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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（43 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 25 年までに推薦された児童福祉文化財

の総数は、14,717 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、1,634 点となっています。（出版物 1,028、舞台芸術 258、映像・メディア等 348）

　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25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 特別推薦 ゾウの森とポテトチップス そうえん社 小学校中学年
小学校高学年

9

2 クレイジー・サマー 鈴木出版 中学生 9

3 はるかなるアフガニスタン 講談社 中学生 9

4 木の葉のホームワーク 講談社 中学生 10

5 世の中への扉
災害救助犬レイラ

講談社 小学校高学年 10

6 世の中への扉
ほんとうの「ドラッグ」

講談社 中学生
高校生

10

7 わたしが山おくにすんでいたころ ゴブリン書房 小学校高学年 11

8 サバンナのむかしがたり
岩をたたくウサギ

新日本出版社 幼児
小学校低学年

11

9 熱帯雨林のコレクション フレーベル館 小学校中学年
小学校高学年

11

10 名前をうばわれた少女
―わたしはエファじゃない―

フレーベル館 中学生
高校生

12

11 世界のふしぎな虫おもしろい虫 アリス館 小学生以上 12

12 発電所のねむるまち あかね書房 中学生以上 12

13 ハクチョウ　水べに生きる 小峰書店 小学校中学年
小学校高学年

13

14 アザラシ　流氷の海へ 小峰書店 小学校中学年
小学校高学年

13

15 ぼくはここで、大きくなった 西村書店 小学校中学年 13

16 ペンギン　ペペコさん　だいかつやく 鈴木出版 小学校低学年 14

17 マルセロ・イン・ザ・リアルワールド 岩波書店 高校生 14

18 イソップのおはなし 岩波書店 小学校中学年
小学校高学年

14

19 特別推薦 ねずみのオスカーとはるのおくりもの のら書店 小学校低学年 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 クモの巣図鑑
～巣を見れば、クモの種類がわかる～

偕成社 小学校中学年以上 15

21 ライオンをかくすには ブロンズ新社 幼児 15

22 勇者のツノ
－化石が語るトリケラトプスの話

こぐま社 幼児
小学校低学年

16

23 負けないパティシエガール 小学館 小学校高学年
中学生

16

24 エルトゥールル号の遭難
－トルコと日本を結ぶ心の物語

小学館クリエイティブ 中学生以上 16

25 さかさまになっちゃうの BL 出版 幼児 17

26 三本の金の髪の毛　
中・東欧のむかしばなし

のら書店 小学校中学年
小学校高学年

17

27 特別推薦 うちは精肉店 農山漁村文化協会 小学校中学年
小学校高学年

17

28 特別推薦 マリアンは歌う 光村教育図書 小学校高学年
中学生

18

29 メルリック　
まほうをなくしたまほうつかい

光村教育図書 幼児
小学校低学年

18

30 命のバトン
－津波を生きぬいた奇跡の牛の物語

佼成出版社 小学校高学年 18

31 お人形屋さんに来たネコ 徳間書店 小学校中学年
小学校高学年

19

32 チビウオのウソみたいなホントのはなし 徳間書店 小学校低学年 19

33 セコイア　
世界でいちばん高い木のはなし

福音館書店 小学生 19

34 おいしいよ！
はじめてつくる　かんこくりょうり

福音館書店 小学生
家庭

20

35 ちきゅうがウンチだらけにならないわけ 福音館書店 幼児
小学校低学年

20

36 空とぶペーター 徳間書店 小学校低学年
小学校中学年

20

37 図書館に児童室ができた日　
アン・キャロル・ムーアのものがたり

徳間書店 小学校中学年
小学校高学年

21

38 ふしぎなボジャビのき　
アフリカのむかしばなし

光村教育図書 幼児
小学校低学年

21

39 紙のむすめ 光村教育図書 小学校高学年 21

40 ちびはち 光村教育図書 幼児 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

41 ハンヒの市場めぐり 光村教育図書 幼児
小学校低学年

22

42 岩波少年文庫　
若草物語　上・下

岩波書店 小学校高学年
中学生

22

43 そんなときどうする？ 岩波書店 小学校低学年
小学校中学年

23

44 ゼロくんのかち 岩波書店 小学校中学年 23

45 おひめさまとカエルさん 岩波書店 幼児 23

46 ツバメ号の伝書バト　上・下 岩波書店 小学校高学年 24

47 海へ出るつもりじゃなかった　上・下 岩波書店 小学校高学年 24

48 さよならを待つふたりのために 岩波書店 高校生 24

49 めざせ！給食甲子園 講談社 小学校高学年
中学生

25

50 図書館のトリセツ 講談社 小学校高学年以上 25

51 特別推薦 ミサゴのくる谷 評論社 小学校高学年
中学生

25

52 特別推薦 サリー・ジョーンズの伝説　
－あるゴリラの数奇な運命－

福音館書店 中学生
高校生

26

53 ナースになりたいクレメンタイン 岩崎書店 幼児
小学校低学年

26

54 世界クワガタムシ探検記　
－ダーウィン・ビートルを求めて

岩崎書店 小学校高学年以上 26

55 特別推薦 今森光彦の昆虫教室　
－とりかた・みつけかた

童心社 小学生 27

56 特別推薦 今森光彦の昆虫教室　
－くらしとかいかた

童心社 小学生 27

57 光のうつしえ　
－廣島　ヒロシマ　広島－

講談社 中学生 27

58 世の中への扉　
－おどろきのスズメバチ－

講談社 小学校高学年
中学生

28

59 15 歳の寺子屋　森をつくる 講談社 中学生 28

60 紙コップのオリオン 講談社 中学生 28

61 つなひき BL 出版 幼児 29
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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 仮面人形劇「ロミオとジュリエット」 人形劇団ひとみ座 中学生
高校生
一般

29

2 特別推薦 ピノキオ 人形劇団むすび座 幼児以上
家庭
一般

30

3 特別推薦 アンサンブル・レネットの
“ 台所コンチェルト（狂騒曲）” を含む
音楽会

アンサンブル・レネット 幼児以上
家庭
一般

30

4 ジュリアス・シーザー 華のん企画 小学校中学年以上
家庭
一般

30

5 特別推薦 ふたりはともだち 人形劇団ひとみ座 幼児
小学生
一般

31

6 おこんじょうるり 人形劇じゅごん 小学生以上
家庭
一般

31

7 一休さん 劇団芸優座 小学生 31

8 小さい劇場プログラムＡ　
てあそび　かみあそび　
ダンボールシアター「ぞうのエルマー」

劇団風の子 幼児
小学校低学年

32

9 特別推薦 はらっぱのおはなし 東京演劇アンサンブル 幼児以上
一般

32

10 大型人形劇ミュージカル　
里見八犬伝

劇団影法師 小学校中学年以上
一般

32

11 特別推薦 おばけリンゴ 演劇集団　円 幼児
小学生
中学生
高校生
家庭
一般

33

12 小さい劇場Ｃプログラム　
いやだいやだのペンペロペェー

劇団風の子 幼児
小学校低学年

33



－ 7 －

－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 爆心　長崎の空 パル企画 高校生
一般

34

2 特別推薦 アンコール！！ アスミック・エース 中学生以上
一般

34

3 世界一すてきな　僕たち私たちへ　
～響きあい　育ちあう　発達の芽～

ピース・クリエイト 小学校中学年以上 34

4 特別推薦 影たちの祭り 「影たちの祭り」パート
ナーズ

幼児以上 35

5 パパの木 新日本映画社 中学生以上 35

6 特別推薦 旅立ちの島唄　～十五の春～ ビターズ・エンド 小学校高学年以上 35

7 天に栄える村 桜映画社 中学生以上 36

8 はじまりのみち 松竹 中学生以上 36

9 スマーフ 2 東和プロモーション 幼児以上
家庭
一般

36

10 特別推薦 キラリ！看護のシゴト 桜映画社 小学校高学年以上 37

11 奇跡のリンゴ 東宝 小学校高学年以上 37

12 グォさんの仮装大賞 コンテンツセブン 小学校高学年以上 37

13 パパロッテイ コンテンツセブン 高校生以上 38

14 特別推薦 陽だまりの彼女 アスミック・エース 小学校高学年以上 38

15 キタキツネ物語 アスミック・エース 小学校低学年以上 38

16 親子で考えよう　中学生からの進路 映学社 中学生
家庭

39

17 どんなかかりやしごとがあるのかな？ 映学社 小学校低学年 39

18 はたらく人たちに学ぼう！ 映学社 小学校中学年 39

19 夢や希望をハッキリさせよう！ 映学社 小学校高学年 40

20 くすりをのむときのやくそく 映学社 小学生
一般

40

21 調べてみよう！薬の正しい使い方 映学社 中学生 40
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番号
特別推薦の

有無
作　品　名 申　請　者 対　象 頁

22 もっと深めよう　医薬品のこと 映学社 高校生 41

23 ぼくは王さま リアルコーヒーエンタ
テインメント

幼児
小学校低学年

41

24 大統領の執事の涙 アスミック・エース 小学校高学年
中学生
高校生
家庭
一般

41

25 特別推薦 ふるさと再生　日本の昔ばなし トマソン 幼児
小学生
中学生
高校生
家庭
一般

42
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－推薦目録（出版物）－

出　版　物
　世界で起きている、森林破壊の現実を伝
えます。
　熱帯雨林の島、ボルネオ島。生物多様性
の宝庫と思われている島ですが、今、自然
が破壊され、ゾウを始めとした生物たちに
危機が…。油をとるためのアブラヤシのプ
ランテーションが広がり、生物たちのすみ
かがおびやかされているのです。アブラヤ
シからとれる油はポテトチップスの揚げ油
や洗剤などに使われ、私たちの暮らしとは
決して無縁ではありません。
　わかりやすい文章と美しい写真で、子ど
もたちの社会を見つめる目を育てます。

　黒人公民権運動を背景にした、黒人家族
のひと夏の生活を描いています。
　1968年の夏、三姉妹は、家を出た母と
初めて生活を共にするため、カリフォルニ
ア州オークランドへ向かう。しかし、母セ
シルは詩人で、子育てや子どものことにも
全く興味を持っていなかった。そこでブ
ラックパンサー党のサマーキャンプに参加
するうちに、長女デルフィーンは黒人の歴
史に目を向けるようになる。クレイジーに
見えた母の世界には、意外な真実が隠され
ていた。
　少女の目を通し、家族や友情、革命にな
ぞらえた成長を描きます。

著　横塚　眞己人
そうえん社
ISBN978-4-88264-330-2
C8760
33頁
1,300円＋税	
22㎝×29㎝
2012年12月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　リタ・ウィリアムズ＝ガ
ルシア

訳　代田　亜香子
鈴木出版
ISBN978-4-7902-3261-2
C8397
288頁
1,600円＋税	
四六判変型
2013年1月発行
対象：中学生

ゾウの森とポテト
チップス

クレイジー・サマー

1

2

　アメリカとアフガニスタン、２つの国に
生きる子どもたちのお話です。
　アメリカに住むアビーは、学校の課題で
アフガニスタンに住む小学生に手紙を書く
ことになった。送られてくる絵や手紙の内
容に、自分との生活や考え方の違いに驚き
ながらも文通を楽しみにするようになる。
しかし、アビーが出した封筒のアメリカ国
旗の切手がアフガニスタンで兵士に見つか
り、２人の文通はあっけなく終わりにさせ
られてしまうのだった。
　自分と異なる価値観を持つ友人を得るこ
との大切さが感じられる作品です。

著　アンドリュー・クレメンツ
訳　田中　奈津子
講談社
ISBN978-4-06-2174688
C8097
208頁
1,400円＋税	
四六判
2012年2月発行
対象：中学生

はるかなるアフガ
ニスタン3

特別推薦
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　少し不器用だけど一所懸命な15歳の少
女の姿が、読み手をひきつけます。
　両親と祖母、弟と暮らす少女ジーナ。ク
ロスカントリーの花形選手として練習に励
んでいる毎日だが、勉強もしっかりするよ
うにと先生に言われてしまう。家では、物
忘れが多くなってきた祖母や、その現実か
ら目をそらそうとする母との確執もあり、
いくつもの問題を重ねていくジーナだっ
た。
　家族との確執、宿題の期限、身近な少年
への恋愛感情など、同時にいくつもの問題
を抱えている姿が、読み手の共感を呼ぶ作
品です。

　人と動物との絆を描いたノンフィクショ
ンです。
　東日本大震災が発生すると、災害救助犬
レイラと訓練士の村田さんはいち早く被災
地にかけつけました。岩手県大船渡市から
宮城県気仙沼市まで、１週間に及ぶ捜索活
動が始まりました。優れた嗅覚を生かし生
存者を探し出すのがレイラの仕事ですが、
見つかるのは亡くなっている人ばかり。初
めて出会う遺体に戸惑いながらも、レイラ
は村田さんに喜んでもらいたい一心で、生
存者を探し続けました。
　命を見つける犬、災害救助犬の認知と理
解を深め、災害を風化させないためにもぜ
ひ読みたい作品です。

著　ケイト・メスナー	
絵　中井　はるの
講談社
ISBN978-4-06-283222-9
C8097
288頁
1,400円＋税	
四六判
2012年10月発行
対象：中学生

著　井上　こみち
講談社
ISBN978-4-06-217508-1
C8095
156頁
1,200円＋税	
四六判
2012年6月発行
対象：小学校高学年

木の葉のホーム
ワーク

世の中への扉　　 
災害救助犬レイラ

4

5

　自身が薬物依存から立ち直った過去をも
つ著者が、子ども向けに語るノンフィク
ションの作品です。
　ドラッグとは実際どのようなものなの？
使用するとそんな感じになるの？依存しな
いためにはどうしたらいいの？など著者が
自身の体験を通じて、具体的にドラッグの
真実を伝えます。依存は病気であることを
理解すること、また、そもそも依存をしな
いためには、よい人間関係を築くことが大
切、という信念が、語りのベースとなって
います。
　実体験をベースにした、説得力のある文
体で読者に語りかけることで、ほんとうの

「ドラッグ」のことを理解することができ
ます。

著　近藤　恒夫
講談社
ISBN978-4-06-217403-9
C8036
150頁
1,200円＋税	
四六判
2012年4月発行
対象：中学生
　　　高校生

世の中への扉　 
ほんとうの「ドラッグ」6
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－推薦目録（出版物）－

　アメリカ東部アパラチア山脈の小さな炭
鉱町で、寡黙な大人たちに見守られながら
いとこたちと思い切り駆け回った日々を温
かく綴った作者の自伝的絵本です。
　夕方になると、石炭の粉で真っ黒になっ
て帰ってきた祖父。夕ご飯のテーブルに、
ほかほかのとうもろこしパンと豆のシ
チュー、オクラのフライを並べてくれた祖
母。電気も水道もなく傍に両親もいなかっ
たけれど、私はいつも満ち足りていた…。
　離婚した母親が看護師の資格を取るまで
の4年間、祖父母の元へ預けられた経験を
肯定的に描いており、作品の中に満ち足り
た幸福感があふれています。

　ガーナの伝統的な手法で描かれた象徴的
な絵が印象的です。
　サバンナの夜明けです。クルクルゥ
トゥー！オンドリがけたたましく鳴きまし
た。集合の知らせです。「人の悪口を言う
のはよくない」サバンナ動物たちは、人の
悪口を言ったらその場で皮になってしまう
と誓い合いました。でも、それはずるがし
こいウサギのたくらみだったのです。ウサ
ギは、動物たちが悪口を言うように、次々
作戦を考えます。ウサギはたくさんの皮を
手に入れるのですが…。
　絵の色や背景にもたくさんの意味が込め
られています。日本と異なる外国の自然観
が伝わる作品です。

著　シンシア・ライラント
訳　もりうち　すみこ
絵　ダイアン・グッド
ゴブリン書房
ISBN978-4-902257-26-7
C8797
32頁
1,400円＋税	
25.3㎝×19.5㎝
2012年10月発行
対象：小学校高学年

著　よねやま　ひろこ
絵　シリグ村の女たち
新日本出版社
ISBN978-4-406-05576-5
C8793
32頁
1,500円＋税
28㎝×22㎝
2012年4月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

わたしが山おくに
すんでいたころ

サバンナのむかしがたり　
岩をたたくウサギ

7

8

　熱帯雨林をライフワークとしてきた著者
の写真が、臨場感のある空気を伝えていま
す。
　緑深い生命の森、熱帯雨林。日本では体
感することのできない世界を、たくさんの
写真で様々な視点から紹介します。そこに
あるのは支え合い、時には命を奪うという
命のつながり。大切な生命の営みが描かれ
ています。豊かな森のもうひとつの真実、

「破壊」されゆく様子も克明に紹介してい
ます。
　生物多様性、環境問題、異文化など多く
の視点から子どもたちに考えるきっかけと
テーマを与えています。

著　横塚　眞己人
フレーベル館
ISBN978-4-577-04015-7
C8740
48頁
1,600円＋税
29㎝×22㎝
2012年6月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

熱帯雨林のコレク
ション9
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　第二次世界大戦中、痕跡も残さず地図か
ら消されたチェコスロヴァキアの小さな街
リディツェの物語です。
　この街に暮らしていた11歳の少女ミラ
ダはナチスによって故郷を奪われ、家族を
奪われ、名前さえも奪われた。ミラダはエ
ファというドイツ名をつけられ、ドイツ人
教育を強要されながらも、自らのアイデン
ティティを失わないよう、闘う。
　人間の残酷さと、悲惨な境遇に対し前向
きに生きようとする力、繁栄するすばらし
い力を描いています。ナチスのユダヤ人迫
害についての書籍が多い中、ユダヤ人以外
の「ドイツ人化計画」について記した貴重
な１冊です。

　241点の昆虫の実物大写真が収められて
おり、図鑑としても大変貴重な１冊です。
　木の葉にそっくりなコノハムシ、ワニの
ような顔のユカタンビワハゴロモなど、色
や形、くらしぶりが面白い虫たちを、一同
に見せます。前半は大きな写真と楽しい解
説で約70種、後半は実物大で数百種を紹
介。
　昆虫たちの勇ましさ、美しさをもっとも
特徴のわかる角度から撮影しています。著
者の名づけたユニークなニックネームや臨
場感あふれる体験の文で、子どもたちが共
感して読むことができます。

著　ジョアン・M・ウルフ
訳　日当　陽子
絵　朝倉　めぐみ
フレーベル館
ISBN978-4-577-04024-9
C8097
212頁
1,400円＋税
22㎝×16㎝
2012年8月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　今森　光彦
アリス館
ISBN978-4-7520-0589-6
C8645
232頁
3,800円＋税
22㎝×19㎝
2012年8月発行
対象：小学生以上

名前をうばわれた少女
―わたしはエファじゃない―

世界のふしぎな虫
おもしろい虫

10

11

　原子力発電所のあり方を考えるきっかけ
となります。
　マイケルはミセス・ペティグルーのくら
す湿地の客車へ行くのが大好きだった。ペ
ティグルーさんは亡き夫の愛した土地でロ
バや犬、ニワトリとひっそりとくらしてい
た。しかし、原子力発電所の建設計画がも
ちあがり、ペティグルーさんのくらしが脅
かされていった。滝のように降る流れ星、
生命に満ちあふれた湿地。その湿地が原子
力発電所の建設予定地になったとき、マイ
ケルは…。
　「何事も変化しないものはない」と考え
る主人公の姿を通し、自然と人間の生活の
調和を考えさせられます。

著　マイケル・モーパーゴ
訳　杉田　七重
絵　ピーター・ベイリー
あかね書房
ISBN978-4-251-07304-4
C8097
88頁
1,200円＋税
19.3㎝×16.2㎝
2012年11月発行
対象：中学生以上

発電所のねむるまち12
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－推薦目録（出版物）－

　日本を代表するハクチョウの飛来地であ
る、宮城県北部の伊豆沼・内沼で観察され
たハクチョウの生態を紹介した写真絵本で
す。
　毎年秋になると、ロシア北東部から海を
渡って日本にやってくるハクチョウ。春ま
で、沼や湖などの水辺でくらすハクチョウ
を見守り観察を続ける著者が、冬の間のハ
クチョウのくらし、人とのかかわりを紹介
します。
　ハクチョウを始めとした生物が生活でき
る環境を整えるために、地元の人たちが努
力している姿も伝えています。

　日本で唯一、アザラシのみを保護する施
設「オホーツクとっかりセンター」を立ち
上げた著者と、地元でアザラシを撮り続け
てきた写真家による愛情あふれる１冊で
す。
　流氷がオホーツク海に現れる季節に、ア
ザラシは流氷の上で子どもを産み、子育て
をする。しかし、海が荒れ、親子がはぐれ
たり、流氷がとけたりしたらどうなるの
か？北海道紋別市の「オホーツクとっかり
センター」では25年も前から赤ちゃんア
ザラシを保護し、元気な体で海に帰す活動
をしてきた。
　今、共に生きる仲間としてアザラシと人
間とのかかわり方の未来を考えます。

著　嶋田　哲郎
小峰書店
ISBN978-4-338-27002-1
C8745
36頁
1,400円＋税
29㎝×23㎝
2012年9月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　　廣崎　芳次
写真　原　志利
小峰書店
ISBN978-4-338-27003-8
C8745
36頁
1,400円＋税
2012年11月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

ハクチョウ　 
水べに生きる

アザラシ　 
流氷の海へ

13

14

　フランスで「科学の本」賞を受賞した、
ある種の一生を描いた作品です。
　ちっぽけな「種」だった「ぼく」。たま
たまぽとりと落ちた場所がぼくの生きる場
所。秋は落ち葉の布団で眠り、春には種の
殻が取れてはっぱが出た。そしてぼくのそ
ばを通り過ぎるたくさんの生き物たち。や
がて何度も季節がめぐり、ぼくは実をつけ、
命をつないでいく…。
　生命の強さ、たくましさを美しく、洗練
されたタッチで伝える科学絵本です。

著　アンヌ・クロザ
訳　こだま　しおり
西村書店
ISBN978-4-89013-933-0
C8798
48頁
1,300円＋税
B5変判
2012年6月発行
対象：小学校中学年

ぼくはここで、　　
大きくなった15
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　役に立ちたいと願って、めげることなく
自分探しをするペンギンの姿が、これから
の未来を自分で創り出す子どもたちの姿と
重なります。
　マリン水族館で生まれたペンギンのペペ
コさんは、ショーにでるために、いつも数
字のおけいこをしています。でも、なかな
か覚えられません。「こんなことしてなん
の役に立つのかしら。もっと役に立つこと
をしたい！」…好奇心旺盛なペペコさんは、
いろいろなものと出会い、積極的に関わる
ことで自分探しに成功します。
　与えられた立場や仕事に流されることが
なかった主人公の姿に見習うところがたく
さんある一冊です。

　社会に出て行く若者が経験する不安や成
長を、発達障害の少年の内面から描く、さ
わやかな青春小説です。
　発達障害のマルセロは17歳。「リアルな
世界」を経験してほしいという父親の望み
に応え、ひと夏の間、法律事務所で働くこ
とに。新しい出会いに仕事に戸惑いながら
も、試練の毎日を乗り越えていきますが、
ある一枚の写真から、事務所の秘密を知っ
てしまい、重大な決断を迫られます。
　発達障害の主人公が悩み、決断！内容は
エンターテインメント、青春小説としても
一級で、誰が読んでも十分に楽しめる作品
です。

著　西内　ミナミ
絵　西巻　茅子
鈴木出版
ISBN　978-4-7902-3271-1
C8393
80頁
1,200円＋税
21.6㎝×15.1㎝
2013年5月発行
対象：小学校低学年

著　フランシスコ・X・ストーク
訳　千葉　茂樹
絵　ダン・マッカーシー
　　（カバー画）
岩波書店
ISBN978-4-00-116403-9
C8397
388頁
1,900円＋税
四六判並製
2013年3月発行
対象：高校生

ペンギン　ペペコさん　
だいかつやく

マルセロ・イン・ザ・
リアルワールド

16

17

　世界中で読み継がれてきた、おなじみの
世界の名作イソップのおはなし、楽しんで
ください！
　人気作家	バーバラ・マクリントック氏
が贈る、楽しくゆかいなイソップ絵本です。
　「キツネとツル」「キツネとブドウ」「町
のネズミといなかのネズミ」など、おなじ
みのお話を九つ収録。クラシカルな衣装に
身を包んだ動物たちが、ときにユーモラス
に、ときに表情たっぷりに、イソップ特有
の寓話（ぐうわ）の魅力を味わえる作品で
す。
　それぞれの寓話の教訓を生かしつつ、読
みやすく、大人も子どもも大いに楽しめま
す。読み聞かせにもぴったりの一冊です。

著　バーバラ・マクリントック
絵　バーバラ・マクリントック
訳　福本　友美子
岩波書店
ISBN978-4-00-111236-8
C8798
48頁
1,300円＋税
B5判変型・上製
2013年1月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

イソップのおはなし18
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－推薦目録（出版物）－

　春を待ち続ける、ねずみの親子のあたた
かいお話です。彩り豊かで、美しい絵も楽
しんでください。
　寒い冬、ねずみのオスカーとお父さんは、
毎日食べ物を集めに出かけます。もうすぐ
生まれる赤ちゃんのために、わらも手に入
れなければいけません。しかし納屋には、
ねこが住みついていて、なかなか近寄れま
せん。さまざまな困難に陥りながらも互い
を思いやる家族の姿と、春を迎える喜びを
描いた、心温まるお話です。
　愛らしく、がんばりやのねずみの親子を
通して、周りの人を思いやり、支え合うこ
との大切さを伝えています。愉快で、大人
も子どもも楽しめる作品です。

　今までありそうでなかった、クモの巣の
形からクモの種類がわかる、世界初の「ク
モの巣図鑑」です。
　身近に見られる約40種類のクモの巣を、
形の特徴によって７つに分類。巣の大判写
真、巣をつくったクモを図鑑的に紹介。巣
の検索は、形のほか、巣のある環境や、巣
の大きさでも可能。変わった巣を作るクモ
のほか、何のために巣を作るのか、どうやっ
て巣をつくるのか、クモの糸のふしぎなど、
クモの巣のひみつも大公開しています。
　クモやクモの巣は、あまり歓迎される存
在ではありませんが、本作品を読むと「ク
モってそうなんだ」「巣の作り方ってすご
い」と、すごく興味がわいてきますよ。毒
グモ “ セアカゴケグモ ” も出てきますよ。

著　リリアン・ホーバン
絵　リリアン・ホーバン
訳　みはら　いずみ
のら書店
ISBN978-4-905015-09-3
C8097
55頁
1,300円＋税
A5判
2012年11月発行
対象：小学校低学年

著　　新海　明
写真　谷川　明男
偕成社
ISBN978-4-03-527990-7
C8045
120頁
1,800円＋税
縦22㎝×横15㎝
2013年3月発行
対象：小学校中学年以上

ねずみのオスカーと
はるのおくりもの

クモの巣図鑑～巣を見れ
ば、クモの種類がわかる～

19

20

　ライオンが街へ買い物に出かけますが、
街の人たちに追いかけられてしまいます。
少女アイリスはライオンを助け、お部屋に
隠してあげることに…。
　ぼうしを買いに、街にやってきたライオ
ン。でも街の人たちはライオンをこわがっ
て、追いかけます。アイリスは、庭に逃げ込
んできたライオンを、子ども部屋に隠して
あげることにしました。けれども、そう簡
単にはいきません。大きいし、もじゃもじゃ
だし、重たいし…。眠るともっと重たくな
るみたい！さてアイリスは、いつまでライ
オンをかくしておけるでしょうか…。
　動物と人間の関わりをやさしく、あたた
かな言葉でまとめ上げた作品です。ライオ
ンの愛くるしい表情に心がなごみます。

著　ヘレン・スティーヴンズ
絵　ヘレン・スティーヴンズ
訳　さくま　ゆみこ
ブロンズ新社
ISBN978-4-89309-560-2
C8771
32頁
1,400円＋税
縦25㎝×横27.2㎝
2013年3月発行
対象：幼児

ライオンをかくす
には21

特別推薦
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　植物食恐竜トリケラトプスのツノの化石
には、ティラノサウルスとの戦いの傷跡が
のこるものがあります。そこで、作者は、
子どもを守るために戦ったお父さん恐竜も
いたのではないかと想像をふくらませ、物
語を考えました。
　白亜紀末期、トリケラトプスのお父さん、
お母さん、５頭の子どもたちは、他の家族
と群れをつくって暮らしていました。ある
日、お父さんの昼寝中に、お母さんと子ど
もたちがおいしい草を食べに出かけると、
そこへティラノサウルスが…。
　子どもたちに、化石から想像することの
楽しさを伝えます。また、この絵本のよう
に、恐竜の姿をみることができるのは、化
石をもとにした調査や研究があるからで
す。子どもたちにこのことに気づいてもら
える作品です。

　主人公のフォスターは、いろいろな問題を
抱えながらも、ひたむきに頑張る女の子で
す。はたしてパティシエになれるのか。さ
わやかな感動作品です。
　パティシエになる夢を持つフォスターの
つくるカップケーキは、食べた人を幸せな
気分にしてくれます。そんな彼女は字が読
めません。「いつも学校では、おちこぼれ
でした。でも料理をしているときは、世界
に立ち向かえる、そんな気になれたんです」
と語るフォスター。持ち前の明るさとカッ
プケーキを武器に、自分の未来を切り開い
ていく物語です。
　「大きな問題に立ち向かうときは、どこ
でもいいから、まずスタートすることが大
事よ」「きみらしくやればいいんだ。それ
が一番だよ」心に響く名言が多く、子ども
たちを励ましてくれる作品です。

著　黒川　みつひろ
こぐま社
ISBN978-4-7721-0217-9
C8793
48頁
1,600円＋税
A4判変型（縦28㎝×横22㎝）
2013年6月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

著　ジョーン・バウアー
訳　灰島　かり
小学館
ISBN978-4-09-290573-3
C8097
352頁
1,500円＋税
B6判
2013年6月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

勇者のツノ 
－化石が語るトリケラトプスの話

負けないパティシエ
ガール

22

23

　国家や民族を超えて、人と人の善意や慈
愛の心で、トルコを世界一の親日国にした、
トルコと日本を結ぶ心の物語です。1890
年イスタンブールからやってきた軍艦エル
トゥールル号が帰途、沈没した。大荒れの
夜の海で、串本・紀伊大島の人々が乗員
69名を救助し、イスタンブールへ無事送
り届けた。それから100年後、1985年イ
ラン・イラク戦争で215名の日本人がトル
コの救援機に救われた。日本の感謝の言葉
に対し「トルコ人ならエルトゥールル号の
ことは知っている。恩を少し返ししただけ
です。」こうして、世界一の親日国は誕生
した。
　日本ではあまり知られていないトルコと
日本の胸が熱くなる物語。多くの日本の子
どもたちに読んでもらい、知ってもらいた
いお話です。

著　寮　美千子
絵　磯　良一
小学館クリエイティブ
ISBN978-4-7780-3759-8
C8721
64頁
1,200円＋税
B5判
2013年6月発行
対象：中学生以上

エルトゥールル号の遭難
－トルコと日本を結ぶ心の物語24
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－推薦目録（出版物）－

　子どもたちは学校で長い時間を過ごしま
す。そんな大切な時間に気にかかること、
悩みがあれば、つらいもの。そんな学校で
の様子を描いた作品です。
　校長先生にわたす誕生日のカードを書く
ことになりました。アルフィーはカードに
絵を書きはじめましたが、先生は「絵を描
く前に、字を書きましょう」と言いました。
アルフィーは、先生のお手本を見ながら
ゆっくり書きますが、字の形が上下さかさ
まになったり、左右逆になったりします。

「どうしよう、先生に教えてもらいたいけ
れど…？」アルフィは、胸がどきどきして
きました。
　「字がうまく書けない」、「聞きたくても
聞けない」…。自分ならどうするかな、こ
んな友だちがいたらどうするかな、自分の
身近な問題として考えることができる一冊
です。

　中・東欧で長く語りつがれてきた、お話
16編を、美しい挿絵とともに楽しめる一
冊です。
　旧チェコスロバキア、ルーマニア、旧ユー
ゴスラビア、ポーランド、ハンガリーのふ
しぎな魅力に満ちた昔話16編を収録して
います。表題作「三本の金の髪の毛」をは
じめ、「父さん子と母さん子」、「水底の主
ニッカーマン」、「羊飼いの花たば」、「カエ
ル嫁」、「子どもと馬」など、味わい深く、
親しみやすいお話を、美しくイメージゆた
かな絵で楽しめます。
　王子様やお姫様、魔女などが登場、読み
聞かせにも、子どもたちが自分で読む本と
しても最適な一冊です。

著　クレア・アレクサンダー
訳　福本　友美子
BL 出版
ISBN978-4-7764-0564-1
C8798
24頁
1,400円＋税
縦25㎝×横30㎝
2013年3月発行
対象：幼児

訳　松岡　享子
絵　降谷　なな
のら書店
ISBN978-4-905015-10-9
C8098
263頁
2,000円＋税
A5判
2013年4月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

さかさまになっちゃ
うの

三本の金の髪の毛　
中・東欧のむかしばなし

25

26

　家族で肉屋を営む北出さん一家の食べ物
がどんな過程で作られ、届けられるかを教
えてくれる写真絵本です。
　肉を小売りするだけの肉屋とはちがい、
大阪・貝塚市にある北出精肉店では代々、
牛の飼育から屠蓄（とちく）・精肉までを家
族で営んできた。自分たちが育てた牛の命
をいただくことで、おいしい肉やモツが生
まれる。皮は太鼓の革となってだんじりの
夜に鼓動を響かせる。家族で肉屋を営む北
出さん一家の仕事をていねいに描いてい
ます。
　「命をいただいて生かされている」「生き
ることは命をつなぐこと」に改めて気づき、
命を尊重し、他者を思いやる気持ちを育て
ることが伝わってくる作品です。

著　　本橋　成一
写真　本橋　成一
農山漁村文化協会
ISBN978-4-540-12222-4
C8736
36頁
1,600円＋税
縦26㎝×横21㎝
2013年3月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

うちは精肉店27

特別推薦
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　黒人プロ歌手の第一人者　マリアン・ア
ンダーソンを描いた初の絵本です。黒人差
別とたたかい、黒人音楽家の道をひらいた
ノンフィクション作品です。
　才能、絶え間ない努力、周囲の協力によ
り、プロ歌手として成功を収めたマリアン・
アンダーソン。ヨーロッパでは、その人気
が「マリアン・フィーバー」と報じられ、
トスカーニ氏が「100年に一度の歌声」とた
たえました。根強く残る差別に対し、歌う
ことで、自身の、そして後に続く者の道を
ひらいた黒人プロ歌手を描いた絵本です。
　シンプルな文章と色味をおさえたイラス
トで、歌うことに全身全霊をささげ、静か
にたたかったマリアン・アンダーソンの生
涯を感動的に描いた一冊です。

　魔法使いのメルリックを通して、便利さ
と引き換えにしている大切な何かについて
考えさせられる作品です。
　人間の仕事を何でも魔法でホイホイやっ
てあげていた心優しい魔法使いのメルリッ
ク。そんな彼はいつでも大忙し。一方人間
は、のんべんだらり。ところがある日メル
リックの魔法が底をつき、人間達は大混
乱！久々に自分の手足を使って働いてみる
と、まぬけな失敗ばかり。メルリックは、
魔法大王に「おまえのしたことは、魔法の
むだづかい」と叱られてしまい…。
　現代の私たちは、生活を楽にしてくれる
さまざまな電化製品など「まほうの力」に
頼ってくらしています。この電化製品など
がなかったら？便利な現代に生きる私たち
に、しっかりと向きあって考えて欲しいと
いう決意が感じられる作品です。

著　パム・ムニョス・ライアン
訳　もりうち　すみこ
絵　ブライアン・セルズニック
光村教育図書
ISBN978-4-89572-852-2
C8797
39頁
1,600円＋税
縦27㎝×横32㎝
2013年1月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

著　デビッド・マッキー
訳　なかがわ　ちひろ
光村教育図書
ISBN978-4-89572-854-6
C8797
33頁
1,400円＋税
A4判変型
2013年1月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

マリアンは歌う

メルリック　 
まほうをなくしたまほうつかい

28

29

　東日本大震災の津波から奇跡的に生き抜
いた牛たち。牛のコンテストに挑戦する農
業高校の生徒たちの頑張りを描いた作品
です。
　東日本大震災で、大津波に襲われた宮城
農業高校。教師らは生徒を全員避難させた
あと、大切に育ててきた牛の命も救おうと、
津波の到来直前に牛舎に向かいます…。牛
たちは津波に何キロも流されながらも、奇
跡的に生き残ったのです。勇気ある行動が
起こした奇跡と、その後、校舎や施設がす
べて流され授業もままならない状況で、牛
のコンテストに挑戦していく高校生たちの
姿を描いた、感動の物語です。
　畜産に対する高校生の熱い思い、牛への
あたたかい愛情が伝わる作品です。

著　堀米　薫
佼成出版社
ISBN978-4-333-02592-3
C8336
128頁
1,500円＋税
A5判
2013年3月発行
対象：小学校高学年

命のバトン－津波を生
きぬいた奇跡の牛の物語30

特別推薦
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－推薦目録（出版物）－

　ネコの親子を見守りながら、アメリカへ
渡ってきた「いとこ」の力になろうとがん
ばる少女の姿をいきいきと描く物語です。
　11歳のアナは三人姉妹のまん中。パパ
とママは、ここニューヨークで小さなお人
形屋さんを開きお人形を作って売っていま
す。ある日パパたちのふるさとロシアから、
いとこのタニアが来て、アナの家にしばら
く住むことに。ところが、タニアはうち解
けません。同じ頃、裏のアパートの階段で
のらネコが子ネコを生みました。でも、そ
のアパートに住むいじわるな男の人が、ネ
コたちを追い出してしまい…？
　けっして裕福ではない移民街の職人家
族。だが、大人たちは、より貧しい親戚を
助けようとし、子どもたちは、いとこの心
を開かせようと奮闘する。歴史的な事実が
巧みに織り込まれており、「人のためにで
きることは何か」を、子どもたちに考えさ
せる作品になっています。

　誰にも負けない想像力を持つ、小さくて、
じみなチビウオ。得意なお話を使って、ピ
ンチを切り抜けるゆかいな魚の絵本です。
　チビウオは、ちっちゃくて目立たないさか
な。でも、みんながびっくりするようなお
話を考えるのが大好き。毎朝学校に遅刻し
ては、「おばけイカにつかまっちゃった」「難
破船で宝箱の中にとじこめられて人魚にた
すけてもらっちゃった」と理由を説明します。
ところが、ある朝チビウオは漁師につか
まったあと、迷子になってしまいます。す
ると、聞いたことのあるお話が…？
　本作品の作者と画家による絵本は、世界
で高い評価を得ています。ストーリーは、
子どもたちを励まし、またユーモラスな絵
は、子どもたちの想像力を育て、共感でき
る作品です。

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
ISBN978-4-19-863613-5
C8097
256頁
1,400円＋税
B6判
2013年5月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　ジュリア・ドナルドソン
訳　ふしみ　みさを
絵　アクセル・シェフラー
徳間書店
ISBN978-4-19-863468-1
C8797
32頁
1,500円＋税
縦23㎝×横25.5㎝
2012年8月発行
対象：小学校低学年

お人形屋さんに　
来たネコ

チビウオのウソみた
いなホントのはなし

31

32

　世界で一番大きくなる木、セコイア。そ
の生態及びいろいろな情報を、初歩からか
なり専門的なものまで伝えてくれる科学絵
本です。
　少年がふと手にした本は “ セコイア ” に
ついて描かれたもの。読み進むうちに、不
思議なことが起こり始める。「今あるセコ
イアの木が芽生えたのは、ローマ時代」だ
と知った少年のとなりには、ローマ時代の
人が座っている。本を読みつつ駅を出ると、
そこは、セコイアの森だった…。
　セコイアのすべてを描きだす、新しい視
点で作られた物語です。子どもたちをセコ
イアの深い森へと案内してくれます。

著　ジェイソン・チン
訳　萩原　信介
絵　ジェイソン・チン
福音館書店
ISBN978-4-8340-2657-3
C8745
36頁
1,300円＋税
縦28㎝×横19㎝
2011年11月発行
対象：小学生

セコイア　 
世界でいちばん高い木のはなし33
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　韓国料理を子どもと一緒につくろう！と
いう料理の絵本です。
　チャプチェ、かぼちゃのお粥、プルコギ
…。だんだん身近になってきた韓国料理の
レシピが30種類も！「子どもと一緒に」
がコンセプトなので、料理はどれもシンプ
ルで手元にある調味料で作れます。でも、
味はちゃんと韓国料理！手順もイラストで
紹介され、わかりやすく、「隣の国」の文
化を知るのに、最適な一冊です。
　子どもたちに海外の国に、親しみと興味
を持ってほしい。この思いを実現するのに、

「食べ物」は、最適です。料理を通して、
海外の国に対する子どもたちの思いが変
わっていくかもしれません。

　自然界におけるウンチの循環やその役割
に焦点をあてた絵本です。食物連鎖の一翼
を担う大切な存在だということを、楽しみ
ながら理解できる一冊です。
　いろいろな生きものがウンチをしたまま
では、地球がウンチだらけになってしまう
のでは？誰もが一度は心配したことがある
この疑問について考え、自然の中で分解さ
れ循環していくウンチと、ウンチを活用し
て生きる生きものについて知り、自然界に
おけるウンチの役割について理解を深めま
す。
　ウンチの自然界での役割を通して、現代
の私たちの暮らしを、自然と対比させて考
えさせてくれる作品です。

著　ペ・ヨンヒ
訳　かみや　にじ
絵　チョン・ユジョン
福音館書店
ISBN978-4-8340-2775-4
C8798
64頁
2,000円＋税
縦29㎝×横23㎝
2013年5月発行
対象：小学生
　　　家庭

著　松岡　たつひで
絵　松岡　たつひで
福音館書店
ISBN978-4-8340-8008-7
C8745
40頁
1,400円＋税
A4判変型
縦31㎝×横24㎝
2013年6月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

おいしいよ！はじめてつ
くる　かんこくりょうり

ちきゅうがウンチだ
らけにならないわけ

34

35

　空をとべる男の子の冒険物語で、わくわ
くしながら読み進められます。
　ペーターは、赤ちゃんの時から、しぜん
に空をとべる男の子。あるとき、家族で南
の島に旅行することになり、お父さんとお
母さんは飛行機で、ペーターは、空をとん
でいくことにしました。途中でわたり鳥と
いっしょに旅をします。ところが、鳥をつ
かまえる悪いやつに、一羽がつかまってし
まいました。たいへんだ！みんなで助けに
いかなきゃ！大冒険のはじまりです。
　子どもたちの夢・あこがれ「空をとぶ」
感覚をいっしょに楽しめ、悪いやつを退治
する爽快な物語です。

著　フィリップ・ヴェヒター
絵　フィリップ・ヴェヒター
訳　天沼　春樹
徳間書店
ISBN978-4-19-863640-1
C8797
32頁
1,700円＋税
縦23㎝×横24㎝
2013年7月発行
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年

空とぶペーター36
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－推薦目録（出版物）－

　図書館に児童室を創設した一人の女性の
生涯を通して、図書館児童室の歴史を語る
絵本です。
　19世紀の終わりのアメリカ。女性が自
分の考えで仕事を選ぶことがめずらしかっ
た時代、小さな町に生まれ育ったアン・キャ
ロル・ムーアは、自分の考えをしっかり持っ
た女の子でした。やがて、ニューヨークで
図書館学を学んだのち、ニューヨーク公共
図書館の児童室の創設にたずさわります。
　図書館を子どもたちにも身近な場所にす
るため、努力したひとりの女性の物語です。
親しみやすく、手に取りやすい、教室での
読み聞かせにもぴったりの作品です。

　アフリカの昔ばなしです。作者はアフリ
カの伝統的な親指ピアノ（ムビラ）を使って、
このお話を語り伝えてきたとのことです。
　日照りのサバンナに実る不思議な木の
実。でも、根元に大きなヘビがいて、空腹
の動物たちは、近づく事ができません。ヘ
ビは「木の名前を当てたら、どくよ」と言
います。動物たちは次々に遠くにいるライ
オン王の元へ名前を聞きにいきますが、み
な帰り道に忘れてしまい…。
　本作品の原書には、動物たちが間違える
名前を、アフリカらしい模様の描き文字に
しています。日本語版は、この模様を参考
にして、デザイナー森枝氏によって描き下
ろしています。この描き文字も楽しめる一
冊になっています。

著　ジャン・ピンボロー
訳　張替　惠子
絵　デビー・アトウェル
徳間書店
ISBN978-4-19-863657-9
C8797
41頁
1,600円＋税
A4判変型（29㎝）
2013年8月発行
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

著　ダイアン・ホフマイヤー
訳　さくま　ゆみこ
絵　ビート・フロブラー
光村教育図書
ISBN978-4-89572-858-4
C8797
25頁
1,400円＋税
縦28㎝×横22㎝
2013年5月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

図書館に児童室ができた日 
アン・キャロル・ムーアのものがたり

ふしぎなボジャビのき　
アフリカのむかしばなし

37
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　日本でほとんど紹介されていない、イス
ラエルの翻訳絵本です。夢を愛を伝えてく
れるイスラエルの美しい切り絵絵本です。
　白い紙でできた小さな家に、白い紙から
生まれたひとりの娘が住んでいた。ある日
風にのって、大きな白い紙が一枚とんでき
た。娘はその紙から、気球、帆掛け船…と、
夢見たあれこれを切り抜くが、喜びを分か
ち合える相手がいないと悲嘆にくれる。そ
んな娘の前に、紙のなる木が！　娘が次に
切り抜いたのは、たくさんの生きものと娘
の家にそっくりな家。その家からだれかが
手を振って…。
　胸をゆさぶるファンタジックなストー
リーで、見事な切り絵は、ため息がでるほ
ど繊細で美しい。
年代を超えて、おおいに楽しんでいただき
たい作品です。

著　ナタリー・ベルハッセン
訳　もたい　なつう
絵　ナオミ・シャピラ
光村教育図書
ISBN978-4-89572-859-1
C8797
32頁
1,400円＋税
A4変型判
2013年8月発行
対象：小学校高学年

紙のむすめ39
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　動物たちの表情が豊かに描かれたイラス
ト。言葉のリズムと、くりかえしを楽しむ
絵本です。
　「ちびはち　ちびはち　なんでにげる
の？」「はらぺこがえるが　おってくるか
ら！」はちは、かえるに追いかけられ、か
えるは、へびに追いかけられ、へびは、マ
ングースに追いかけられ…。ジャングルで
くりひろげられる、豊かなおいかけっこ。
ページをめくるごとに新たな動物が現れ、
お話の最後には、あっとおどろく仕掛けが。
　展開の予測は無理なく、物語はテンポよ
く進行しており、子どもたちの想像力をお
おいにはぐくむ楽しい作品です。

　韓国の食文化や庶民の生活の様子を紹介
する絵本です。
　ハンヒはオンマと手をつないで、晩ご飯
のお買い物に出かけました。ハンヒが住む
町には、路地を入ると市場があります。お
店やカラフルなテントが軒を連ね、山盛り
になった果物、地べたに広げられた野菜、
ぴちぴちはねる魚、積み上げられたサンダ
ル…。おいしいもの、おもしろいものがいっ
ぱい！食べ歩きや顔見知りのおばさんとの
おしゃべりも楽しい！
　日本で紹介されることが少ない韓国の翻
訳絵本です。音やにおいまでも想像させる
イラストは何度見ても飽きません。新しい
発見を楽しんでください。

著　エドワード・ギブス
訳　谷川　俊太郎
光村教育図書
ISBN978-4-89572-863-8
C8797
31頁
1,300円＋税
縦21㎝×横27㎝
2013年8月発行
対象：幼児

著　カン・ジョンヒ
訳　おおたけ　きよみ
光村教育図書
ISBN978-4-89572-837-9
C8797
35頁
1,400円＋税
A4変型判
2013年2月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

ちびはち

ハンヒの市場めぐり
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　アメリカ児童文学の不朽の名作が、読み
やすい新訳になり、アメリカを代表する挿
絵画家であるバーバラ・クーニー氏の版画
が、物語をいろどります。
　南北戦争に従軍牧師として父を送った
マーチ家。メグ、ジョー、ベス、エイミー
の四人の姉妹が、愛情深い母親に導かれな
がら、つつましくとも心清らかに成長する
日々を描いています。
　定番の一冊として、子どもたちに、末永
く読み継がれることを願っています。また
クーニー氏の作品で版画はめずらしく、物
語といっしょに楽しんでいただきたいで
す。

著　ルイザ・メイ・オルコット
絵　バーバラ・クーニー
訳　海都　洋子
岩波書店
ISBN上巻978-4-00-114218-1
　　下巻978-4-00-114219-8
C8397
上巻258頁　下巻300頁
上巻700円＋税　下巻720円
＋税
小 B6判
2013年8月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

岩波少年文庫 
若草物語　上・下42
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－推薦目録（出版物）－

　絵本界の巨匠センダック氏の絵の魅力が
たっぷり味わえる絵本になっています。
　きみが海賊と一緒に宝箱を掘りあてた
ら、昼ごはんの合図があった。そんなとき
どうする？きみがこおりの家で肉を食べて
いたら、ホッキョクグマがやってきた。そ
んなときどうする？おかしな場面設定につ
られて、ひねった答えを考えながら頁をめ
くると、意表をつくすました答え。それも
そのはず、これは「紳士淑女のための礼儀
作法の本」なのですから。
　紳士淑女になったつもりで答えを考えて
みましょう。痛快で、読むほうも、読んで
もらうほうも心がはずむ作品になっていま
す。

　スタンプのような数字に、顔や手足を加
えたイラストの主人公たち。楽しいお話で
すよ。
　どの数字とくらべっこをしても、いつも
負けてばかりのゼロくん。誰もいっしょに
あそんでくれません。ところがある日、落
ち込んでいる “ いちくん ” を誘ってドライ
ブに出かけたら、道ばたで “ さんちゃん ”
や “ ななちゃん ” が、おじぎをするではあ
りませんか！ゼロくんがみんなに一目おか
れ、人気者になったわけは？
　ちょっとした発想の転換で物の見え方が
変わるおもしろさがあります。年代を超え
て楽しんでいただきたい作品です。

著　セシル・ジョスリン
絵　モーリス・センダック
訳　こみや　ゆう
岩波書店
ISBN978-4-00-115401-6
C8798
48頁
900円＋税
縦16.1㎝×横20.2㎝
2013年9月発行
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年

著　ジャンニ・ロダーリ
絵　エレナ・デル・ヴェント
訳　関口　英子
岩波書店
ISBN978-4-00-115402-3
C8798
26頁
800円＋税
縦20.2㎝×横16.1㎝
2013年9月発行
対象：小学校中学年

そんなとき　　　
どうする？

ゼロくんのかち

43
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　ツェマック親子がつくった、思わずク
スッと笑ってしまう、楽しい絵本です。
　おひめさまが池にボールをおとしてし
まったり、お店でおつりをなくしてしまっ
たり。はたまた王様の頭に鳥がとまるので、
困って泣いていると、いつもカエルさんが
やってきて、「どうしたのよ？」と助けて
くれます。おひめさまは、ピンクのワンピー
スをきた女の子、おきさき様はエプロンを
したお母さん、王様は格好は立派だけど、
頭のはげたお父さん。
　ツェマック氏の長女が末妹に語り聞かせ
たお話をもとに作られた絵本で、家族みん
なで楽しめる一冊です。

著　ハーヴ＆ケーテ・ツェマック
絵　マーゴット・ツェマック
訳　福本　友美子
岩波書店
ISBN978-4-00-115403-0
C8798
44頁
900円＋税
縦20.2㎝×横16.1㎝
2013年9月発行
対象：幼児

おひめさまとカエ
ルさん45
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　本作品は、ランサムシリーズの６作目で
上下２巻です。今度は高原で、金鉱をさが
す物語です。
　夏、いつもの湖のほとりに集まったツバ
メ号、アマゾン号の乗組員と、Ｄきょうだ
いの八人は、今度は高原で金鉱探しをする
ことに。自分たちのキャンプをはって、ハ
トをとばして連絡をとりあい、大活躍の子
どもたちでしたが、別に金をねらっている
らしい「つぶれソフト」が行く先々にあら
われて…。さあ、夏休みが始まります。
　自分たちのキャンプをはって、金鉱をさ
がす。読者の子どもたちは、自分もやって
みたくて、わくわくする想像の世界に引き
込まれます。

　本作品は、ランサムシリーズの７作目で
上下２巻です。子どもたちが経験する命に
関わる危機に、シリーズのなかでは、もっ
ともスリルに富んだ内容で、手に汗にぎる
作品です。
　河口の町、ピン・ミルにやってきたツバ
メ号の子どもたちは、帆船ゴブリンをあや
つる青年ジムと知り合い、一緒に川を下る
ことに。ところがジムが不在のあいだに、
船はいかりを失い、強風にあおられ、霧の
中を外海に流れ出てしまいます。乗務員は
子どもたちだけ。船を戻そうと必死に努力
しますが、北海をまっすぐ進んでしまいま
す。やがて朝に…。
　今作はシリーズ中、最も主人公たちの成
長が強く感じられる作品となっています。

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
ISBN上巻978-4-00-114180-1
　　下巻978-4-00-114181-8
C8397
上巻326頁　下巻372頁
各760円＋税
小 B6判　並製
2012年10月発行
対象：小学校高学年

著　アーサー・ランサム
訳　神宮　輝夫
岩波書店
ISBN上巻978-4-00-114182-5
　　下巻978-4-00-114183-2
C8397
上巻308頁　下巻310頁
各760円＋税
小 B6判　並製
2013年5月発行
対象：小学校高学年

ツバメ号の伝書バト　
上・下

海へ出るつもりじゃ
なかった　上・下
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　TIME 誌の2012年度の小説第１位に選
ばれるなど高い評価を獲得した、若い世代
も共感しやすく、幅広い読者に受け入れて
もらえる作品です。
　ヘイゼルは十六歳、甲状腺がんが肺に転
移して、もう三年も闘病生活を続けている
が、ある日骨肉腫で片足を失った少年オー
ガスタスと出会い、互いにひかれあう。ヘ
イゼルの愛読書は「至高の痛み」という未
完の小説だった。続きをどうしても知りた
いというヘイゼルの願いを知ったオーガス
タスは、オランダ在住だという作家に、２
人で会いに行こうと思案するが、やがて思
いもよらない展開に…。
　一見重い内容ですが、ユーモアを交えた
テンポのよい文体と絶妙な訳文で一気に読
んでしまいます。そして、二人の言葉の生々
しさ、切実さが読者の心にしっかり残るこ
とでしょう。

著　ジョン・グリーン
訳　金原　瑞人
　　竹内　茜
岩波書店
ISBN978-4-00-116405-3
C8397
338頁
1,800円＋税
四六判
2013年7月発行
対象：高校生

さよならを待つふ
たりのために48
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－推薦目録（出版物）－

　全国学校給食甲子園に密着した著者によ
るノンフィクションの作品です。
　舞台は第七回全国学校給食甲子園。そこ
に出場するのは普段学校給食に携わってい
る栄養士や調理師の皆さん。決勝戦の実況
をベースに、「子どもに安全でおいしいも
のを届けたい」という熱い思いや、給食に
まつわる子どもたちとのエピソードなどを
織り込み、物語は展開していきます。
　子どもたちの健康な体を作るのは、毎日
の食事です。給食は健やかな成長を願う栄
養士・調理師・生産者など様々な人の努力
によって作られていることを知るきっかけ
となる作品です。

　「トリセツ」とは、「取りあつかい説明書」
の略。「図書館のトリセツ」は、図書館の
正しい取りあつかい方を楽しく知るための
本です。
　図書館ってどんなところ？
　図書館の本はどんなふうに並んでいる
の？
　調べ学習や自由研究での図書館の使い方
は？
　小学生が初めて図書館を利用するときの
とまどいや、悩みをすっきり解決します。
　図書館を通して、本と出会い、本と仲良
くなるための方法をイラストやクイズでく
わしく解説する一冊です。

著　こうやま　のりお
講談社
ISBN978-4-06-218231-7
C8095
176頁
1,200円＋税
四六判
2013年8月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

著　福本　友美子
　　江口　絵里
絵　スギヤマ　カナヨ
講談社
ISBN978-4-06-218497-7
C8095
160頁
1,200円＋税
四六判
2013年10月発行
対象：小学校高学年以上

めざせ！給食甲子園

図書館のトリセツ
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　幼いころから動物が好きで、長じて獣医
になった著者。農場に保護鳥であるミサゴ
が巣を作り、この野鳥を純粋に守ろうとす
る子どもたちの物語です。
　スコットランドの農場に住む少年カラム
は、クラスメートのアイオナから、「あな
たの農場には、秘密がある。」と告げられ
ます。なんと保護鳥であるミサゴが、巣を
作っているというのです。少年たちは、母
鳥をアイリスと名付け、そっと見守ろうと
します。
　一羽のミサゴを通して、子どもたちだけ
でなく、大人たち、また海を越えたアフリ
カの人たちへと思いがつながっていく、あ
たたかな物語です。

著　ジル・ルイス
訳　さくま　ゆみこ
絵　平澤　朋子
評論社
ISBN978-4-566-01385-8
C8097
280頁
1,600円＋税
A5（変型）
2013年6月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

ミサゴのくる谷51

特別推薦
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　これは、ある嵐の夜、アフリカの熱帯雨
林の奥深くで生まれたゴリラの女の子の物
語です。
　彼女の名前は、サリー・ジョーンズ。ジャ
ングルで幸せに満ちた生活をおくるサリー
を突然の不幸がおそいます。ゴリラの群れ
を襲った密猟者にとらえられたサリーは、
その後、数奇な運命に翻弄されてゆくので
す。友情と愛情、謎めいた事件、ジャングル
にひそむ悪と裏切り、そしてあこがれと希
望…。サリーは幸せになれるのでしょうか？
　過酷な運命に翻弄されながらも、希望を
持ち続けるサリー、未来を信じる強さを感
じさせます。繊細かつコミカルな雰囲気の
挿絵とともに、子どもから大人まで幅広く
楽しめる一冊です。

　看護師さんに憧れる女の子の気持ちを明
るく描いた作品です。
　クレメンタインは、お誕生日のプレゼン
トにナースの制服と救急セットをもらいま
した。早速、お父さん、お母さん、愛犬ウェ
リントンも診察して包帯を巻いてあげまし
た。ところが、弟のトミーは、「ナースなん
かいらない」と言って診察させてくれませ
ん。そこに、緊急事態発生！トミーが登っ
た木から落ちそうに。クレメンタインが助
けます。トミーは、擦り傷にはじめて包帯
を巻かせてくれました。
　作者のユーモアたっぷりの楽しい文と絵
の魅力があふれ、福本氏の翻訳が読みやす
く、ほのぼのとさせる一冊です。

著　ヤコブ・ヴェゲリウス
絵　ヤコブ・ヴェゲリウス
訳　オスターグレン晴子
福音館書店
ISBN978-4-8340-2610-8
C8798
104頁
2,300円＋税
B 判（変型）
縦27㎝×横18㎝
2013年6月発行
対象：中学生
　　　高校生

著　サイモン・ジェームズ
絵　サイモン・ジェームズ
訳　福本　友美子
岩崎書店
ISBN978-4-265-85047-1
C8798
32頁
1,300円＋税
縦29.7㎝×横22.9㎝
2013年10月発行
対象：幼児
　　　小学校低学年

サリー・ジョーンズの伝説　
－あるゴリラの数奇な運命－

ナースになりたい
クレメンタイン

52

53

　40年近く海外のクワガタムシを追い続
けた著者による、世界の珍しいクワガタム
シの生態の記録です。単なる図鑑ではなく、
文章も充実させ、読み応えある探検記です。
　ニューギニアでのパプアキンイロクワガ
タとの出会いからダーウィンの足跡をた
どって、憧れのチリクワガタ（ダーウィン・
ビートル）の生態を記録するまで。現地の
環境や人々の交流の様子も描かれていま
す。現地で野生の姿を美しく迫力ある生態
写真で示しました。
　著者は、小学四年生の時にダーウィンの

「ビーグル号航海記」を読み、海外への探検
と昆虫に魅了されます。子どもたちに夢を
追い続けることの可能性を伝えています。

著　山口　進
岩崎書店
ISBN978-4-265-04366-8
C8745
48頁
1,600円＋税
縦29.0㎝×横22.4㎝
2013年7月発行
対象：小学校高学年以上

世界クワガタムシ探検記　
－ダーウィン・ビートルを求めて54

特別推薦
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－推薦目録（出版物）－

　虫とりの心得や虫とりに持っていくもの
など、基本的な情報を網羅してます。今森
光彦氏が実際におこなった写真を、分かり
やすく解説つきで掲載しています。
　今森光彦の昆虫教室シリーズ、その１で
す。虫が大好きな写真家・今森光彦氏が、
虫のとり方を紹介。虫とりのちょっとした
コツやまめ知識など情報満載です。また、
虫がすむ自然に目をむけ、生きものにとっ
ての環境の大切さを教えてくれます。
　この本をきっかけに、子どもたちは五感
を使い、虫と知恵くらべをしながら自然や
環境と生きものの関わり、大切さを体験す
ることができます。

　生きている虫を直に観察できることは、
子どもたちの楽しみであり、昆虫の飼育は、
虫とりの好奇心をさらにふくらませます。
そんな子どもたちに向けた虫の本です。
　今森光彦の昆虫教室シリーズ、その２で
す。虫は野外でどんなくらしをしているの
か、人気の虫の面白い生態を写真で紹介し、
また虫の飼い方やカブトムシからアメン
ボ、クモなど、虫のケージに入れるもの、
エサをイラストで分かりやすく解説してい
ます。
　カブトムシ、クワガタムシなど、人気の
虫は、特に卵の生ませ方や羽化の様子など
も掲載しており、子どもたちには楽しくて
興味満載の作品です。

著　今森　光彦
童心社
ISBN978-4-494-01448-4
C8545
48頁
1,750円＋税
縦28.7㎝×横22.2㎝
2013年6月発行
対象：小学生

著　今森　光彦
童心社
ISBN978-4-494-01449-1
C8545
48頁
1,750円＋税
縦28.7㎝×横22.2㎝
2013年6月発行
対象：小学生

今森光彦の昆虫教室　
－とりかた・みつけかた

今森光彦の昆虫教室　
－くらしとかいかた

55

56

　戦後25年くらい経ったころの広島を舞
台に、戦争を知らない被爆二世の中学生が
我が事として戦争を知っていくプロセスを
追っています。
　中学１年生の希未は、灯籠流しの夜に、
見知らぬ老婦人から年齢を問われる。仏壇
の前で涙を流す母。同じ風景ばかりを描く
美術教師。ひとりぼっちになってしまった
女性。そして、思いを寄せた相手を失った
人…。希未は、同級生の友だちとともに、
よく知らなかった“あの日” のことを、周り
の大人たちから聞かせてもらうことに…。
　戦争をまったく知らない世代に対して、
改めて戦争の悲惨さ、恐ろしさ、罪を皮膚
感覚で訴える作品です。

著　朽木　祥
講談社
ISBN978-4-06-218373-4
C8093
192頁
1,300円＋税
四六判
2013年10月発行
対象：中学生

光のうつしえ　 
－廣島　ヒロシマ　広島－57

特別推薦
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　世の中への扉シリーズです。40年以上
スズメバチを研究し続けてきた著者、“ハッ
チー先生 ” こと中村雅雄氏の目を通して描
いています。
　昆虫の生態系のトップに君臨するスズメ
バチ。近年は都市部にも巣をつくり、人を
襲うおそろしい「害虫」として悪名高い存
在。長い間スズメバチを観察し続け、知ら
れざる生態、自然のすばらしさ、環境問題、
人間とスズメバチとの関わりを伝えていき
ます。
　この１冊で、スズメバチ博士になれるだ
けでなく、身近な自然に思いをはせ、生物
多様性、食物連鎖について理解できる作品
です。

　日本の自然のすばらしさを語り続けた冒
険心に満ちたひとりの男性の興味深い半生
を紹介している作品です。
　C・W	ニコル氏が作った「アファンの森」
は2011年に25周年を迎えました。氏の人
生そのものであり、「冒険」「環境保護」「出
会い」「希望」「葛藤」「心・魂」といった多く
の人の心に響くキーワードが結実している
この森について語ることで、氏の冒険に満
ちた半生、森がもたらす喜び、世界的に際だ
つ日本の自然のすばらしさなどを伝えてい
ます。
　日本の自然が、世界的に見ても、いかに
豊かで多様性に満ちているかを表現してい
る作品です。

著　中村　雅雄
講談社
ISBN978-4-06-218288-1
C8045
160頁
1,200円＋税
四六判
2013年6月発行
対象：小学校高学年
　　　中学生

著　C・W	ニコル
講談社
ISBN978-4-06-217679-8
C0095
96頁
1,000円＋税
四六判
2013年3月発行
対象：中学生

世の中への扉　 
－おどろきのスズメバチ－

15歳の寺子屋　 
森をつくる

58

59

　学校と家庭を舞台に、人と人とのつなが
りについて考えさせられる作品になってい
ます。
　中学２年生の男子、橘論

ろん

里
り

は、実母と継
父、妹と暮らしている。ある日、学校から
帰ると、母親が書き置きを残していなく
なっていた。一方、学校では、轟元気と河
上大和、そして水原 白

ましろ

とともに、開校20
周年記念行事の実行委員をやることに。記
念行事はキャンドルナイト。校庭に描くこ
とになった冬の星座に思いをはせながら、
論里は自分と自分をとりまく人たちのこと
を考え始める。
　多感な中学生の複雑な思い、日常生活で
惰性に流されてしまいがちな自分、本当に
大切なものはなんなのかを伝えてくれる作
品です。

著　市川　朔久子
講談社
ISBN978-4-06-218452-6
C8093
256頁
1,400円＋税
四六判
2013年8月発行
対象：中学生

紙コップのオリオン60
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－推薦目録（舞台芸術）－

　シェイクスピア戯曲を、仮面による簡素
な表現、また美術面を駆使し、視覚的に表
現することで、想像力で楽しむ人形劇です。
　ヴェローナの二つの名家、モンタギュー
とキャピュレット。両家には長い争いが続
いていた。ある舞踏会で出会うロミオと
ジュリエット。彼らは対立する両家の青年
と娘であったが、その若さと純粋さゆえに
深い恋に落ちていく。しかしジュリエット
の従兄がロミオの親友を殺害、二人の運命
は狂い始めていく…。
　単純な恋愛悲劇としてではなく、過酷な
社会構造のなかで「生きる」ことをテーマ
としたシェイクスピア作品の魅力が伝わり
ます。

人形劇団ひとみ座
原作　ウィリアム・シェイク

スピア
脚色　森元　勝人
演出　森元　勝人
舞台美術　森元　勝人
人形美術　片岡　昌
音楽　雨宮　賢明
制作　半谷　邦雄
人形劇
80分
対象：中学生
　　　高校生
　　　一般

仮面人形劇　 
「ロミオとジュリエット」1

舞　台　芸　術

　いじめられっこの野ウサギが知恵をはた
らかせて、カバとゾウをやりこめる、アフ
リカの民話をもとに描かれた作品です。
　いつもカバとゾウにいじめられ、うんざ
りしていた野ウサギ。そこで一計を案じた
野ウサギがふたりに綱引き勝負をもちかけ
ますが…。堂々とした体をもちあわせたカ
バとゾウが野ウサギに言いくるめられ、勝
負のゆくえはいかに !?
　バーニンガム氏が描く動物の力強さ、空
を真っ赤に染める夕景、大きな月の下で綱
引きをする大胆な構図…。ダイナミックで
自然の雄大さをみごとに描いた作品です。

著　ジョン・バーニンガム
訳　谷川　俊太郎
BL 出版
ISBN978-4-7764-0568-9
C8798
32頁
1,500円＋税
縦24㎝×横30㎝
2013年3月発行
対象：幼児

つなひき61
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　人形劇は小さいものというイメージがあ
りますが、本劇は人形劇とパントマイム、
クラウンパフォーマンスが融合した新しい
舞台になっています。
　「人間になりたい」と願う。自分を創っ
てくれたジェペットじいさんに会いたいと
懸命に走る。運命や境遇にあやつられるこ
となく、自らの意志で生きていこうとする
人形のピノキオ。そんなピノキオが繰り広
げる冒険は、今を生きる我々に元気と勇気
を与えてくれます。
　何度失敗しても諦めないピノキオの姿を
通して、子どもたちに「失敗しても良い。
失敗から学んで成長していくんだ」と伝え
る作品です。

　音楽会のテーマは「音楽で世界旅行」。
日本を出発して、ヨーロッパやロシア、南
米など世界各国の特徴ある音楽を紹介しな
がら、最後は多国籍ユーモアミュージック
“ 台所コンチェルト（狂騒曲）” で締めくく
ります。
　世界中のみんなが知っているおなじみの
曲を、音楽料理人チンゲンサイ先生が、ス
ペインやアラビア、中国など世界14カ国
の味付けで腕をふるいます。
　この作品は、台所用品を使って演奏する
事により、子どもたちに「楽器がなくても
音楽って出来るんだ」「自分たちでも出来
そう」など、日々の生活の中で自然に音楽
に触れ、興味を持ってもらいたいという気
持ちから生まれました。
　世界の共通語〈音楽〉をギュッと詰め込
んだ作品です。

人形劇団むすび座
原作　Carlo	Collodi
脚色　麻創　けい子
演出　大野　正雄
制作　吉田　明子
人形劇
100分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

アンサンブル・レネット
制作　アンサンブル・レネット
演出　アンサンブル・レネット
音楽　60分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

ピノキオ

アンサンブル・レネットの
“台所コンチェルト（狂
騒曲）”を含む音楽会

2

3

　シェイクスピア作品のストーリーを重視
し、難しい台詞を分かりやすく、ストーリー
が見えるようにして、子どもでも分かる作
品にしています。
　独裁者となる事を恐れられた英雄ジュリ
アス・シーザーは、暗殺される。暗殺に加
わったブルータスは、市民に対し、「シー
ザー暗殺は、ローマの自由のためだ」と説
明、賛同を得るがシーザーの腹心アント
ニーの演説で市民の態度は一変、謀反人と
してローマから追われる。ブルータスは攻
撃の機会を窺い進軍する…。
　スタイリッシュな演出と随所にちりばめ
られた遊び心、子どもだましではない真剣
な姿勢の作品になっています。

華のん企画　子供のための
シェイクスピアカンパニー
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　峰岸　直子
ドラマ
120分
対象：小学校中学年以上
　　　家庭
　　　一般

ジュリアス・シーザー4

特別推薦
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撮影：石川　純
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－推薦目録（舞台芸術）－

　20世紀を代表する絵本作家の代表作を
人形劇にしました。人形の動き、言葉と言
葉の間に心が見える心温まる舞台です。
　がまくんはのんびり屋、かえるくんは
しっかり者。そんな二人が草や花に囲まれ
て暮らしている。がまくんはお手紙をも
らったことがない。悲しい気持ちのがまく
んをかえるくんは、水泳に誘い、二人は川
へ行って楽しんでいます。そこへ森の仲間
たちが集まってきました…。
　がまくんとかえるくんの生き方を、子ど
もたちが自分の目と耳と心で感じ取り、
ゆっくりとしたひとときを過ごしてほしい
と語りかける、心温まる作品です。

　シンプルな舞台ですが、台の傾斜や細や
かな人形遣いにより、狭い空間でもイメー
ジが広くひろがる感動の作品です。
　霊力を無くしたイタコのばばさまのとこ
ろへ、腹を減らした子ギツネがやってきま
す。ばばさまは、ありったけの食い物をあ
げます。子ギツネはお礼に不思議なじょう
るりを聴かせてくれます。やがて子ギツネ
と二人で人々の病気を治し、一緒に暮らす
ようになりますが、ある時姫様の病気を治
せと使いの侍がやってきて…。
　無邪気で清らかな魅力ある子ギツネの
じょうるりを聴きたいと思いませんか。人
形劇であることを忘れてしまうほど引き込
まれてしまいます。

人形劇団ひとみ座
原作　アーノルド・ローベル
脚本　西上　寛樹
演出　西上　寛樹
美術　片岡　昌
音楽　河向　淑子
制作　田坂　晴男
人形劇
50分
対象：幼児
　　　小学生
　　　一般

人形劇じゅごん
原作　さねとう　あきら
脚色　丹下　進
演出　丹下　進
音楽　岩瀬　よしのり
人形劇
50分
対象：小学生以上
　　　家庭
　　　一般

ふたりはともだち

おこんじょうるり

5

6

　ご存知「とんちの一休さん」。ユーモア
たっぷりのとんち話の数々をおもしろく見
ることができる舞台です。
　一休さんが修行している安国寺にお代官
さまがやってきます。お城で将軍さまに披
露したとんち話を聞くためです。仲間の小
坊主たちとお城での話をしますが…。
　また、ある日怪我をした村の儀助どんが
訪ねてきました。大層困っている様子、そ
こへ薬やの久兵衛さんが血相変えて飛んで
きて…。
　舞台が美しく、衣装や音楽もすばらしく、
テーマがしっかりしていて展開も速く、た
だ面白いだけではないストーリーは、子ど
もたちが初めて観る舞台劇としても最適で
す。

劇団芸優座
作者　平塚　仁郎
演出　村田　里絵
音楽監督　浅川　喜雄
制作　伊澤　智子
ドラマ
80分
対象：小学生

一休さん7

特別推薦



－ 32 －

　３つの構成から成る、小さな子どもたち
も楽しめる舞台です。
　「てあそび」は手の色々な表情や形で歌
を歌いながら遊びます。「かみあそび」は
色々な紙で子どもたちと一緒に色々な物を
作ります。ダンボールシアターでは、絵本
に出版されている「ぞうのエルマー」をダ
ンボールで作った「ぞう」で上演します。
　幼児や保育園の乳児たちにも観てもらい
たいと願ってつくられた作品で、子どもた
ちの想像力を大きくふくらませる、遊びが
いっぱいの舞台です。

　楽器も歌も一輪車もダンスもにぎやかな
新作音楽劇です。家族そろって楽しめる舞
台です。
　はらっぱにねころんで、じっと耳をすま
すと、虫たちのおはなしがきこえてきま
す…。オニグモじいさんがきもちよく歌をう
たっていると、バッタの三兄弟のちょうしっ
ぱずれのドラ声が聞こえてきました。はらっ
ぱの静かな一日をわるわるバッタの三兄弟
が邪魔をします…。すると、替え歌ととも
にカナブンのオヤブンが登場。ほんとうの
不良のロックな生き方を語ります。
　身近な虫の生活を擬人化することで、虫
の暮らす自然の厳しさと大切さを伝えま
す。虫たちの小さなささやきや、とんでも
ない大騒ぎなど、心あふれるにぎやかな物
語です。

劇団風の子
原作　「ぞうのエルマー」　　

デビット・マッキー
脚色　小さい劇場班
演出　西川　恵美子
制作　近藤　和美
ドラマ
60分
対象：幼児
　　　小学校低学年

東京演劇アンサンブル
原作者　松居　スーザン
脚本　　篠原　久美子
音楽　　菊池　大成
制作　　太田　昭
　　　　小森　明子
演出　　関根　信一
舞台監督　松下　重人
音楽劇
65分
対象：幼児以上
　　　一般

小さい劇場プログラムＡ　 
てあそび　かみあそび  
ダンボールシアター 

「ぞうのエルマー」

はらっぱのおはなし

8

9

　原作は江戸後期、曲亭馬琴が28年かけて
書いた「南総里見八犬伝」、この作品はジェー
ムス三木氏が人形劇ミュージカルとして脚
本・演出・作詞を担当。若者に通じる舞台
に仕上げました。
　時は室町、落城寸前の館山城。「敵大将
を討った者に姫を与える」敵大将の首をとっ
たのが雑兵八房と知ると、城主里見義実は
約束をたがえるも、姫は約束を守り八房と
共に森へ消える。二年後、討伐隊は八房の
みならず姫の命も奪ってしまう。八人の遺
児たちは遠くに里子に出されるが、二十年
後、水晶玉を持った八人の若者が巡り合い
連合軍と戦う。はたして八犬士の運命は…。
　人形たちがコーラスしながら物語を展開
し、子どもたちを引きつける魅力的な舞台
です。

劇団影法師
原作　曲亭　馬琴
脚本　ジェームス三木
作詞　ジェームス三木
演出　ジェームス三木
音楽　川崎　絵都夫
企画　山崎　靖明
　　　伊東　万里子
人形劇・ミュージカル
140分
対象：小学校中学年以上
　　　一般

大型人形劇ミュージカル　
里見八犬伝10
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－推薦目録（舞台芸術）－

　円・こどもステージは、子どもと大人が
一緒に楽しめる舞台を創ろうと、故岸田今
日子氏が企画し、1981年から毎年クリス
マスの頃に上演を続けています。
　ある村に、まずしくて、運が悪くて、不
幸せな男ワルターが住んでいました。ワル
ターはリンゴの木を一本持っているのです
が、いまだかつてリンゴがなったことがあ
りません。ところが、ある晩その木に一つ
だけ白い花が咲いたのです。「おばけリン
ゴ」をめぐっての騒動がワルターの知らな
い所で起こってゆく…。
　ポーランド生まれの画家ヤーノシュ氏の
絵本「おばけリンゴ」を原作として、詩人
谷川俊太郎さんが自由に脚色して舞台化し
たもので、時代を超えて変わらず楽しめる
舞台です。

　子どもたちの身の回りにあるような、身
近で素朴なものを使って、観客の子どもた
ちと一緒に表現あそびを行い、素敵で小さ
なお芝居をします。
　この舞台は、三部構成で、一部は、「音
あそび、形あそび、ふくろであそぼう」で
手や顔、身体を作って、一緒に表現あそび
をします。二部は「小さなおはなし『どん
ぐりのおはなし』」楽器と歌を使いながら、
身振り手振りの小さなお芝居をします。三
部は、観客と一緒にお芝居をする「いっしょ
にあそぼうペンペロペェー」。
　遊べない子、遊ぼうとしない子が、「こ
の小さなお芝居」と出会い観たり参加する
ことで、いっぺんに遊ぶのが大好きな子に
変わってしまいそうな作品です。

演劇集団　円
原作　ヤーノシュ
脚色　谷川　俊太郎
演出　小森　美巳
制作　桃井　よし子
　　　桐戸　英二
ドラマ
90分
対象：幼児
　　　小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

劇団風の子
制作　前田　朋子
演出　大森　靖枝
ドラマ
60分
対象：幼児
　　　小学校低学年

おばけリンゴ

小さい劇場Ｃプログラム　 
いやだいやだの 
ペンペロペェー

11

12

特別推薦
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映像・メディア等
　被爆地長崎からしか発することができな
い、受難から再生へと至るこの物語によっ
て、日本人として考える機会を与えてくれ
る作品です。
　門田清水は平凡だが幸福な日々を過ごす
女子大生。しかし、母晶子が突然死し、清
水の世界は一変する。清水がデート中に母
から最後の電話があったが、清水は出な
かった。母の突然死を受け入れられず、自
分を責める清水。一方、高森砂織は、幼い
娘を亡くし、一周忌が近づく、そんな中妊
娠が発覚、また子を失うのではないかと恐
れていた。66年前の被爆の影響で…。
　戦後60年以上経った現在でも、原爆の
被害があるという苦悩と現実、そんな中で
それぞれの過去を受け入れ、新しい一歩を踏
み出そうとする人々を描く感動の物語です。

　音楽を通して、人と人が支え合って人生
を歩む喜びを知り、挑戦する勇気、そして
生きる希望が芽生える感動の作品です。
　ロンドン。無口で気難しいアーサーは、
近所でも有名なガンコ者で、唯一、笑顔を
見せるのは、最愛の妻マリオンだけ。病弱
だが陽気なマリオンの趣味は、合唱団 “ 年
金ズ ” で歌うこと。ある日 “ 年金ズ ” が国
際コンクールのオーディションに出場する
ことに。しかし、喜ぶマリオンにガンが再
発したという告知が…。妻の代わりにアー
サーが合唱団へ…。
　大切な人のために、人は変われるのか？
はたしてアンコールはあるのか？
　元気と勇気がわきあがる予想もつかない
結末に涙がとまらない感動の物語です。

パル企画
原作　青来　有一
監督　日向寺　太郎
音楽　小曽根　真
編曲　小曽根　真
脚本　原田　裕文
制作　鈴木　ワタル
ドラマ
98分
対象：高校生
　　　一般

アスミック・エース
脚本　ポール・アンドリュー・
監督　ウィリアムズ
音楽　ローラ・ロッシ
制作　ケン・マーシャル
ドラマ
94分
対象：中学生以上
　　　一般

爆心　長崎の空

アンコール！！

1

2

　障害児の放課後活動等デイサービス事業
を通して、放課後対策の重要性、一般の方々
に発達障害への理解を深めていただくため
のドキュメンタリーです。
　障害児放課後活動を1994年から行って
いる、NPO 法人放課後施設・こぴあクラ
ブ（東京都江東区）での放課後活動の実際
を３年にわたって追ったドキュメンタリー
です。知的や自閉症など障害のある子ども
たちが、豊かな自尊感情を芽生えさせてい
く過程を丁寧に描いた作品です。
　発達障害のある子どもたちの内面がよく
理解でき、笑顔がすばらしく、また、子ど
もたちに向かい合うスタッフの姿に学ぶべ
きものが多い作品です。

ピース・クリエイト
監督　宮崎　信恵
制作　宮崎　信恵
音楽　十河　陽一
ドキュメント
94分
対象：小学校中学年以上

世界一すてきな　　
僕たち私たちへ　 
～響きあい　育ちあう　
発達の芽～

3

特別推薦

Ⓒ2013「爆心　長崎の空」パート
ナーズ

ⒸSteel Mill (Marion Distribution) 
Limited 2012  All Rights Reserved.

Ⓒ2013「世界一素敵な僕たち　私た
ちへ」製作上映委員会
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　デジタル全盛の現代にあって、手影絵と
いう、単純だが奥深い表現の可能性、「身
体性」に立脚した表現の大切さを多くの児
童青少年に伝える作品です。
　数十種類の動物の姿を「手」の影絵だけ
で作り出す、大胆かつ繊細なパフォーマン
スは、多くのフェスティバルで大反響を起
こした。この作品では、「ANIMARE」の知
られざるバックステージにカメラを向け、
創立60周年を記念した三大都市での国内
ツアーや、ブラジル公演出発までの劇団員
たちの姿を追います。
　「この手に、限界はない」を合い言葉に、
日々腕に磨きをかけるメンバーたち。まる
で独立した生き物のようにスクリーンに描
き出されます。おどろきと感動の作品です。

　原作は「パパの木」という児童小説です。
ファンタジーの中に人を勇気づけるメッ
セージが込められています。
　オーストラリアの大自然の中、母ドーン
と父ピーターは４人の子どもたちと幸せに
暮らしていた。ところがある日、ピーター
が心臓発作で死んでしまう。夫の突然の死
により、ドーンは喪失感から子どもたちの
世話どころか日常生活もままならず家族は
すさんだ状態になる。そんなある日８歳の
末娘シモーンは、庭の大きなイチジクの木
を通して父と話ができるという秘密を母に
打ち明ける。
　美しく雄大なイチジクの木を通して描か
れる、大切な人を失った家族に続いていく
人生の物語を、おかしみと優しさで包み込
んだ感動作です。

「影たちの祭り」パートナー
ズ
原作　劇団かかし座
監督　大嶋　拓
音楽　石川　洋光
ドキュメント
88分
対象：幼児以上

新日本映画社
原作　ジュディ・パスコー
監督　ジュリー・ベルトゥ

チェリ
脚本　ジュリー・ベルトゥ

チェリ
制作　Yaël	Fogiel,Sue
　　　Taylor
ドラマ
100分
対象：中学生以上

影たちの祭り

パパの木

4

5

　南大東島が舞台。島に高校はなく、１年
後の15歳の春に島を出て、家族と離れて暮
らさねばならない。15歳という年齢で人生
の岐路に立つ娘と父、母の１年間を描く。
　島に住む仲里優奈は14歳の中学２年生。
父はサトウキビ畑を営み、母は兄や姉が進
学する時、那覇に行ったまま帰らない。会
えない母への思い、淡い初恋、父を残して
那覇に行く罪悪感。そんな中で少女民謡グ
ループ “ ボロジノ娘 ” として優奈は島の民
謡「アバヨーイ（さよなら）」を家族への
想いを込めて唄う…。
　沖縄の離島で、子どもを送り出す親、親
から巣立つ子どもの気持ちに共感せずには
いられない感動作です。沖縄民謡に涙が止
まりません。

ビターズ・エンド
監督　吉田　康弘
脚本　吉田　康弘
音楽　きだ　しゅんすけ
制作　原田　知明
ドラマ
114分
対象：小学校高学年以上

旅立ちの島唄　　　
～十五の春～6

特別推薦

特別推薦
Ⓒ2013「影たちの祭り」パートナーズ

Ⓒphoto : Baruch Rafic - Les Films 
du Poisson / Taylor Media - tous 
droits réservés - 2010

配給　ビターズ・エンド
Ⓒ2012「旅立ちの島唄～十五の春～」

製作委員会
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　2011年３月の原発事故。未曾有の環境
破壊を乗り越えようとする天栄村の農家の
人々の苦悩と勇気と希望を描いた作品で
す。
　福島第一原発から70㎞離れた福島県天
栄村は、里山に囲まれた小さな村。恵まれ
た環境の中で、米のおいしさを競うコン
クールで４年連続金賞を受賞。しかし原発
事故による放射能で田畑は汚染されてしま
う。この土地で生き、田畑を未来にへ引き
継ぐために、国や県に頼らず、立ち上がる
…。
　前向きに原発事故に立ち向かう姿、大地
に生きる農民魂の素晴らしさ、人間の命を
根底から支える農業の大切さが伝わります。

　日本映画史を代表する巨匠・木下惠介監
督の実話を元にした生誕100年記念映画で
す。どんなに辛い時でも、家族の存在や優
しい心が人を救う事を伝える作品です。
　この映画は、戦中、病気で寝たきりの母
を安全に疎開させるために、60㎞の険し
い道のりを17時間かけてリヤカーで運ん
だという若き日の木下惠介氏の実話を基
に、夢を奪われた青年監督と我が子を見守
り続けた母との真実の愛を描いています。
　母の期待を裏切ったふがいなさ、そして
消えることのない映画づくりへの想い。疎
開から数日後、母から渡された一通の手紙
に書かれていたのは…。母とのかけがえの
ない絆を描く感動の物語です。

桜映画社
監督　原村　政樹
脚本　原村　政樹
音楽　徳永　由紀子
制作　桜映画社
ドキュメント
106分
対象：中学生以上

松竹
監督　原　恵一
脚本　原　恵一
音楽　富貴　晴美
制作　「はじまりのみち」制

作委員会
ドラマ
96分
対象：中学生以上

天に栄える村

はじまりのみち

7

8

　スマーフは、世界中で親しまれ愛されて
いる人気キャラクター。そんなスマーフを
実写と CG アニメを融合させて映画化した
シリーズ第２弾です。
　りんご３つ分の背丈の小さな青い妖精ス
マーフ。人々に幸せを運ぶと言われる彼ら
は、妖精の国で仲良く平和に暮らしていた。
しかしある日スマーフの中で唯一の女の子
でモテガールのスマーフェットが邪悪な魔
法使いガーガメルに誘拐されてしまう。華
のパリでアイドル救出作戦。小さな妖精た
ちの大きな冒険がはじまる。
　かわいいスマーフたちが活躍する冒険は、
小さな子どもたちにも大いに楽しめる家族
向けの映画です。キャラクターのかわいさ
もあり、特に女の子は大好きになりますよ。

東和プロモーション
原作　ペヨ
監督　ラージャ・ゴスネル
脚本　J. デビット・ステム
音楽　ヘイター・ペレイラ
制作　ジョーダン・カーナー
実写＋アニメ
105分
対象：幼児以上
　　　家庭
　　　一般

スマーフ29

Ⓒ桜映画社

Ⓒ2013「はじまりのみち」製作委員会

SmurfsTM & c Peyo 2013 Lafig B. 
Movie c 2013 SPAI/CPII. All Rights 
Reserved.
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　人の役に立ち、一生続けられる看護の仕
事。さまざまな看護職が活躍する現場を訪
ね、仕事の魅力を紹介する作品です。
　中学生・高校生や一般の方々（保護者や
学校の先生）に向けて、看護の仕事がいか
にやりがいのある仕事かということを看護
師、保健師、訪問看護師など多様なスタイ
ル、様々な看護の仕事の様子を、現場で働
く看護職の生声（インタビュー）と職場の
撮影を通して、生き生きと伝えています。
　看護職の先輩たちの働く姿を通し、仕事
の魅力を映像で探り、中・高校生がこの作
品を通して、職業選択を考える一つのきっ
かけとなってほしいと思います。

　不可能とされたリンゴの無農薬栽培に取
り組み続けた木村秋則さんの実話を映画
化。
　青森県中津軽郡で生まれた主人公は、リ
ンゴ農家の娘・美栄子と結婚。リンゴの生
産に不可欠な農薬が妻の身体をむしばんで
いることを知り、「リンゴの無農薬栽培」
に挑む。数え切れない失敗や周囲の反対。
それでも信念を持って取り組む姿。そこに
は妻への愛情があった…。
　主人公を支える家族の絆や愛情、家族の
波乱万丈の生き様に感動します。

桜映画社
監督　井手　洋子
　　　陣内　志保
　　　秀高　賢治
音楽　遠藤　春雄
編曲　遠藤　春雄
制作　山田　三枝子
ドキュメント
5分×20テーマ
対象：小学校高学年以上

東宝
原作　石川　拓治
監督　中村　義洋
脚本　吉田　実似
　　　中村　義洋
音楽　久石　譲
制作　臼井　央
ドラマ
129分
対象：小学校高学年以上

キラリ！ 
看護のシゴト

奇跡のリンゴ

10

11

　多くの観客を笑いと涙でやさしく包み込
んだ作品です。
　老人ホームで暮らす仲間たちが、仮装大
賞めざして、おんぼろバスで大脱走！疎遠
になった家族、老いへの不安、そして静か
に余生を過ごすだけの毎日…そんな鬱々と
した日々を飛び越えて、仮装大賞をめざす。
誰にも止められない。いくつになっても、
やりたいことは必ずできる。そうすれば明
日はもっと輝かせられる…。憧れの仮装大
賞へ様々なハプニングを乗り越え、愉快な
時間はこのままずっと続くかのように思え
た。しかし…。
　世界共通の介護問題、家族のあり方につ
いて考えさせられる作品です。

コンテンツセブン
原作　リウ・フェントウ
監督　張楊（チャン・ヤン）
脚本　張楊（チャン・ヤン）
共同脚本　フォ・シン
　　　　　チャン・チョン
音楽　サンパオ
制作　リー・リー
　　　チャン・チアン
　　　アン・シャオフェン
ドラマ
104分
対象：小学校高学年以上

グォさんの仮装大賞12

特別推薦
Ⓒ公益社団法人日本看護協会

奇跡のリンゴ（特典DVD付2枚組）
DVD発売中
￥4,700+税
発売・販売元：東宝

『グォさんの仮装大賞』
Ⓒ2012 Desen International Media 

Co.,Ltd
コンテンツセブン
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　この映画は、子どもに対する愛情、責任
感を持つ教師が真の教育で学生との信頼関
係を構築する過程を描いています。
　ヤクザの世界に身をおきながらも天性の
歌声を持ち、夢を信じ続けた高校生と、夢
破れ漫然と日々を過ごしていた音楽教師。
二人の出会いが、今、希望と奇跡をつなぐ…。
　ヤクザから世界的なオペラ歌手にまで上
りつめた実在の人物　” キム・ホジュン ”
のドラマチックな人生を映画化しました。
　夢中になれるものを見つけ、全力投球し
た結果、その正否にかかわらず得られる満
足感の大きさや幸福感の大切さを感じてほ
しい作品です。

　原作は、2013年新潮社「高校生に読ん
でほしい50冊」選定作品、「新潮文庫の
100冊」選定作品であり、“ 女子が男子に
読んでほしい恋愛小説№１” として累計発
行部数60万部を超える越谷オサム氏の小
説です。
　中学時代の初恋の相手・真緒と10年ぶ
りに再会した会社員の浩介。二人は再び恋
に落ちるが、彼女には “ 不思議な秘密 ” が
あって…。ラストシーンは最高です。
　誰もが体験する初恋の気持ちと、想い続
けることの大切さが描かれ、恋愛小説であ
りながら、ファンタジー要素が含まれてお
り、小学生からお年寄りまでが感動と共感
を覚える作品です。

コンテンツセブン
監督　ユン・ジョンチャン
ドラマ
127分
対象：高校生以上

アスミック・エース
原作　越谷　修
監督　三木　孝浩
脚本　菅野　友恵
　　　向井　康介
音楽　mio-sotido
ドラマ
129分
対象：小学校高学年以上

パパロッテイ

陽だまりの彼女

13

14

　北海道オホーツク。キタキツネの家族が
厳しい自然の中でたくましく生き、悦び、傷
つく姿を描く。1978年国民的大ヒットし
た「キタキツネ物語」を再編集した作品です。
　フレップは、流氷に乗ってやって来た。
彼はこの地で愛する妻と出会い、５匹の子
に恵まれた。大自然、そして人間が容赦な
く命を奪いにくるなか、家族を守るため身
を挺して戦う父フレップ。子どもが育つ喜
び、最愛の妻を失う悲しみ、そして子ども
たちとの容赦ない別れ…。野生に生きる本
当の家族の姿を壮大なスケールで描かれて
います。
　すべての人間に生きることの厳しさ、残
酷さを教えてくれる、荒々しい魅力とその
迫力。この感動は現代の子どもたちの心に
残ります。

アスミック・エース
原作　高橋　健
監督　三村　順一
脚本　三村　順一
　　　嶋田　うれ菜
音楽　渡辺　俊幸
編曲　渡辺　俊幸
制作　柳内　光子
ドキュメント・ドラマ
97分
対象：小学校低学年以上

キタキツネ物語15

特別推薦

Ⓒ2013 KM CULTURE ALL RIGHTS 
RESERVED.

Ⓒ2013『陽だまりの彼女』製作委員会

Ⓒ1978,2013 SANRIO CO.,LTD. 
TOKYO,JAPAN
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　中学生の将来の進路学習について、生徒
と親が一緒に視聴できるよう、アニメー
ションにより、親子が学んでいく様子を映
像化したドキュメンタリーです。
　子どもから大人へと成長する過程にある
中学生。将来の進路が形成されつつある大
事な時期。この作品では、中学校３年間を
通して行われる進路学習（１年生職場訪問、
２年生職場体験、３年生高校入試対策）に
ついて、中学生の “ さやか ” とその母親の
会話を通して伝えています。
　自分の将来は自分の意志と責任で選択す
ることを子ども自身に気付かせてくれま
す。

　DVD、CD-ROM２枚組・全３巻のシリー
ズ。現在、小学校では、キャリア教育（社
会で自立するために必要な勤労観や職業観
を養う教育）の重要性が叫ばれています。　
視聴する子どもたちが働くことの意味を考
え、「生きる力」を身につけていく内容に
なっています。
　全３巻のシリーズ、その１。低学年へ向
けた本作品は、学校の中で感じられる（先
生の仕事や、クラスの係など）や町の中で
の「しごと」について学び、働くことその
ものを理解させる内容になっています。
　合間、合間に問いかけを挿入し、子ども
たちにしっかりと考えさせる構成になって
います。

映学社
原作　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　佐野　洋
ドキュメント
22分
対象：中学生
　　　家庭

映学社
原作　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　佐野　洋
ドキュメント
11分
対象：小学校低学年

親子で考えよう　
中学生からの進路

どんなかかりや　　
しごとがあるのかな？

16

17

　全３巻のシリーズ、その２。中学年へ向
けた本作品は、働くことについての心構え
とは何かを学ぶため、職場体験を行う子ど
もたちの様子をとらえた内容になっていま
す。
　町の人たちは、快適な生活を送るために、
自分の仕事に対して、どんな心がまえを
持っているのでしょう。町の中の仕事、体
験学習を通して、色々な生き方を考えてい
きます。
　子どもたちが、実際に働いてみることで、
仕事を通した色々な生き方をも学ぶことが
できます。

映学社
原作　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　佐野　洋
ドキュメント
15分
対象：小学校中学年

はたらく人たちに
学ぼう！18
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　全３巻のシリーズ、その３。高学年へ向
けた本作品は、働く人が思うこととは何か
を調べる様子をとらえた内容になっていま
す。
　私たちの毎日の暮らしは、どんな人たち
によって支えられているのだろう。働く人
たちの様子を見学したり、話を聞いたりし
て、働く人たちは、どんな考えや思いを持っ
ているのか学んでいきます。
　宇宙飛行士の向井千秋さんや、スポーツ
キャスター舞の海さんへのインタビューを
通して、夢をかなえるために必要なことを
教えてくれます。

　DVD 全３巻シリーズは、平成24年から
始まった「くすり教育」に合わせ、小・中・
高校生向けに、医薬品の正しい知識を身に
つけてもらう目的で制作されました。
　全３巻シリーズ、その１。小学生向けの
本作品は、くすりのキャラクター「クスタ
ロウ」を案内役にして子どもたちの興味を
引き、また、同年代の主人公とその母親が
登場するドラマ仕立てにしており、子ども
たちが十分に理解しやすい内容になってい
ます。
　小学５年生の健太君が、発熱で学校を休
み、一人で留守番をしながら、母の帰りを
待ちます。その時、夢の中に薬のクスタロ
ウが登場、薬の正しい知識を健太君に教え
ます。
　その後、薬に興味を持った健太君が、学
校の薬剤師を訪ね、さらに薬の正しい使い
方を学んでいきます。

映学社
原作　髙木　裕己
脚本　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　佐野　洋
ドキュメント
18分
対象：小学校高学年

映学社
原作　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　細見　吉夫
脚本　細見　吉夫
ドキュメント
16分
対象：小学生
　　　一般

夢や希望を　　　
ハッキリさせよう！

くすりをのむとき
のやくそく

19

20

　全３巻シリーズ、その２。中学生向けの
本作品は、同年代の出演者によるドラマと
解説を織り交ぜて、わかりやすい内容に
なっています。
　中学３年生野球部の健介君が、教室でお
なかが痛くなり保健室へ。養護教員は、む
やみに薬を欲しがる健介君に、薬を使う場
合には、正しく知っておくべき事がたくさ
んあることを告げ、横になって休むことを
すすめます。その後、自然に治った健介君
は、仲間と共に薬の説明書に書いてあるこ
とに興味を持ち、学校の薬剤師に話を聞き
ながら、薬の正しい使い方を調べていきま
す。

映学社
原作　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　細見　吉夫
脚本　細見　吉夫
ドキュメント
16分
対象：中学生

調べてみよう！　
薬の正しい使い方21
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－推薦目録（映像・メディア等）－

　全３巻シリーズ、その３。高校生向けの
本作品は、薬について、より理解を深める
構成として、薬の開発の歴史や、現在の薬
の開発や承認審査の流れなどをたどりなが
ら、薬についての知識を深める内容になっ
ています。
　科学部員の生徒４人が、文化祭で医薬品
をテーマに発表することになり、そのテー
マを調査研究する過程の中で、医薬品の正
しい知識を身につけていく構成になってま
す。

　「王様シリーズ」約50作品、累計販売数
600万部以上。ちょっとナンセンスでユー
モアたっぷりの名作です。図書館でも人気
の高いロングセラー児童文学。今回初のテ
レビアニメーションを制作しました。
　本作品は、どこかの国に住む、どこかの
“ 王さま ” が主人公。たまごが大好き、遊
びが大好き、勉強は大嫌い。くいしんぼう
でわがままばっかり、いばっていますが、
でもどこか憎めない。あ！だれかさんに
そっくり。どこのおうちにも、こんな王さ
まがひとり、いるんですって。
　絵本の風合いを生かしつつアニメ化した
もので、情報あふれる21世紀に生まれ育
つ子どもたちに考えさせる大人気アニメー
ションです。

映学社
原作　髙木　裕己
制作　髙木　裕己
監督　細見　吉夫
脚本　細見　吉夫
ドキュメント　　
19分
対象：高校生

リアルコーヒーエンタテイン
メント
原作　寺村　輝夫
　　　和歌山　静子
監督　堀内　隆
音楽　村松　健
アニメ
30分
対象：幼児
　　　小学校低学年

もっと深めよう　
医薬品のこと

ぼくは王さま

22

23

　奴隷の子として生まれ、自力でホワイト
ハウスの執事まで上り詰めたセシル。めま
ぐるしく変わるアメリカを見続けた男は、
大統領に仕えるその立場ゆえ、家族と共に
歴史の波に飲み込まれていく。
　黒人差別が日常で行われていた時代のア
メリカ南部、幼いセシルは、両親と綿花畑
で奴隷として働いていた。しかし、ある事
件で親を失い、ハウス・ニガー（家働きの
奴隷）として雇われる事に。努力の末、見
習いから高級ホテルのボーイになった青年
は、その仕事ぶりが認められ、ホワイトハ
ウスの執事となる。ケネディ暗殺、ベトナ
ム戦争…アメリカが大きく揺れ動いていた
時代。それらを最前線で見続けることと
なったセシル。
　本作品の歴代の大統領の執事となった黒
人セシルの人生を通して、アメリカの歴史、
家族、差別、戦争について、改めて子ども
たちに問いかける作品です。

アスミック・エース
監督　リー・ダニエルズ
脚本　ダニー・ストロング
音楽　ロドリーゴ・レアン
制作　パメラ・オアス・ウィ

リアムズ
ドラマ
132分
対象：小学校高学年
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

大統領の執事の涙24

Ⓒ寺村輝夫・和歌山静子／理論社・王
さまプロジェクト2013

Ⓒ2013,Butler Films,LLC.All Rights 
Reserved.
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　ふるさとの地域に根づいた民話や昔話を
１回の放映で３話（１話約７分）で構成し
た TV アニメシリーズです。作品ごとに個
性あふれるアニメ作家を起用した多彩な番
組です。
　東日本大震災後、日本の再生に向けて、
人々をいやし、元気づけ、子どもたちの未
来の為に何かを伝えたいという使命感か
ら、「まんが日本昔ばなし」のスタッフが
再結集して制作した番組です。
　大人から子どもまで幅広く楽しめる内容
であり、番組を通し、物語の中の絆、思い
やりなど、子どもたちに大いに感じてほし
い作品です。

トマソン
監督　鈴木　卓夫
脚本　平柳　益実
　　　並木　さとし
　　　照沼　まりえ
音楽　後藤　慶一
　　　後藤　加寿子
制作　沼田　かずみ
アニメ
30分
対象：幼児
　　　小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

ふるさと再生　　
日本の昔ばなし25

特別推薦
Ⓒテレビ東京・博報堂・トマソン
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－特別推薦一覧－

平成25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 アンコール！！ アスミック・エース
中 学 生 以 上
一 般

4 影たちの祭り 「影たちの祭り」パートナーズ 幼 児 以 上

6 旅立ちの島唄～十五の春～ ビターズ・エンド 小学校高学年以上

10 キラリ！看護のシゴト 桜映画社 小学校高学年以上

14 陽だまりの彼女 アスミック・エース 小学校高学年以上

25 ふるさと再生　日本の昔ばなし トマソン

幼 児
小 学 生
中 学 生
高 校 生
家 庭 ・ 一 般

（３）映像・メディア等（６点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象

2 ピノキオ 人形劇団むすび座
幼 児 以 上
家 庭 ・ 一 般

3
アンサンブル・レネットの
“ 台所コンチェルト（狂騒曲）” を含む音楽会

アンサンブル・レネット
幼 児 以 上
家 庭 ・ 一 般

5 ふたりはともだち 人形劇団ひとみ座
幼 児
小 学 生
一 般

9 はらっぱのおはなし 東京演劇アンサンブル
幼 児 以 上
一 般

11 おばけリンゴ 演劇集団円

幼 児
小 学 生
中 学 生
高 校 生
家 庭 ・ 一 般

（２）舞台芸術（５点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等

1 ゾウの森とポテトチップス そうえん社
小 学 校 中 学 年
小 学 校 高 学 年

（著）横塚　眞己人

19 ねずみのオスカーとはるのおくりもの のら書店 小 学 校 低 学 年
（著）リリアン・ホーバン
（絵）リリアン・ホーバン
（訳）みはら　いずみ

27 うちは精肉店
農山漁村文化
協会

小 学 校 中 学 年
小 学 校 高 学 年

（著）　本橋　成一
（写真）本橋　成一

28 マリアンは歌う
光村教育図
書

小 学 校 高 学 年
中 学 生

（著）パム・ムニョス・ライアン
（訳）もりうち　すみこ
（絵）ブライアン・セルズニック

51 ミサゴのくる谷 評論社
小 学 校 高 学 年
中 学 生

（著）ジル・ルイス
（訳）さくま　ゆみこ
（絵）平澤　朋子

52
サリー・ジョーンズの伝説　
－あるゴリラの数奇な運命－

福音館書店
中 学 生
高 校 生

（著）ヤコブ・ヴェゲリウス
（絵）ヤコブ・ヴェゲリウス
（訳）オスターグレン晴子

55
今森光彦の昆虫教室　
－とりかた・みつけかた

童心社 小 学 生（著）今森　光彦

56
今森光彦の昆虫教室　
－くらしとかいかた

童心社 小 学 生（著）今森　光彦

（１）出版物（８点）
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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、



－ 45 －

－児童福祉文化賞－

合計 178 点の文化財が奨励賞として表彰されています。

　第 56 回を数えた本年度も、平成 26（2014）年 5 月９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 26 年４月 29 日（火）に明治安田生

命ビルで行われました。

２　平成 26 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、賞金は一点につき 70 万円を授与）

（１）出版物部門

作品名　今森光彦の昆虫教室　－とりかた・みつけかた

　　　　今森光彦の昆虫教室　－くらしとかいかた

受賞者　今森　光彦

　　　　童心社

（２）舞台芸術部門

作品名　ピノキオ

受賞者　人形劇団むすび座

（３）映像・メディア等部門

作品名　ふるさと再生　日本の昔ばなし

受賞者　トマソン

（４）特別部門

活動内容　長年にわたって、童謡、唱歌、子どものうたを歌い続け、児童の健全育成に

貢献してきた活動

受賞者　　眞理　ヨシコ

３　平成 26 年度児童福祉文化賞推薦作品

（受賞作品は 6 点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．ゾウの森とポテトチップス　　そうえん社　

２．ねずみのオスカーとはるのおくりもの　　のら書店

３．うちは精肉店　　農山漁村文化協会

４．マリアンは歌う　　光村教育図書

５．ミサゴのくる谷　　評論社
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６．サリー・ジョーンズの伝説　－あるゴリラの数奇な運命－　　福音館書店

（２）舞台芸術部門

（受賞作品は 4 点、大臣賞状と盾を授与）

１．アンサンブル・レネットによる “ 台所コンチェルト ( 狂騒曲 )” を含む音楽会	　　	　

アンサンブル・レネット

２．ふたりはともだち　　ひとみ座

３．はらっぱのおはなし　　東京演劇アンサンブル

４．おばけリンゴ　　演劇集団円

（３）映像・メディア等部門

（受賞作品は 5 点、大臣賞状と盾を授与）

１．アンコール！！　　アスミック・エース

２．影たちの祭り　　「影たちの祭り」パートナーズ

３．旅立ちの島唄～十五の春～　　ビターズ・エンド

４．キラリ！看護のシゴト　　桜映画社

５．陽だまりの彼女　　アスミック・エース
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