスおじさんが戻ってくる時、「一粒
の種」を町の中心に蒔くことが唯一の方法
だ、と教えられたテッドは・・・。
　自然と進歩のバランスの大切さや環境問
題、頑張ることの大切さなどが、愉快なキャ
ラクターたちを通じて伝わってきます。

　おなじみのキャラクターたちが、地震が
起きたときにどうすれば良いかを子どもた
ちに分かりやすく伝えます。
　あさりちゃんが、防災の日に学校の先生
から貰った資料をきっかけに地震への備え
を始めます。地震が起こったときに机の下
に隠れるといった行動や、家具を固定して
転倒を防ぐこと、地震の後に必要になる非
常食や保存水、救急箱など防災準備品の用
意、さらには家の周辺の危険な場所、安全
な場所を記入した防災マップを作成し把握
しておくことの大切さを解説します。
　日頃から防災について考え、あらかじめ
備えておくことで地震の被害を軽減できる
ことが分かります。

東宝東和
原作　ドクター・スース	
監督　クリス・ルノー	
脚本　シンコ・ポール	
　　　ケン・ダヴリオ	
音楽　ジョン・パウエル	
制作　クリス・メレダンドリ	
　　　ジャネット・ヒーリー
映画・アニメ
86分
対象：小学生以上
　　　家庭

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

ロラックスおじさ
んの秘密の種

あさりちゃんと学
ぶ地震への備え

5

6

　誰もが夢中になった数々のアニメ作品の
監督、杉井ギサブローの素顔に迫ったド
キュメンタリー作品です。
　1940年沼津市生まれ・原宿育ちのアニ
メーション監督で日本画家。手塚治虫に深
く影響を受け、23歳で「鉄腕アトム」の
演出・作画を担当。その後は様々な作品を
生み出しながら、常に新しい表現を追及し
ていく。彼の人生は戦後日本のアニメー
ションの歴史そのもの。それまでは子ども
が見るものでしかなかったアニメを、日本
の一大産業に育てていった１人だ。
　現在も現役で活躍する、職人としての情
熱と工夫に満ちた真のプロフェッショナル
の凄さに圧倒されます。

マコトヤ
監督　石岡　正人
製作　「アニメ師・杉井ギサ

ブロー」製作委員会
（ゴールド・ビュー／
京都精華大学／手塚プ
ロダクション）

DVD・ドキュメント	
92分
対象：中学生以上
　　　家庭
　　　一般

アニメ師・杉井ギ
サブロー7

Ⓒ2012 UNIVERSAL STUDIOS. All 
Rights Reserved

Ⓒ室山まゆみ・小学館

Ⓒ2012 「アニメ師・杉井ギサブロー」
製作委員会
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　母の子宮で包まれて命を育んだ記憶を胎
内の子から母へと語りかける、親子の愛を
深め合う作品です。
　人は、母の子宮の中で母のぬくもりに包
まれて「いのち」を育みます。おなかの中
にいるだけで、ありのままの姿で愛の原点
に触れていた唯一の場所が、母の子宮の中
だったのです。そして赤ちゃんはママを選
んで、ママや家族たちに大きな愛と大切な
学びのメッセージを届けにやってきてくれ
ます。流産や死産を経験するママたちも皆
同じです。
　自分らしい子育てのアイデンティティを
確立し、母親自身の内観をも促す歌で、い
のち・愛の原点を感じることでしょう。

　様々な分野の第一線で活躍する著名人
が、ふるさとの母校を訪ねて後輩たちに
とっておきの授業を行う番組です。
　マジシャンのマギー審司さんの故郷は宮
城県気仙沼市。震災の影響で津波がなだれ
こんできた母校に人影はなく、子どもたち
は高台にある別の小学校の一角を借りてい
る。そこでマギーさんは「周りの人をマジッ
クで笑顔にする」授業を行うことに。子ど
もたちはマジックの演出に工夫を凝らす。
授業の最後は避難所など町中で開く出張マ
ジックショー。子どもたちの思いは伝わるか？
　震災の影響で暗くなりがちな子どもが同
じ悲しみを知る先輩から励まされ、前を向
いて立ち上がる姿に感動を覚えます。

Masa	Meets	Music
歌　　橋本　昌彦	
作曲　橋本　昌彦	
作詞　橋本　昌彦
　　　橋本　さやか
CD・その他
5分28秒
対象：家庭
　　　一般

日本放送協会知財展開センター
放送・DVD・ドキュメント
30分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭
　　　一般

ぬくもりのきおく

課外授業ようこそ
先輩

「笑顔のマジック 届
けよう」

8

9

　長崎への原爆投下により被爆した人々の
姿を通じて、核兵器の恐怖と不条理、そし
て平和への祈りを綴った作品です。
　1945年８月９日、長崎に投下された原
子爆弾により被爆した人々が入所する特別
養護老人ホーム「恵の丘長崎原爆ホーム」。
入居者たちは、年に数回修学旅行でホーム
を訪ねてくる小中高生のために、「あの夏
に起こった自らの被爆体験」を劇にして上
演する。限りある命と向き合う高齢被爆者
たちが、未来を生きる子どもたちに「あの
夏の日」を伝え続けている。
　半世紀以上もの間、原子爆弾や放射能の
恐怖や痛みと真正面から向き合ってきた
人々の姿に深く考えさせられます。

スーパーサウルス
監督　坂口　香津美	
脚本　坂口　香津美	
音楽　日高　哲英	
制作　落合　篤子
映画 ･DVD・ドキュメント
95分
対象：中学生以上
　　　家庭
　　　一般

夏の祈り10
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　５歳の時に広島で原爆を体験した映画監
督のお話をもとにした、平和への願いが温
かな目線で描かれた作品です。
　昭和23年の広島。７歳の少女たづは母と
共に山間部の村で大阪に復員した父の帰り
を待っていた。村では戦争で心に傷を負っ
た子どもたちが差別や偏見を受けながら懸
命に生きていた。そんなある日、たづは人
と大地のかかわりが美しく描かれた本と出
会い、その本を紙芝居にしたいと先生に相
談する。原爆で父を失った先生も子どもた
ちに命の大切さを伝えたいと考えていた。
　価値観の違うもの同士がお互いを認め合
い、「これからどう生きてゆくのか」を考
えるきっかけとなります。

　子どもの自転車事故を防止するための、
基本的な交通ルールとマナーを分かりやす
く学ぶことができます。
　小学生のコウ太くんが、自転車に乗る時
の注意点をアニメーションの女性警察官に
分かりやすく説明してもらいながら、交通
ルールとマナーの５つのポイントを学んで
いく。自転車は車道が原則、歩道が例外と
いうこと、車道は左側通行、歩道では歩行
者優先で車道よりを徐行、安全ルールを
守ってヘルメットをかぶること。
　「なぜ一時停止しなければならないのか」

「なぜ安全確認が必要なのか」を自ら考え、
安全な自転車走行を促します。

企画制作パオ
監督　光永　憲之	
　　　中平　悠里	
脚本　光永　憲之	
　　　中平　悠里	
音楽　光永　龍太郎	
制作　光永　憲之
映画・ドラマ
73分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

映学社
原作　髙木　裕己	
監督　岡　元太	
脚本　岡　元太	
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
18分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

少女の夢
～いのちつないで～

忘れないで　5つの
ポイント
自転車の交通ルール
とマナー

11

12

　自然災害が起きた時、子どもたちが自ら
すばやく判断して命を守る行動がとれるよ
うに啓発します。
　東日本大震災が襲った時、岩手県釜石市
では震災で破滅的な打撃を受けながらも市
内の小中学校の生徒全員が、大津波から逃
れることができました。その理由は、子ど
もたちが地域に伝承される「津波てんでん
こ」や、防災の専門家と共に作った「津波
防災教育のための手引き」を活用し対処行
動を考える学習を続けたからです。
　作品中では過去の大震災にも触れ、命を
守るには瞬時にどう判断し、行動したら良
いかを具体的に描いています。

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
22分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

どう守る？自分の命
東日本大震災から
教えられたこと

13
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　東日本大震災発生時に、小中学生約３千
人が無事避難できた事例をもとに、自分の
命を自分で守る術を教えてくれます。
　2011年３月11日、いつもと変わらない
おだやかな日常を突然襲った大震災。その
時岩手県釜石市の学校では、日頃の防災教
育の賜物で全員が命を守った。津波避難の
三原則（①想定を信じるな、②どんな時で
も最善を尽くす、③率先避難者になる）を
徹底させ、高台へと逃げて押し寄せる津波
から身を守った。
　東日本大震災当時の街の様子も描き出
し、生死を分けた行動の違いも解説。子ど
もたちの防災力向上を目指します。

　阪神大震災や東日本大震災といった過去
の災害を教訓に、防災教育の大切さを訴え
かけます。
　阪神大震災からの教訓として、家具転倒
などによる圧死と火災がある。家具の固定
や落下物防止、防災訓練などについて被災
者の体験談を聞く。東日本大震災では想定
外の大津波が発生。岩手県釜石市の小中学
校の行動を事例に、日頃の防災訓練で培わ
れた危機回避能力で命を守る行動を促す。
　とっさの時命を守るにはどうしたら良い
か、子どもがより具体的にシミュレーショ
ンしやすい内容になっています。

映学社
原作　髙木　裕己	
　　　藤井　正和	
監督　髙木　裕己	
脚本　髙木　裕己	
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：小学校中学年
　　　小学校高学年

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
22分	
対象：中学生
　　　高校生

ボクはすぐに逃げ
たんだ
東日本大震災から
学んだこと

生きる行動　生きる
備え
東日本大震災の教訓

14

15

　いつ起こるともしれない大震災、大津波
などの自然災害への備えを、幼い子どもに
も分かりやすく伝えるアニメーションです。
　今日はどうぶつ村をあげての避難訓練の
日。サル太郎と姫子は大きな地震が来て、
その後津波が来たという想定で、素早く高
台へ避難し訓練は無事終了した。その日の
午後に家に帰る途中、本物の地震が発生！
さっそく訓練を活かして身を守り、事無き
を得る。その夜家でお父さんに地震や津波
が起こる仕組みを聞き、いざという時の家
族の集合場所を決めた。
　幼い子どもを不安にさせるのではなく、

「行動することの大切さ」をポイントに描
いています。

映学社
原作　髙木　裕己	
　　　藤井　正和	
監督　髙木　裕己	
脚本　髙木　裕己	
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
　　　小学校低学年

あっ地震だ　津波
は？
じぶんの命はじぶ
んでまもる

16
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　理論的にはっきりと自分の意見を言える
ようになるよう、中学生のコミュニケー
ション力を高めるシリーズの第一弾。
　グローバル化が進み、世界を相手に生き
ていかなければならない子どもたちにとっ
て、相手が納得する方法で論理的にはっき
り自分の意見を述べることが一層重要にな
る。与えられたテーマについて、自分の考
えをまとめ、意見を発表。周りの生徒は発
表者に対して自分たちが話し合った反論な
どを投げかけ議論を進めて、テーマに対す
るお互いの理解を深めていく。
　視聴する生徒たちが主体的に物事を考え
て、自信を持って伝えるコツを理解できる
つくりになっています。

　アメリカで広がりを見せる小学校の読書
教育「ブッククラブ」の普及・啓発を図る
作品です。
　とある小学校の低学年のクラス。「落とし
た一銭銅貨」の電子ブックを題材に、ブッ
ククラブの研究者である有元秀文先生が読
み聞かせを行い、内容を想像させ、考えを
発表させ合って、物語の理解をより深める
様子を紹介。後半は、ブッククラブ導入の
理由・メリットや児童への問いの作り方、
評価の仕方や注意点を解説。授業を行う指
導者が理解しやすい構成となっています。
　前半は子どもたちの授業の様子を詳細に
捉え、後半は指導者向けに具体的なポイン
トを紹介しています。

映学社
原作　髙木　裕己	
監督　谷光　章	
脚本　谷光　章	
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
22分
対象：中学生

映学社
原作　髙木　裕己	
監督　谷光　章	
脚本　谷光　章	
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
30分	
対象：小学校低学年

自分の考えを伝え
よう
スピーチの仕方

ブッククラブ大好き
どこがおもしろ
かった？

17
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　アメリカで広がるブッククラブについ
て、小学校中学年に分かりやすく伝えるビ
デオ教材シリーズの２作目です。
　ブッククラブとは、本を読み聞かせした
後に、読んだことについて生徒が質問や討
論をすることで、１人で読んでいたのでは
分からないほかの人の読み方を知り、読書
の内容が深まり、より作品を味わい楽しむ
ことができるというものです。本作では小
学校中学年向けに、長年ブッククラブを研
究している有元先生が実際に授業を行い、
その様子を詳細に描いています。
　指導者向けにブッククラブ導入のメリッ
トや評価の注意点なども盛り込み、ブック
クラブがよく分かる内容です。

映学社
原作　髙木　裕己	
監督　谷光　章	
脚本　谷光　章	
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
30分	
対象：小学校中学年

ブッククラブ大好き
どんなことを考え
た？

19
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　アメリカで普及しているブッククラブに
ついての理解を深めることができる、教材
シリーズの３作目です。
　本作では、小学校高学年のクラスを対象
に読み聞かせを行い、作者の伝えたかった
ことについてグループに分かれて意見をま
とめさせる。こうすることで、周りの意見
に惑わされることなく、自分の考えをしっ
かり言う力を身につけさせる。また、同じ
本を読んで話し合うことでコミュニケー
ション力も身につく。
　ブッククラブの実践方法を具体的に知る
ことができ、児童にも指導者にも役立つ作
品となっています。

　全ての人たちがいきいきと命を輝かせて
暮らすことのできる社会を目指して、創造
を続ける指揮者を取り巻く物語です。
　小林研一郎は古希を迎えた2010年【コ
バケンとその仲間たちオーケストラ】に、
31名の障がいをもつ演奏家を加えコン
サートを開催。全ての日々を記録したのは
知的障がいのある９人の撮影隊 “ ビリーブ
クルー ” だった。彼らはスペシャルオリン
ピックスアテネ大会で、東日本大震災で被
災したアスリート２人の活躍する姿を追
う。その年の秋、小林は・・・。
　全ての命は天心、すなわち宇宙の中心で
輝いているというメッセージが美しい音楽
と共に心に響きます。

映学社
原作　髙木　裕己
監督　谷光　章
脚本　谷光　章
制作　髙木　裕己
DVD・ドキュメント
30分	
対象：小学校高学年

ディレクターズシステム
監督　小栗　謙一
制作　「天心の譜」映画製作

委員会
　　　ディレクターズシステム
映画・ドキュメント
94分	
対象：小学校中学年以上

ブッククラブ大好き
どこが印象に残っ
た？

天心の譜

20
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　朝鮮戦争後、戦争孤児や貧困により20
万人超の子どもが祖国を後にしたという韓
国国際養子の歴史を見つめた作品です。
　韓国から国際養子としてベルギーのある
一家に迎えられたユン。フランス語を覚え、
韓国語を忘れ、絵を描くことで実母の幻影
と会話しつつ、髪の色、肌の色の違いを気
にしない新しい家族と暮らす。いつしか画
才に目覚め、彼の第二の人生が始まった。
そんな時、家族に韓国から新たな養女ヴァ
レリーがやってきて、ユンは自分が何者な
のか意識し始める。
　韓国系ベルギー人のユン監督自身の半生
を描いており、世界には様々な境遇の子ど
もがいることを実感するでしょう。

トリウッド
原作　ユン
監督　ユン
　　　ローラン・ボワロー
脚本　ユン
　　　ローラン・ボワロー
音楽　ジークフリード・カント
編曲　ジークフリード・カント
制作　トーマス・シュミット
　　　パトリック・キネ
　　　ニコラ・ピカト
　　　ニコラ・ブルレ
映画・アニメ・ドキュメント
75分
対象：小学校高学年以上

はちみつ色のユン22

ⒸMosaique films - Artemis 
Productions - Panda Media - 
Nadasdy Films - France 3 cinema 
- 2012
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　友達とは何か、友情とは何か？大切な
メッセージを真正面から捉えつつ、楽しく
深く描き出しています。
　嵐の夜、真っ暗な小屋の中で偶然出会っ
たオオカミのガブとヤギのメイは、お互い
の正体を知らないまま意気投合して仲良く
なり、再会の約束をする。次の日、初めて
お互いの姿を見てビックリ！でも２匹は相
手を、そして自分を信じて友達になる。こ
うして誰にもいえない「ひみつのともだち」
となった２匹は、様々な事件を乗り越えて
強い絆で結ばれていく。
　絵本や小説など幅広く展開している人気
のお話で、本作では２匹の運命的な出会い
と友情を育む様子が描かれています。

　広く知られている超ロングセラー「あら
しのよるに」が原作の、テレビアニメシリー
ズです。
　嵐の夜に出会った２匹。１匹はオオカミ、
１匹はヤギ。お互いの姿を知らないままに
仲良くなって再会を約束して、次の日に
あったらなんと！でも２匹は相手を、そし
て自分を信じてお互いに友達になります。
そして力を合わせて、時には喧嘩をしなが
ら、様々な出来事を乗り越えていきます。
　大人から子どもまで幅広く楽しめる作品
で、絵本や映画で触れたことのある人も見
て楽しめるお話がぎゅっと詰まっています。

獏エンタープライズ
原作　きむら　ゆういち	
監督　アミノ　テツロ	
脚本　坂口　木蓮	
　　　伊丹　あき	
音楽　安西　史孝	
制作　椚山　英樹
映画・アニメ
65分
対象：幼児
　　　小学生

獏エンタープライズ
原作　きむら　ゆういち	
監督　アミノ　テツロ	
脚本　伊丹　あき　他
制作　One	Stormy	Night	LLP
テレビ番組・アニメ（シリー
ズ推薦）
対象：幼児
　　　小学生
　　　一般

あらしのよるに
～ひみつのともだち
～シアターセレク
ション　出会い編

あらしのよるに　
ひみつのともだち

23
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　全ての子どもたちが自分らしく生きられ
る希望を持ってほしいという願いが込めら
れたドキュメンタリーです。
　豊かな自然に囲まれて、三世代同居一家
で育った愛ちゃんが小学校１年の２学期に
なって学校に行きたくないと言い出した。
木下家の一大事に家族は混乱。居場所を探
して２人で職員室に通い、教頭先生たちと
毎日を過ごすようになる。小学校２年生に
なって、特別支援学級「ひまわり」の子ど
もたちがお散歩に出かけるのに出会い、愛
ちゃんはひまわり学級の一員になる。
　小学校３年から大学生になるまでの愛
ちゃんと家族を静かに見つめた、子どもの
成長といのちについて問いかける作品です。

トリステロ・フィルムズ
監督　三浦　淳子	
制作　岩永　正敏
映画・ドキュメント
103分
対象：一般

さなぎ
～学校に行きたくない～25

特別推薦

Ⓒあらしのよるに／TV PARTNERS
ⒸOne Stormy Night LLP
ⒸSparky Animation

Ⓒトリステロ・フィルムズ

Ⓒあらしのよるに／TV PARTNERS
ⒸOne Stormy Night LLP
ⒸSparky Animation
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　障がい者の理想郷を作るために、全てを
かけて壮絶な人生に挑んだ、重度障がいを
抱えた社会事業家、高江常男の生涯です。
　ガキ大将だった常男は、10歳の時に竹
トンボが目に刺さり右目を失明。いじめと
差別の苦しみを味わう。貧しい家を支える
ため、17歳で電気工事会社に勤めたが高
圧線に触れ両腕を失い重度身体障がい者と
なる。その後、口にペンを加えて執筆する
新聞記者となり活躍。不況の中、障がいを
持つ人々の困窮する現状を知り、その就労
や自立を助けていく。
　常男が困難を乗り越え、懸命な努力の中
から障がい者の自立に努め周囲の人々に希
望を与えていく姿を描いた作品です。

　さまざまなジャンルの第一線で活躍する
著名人が故郷の母校を訪ね、後輩たちのた
めにとっておきの授業を行う番組です。
　授業は通常２日間、リハーサルは無し、
真剣勝負です。内容や仕掛けは先輩によっ
て実に多彩。人生で得たこと、創造の秘密、
専門分野の面白さなどを、独自の方法で解
き明かします。先輩の思いがこもった授業
を、子どもたちはどう受け止めるのか？そ
こには毎回、思いがけない発見と感動があ
ふれています。
　1998年に番組がスタートしてから、
500人を超える先輩が熱いメッセージを
送ってきた、人気のシリーズです。

現代ぷろだくしょん
原作　北海道光生舎	
監督　山田　火砂子	
脚本　穂高　浩	
音楽　石川　鷹彦	
編曲　石川　鷹彦	
制作　山田　火砂子
映画・DVD・アニメ
82分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭
　　　一般

日本放送協会知財展開センター
テレビ番組・ドキュメント

（シリーズ推薦）
30分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭
　　　一般

明日の希望
－悲しみよありがと
う・高江常男物語－

課外授業
ようこそ先輩

26

27

　未来から派遣された時空ジャーナリスト
が知られざる歴史を伝える、歴史エンタテ
インメント番組です。
　タイムスクープ社は、タイムワープ技術
を駆使してあらゆる時代にジャーナリスト
を送り込み、歴史に埋もれた人間の営みを
映像で記録アーカイブしている。その第２
調査部に所属する沢嶋雄一がタイムスクー
プハンターとして活躍。庶民の些細な事件
や出来事を追いかけ、特殊な交渉術を使い
ながら取材対象者に迫り、その活躍ぶりを
詳細にドキュメントしていく。
　従来の時代劇などでは主役にならなかっ
た「名もなき人々」を取り上げ、知られざる
庶民たちの歴史の魅力が詰まっています。

日本放送協会知財展開センター
監督　中尾　浩之（ピクス）	
脚本　中尾　浩之	
音楽　戸田　信子	
制作　下田　大樹（NHK）	
　　　平賀　大介（ピクス）
テレビ番組・ドキュメント

（シリーズ推薦）
30分
対象：中学生以上
　　　家庭
　　　一般

タイムスクープハ
ンター28

特別推薦
Ⓒ現代ぷろだくしょん
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　アルプスの美しい四季の中、野生のきつ
ねと少女の出会いと別れを描いた感動の一
作です。
　夕日が山肌を金色に染めた秋の午後、少
女リラは山道で美しいきつねに出会った。
やわらかそうなとび色の毛に覆われた姿、
つぶらな瞳に魅せられてひと目で恋に落ち
た。きつねにテトゥと名づけたリラは、警
戒心が強くめったに人前に現れないテトゥ
に会うため、毎日森へ通う。リラの想いに
応えるかのように、少しずつリラとの距離
を縮めていくテトゥだったが・・・。
　春夏秋冬が詩情豊かに描かれ、雄大な自
然を背景に数多くの野生動物たちが登場す
る、美しく切ない物語です。

　消滅の危機に瀕した氷の王国、北極を舞
台に動物たちの命をかけたドラマが幕を開
けます。
　地球の果てに白く輝く北極。ヨーロッパ、
ユーラシア、アメリカの３大陸に囲まれた
青く深い海に浮かぶ氷の王国で、未来へと
命を繋げるためにたくましく生きる動物た
ち。巣穴で出産数日後の赤ちゃんを育てる
ホッキョクグマ、敵から子を守り水中で乳
を与えるセイウチ、生後３週間で親と別れ
て大洋に泳ぎ出る子アザラシ。過酷な環境
下で撮影された貴重な映像で綴る。
　地球の気候の変動で、消え行く氷の王国
で生きるために闘う動物たちが、勇気、希
望、そして美しさを強く訴えかけます。

コムストック・グループ
原作　リュック・ジャケ	
監督　リュック・ジャケ	
脚本　リュック・ジャケ	
　　　エリック・ロニャール	
映画・DVD・ドラマ
96分
対象：小学校低学年以上
　　　家庭
　　　一般

コムストック・グループ
監督　ティエリー・ラゴベール	
　　　ティエリー・ピアンタニダ	
脚本　ティエリー・ピアンタニダ	
　　　ステファン・ミリエール	
音楽　ブリュノ・クレ
映画・DVD・ドキュメント
81分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

きつねと私の12か
月

ホワイト・プラネット

29

30

　過酷な環境の中を懸命に生き抜く１匹の
白くまの姿を通じて、命の尊さや地球環境
について問いかけるドキュメントです。
　地球温暖化の影響を受ける北極に生まれ
た白くまのナヌー。氷が溶けて狩場を失い、
エサを求めて母ぐまと過酷な旅に出る。ブ
リザードの中飢えをしのぎながら移動の
日々。そして悲しい別れを迎えひとりぼっ
ちになってしまう。小さな白くまにとって
余りにも広大で過酷な北極の大地。しかし、
ナヌーは生き残る道を求め、勇気を振り
絞って海へ飛び出していく。
　30年後には消えてしまうといわれてい
る北極を舞台に、ナヌーが懸命に生き抜こ
うとする姿を感動的に描いています。

コムストック・グループ
監督　アダム・ラヴェッチ	
　　　サラ・ロバートソン	
音楽　アレックス・ワーマン
映画・DVD・ドキュメント
84分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

北極のナヌー31

特別推薦

ⒸBonne Pioche Productions-France 3 
Cinema-2007

Ⓒ2006 GEDEON PROGRAMMES-
BAC FILMS- GLACIALIS 
PRODUCTIONS INC FRANCE 2 
CINEMA-OFFICE NATIONAL DU FILM 
DU CANADA

Ⓒ2007 COTN Productions,Inc
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　最先端の科学を楽しく分かりやすく学ぶ
ことができる、新しい発見がいっぱい詰
まった未体験の扉が開く科学番組です。
　2012年５月に訪れた金環日食。その神
秘的な姿は太陽と月と地球の奇跡的な関係
が生み出していた。身近な天文現象につい
て、専門家の詳しい説明を交え、分かりや
すく解説。“ 地上に現れる奇跡の絶景 ”“ 憧
れの恐竜の復元再生 ” など、古代のミステ
リーから日常のふとした疑問まで、私たち
が生きる世界の神秘を、最先端科学によっ
て紐解いていく。
　先人の教えに学びながら地球の未来を創
造するきっかけとなるシリーズで、親子で
一緒に楽しむことができます。

　何事も真面目に、不器用だけど一生懸命
に。辞書の編集に携わる人々の人間模様を
描いたエンタテインメント作品です。
　出版社に勤める馬締光也は営業部で変わ
り者として持て余されていたが、言葉に対
する天才的なセンスを見出され辞書編集部
に異動になる。完成まで15年、個性派ぞ
ろいの編集部の中で新しい辞書を編集する
世界に没頭する。そんなある日運命の女性
に出会うが、気持ちを伝える言葉が見つか
らない。果たして辞書は完成するのか？馬
締の思いは伝わるのだろうか？
　個性的で不器用なところがあるけれど、
真面目に頑張る主人公の姿に、世代を超え
て感動と共感を覚えるでしょう。

ジャンプコーポレーション
監督　上川　伸廣
　　　熊田　明弘
音楽　丸山　和範
制作　ジャンプコーポレー

ション
テレビ番組・ドキュメント

（シリーズ推薦）
23分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭
　　　一般

アスミック・エース
原作　三浦　しおん	
監督　石井　裕也	
脚本　渡辺　謙作	
音楽　渡邊　崇	
制作　土井　皆生
映画・ドラマ
136分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭
　　　一般

奇跡の地球物語

舟を編む

32

33

　飼い主のいない犬たちが置かれる厳しい
状況と向き合いながらも希望を手放さない
人々の実話をもとにした感動の物語です。
　ある冬の寒い日、母犬と生まれたばかり
の子犬が保健所に収容される。母犬は近寄
る人全てに激しく吠え、懸命に子犬を守ろ
うとした。１匹でも多くの犬を助けるため
里親探しに奔走する職員の神崎は母犬の心
を開かせようと奮闘する。神崎の娘はもう
一度太陽の下で生きていけるよう母犬に

「ひまわり」と名づけるが願いもむなしく犬
たちの命の期限は刻一刻と近づいていた。
　命を守りたいという一途な思いや、その
姿に心を動かされる周囲の人々の絆。愛と
希望を繋ぐ姿に胸を打たれます。

松竹
原案　山下　由美	
監督　平松　恵美子	
脚本　平松　恵美子	
音楽　寺嶋　民哉	
編曲　寺嶋　民哉	
制作　松竹映像企画部
映画・ドラマ
117分
対象：小学校低学年以上
　　　家庭
　　　一般

ひまわりと子犬の7
日間34

特別推薦

特別推薦

Ⓒ2013 「ひまわりと子犬の7日間」 
製作委員会

Ⓒテレビ朝日

Ⓒ2013「舟を編む」製作委員会
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平成24年度児童福祉文化財特別推薦一覧

（１）出版物（５点）

（３）映像・メディア等（６点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等

22
チュンチエ	
―中国のおしょうがつ―

光村教育図書 小 学 校 低 学 年
（著）ユイ ･ リーチョン	
（訳）中	由美子	
（絵）チュ ･ チョンリャン

25 サースキの笛がきこえる 偕成社 中 学 生 以 上
（著）エロイーズ ･ マッグロウ	
（訳）斎藤	倫子	
（絵）丹地	陽子

26 サラスの旅 ゴブリン書房 高 校 生
（著）シヴォーン ･ ダウド	
（訳）尾高	薫

34 まほうのコップ 福音館書店 幼 児
（原案）藤田	千枝	
（著） 長谷川	摂子	

（写真）川島	敏生

43 農家になろう（全５巻）
農山漁村文化
協会

小 学 校 高 学 年

（写真）みやこうせい
　 　　大西	暢夫
　 　　倉持	正実
　 　　依田	恭司郎
　 　　石井	和彦

（編集）農文協

（２）舞台芸術（４点）
推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象

2 ねむるまち 劇団うりんこ
小 学 生 以 上	
一 般

8 宝島 劇団かかし座
小 学 校 高 学 年	
中 学 生	
一 般

10 ふたごの星 劇場創造ネットワーク

小 学 校 中 学 年	
小 学 校 高 学 年	
中 学 生	
家 庭
一 般

11 わんぱく寄席 伝統芸能オフィス
小学校低学年以上	
一 般

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象

1 ベイビーズ メダリオンメディア

幼 児	
小 学 生 以 上	
家 庭	
一 般

23
あらしのよるに～ひみつのともだち～	
シアターセレクション	出会い編

獏エンタープライズ
幼 児	
小 学 生

26
明日の希望	
－悲しみよありがとう・高江常男物語－

現代ぷろだくしょん
小学校中学年以上	
家 庭	
一 般

29 きつねと私の 12 か月 コムストック・グループ
小学校低学年以上	
家 庭	
一 般

32 奇跡の地球物語 ジャンプコーポレーション
小学校中学年以上	
家 庭	
一 般

33 舟を編む アスミック・エース
小学校高学年以上	
家 庭	
一 般
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－児童福祉文化賞－

児 童 福 祉 文 化 賞

１ 　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 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、
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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 55 回を数えた本年度も、平成 25（2013）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、平成 25 年 5 月 4 日（土）に渋谷区のこ

どもの城で行われました。

２　平成 25 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　農家になろう（全 5 巻）

受賞者　農山漁村文化協会

（２）舞台芸術部門

作品名　ねむるまち

受賞者　劇団うりんこ

（３）映像・メディア等部門

作品名　舟を編む

受賞者　「舟を編む」製作委員会

（４）特別部門

活動内容　長年にわたって、日本の伝統芸能を子どもたちに普及し、児童の健全育成に

貢献してきた活動

受賞者　　日本伝統芸能を守る会

３　平成 25 年度児童福祉文化賞推薦作品

（受賞作品は 12 点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．チュンチエ　－中国のおしょうがつ－　　光村教育図書

２．サースキの笛がきこえる　　偕成社

３．サラスの旅　　ゴブリン書房

４．まほうのコップ　　福音館書店



－ 45 －

－児童福祉文化賞－

（２）舞台芸術部門

１．宝島　　劇団かかし座

２．ふたごの星　　劇場創造ネットワーク

３．わんぱく寄席　　伝統芸能オフィス

（３）映像・メディア等部門

１．ベイビーズ　　メダリオンメディア

２．あらしのよるに～ひみつのともだち～　シアターセレクション　出会い編

　　獏エンタープライズ

３．明日の希望　－悲しみよありがとう・高江常男物語－　　現代ぷろだくしょん

４．きつねと私の 12 か月　　コムストック・グループ

５．奇跡の地球物語　　ジャンプコーポレーション
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