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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（35頁参照）とします。

　福祉文化分科会において推薦された児童福祉文化財は、社会保障審議会の会長の同意により、社会保障審

議会における推薦となります。

（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。
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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 26 年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

14,804 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、1,724 点となっ

ています。（出版物 1,079、舞台芸術 272、映像・メディア等 373）

　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26年度児童福祉文化財推薦目録

番号 特別
推薦 作　品　名 申　請　者 発行年月 著者／訳者／絵画

規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

1 三千と一羽がうたう卵の歌 さ・え・ら書房 2014年 1月 著者：ジョイ・カウリー	
訳者：杉田七重	
絵画：デヴィッド・エリオット

190P 1,400 小学校高学年

2 新版戦火と死の島に生きる 偕成社 2013年 8月 著者：菅野静子 324P 800 高校生

3 雪のおしろへいったウッレ 徳間書店 2014年 2月 著者：エルサ・ベスコフ
訳者：石井登志子
絵画：エルサ・ベスコフ

31P 1,400 幼児
小学校低学年
小学校中学年

4 こねこのレイコは一年生 のら書店 2014年 2月 著者：ねぎしたかこ
絵画：にしかわおさむ

127P 1,200 小学校低学年
小学校中学年

5 はじめての北欧神話 徳間書店 2014年 3月 著者：菱木晃子
絵画：ナカムラジン

160P 1,300 小学校中学年

6 おやすみおやすみ 岩波書店 2014年 3月 文：シャーロット・ゾロトウ
訳者：ふしみみさを
絵画：ウラジーミル・ボブリ

32P 1,400 幼児

7 ○ 世界のともだち（第1期全12巻）
01．ルーマニア	－アナ・マリアの手づくり生活
02．韓国	－ソウルの下町っ子ピョンジュン
03．ブラジル	－陽気なカリオカミゲル
04．フィンランド	－雪と森の国のカオリ
05．モンゴル	－草原でくらすバタナー
06．アメリカ	－西海岸の太陽とコリン
07．ネパール	－祈りの街のアヌスカ
08．ケニア	－大地をかけるアティエノ
09．バングラデシュ	－わんぱくアシフと青い自転車
10．フランス	－おしゃれ大好き！プリュンヌ
11．ベトナム	－ふたごのソンとチュン
12．カンボジア	－スレイダー家族と生きる

偕成社
2013年
2013年
2013年
2013年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年

12月
12月
12月
12月
2月
2月
2月
2月
3月
3月
3月
3月

写真・文
長倉洋海
裵昭
永武ひかる
松岡一哲
清水哲朗
鈴木智子
公文健太郎
桜木奈央子
石川直樹
MIKAPOSA
鎌澤久也
古賀絵里子

各
40P

1,800 小学校中学年
小学校高学年

世界のともだち（第2期全12巻）
13．メキシコ	－織物の町の少女リセット
14．南アフリカ共和国	－シフィウェ夢はサッカー選手
15．タイ	－バンコクの都会っ子ヌック
16．ペルー	－アマゾンの生まれのウリーセス
17．イスラエル	－小さな芸術家シラ
18．パレスチナ	－聖なる地のルールデス
19．インド	－アルナブ世界をめざす
20．フィリピン	－棚田の町のネリ
21．ブータン	－リクソルと伝統のくらし
22．中国	－ニーハオ！わたしはチューチン
23．イギリス	－元気にジャンプ！ブルーベル
24．トルコ	－エブラールの楽しいペンション

偕成社
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2014年
2015年
2015年
2015年
2015年
2015年

9月
9月
10月
10月
11月
11月
12月
3月
1月
1月
2月
2月

長倉洋海
船尾修
ERIC
鈴木智子
村田信一
村田信一
桃井和馬
石川直樹
齋藤亮一
片野田斉
加瀬健太郎
林典子

各
40P

1,800 小学校中学年
小学校高学年

8 動物たちのビックリ事件簿全4巻
1．春の野山で大いそがし
2．夏の夜のふしぎなできごと
3．実りの秋のごちそうバトル
4．冬にみつかるおもしろサイン

農文協 2014年 2月 写真・文：宮崎学 各
36P

2,400 小学校中学年
小学校高学年

9 こうさぎと4ほんのマフラー のら書店 2013年12月 著者：わたりむつこ
絵画：でくねいく

40P 1,600 幼児
小学校低学年

10 ひみつの海	上・下 岩波書店 2013年11月 著者：アーサー・ランサム
訳者：神宮輝夫

上
334P
下
340P

760 小学校高学年

11 マッテイのうそとほんとの物語 岩波書店 2013年10月 著者：ザラー・ナオウラ
訳者：森川弘子

168P 1,600 小学校高学年

12 槍ヶ岳山頂 ＢＬ出版 2014年 2月 著者：川端誠
絵画：川端誠

40P 1,600 小学校中学年
小学校高学年

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

規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

13 ソフィーのやさいばたけ ＢＬ出版 2014年 6月 著者：ゲルダ・ミューラー
訳者：ふしみみさを
絵画：ゲルダ・ミューラー

34P 1,700 小学校中学年
以上

14 14歳、ぼくらの疾走〈マイクとチック〉 小峰書店 2013年10月 著者：ヴォルフガング・ヘルンドルフ
訳者：木本栄
装画：ミヒャエル・ゾーヴァ

311P 1,600 中学生・高校生

15 ◯ 田んぼの不思議 小峰書店 2013年11月 著者：安室知 167P 1,400 小学校高学年
以上

16 ガマ
遺品たちが物語る沖縄戦

講談社 2014年 6月 著者：豊田正義 190P 1,300 中学生

17 泥だらけのカルテ
家族のもとに遺体を帰しつづける歯科医
が見たものは？

講談社 2014年 2月 著者：柳原三佳 174P 1,200 小学校高学年
中学生

科学のアルバム・かがやくいのち
第1期全4巻

1　カブトムシ　－昆虫と雑木林－ あかね書房 2010年 3月 写真：海野和男
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500 小学校中学年
以上

2　ダンゴムシ　－落ち葉の下の生き物－ 写真：皆越ようせい
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

3　トンボ　－水生昆虫と水辺－ 写真：中瀬潤
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

18 4　ミツバチ　－花にあつまる昆虫－ 写真：藤丸篤夫
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

第2期全4巻

5　イルカ　－海でくらす哺乳類－ あかね書房 2011年 3月 写真：南俊夫
監修：水口博也
文：大木邦彦

64P 2,500 小学校中学年
以上

6　ヤドカリ　－しおだまりの生き物－ 写真：草野慎二
監修：武田正倫
文：大木邦彦

64P 2,500

7　カエル　－両生類と水辺の生き物－ 写真：関慎太郎
監修：福山欣司
文：大木邦彦

64P 2,500

8　ゴーヤ　－ツルレイシの成長－ 写真：亀田龍吉
監修：白岩等
文：大木邦彦

64P 2,500

第3期全4巻

9　ダイズ　－豆の成長－ あかね書房 2012年 3月 写真：中島隆
監修：白岩等
文：大木邦彦

64P 2,500 小学校中学年
以上

10　メダカ　－小川や田んぼにすむ魚－ 写真：草野慎二
監修：松浦啓一
文：大木邦彦

64P 2,500

11　アゲハチョウ　－完全変態する昆虫
－

写真：伊藤ふくお
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

12　ツバメ　－春にくる渡り鳥－ 写真：亀田龍吉
監修：西海功
文：大木邦彦

64P 2,500

第4期全4巻

13　ミミズ　－土をつくる生き物－ あかね書房 2013年 3月 写真：皆越ようせい
監修：中村好男
文：大木邦彦

64P 2,500 小学校中学年
以上

14　タンポポ　－風でたねを飛ばす植物－ 写真：渡邉弘晴
監修：小川潔
文：伊地知英信

64P 2,500
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－推薦目録（一覧表）－

番号 特別
推薦 作　品　名 申　請　者 発行年月 著者／訳者／絵画

規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

18 15　オオカマキリ　－狩りをする昆虫－ 写真：森上信夫
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

16　サツマイモ　－いもの成長－ 写真：亀田龍吉
監修：白岩等
文：大木邦彦

64P 2,500

第5期全4巻

17　ミジンコ　－水の中の小さな生き物－ あかね書房 2014年 3月 写真：森文俊
監修：武田正倫
文：大木邦彦

64P 2,500 小学校中学年
以上

18　カ　－ヤブカの一生－ 写真：高嶋清明
監修：岡島秀治
文：大木邦彦

64P 2,500

19　ミニトマト　－実のなる植物の成長－ 写真：亀田龍吉
監修：白岩等
文：大木邦彦

64P 2,500

20　イネ　－米ができるまで－ 写真：飯村茂樹
監修：白岩等
文：大木邦彦

64P 2,500

19 サマセット四姉妹の大冒険 ほるぷ出版 2014年 6月 著者：レズリー・M・M・ブルーム
訳者：尾高薫
絵画：中島梨絵

303P 1,600 小学校高学年
中学生

20 12種類の氷 ほるぷ出版 2013年 9月 文：エレン・ブライアン・オベッド
訳者：福本友美子
絵画：バーバラ・マクリントック

64P 1,200 小学校高学年
以上

21 こぶたのぶうくん 鈴木出版 2014年 7月 著者：小沢正
絵画：井上洋介

80P 1,200 幼児
小学校低学年

22 六千人の命を救え！
外交官・杉原千畝

PHP研究所 2014年 8月 著者：白石仁章 159P 1,400 小学校高学年
中学生

23 伝説のエンドーくん 小学館 2014年 4月 著者：まはら三桃 272P 1,400 中学生

24 ふるさとにかえりたい
リミヨおばあちゃんとヒバクの島

子どもの未来社 2014年 2月 写真：島田興生
文：羽生田有紀

32P 1,500 小学校高学年

25 石の卵 福音館書店 2014年 5月 文・写真：山田英春 40P 1,300 小学校中学年
以上

26 育てて、発見！「ゴーヤー」 福音館書店 2014年 6月 文：真木文絵
写真・絵：石倉ヒロユキ

32P 1,200 小学校中学年

27 育てて、発見！「トマト」 福音館書店 2014年 3月 文：真木文絵
写真・絵：石倉ヒロユキ

32P 1,200 小学校中学年

28 いちばんでんしゃのうんてんし 福音館書店 2013年11月 文：たけむらせんじ
絵画：おおともやすお

32P 1,300 幼児
小学校低学年

29 アジア動物探検記 福音館書店 2014年 2月 著者：飯島正広 176P 3,900 幼児・小学生・
中学生・高校生・
家庭・一般

30 北加伊道
松浦武四郎のエゾ地探検

ポプラ社 2014年 6月 文・型染版画：関屋
敏隆

44P 1,600 小学校高学年以
上

31 ジェドおじさんはとこやさん 汐文社 2014年 3月 著者：マーガリー・キング・ミッチェル
訳者：渋谷弘子
絵画：ジェームズ・ランサム

34P 1,600 小学校中学年

32 ○ 大力のワーニャ 岩波書店 2014年 6月 著者：オトフリート・プロイスラー
訳者：大塚勇三
さし絵：堀内誠一

294P 720 小学校中学年
以上

33 ペニーさんのサーカス 徳間書店 2014年 7月 著者：マリー・ホール・エッツ
訳者：松岡享子
絵画：マリー・ホール・エッツ

64P 1,400 小学校低学年
小学校中学年
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番号 特別
推薦 作　品　名 申　請　者 発行年月 著者／訳者／絵画

規　格
頁数・定価
（税別）

対　象

34 はじめてのギリシア神話 徳間書店 2014年 5月 文：尾高薫
絵画：堀川理万子

128P 1,300 小学校低学年
小学校中学年

35 子どもと話す
マッチョってなに？

現代企画室 2014年 6月 著者：クレマンティーヌ・オータン
訳者：山本規雄
装幀・イラスト：
　　　泉沢儒花

136P 1,200 高校生

36 わたしの心のなか 鈴木出版 2014年 9月 著者：シャロン・Ｍ・ドレイパー
訳者：横山和江

334P 1,600 小学校高学年
中学生

37 ○ ねこくんいちばでケーキをかった 岩波書店 2014年 7月 編訳：たなかともこ
絵画：ユーリー・ワスネツォフ

32P 1,500 幼児

38 オオサンショウウオ そうえん社 2014年 7月 写真：福田幸広
文：ゆうきえつこ

40P 1,400 小学校低学年
中学年

39 ベートヴェンの真実
遺髪に隠された謎を追う

PHP研究所 2012年 6月 著者：ラッセル・マーティン
　　　リディア・ニブリー
訳者：児玉敦子

160P 1,400 中学生

40 あれあれ？そっくり！ ブロンズ新社 2014年 7月 著者：今森光彦 32P 1,300 幼児
小学校低学年

41 やっぱりノミタくん！ 評論社 2014年11月 著者：ヘレン・スティーヴンズ
訳者：せなあいこ
絵画：ヘレン・スティーヴンズ

32P 1,300 幼児

42 ゆらゆらチンアナゴ ほるぷ出版 2014年11月 文：江口絵理
写真：横塚眞己人

32P 1,300 幼児

43 みんな知りたい！
ドクターイエローのひみつ

講談社 2014年10月 著者：飯田守 174P 1,200 小学校中学年
以上

44 ○ おどろきの東京縄文人 講談社 2014年 7月 著者：瀧井宏臣 174P 1,200 小学校高学年
以上

45 東京大空襲を忘れない 講談社 2015年 2月 著者：瀧井宏臣 188P 1,200 小学校高学年
以上

46 アラスカの小さな家族
バラードクリークのボー

講談社 2015年 1月 著者：カークパトリック・ヒル
訳者：田中奈津子
絵画：レウィン・ファム

286P 1,600 小学校高学年

47 ＜できること＞の見つけ方
全盲女子大生が手に入れた大切なもの

岩波書店 2014年11月 著者：石田由香理
西村幹子

208P 800 中学生
高校生

48 ○ ミリー・モリー・マンデーとともだち 福音館書店 2014年 9月 著者：ジョイス・Ｌ・ブリスリー
訳者：上條由美子
絵画：菊池恭子

200P 1,400 小学校低学年
小学校中学年

49 ○ ブロード街の12日間 あすなろ書房 2014年11月 著者：デボラ・ホプキンソン
訳者：千葉茂樹

296P 1,500 中学生
高校生

50 ○ ここにいるよ！
ナメクジ

ポプラ社 2014年 5月 写真・文：皆越よう
せい

36P 1,200 幼児

51 どこにいるかわかるかな？ ポプラ社 2014年12月 著者：ブリッタ・テッケントラップ
訳者：木坂凉
絵画：ブリッタ・テッケントラップ

31P 1,300 幼児
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－推薦目録（一覧表）－

社会保障審議会推薦児童福祉文化財（舞台芸術）一覧表

番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 規　　格
原作・脚色・音楽・
作者・演出・制作 対　象

1 賢治のカバン 有限会社	ひとみ座 人形劇
80分

原作：宮沢賢治
原案・脚色：藤川和人
脚色・演出：山本幸三
　　　　　　遠藤啄郎
音楽：佐藤謙一

小学生・一般

2 ○ オペラ	銀のロバ オペラシアター
こんにゃく座

オペラ
90分

原作：ソーニャ・ハートネット
脚色：いずみ凛
作曲：萩　京子
演出：恵川智美

小学生・中学生

3 空の村号 企業組合	劇団仲間 ドラマ
85分

作者：篠原久美子
音楽：萩京子
演出：松野方子
制作：小田芳信

小学校中学年・小
学校高学年・家庭・
一般

4 言響物語「ユタと不思議な仲間たち」 株式会社	ルナテミス 一人芝居
90分

幼児・小学生・中
学生・高校生・家庭・
一般

5 ○ おーいペンギンさーん 有限会社
人形劇団クラルテ

人形劇
50分

脚色：松本則子
演出：西村和子
音楽：一ノ瀬季生
制作：古賀恵子

幼児・小学校低学
年・小学校中学年・
家庭・一般

6 ○ 笑福亭鶴笑のパペット落語 有限会社
アサンテプラン

落語・寄席
60分

原作・脚色・音楽・演出：
笑福亭鶴笑
制作：トニー山本

幼児・小学生・中
学生・高校生・家庭・
一般

7 ○ 父と暮せば 人形劇団むすび座 人形劇
100分

作者：井上ひさし
演出：木村繁
制作：吉田明子

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

8 ○ ハムレット 有限会社	華のん企画 ドラマ
120分

原作：ウィリアム・シェイクスピア
脚色・演出：山崎清介
作者：小田島雄志
制作：峰岸直子

小学校中学年・小
学校高学年・中学
生・高校生・家庭・
一般

9 ○ おもしろげきじょう
「いぬうえくんとくまざわくん」
「ひとがたくん」

有限会社	人形劇団	京芸 人形劇
45分

原作：きたやまようこ
脚色：安田晋
音楽：すずきじゅん
演出：清水正年
制作：石川幹洋
　　　中田和子

幼児・小学校低学
年・小学校中学年・
家庭・一般

10 ぐるぐる 有限会社	劇団 CAN ドラマ
30分

作者・演出：浅野佳砂音
　　　　　　中ムラサトコ

乳幼児（3歳以下）

11 陽気なハンス 有限会社	劇団	風の子
（東京）

ドラマ
75分

作者：多田徹
音楽：菊池大成
演出：内藤克己
制作：宮原登志子

小学生

12 ありこさんの紙芝居ミュージカル「てじ」 有限会社	鳥獣戯画 紙芝居
ミュージカル
60分

音楽：雨宮賢明
作・演出：知念正文

幼児・小学校低学
年・家庭

13 ○ ぴーぷー劇場
－しょうぼうじどうしゃじぷた－
－せんたくかあちゃん－

有限会社
劇団風の子北海道

児童劇
45分

原作：さとうわきこ
作者：中島茜
制作：植村直己
演出：鳴海輝雅

幼児・小学校低学
年・小学校中学年・
家庭

14 SKY ～あの空の向こうに～ 演技集団	朗 ドラマ
100分

原作：新井浩介
演出：福沢良一
制作：橋本京子

小学生・中学生・
高校生・家庭・一
般
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社会保障審議会推薦児童福祉文化財（映像・メディア等）一覧表

番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 規　　格 原作・脚色・音楽・
作者・演出・制作 対　象

1 わたしたちの声　3人の物語
～「全国中学生人権作文コンテスト」入
賞作品をもとに～

株式会社	桜映画社 ドラマ
45分

原作：浦谷毅
　　　宮原理為智
　　　坪井洸
監督：寺田秀幸
音楽・編曲：広田圭美
編曲：広田圭美
脚本：寺田秀幸
　　　寺田朋子
制作：栗田真紗子

小学校高学年以上・
一般

2 じんじん 株式会社プリズム ドラマ
129分

原作（企画）：大地康雄
監督：山田大樹
音楽：吉川清之
脚本：坂上かつえ
制作：「じんじん」制作委員会

小学校高学年以上

3 ぼくたちの家族 株式会社
ファントムフィルム

ドラマ
117分

原作：早見和真
監督・脚本：石井裕也
音楽・編曲：渡邊崇
制作：竹内力

中学生以上

4 マンデラ　自由への長い道 ウォルト・ディズニー・
ジャパン

ドラマ
147分

原作：ネルソン・マンデラ
監督：ジャスティン・チャドウィック
音楽：アレックス・ヘッフェス
脚本：ウィリアム・ニコルソン
制作：アナトン・シン

中学生以上

5 ネクスト・ゴール！
世界最弱のサッカー代表チーム	0対31か
らの挑戦

アスミック・エース
株式会社

ドキュメント
98分

監督：マイク・ブレット
　　　スティーブ・ジェイミソン
音楽：ロジャー・ゴウラ

小学校中学年以上

6 光にふれる 株式会社
クロックワークス

ドラマ
107分

監督：チャン・ロンジー
音楽：ウェン・ツーチェ・ホアン・ユイシアン
脚本：リー・ニエンシウ
制作：ウォン・カーウァイ

小学校高学年以上

7 魂のリアリズム　画家　野田弘志 株式会社パル企画 ドキュメント
71分

監督：日向寺太郎
音楽：水野敏宏
制作：鈴木ワタル

中学生以上

8 桃太郎の火あそびやめよう！火の用心 株式会社　教　配 アニメ
10分

企画・制作：株式会社教配 幼児・小学校低学
年・家庭

9 幸せのありか 株式会社パイオニア映
画シネマデスク社

ドラマ
107分

監督・脚本：マチェイ・ピェプシツア
音楽：バルトシュ・ハイデッキ
制作：ヴィエスワフ・ウィサコフスキ

中学生以上

10 そばにいるよ！～自閉症（オーティズム）
と車椅子の監督～

株式会社	北青山三丁目 ドキュメント
75分

監督・制作：床波ヒロコ
音楽・編曲：中島まさる
脚本（構成）：島田裕子

小学校高学年以上

11 「ムジカ・ピッコリーノ」 日本放送協会　制作局
音楽・伝統芸能番組部

（番組推薦）
エデュテイ
メント
10分

編曲：タッカー
制作：NEP、ディレクションズ
制作：NHK

幼児・小学生・中
学生・高校生
家庭・一般

12 アンナプルナ南壁　7,400mの男たち 株式会社　ドマ ドキュメント
81分

監督：脚本：
　　　パブロ・イラブ
　　　ミゲルチョモリナ
音楽：ミケル・サラス
制作：イゴール・オーツァア

中学生・高校生・
家庭・一般

13 ○ うまれる　ずっと、いっしょ。 株式会社
インディゴ・フィルムズ

ドキュメント
122分

監督：豪田トモ
音楽：古田秘馬
制作：株式会社インディゴ・
フィルムズ

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

14 新美南吉　傑作童話集 株式会社
トーキョーヴィジョン

アニメ
51分

原作：新美南吉
音楽：株式会社音楽探検隊
監督・脚本：吉森崇夫
制作：株式会社トーキョーヴィジョン

小学生・中学生・
高校生・家庭・一
般
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－推薦目録（一覧表）－

番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 規　　格 原作・脚色・音楽・
作者・演出・制作 対　象

15 ○ 夢は牛のお医者さん 株式会社　テレビ新潟
放送網

ドキュメント
86分

監督：時田美昭
音楽：笠原厚浩
制作：室川治久

小学生・中学生・
高校生・家庭・一
般

16 アゲイン　28年目の甲子園 東映	株式会社 ドラマ
120分

原作 : 重松清
監督・脚本：大森寿美男
音楽：梁邦彦
制作：「アゲイン」制作委員会

中学生・高校生・
家庭・一般

17 アマゾン大冒険
～世界最大のジャングルを探検しよう！
～

株式会社	クロック	ワー
クス

ドラマ
83分

監督：脚本：
　　　ティエリ－・ラコベール
音楽：ブリュノ・クーレ

小学生・中学生・
高校生・家庭・一
般

18 ○ 君が僕の息子について教えてくれたこと 日本放送協会 テレビ・ド
キュメント
59分

制作：寺園慎一
　　　小澤泰山

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

19 マエストロ！ アスミック・エース株
式会社

ドラマ
129分

原作：さそうあきら
監督：小林聖一郎
音楽：上野耕治
脚本：奥寺佐渡子

中学生・高校生・
家庭・一般

20 鬼来迎
－鬼と仏が生きる里－

株式会社　桜映画社 ドキュメント
38分

監督・脚本：村山正実
　　　　　　片岡希
　　　　　　井上実
音楽：徳永由希子
制作：山本孝行

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

21 劇場版ムーミン　南の海で楽しいバカン
ス

株式会社
ファントム・フィルム

アニメ
77分

原作：トーベ・ヤンソン
監督：グザヴィエ・ピカルド
　　　ハンナ・ヘミラ
音楽：ヴィルジニー・ミッチェル
編曲：ジャン＝リュック・サヴァリノ
脚本：レスリー・スチュアート
　　　アンニナ・エンケル
　　　ハンナ・ヘミラ
　　　グザヴィエピカルド
制作：ハンナ・ヘミラ
　　　グザヴィエピカルド
　　　ソフィア・ヤンソン

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

22 くちびるに歌を アスミック・エース
株式会社

ドラマ
132分

原作：中田永一
監督：三木孝浩
音楽：松谷卓
脚本：持地佑季子
　　　登米裕一

中学生・高校生・
家庭・一般

23 サムライフ 有限会社
ビターズ・エンド

ドラマ
118分

原作：長岡秀貴
監督：森谷雄
音楽：原田智英
脚本：及川拓郎
制作：森本友里恵

小学校高学年・中
学生・高校生・家庭・
一般

24 ○ 奇跡のひと　マリーとマルグリット 株式会社スターサンズ ドラマ
95分

監督：ジャン＝ピエール・アメリス
脚本：ジャン＝ピエール・アメリス
　　　フィリップ・ブラスバン

小学校中学年・小
学校高学年・中学
生・高校生・家庭・
一般

25 ○ 隣る人 アジアプレス・インター
ナショナル

ドキュメント
85分

監督：刀川和也
企画：稲塚由美子
制作：野中章弘
　　　大澤一生

中学生・高校生・
一般
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さ・え・ら書房
著者：ジョイ・カウリー
訳者：杉田　七重
絵画：デヴィッド・エリオット
対象：小学校高学年
ISBN978-4-378-01511-8
C8397

偕成社
著者：菅野　静子
対象：高校生
ISBN978-4-03-850810-3
C8321

のら書店
著者：ねぎし　たかこ
絵画：にしかわ　おさむ
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-905015-14-7
C8393

徳間書店
著者：エルサ・ベスコフ
訳者：石井　登志子
絵画：エルサ・ベスコフ
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-19-863764-4
C8797

　養鶏場でくらす少年ジョシュのペットは、年老いた
メンドリのセモリナ。ジョシュだけに人間のことばで
話すセモリナは、ニワトリの神様のこと、命のことな
どをジョシュに語る。ある日のこと、セモリナは、ニ
ワトリの卵が減っているのは、キツネがぬすんでいる
からだ、と告げた後、行方不明に。セモリナの命、ジョ
シュのお母さんのお腹で育つ小さな命、三千羽のニワ
トリが産む卵という名の命が、物語の結末で奇跡を呼
び起こす。

　1926年、生後9か月の著者は、家族とともに開拓
移民団の一員として南洋のテニア島へと渡った。ジャ
ングルを開拓していく両親のもと、たくましく成長す
るが、14才のときに太平洋戦争がはじまる。
　あいつぐ空襲により民間人が避難していくなか、ひ
とりのこされた著者は、けがをした兵士の手当を行う。
それをきっかけに、野戦病院の特志看護婦となり、戦
争の惨禍を目のあたりにする。
　1944年に将兵とともに自決するが、アメリカ軍に
助けられる。やがてキャンプで看護婦として働きはじ
め、戦後日本へ引き上げる。

　電気屋のおとうさんにひろわれた　こねこのレイ
は、赤さび色でいつも元気いっぱい。こねこの学校に
通うことになり、ゆかいな友だちや先生と出会います。
　わんぱくなパコ、しっかりもののミュウ、あまえん
ぼうのリク、たれ目のヨーイチ、トラキチ先生、そし
ておてんばなレイコの、楽しくにぎやかな学校生活を
描きます。

　6歳の誕生日にスキーをもらったウッレ。まちに
まった雪がふると、スキーをはいて、森にでかけまし
た。雪のつもった森は、なんてきれいなんでしょう！
　冬の王さまが、とうとうやってきたのです。ウッレ
は霜じいさんに、王さまの雪のお城へつれていっても
らいました。それは、とても楽しい出来事でした。や
がて春が近づき、雪どけばあさんがあらわれると…？
　森の冬の訪れから春の始まりまでを描く、スウェー
デンの名作絵本。

三千と一羽がうたう卵の歌 

新版 戦火と死の島に生きる

こねこのレイコは一年生

雪のおしろへいったウッレ

1

2

4

3

出　版　物
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－推薦目録（出版物）－

徳間書店
著者：菱木　晃子
絵画：ナカムラ　ジン
対象：小学校中学年
ISBN978-4-19-863781-1
C8097

岩波書店
文　：シャーロット・ゾロトウ
訳者：ふしみ　みさを
絵画：ウラジーミル・ボブリ
対象：幼児
ISBN978-4-00-111244-3
C8798

農文協
写真・文：宮崎　学
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年
1. 春の野山で大いそがし
ISBN978-4-540-14109-6
C8745
2. 夏の夜のふしぎなできごと
ISBN978-4-540-14110-2
C8745
3. 実りの秋のごちそうバトル
ISBN978-4-540-14111-9
C8745
4. 冬にみつかるおもしろサイン
ISBN978-4-540-14112-6
C8745

偕成社
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

　※書誌情報は23頁参照

　むかしむかしの大むかし、世界にはなにもなくて、
ただ大きながらんどうが、ひろがっているだけでした。
その大きながらんどうの南がわでは、いちめんに真っ
赤な火がもえていました。北のほうは、つめたい氷に
おおわれていました……。とけた氷のしずくから巨人
ユミルが生まれて世界がはじまり、〈神の国〉がさか
える時代をへて〈ほろびの日〉をむかえ、そしてふた
たび世界がよみがえるまでを伝える北欧神話。神々の、
力強く壮大なものがたりを小学校低学年からひとりで
読めるように書き直しました。

　サカナは水草のなかで、目をぱっちり、口をぱっく
りあけてねむります。－クマやウマ、ハトやカメ、
バッタやクモ、イヌやネコ、そして子どもたち。いろ
いろな動物がねむるようすを、ゾロトウのやさしい誌
と洗練されたデザインの絵で、しずかに語りかけます。
安らかなねむりへと誘う、おやすみまえにぴったりの
1冊です。

　野生動物が起こす事件が続発する現在。初物のタケ
ノコを掘っていくイノシシ、ベランダのハンガーで巣
づくりするカラス、テラスから宙返りして木に飛び移
るリス、お墓のお供え物まで失敬するサルやクマ…。
　この写真絵本シリーズでは、ロボットカメラを駆使
して季節ごとの事件を次々と謎解き。自然界のものか
ら人間社会のものまで利用、たくましくしたたかに生
きる現在の野生動物の姿を通して、共存の道や人間社
会のあり方を考える。

　世界各国のひとりの子どもを主人公に、その子の日
常生活を徹底的に取材した写真絵本シリーズ。10歳
前後の子どもたちが、どんな文房具を持って学校へ
通っているのか。どんな給食を食べているのか。どん
な行事があるのか、読者が身近に感じられるような切
り口で紹介します。
　各巻120点以上の最新の撮りおろし写真と文章で構
成。楽しいイラストレーションも入り、巻末には政治
や歴史などの情報をわかりやすくまとめています。

はじめての北欧神話

おやすみ おやすみ

動物たちのビックリ事件簿　全4巻

世界のともだち　（第1期全12巻）／（第2期 全12巻）

5
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のら書店
著者：わたり　むつこ
絵画：でくね　いく
対象：幼児
　　　小学校低学年
ISBN978-4-905015-13-0
C8793

岩波書店
著者：アーサー・ランサム
訳者：神宮　輝夫
対象：小学校高学年

ひみつの海　上
ISBN978-4-00-114184-9
C8397
ひみつの海　下
ISBN978-4-00-114185-6
C8397

BL 出版
著者：川端　誠
絵画：川端　誠
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年
ISBN978-4-7764-0624-2
C8793

岩波書店
著者：ザラー・ナオウラ
訳者：森川　弘子
対象：小学校高学年
ISBN978-4-00-115662-1
C8097

　4ひきのこうさぎのきょうだいがすむまちに、冬が
やってきました。
　おばあちゃんが編んでくれたマフラーをまいて、こ
うさぎたちは、ぶなの木のぶなじいに会うために森へ
とでかけていきます。
　すると、ぶなじいは、とてもきれいな “ こおりのは
なびら ”を見せてくれました。

　北海横断の冒険からもどったジョン、スーザン、ティ
ティ、ロジャ。今度は船の赤ちゃん、ブリジットもく
わわり、浮き沈みする秘密の島々に置き去りにされ、
探検調査をはじめます。ところがそこは、地元の部族、
ウナギ族のなわばりでした。泥の上に残された人間よ
りずっと大きな足あと、キャンプ地にふいに現れた
トーテムなど、姿をみせないまま、ウナギ族は不気味
な手がかりを残していきます。一方で、子どもたちに
はおとうさんから託された白地図を完成させるという
使命があり……。

　小学校5年生のぼくは、父さんと北アルプスにやっ
てきた。目指すは槍ヶ岳山頂！　険しい山道、急な下
り坂、激しい雨、足元しか見えないような濃いガス…。
それらを乗り越えた先に待っていたのは…。

　マッテイは十一歳。無口なパパと、ぐちっぽいママ、
そしてわんぱくな弟のサミと、せまい団地にすんでい
ます。一度でいいから、ぼくも親友のツーロみたいに、
パパの故郷、フィンランドにいってみたい－。ただ
それだけの願いをかなえたかっただけなのに……。
　うそがうそを呼んで引っ込みがつかなくなるドタバ
タ劇を、ぎくしゃくした家族の再生とともにあたたか
く描いたドイツの児童文学。

こうさぎと4ほんのマフラー

ひみつの海　上・下

槍ヶ岳山頂

マッテイのうそとほんとの物語

9
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－推薦目録（出版物）－

BL 出版	
著者：ゲルダ・ミューラー
訳者：ふしみ　みさを
絵画：ゲルダ・ミューラー
対象：小学校中学年以上
ISBN978-4-7764-0632-7
C8798

小峰書店
著者：ヴォルフガング・ヘルンドルフ
訳者：木本　栄
装画：ミヒャエル・ゾーヴァ
対象：中学生
　　　高校生
ISBN978-4-338-14432-2
C8397

講談社
著者：豊田　正義
対象：中学生
ISBN978-4-06-218962-0
C8021

小峰書店
著者：安室　知
対象：小学校高学年以上
ISBN978-4-338-24804-4
C8361

　ソフィーは、夏休みにいなかのおじいちゃんの所に
行きました。
　都会育ちのソフィーは、スーパーに並べられている
野菜しか見たことがありません。
　トマト、アスパラガス、にんじん、ラディッシュ、
チコリ…おじいちゃんの畑仕事を手伝いながら、ソ
フィーは普段食べている野菜がどうやって育つのか
知っていきます。季節のうつりかわりや育てる苦労も
わかり、それまで何気なく食べていた野菜を、あらた
めて見直し、野菜のことが大好きになりました。

　主人公マイクは、ベルリンのギムナジウムの8年生。
家庭は不穏だし、学校では、ただ目立たずにいる。退
屈な毎日だ。そこへ、へんな転校生がやってくる。チッ
クという名だ。マイクは不良じみたチックと、行きが
かり上、旅にでることになる。それも、オンボロ車を
無断で借用して。破天荒なチックのやり方に、はじめ
は面食らっていたが、その自由気ままな心根に、マイ
クは魅力を感じる。二人の人生にとって忘れがたい旅
が始まる。

　沖縄本島に無数にあるガマ（壕）。その洞窟に入っ
て遺骨、遺品を掘り続ける人々がいます。そこからは
学用品や日用品も多く掘り出されます。それは、ガマ
の中で米兵から身を隠しながら生活し、火炎放射器な
どで殺された沖縄の人の存在を、今の時代に生々しく
伝えます。遺品の中から「硯」「目覚まし時計」「アル
バム」をめぐる現在と過去の物語を描きます。そこか
ら浮かび上がるのは、運命的に救われた命、最後まで
人間であろうとした命、そして戦後何十年も経った後
で当時の略奪行為を悔いる米兵の思いです。

　田んぼにはかつてフナやドジョウが集まり、冬にな
るとガンやカモが渡ってきました。これらは人々の貴
重な栄養源となりました。畔に植えたマメからは、味
噌や醤油ができました。雑草さえ、ウシやウマの大切
な飼料となりました。豊かな生態系を育む場である水
田と、それをたくみに利用する伝統の知恵に光を当て、
田んぼと人とのつながりを考えます。さらには、かつ
ての知恵を環境保全や、食の安全に活かす試みも紹介
します。

ソフィーのやさいばたけ

14歳、ぼくらの疾走〈マイクとチック〉

ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦

田んぼの不思議
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講談社
著者：柳原　三佳
対象：小学校高学年
　　　中学生
ISBN978-4-06-218777-0
C8095

あかね書房
対象：小学校中学年以上

　※書誌情報は23頁参照

ほるぷ出版
文　：エレン・ブライアン・オベッド
訳者：福本　友美子
絵画：バーバラ・マクリントック
対象：小学校高学年以上
ISBN978-4-593-50555-5
C8797

ほるぷ出版
著者：レズリー・M・M・ブルーム
訳者：尾高　薫
絵画：中島　梨絵
対象：小学校高学年
　　　中学生
ISBN978-4-593-53491-3
C8097

　岩手県釜石市の鵜住居地区の歯科医・佐々木憲一郎
さんは、半壊した医院を再建しながら壊滅状態の故郷
にとどまりました。それは被災者の治療という仕事と、
遺体の歯をカルテと照合して身元を特定し、家族の元
へと返す作業を続けようと決めたからです。そのこと
を可能にしたのは、津波から逃げる際に、妻の孝子さ
んがとっさに、ガムテープでカルテの棚を止めた機転
でした。地元の患者さんの情報がつまったカルテのお
かげで、遺族達は大切な家族の死を受け入れ、明日へ
の一歩を踏み出すのです。

　「科学のアルバム」シリーズの良さを引き継ぎつつ、
A4変型サイズなり、写真が大きく、そして点数も増え、
じっくりと科学的に解説。理科や国語の教科書でとり
あげられる動物、植物、昆虫を精選。生き物の一生や
周囲の環境を描き出しています。新たに撮り下ろした
写真、カメラマンが時間をかけて撮りためた貴重な
シーンなどを、迫力の大きさで多数掲載しています。
命のふしぎや、ユニークさをじっくり味わえるビジュ
アルブックです。

　秋がおわりに近づき、あるときバケツに最初の氷－
さわるとわれてしまう、うすい氷－が見つかる。氷は
だんだんあつくなり、本格的な冬のおとずれとともに
畑がこおり、小川がこおり、やがて庭にスケートリン
クができる。そうしたら、冬の青い空の下、きらきら
光る氷の上で、わたしたちは思うそんぶんスケートを
すべる。
　季節の移り変わりとともに、12種類の氷が、私た
ちを楽しませてくれる……。
　繊細で美しいイラストで描く、冬を楽しむ小さなお
話。

　母親は留守がちで、本の世界に閉じこもり、いつも
一人ぼっちのコーネリア。ある日彼女の家の隣に、ス
テキな老作家ヴァージニアが引っ越してきた。異国情
緒あふれる部屋でヴァージニアが語る自由奔放な四姉
妹の冒険談に魅了されたコーネリアは、自分も小さな
一歩を踏み出しはじめる。ところがその矢先、ヴァー
ジニアが病に侵されていることを知り……。
　「言葉」という共通の趣味をもった年の離れた二人
は、おたがいに刺激しあいながら友情を深めていきま
す。内気な少女が一歩を踏み出す様を丁寧に描いた、
心あたたまる成長物語。

泥だらけのカルテ　家族のもとに遺体を帰しつづける歯科医が見たものは？

科学のアルバム・かがやくいのち　

12種類の氷

サマセット四姉妹の大冒険
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（第１期 全４巻）／（第２期 全４巻）／
（第３期 全４巻）／（第４期 全４巻）／（第５期 全４巻）



－ 15－

－推薦目録（出版物）－

鈴木出版
著者：小沢　正
絵画：井上　洋介
対象：幼児
　　　小学校低学年
ISBN978-4-7902-3291-9
C8393

PHP 研究所
著者：白石　仁章
対象：小学校高学年
　　　中学生
ISBN978-4-569-78410-6
C8023

子どもの未来社
写真：島田　興生
文　：羽生田　有紀
対象：小学校高学年
ISBN978-4-86412-071-5
C8737

小学館
著者：まはら三桃
対象：中学生
ISBN978-4-09-290579-5
C8093

　あるところに、ぶうくんというこぶたがいました。
ある日、お風呂にはいりたくなくて逃げ出したぶうく
んは…？　どこかのだれかに似ていそう！　そんなこ
ぶたのお話を2話収録。
　「おふろのきらいなぶうくん」ある日、お風呂の嫌
いなぶうくんは、はだかんぼのままお風呂場から逃げ
出しました。すると、セッケンやタオルがおいかけて
きます。どんどこどんどこ逃げた先は、なんとおおか
みの家。ぶうくんはいったいどうなるのでしょう？
「ぶうくんのおばけたいじ」ぶうくんの家のそばにあ
る森に、おばけが出るといううわさが立ちました。み
んな怖くて近寄れません。そこでぶうくんとうさぎく
んは、おばけたいじに出かけました。そこで出会った
おばけとは…？
　等身大の子どもたちの姿が、こぶたのぶうくんを通
してユーモラスに描かれています。どこかのだれかに
似ている、ぶうくんの楽しいお話です。

　第二次世界大戦中の一九四〇年、リトアニア領事代
理・杉原千畝は、およそ六千人に日本通過ビザ（いわ
ゆる「命のビザ」）を発給し、死の淵にあった多くの
ユダヤ人を救いました。それは、当時の外務省上層部
の命令に背いた決断でした。本書は、杉原千畝の生い
立ち、命のビザについての勇気と決断、その後の杉原
とユダヤ人たち、救われた命という4つの柱で、杉原
千畝という人物を描く、感動のノンフィクションです。

　リミヨおばあちゃんが13歳の時、となりの島で水
爆実験が行われた。島を脱出し、3年後にもどったけ
れど、島の人たちは原因不明の病気で苦しみ、生まれ
る前に死んでしまう赤ちゃんもいた。子どもたちのた
めに再び島を脱出し、小さな島で力をあわせて暮らし
てきたが、60年たった今も故郷の島へは帰れない。
水爆ブラボーがまきちらした毒はまだ消えていないの
だ…。リミヨさんとロンゲラップ島民の苦難の歴史を
追いかけた写真絵本。

　市立緑山中学には、代々生徒に語りつがれている伝
説のヒーロー「エンドーくん」がいる。そして、校内
には「エンドーくん」にまつわるさまざまな落書きが
今もなお、消されぬまま残されている。そのなにげな
い落書きが、それを目にした教師と生徒を励まし、刺
激し、一歩進む力となっていた－。二年生の担任教
師六名を主人公に、彼らが多感な年ごろの生徒と過ご
す日々の中で、悩み、もがき、けんめいに向き合って
いく姿を描いた感動作。

こぶたのぶうくん

六千人の命を救え！外交官・杉原千畝

ふるさとにかえりたい　リミヨおばあちゃんとヒバクの島

伝説のエンドーくん

21

22

24

23



－ 16－

福音館書店
文・写真：山田　英春
対象：小学校中学年以上
ISBN978-4-8340-8087-2
C8744

福音館書店
文：真木　文絵
写真・絵：石倉　ヒロユキ
対象：小学校中学年
ISBN978-4-8340-8109-1
C8745

福音館書店
文　：たけむら　せんじ
絵画：おおとも　やすお
対象：幼児
　　　小学校低学年
ISBN978-4-8340-8028-5
C8765

福音館書店
文：真木　文絵
写真・絵：石倉　ヒロユキ
対象：小学校中学年
ISBN978-4-8340-8089-6
C8745

　一見ただの丸い石ですが、ふたつに割ると、中から
美しい色と模様があらわれる「石の卵」。これを目に
した人びとは、その模様からドラゴンや雷を連想した
のでしょう、「ドラゴンエッグ」「サンダーエッグ」と
名づけました。数千年前から一億年以上も前に海の底
で生まれた「ドラゴンの卵」と、火山が噴火したとき
に溶岩の中で生まれた「雷の卵」。これらの「石の卵」
の中にかくれている神秘的な世界をご紹介します。

　グリーンカーテンや夏の野菜としておなじみのゴー
ヤー。自分で育ててみませんか？　タネをまくと　5
日ほどで芽がでます。つるを伸ばして育ち、本葉は一
枚一枚形が違っていて、実を収穫しないでいるとオレ
ンジ色になって……。
　実際に育ててみると、今まで知らなかったひみつに
いくつも出会えます。　成長過程を写真で詳しく紹介
しました。
　苦くないものから、思いきり苦さを楽しむものまで、
簡単なゴーヤーレシピと大人にも役立つ解説つきで
す。

　中央線下り一番電車は、東京駅4時39分発、高尾行。
　一番電車の運転士は前夜から東京駅に泊り、4時前
に中央線ホームに向かう。電車を運転する前の大切な
仕事「出区点検」が待っている。運転台の機器だけで
はなく、台車や連結器、客室内の設備など、ひとつひ
とつ点検を実施。そして、お客さんが乗車してドアが
閉まると、いよいよ出発だ。高尾駅までの1時間あま
り、運転士に密着！

　トマトも植物なので、タネや苗から育ちます。タネ
をまいてから、1週間ぐらいで発芽して2枚の葉っぱ
が顔をだします。さらに数日してでてきた葉っぱは…
形がちがいました！
　実際に育ててみるとこんな発見がありますね。ぐん
ぐん育つトマトのさまざまな段階を写真で紹介。注意
深く見ていくと、トマトのひみつにいくつも出会えま
す。どれもうれしい発見です。巻末には、大人にも役
立つ解説付です。

石の卵

育てて、発見！「ゴーヤー」 

いちばんでんしゃのうんてんし

育てて、発見！「トマト」
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－推薦目録（出版物）－

福音館書店
著者：飯島　正広
対象：幼児
　　　小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般
ISBN978-4-8340-8054-4
C8045

ポプラ社
文・型染版画：関屋　敏隆
対象：小学校高学年以上
ISBN978-4-591-14008-6
C8793

岩波書店	
著者　：オトフリート・プロイスラー
訳者　：大塚　勇三
さし絵：堀内　誠一
対象　：小学校中学年以上
ISBN978-4-00-114223-5
C8397

汐文社
著者：マーガリー・キング・ミッチェル
訳者：渋谷　弘子
絵画：ジェームズ ･ランサム
対象：小学校中学年
ISBN978-4-8113-2073-1
C8798

　あこがれていたアジアの動物に会いたい！
　著者がはじめて訪れたのはインドネシアのボルネオ
島。オランウータンのすむ森でした。
　それから36年。アジア各地を旅して、さまざまな
動物に会うことができました。ネパールのサイ、ユキ
ヒョウ、フィリピンのメガネザル、モンゴルのオオカ
ミ…。力いっぱい生きる動物たちの姿は迫力満点です。
豊かな自然や動物たちと近い距離で暮らす人々など、
アジアの魅力あふれる写真とあわせてお楽しみ下さ
い。

　北の大地をくまなく歩き、自然と、そこに生きる人
びとのくらしを詳細に記録し、多くの著書と詳細な地
図を残した幕末の探検家、松浦武四郎。「北海道の名
づけ親」ともよばれる松浦武四郎の、いのちをかけた
旅の生涯を、著者独自の「型染版画」の技法で、力強
くダイナミックに描きます。わかい読者に「旅」の魅
力を伝えると同時に、近代日本のなりたちを新たな視
点から考えさせてくれる一冊です。

　とほうもないなまけもののワーニャがある日、森で
出会った不思議な老人に、皇帝になるための試練を授
けられます。その試練とは、七年間、かまどの上で寝
てくらすこと！
　はたしてワーニャはたいへんな力を身につけ、皇帝
の冠を待つという、白い山々のかなたの国を目指して
旅にでます。とちゅうで人びとを苦しめる怪物や魔女
とたたかいながら……。お話の名手プロイスラーがロ
シアを舞台に描く、痛快冒険物語。

　ジェドおじさんは郡でただひとりの、黒人のとこやさん。
　でも、お店はない。馬に乗って村から村へまわり、
お客の髪を切っている。おじさんには、いつか必ず自
分の店を持つという夢があった。一生懸命働いてお金
をためるジェドおじさんは、どんな逆風が吹いても、
決して夢をあきらめなかった。しかし、親類にあたる
「わたし」があるとき、重い病気にかかり……

アジア動物探検記

北加伊道　松浦武四郎のエゾ地探検

大力のワーニャ

ジェドおじさんはとこやさん
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徳間書店
著者：マリー・ホール・エッツ
訳者：松岡　享子
絵画：マリー・ホール・エッツ
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-19-863831-3
C8797

徳間書店
文　：尾高　薫
絵画：堀川　理万子
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-19-863804-7
C8097

鈴木出版
著者：シャロン・M・ドレイパー																								
訳者：横山　和江
対象：小学校高学年
　　　中学生
ISBN978-4-7902-3294-0
C8397

現代企画室
著者：クレマンティーヌ・オータン
訳者：山本　規雄
装幀・イラスト：泉沢　儒花
対象：高校生
ISBN978-4-7738-1414-9
C0036

　ある晩、ペニーさんのうちのヤギのスロップが、木
のうえにいる、チンパンジーのスージーとクマのオラ
フを見つけました。ふたりは、サーカスからにげだし
てきて、もう、帰りたくないというのです。でも、ペ
ニーさんは、ふたりにいいました。「そのうち、おま
えたちを買い取れるようにするから、それまで、がま
んしておくれ」そして、スージーたちと、じぶんの動
物たちもぜんぶつれて、サーカスをたずねていきまし
た。すると…？　ペニーさんといっしょにくらす動物
たちがまきおこす、ゆかいで心あたたまる物語。

　西洋文明の源流、古代ギリシア。世界はどろどろし
たくらやみで、そこから大地の女神ガイアが生まれた
という天地創造から、神々が生まれ、戦いを経てゼウ
スが大神となり、世界をおさめた物語を、小学校低学
年から読めるよう、わかりやくすまとめました。プロ
メテウスの火、デウカリオンのこうずい、神話のもつ
力強さ、豊かさ、美しさとふれるきっかけとなる一冊
です。

　メロディは、生まれてからずっと、さまざまな言葉
を全部覚え、体験した事柄をすべて記憶してきた。で
も、脳性麻痺のせいで言葉を発することができないた
め、それを知る人はだれもいなかった。
　脳の発達に著しい障害があると決めつけられてし
まったことにより、メロディは10歳になっても幼児
のような授業しか受けられずにいた。しかし、メロディ
の秘められた知性のきらめきを感じとってくれた両親
や隣人の奮闘、理解してくれる先生の出現、そしてメ
ロディのかわりに声をだしてくれる機器、「メディ・
トーカー」を手に入れたことにより、言葉で意思をを
伝えることができるようになる。知性を証明できたメ
ロディの人生は、大きくかわっていく。毎年全米で予
選がおこなわれる「ウィズ・キッズ・クイズ大会」の
小学校代表選考テストで、全問正解するメロディ。代
表チームの正式なメンバーとして活躍し、チームは予
選を突破する。ワシントンでの決勝当日、メロディが
乗るはずの飛行機は悪天候で欠航になってしまう。し
かし、同じチームのほかの子どもたちは、欠航前の最
後の便に乗ってワシントンに向かっていた。－なぜ、
わたしだけが置いていかれたの？深く傷つくメロディ
に、さらなる事件が待っていた……。

　「マッチョ」とは、日本では「筋肉モリモリの人」
とイメージされることが多いが、本来は「男性が女性
に対して優位にふるまうこと」を意味する。
　本書では、姉と高校生の弟が語り合う形で、男性と
女性の関係を歴史的・地域的に幅広い視点で扱ってお
り、男女の不平等、役割分担、フェミニズムから、宗
教や女性器切除の問題、トランスジェンダーや中絶、
売春、強姦など、性をめぐる多様な問題についてわか
りやすく取り上げている。

ペニーさんのサーカス

はじめてのギリシア神話

わたしの心のなか

子どもと話す　マッチョってなに？
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－推薦目録（出版物）－

岩波書店
編訳：たなか　ともこ
絵画：ユーリー・ワスネツォフ
対象：幼児
ISBN978-4-00-111247-4
C8798

そうえん社
写真：福田　幸広
文　：ゆうき　えつこ
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-88264-331-9
C8745

ブロンズ新社
著者：今森　光彦
対象：幼児
　　　小学校低学年
ISBN978-4-89309-588-6
C8771

PHP 研究所
著者：ラッセル・マーティン
　　　リディ	ア・ニブリー
訳者：児玉　敦子
対象：中学生
ISBN978-4-569-78236-2
C0098

　「ねこくん　いちばで　ケーキを　かった／そのあ
と　とおりで　しろパン　かった／ひとりで　たべて
しまおかな？／ボーレンカにも　あげよかな？……」
　ロシアの国民的絵本画家ワスネツォフによる、わら
べうたの絵本。1960年代に出版された2冊の絵本か
ら14篇と昔話1篇をえらんで収録。ねこやうさぎ、く
まや白鳥など、子どもたちの好きな動物たちがたくさ
ん登場します。	

　「国指定の特別天然記念物」であるオオサンショウ
ウオは世界最大の両生類。そのくらしぶりは、いまだ
よく知られていないことも多い。
　本書では、オスが巣を守り子育てをする、その生態
を追う。これらの写真は世界でははじめて撮影に成功
したもので、まさに未来へ残したい貴重な写真絵本。

　そっとちかづいてみてみよう！美しい昆虫たち！
　あれあれ？　はっぱかな？　枯れ葉かな？　小枝か
な？　木かな？　そっとちかづくと見えてくるよ！
　あれあれ？　ふくろうや、おさるがこっちをみてい
るよ！
　かくれんばやおしゃれをたのしむ昆虫たちは、自然
の中に身をひそめている。目をこらして　そっとちか
づいていて、じっとみてみよう。美しい昆虫たちにきっ
と出会えるはず！！

　原因不明の体調不良に苦しみながら300を超える名
曲を遺したベートーヴェンの生涯をたどりながら、遺
髪がアメリカにやってくるまでの道すじと、遺髪の科
学調査の過程をを追った、YA世代に贈るノンフィク
ション物語。2000年にアメリカで発刊されベストセ
ラーとなった『ベートーヴェンの遺髪』（日本語版は
白水社から2001年に発刊）には収録されていなかっ
た貴重なイラストや写真を多数加え、よりわかりやす
く面白くなっています。

ねこくん　いちばで　ケーキを　かった

オオサンショウウオ

あれあれ？そっくり！

ベートーヴェンの真実　遺髪に隠された謎を追う
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評論社
著者：ヘレン ･スティーヴンズ
訳者：せな　あいこ
絵画：ヘレン ･スティーヴンズ
対象：幼児
ISBN978-4-566-01600-2
C8798

ほるぷ出版
文：江口　絵理
写真：横塚　眞己人
対象：幼児
ISBN978-4-593-58303-4
C8745

講談社
著者：瀧井　宏臣
対象：小学校高学年以上
ISBN978-4-06-287002-3
C8095

講談社
著者：飯田　守
対象：小学校中学年以上
ISBN978-4-06-287005-4
C8095

　大きな町で、ひとりぼっちで暮らす子犬のお話です。
名前も家もなくて、もっているのはたくさんのノミだ
け。ほかの犬と友だちになろうとすると、人間に「シッ！　
シッ！」と追いはらわれます。ある日、ひとりぼっち
の男の子に出会って、犬の仲よしになります。
　ところが、男の子が引っ越すことになり……。ノラ
の子犬におうちができるまでを描く心あたたまる絵本
です。モデルになった犬は、イギリスの保護施設にい
た子です。

　チンアナゴって、ちょっとへん。魚なのにはんぶん
砂にうまって、ゆらゆらゆれている。
　いったいどんな生き物なんだろう？　全国の水族館
で見られるチンアナゴは、姿も生態もユーモラスな人
気者。どうしてあんな形をしているの？　巣の中はど
うなっているの？本書は、親子で楽しめるチンアナゴ
の写真絵本。解説も入って読み応え充分です。

　2012年11月、東京都新宿区市谷加賀町2丁目で、
大量の縄文人骨が出土しました。
　東京のどまんなかでなぜ？　と注目を集めました
が、この「東京縄文人」たちはどんな暮らしをしてい
たのでしょう。東京都新宿区と、国立科学博物館と、
東京大学総合研究博物館の共同大作戦の様子を、写真
もたくさん使いながら明らかにし、太古の歴史ロマン
に迫ります。初公開の「複顔」同時進行ルポもおもし
ろいぞ！

　開業から50年以上走りつづけている東海道新幹線
ですが、その安全走行を支える「新幹線のお医者さん
＝ドクターイエロー」のすべてがわかる1冊です。
　目次より－まえがき　時刻表にのっていない新幹
線、第1章　ドクターイエローのプロフィール、第2
章　ドクターイエローの仕事ってなんだろう？、第3
章　ドクターイエローに乗ってきました！、第4章　
「チーム・イエロー」のなかまたち、第5章　リニア
新幹線の未来へ！

やっぱり　ノミタくん！

ゆらゆら　チンアナゴ

おどろきの東京縄文人

みんな知りたい！ ドクターイエローのひみつ
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－推薦目録（出版物）－

講談社
著者：瀧井　宏臣
対象：小学校高学年以上
ISBN978-4-06-287010-8
C8095

講談社
著者：カークパトリック・ヒル
訳者：田中　奈津子
絵画：レウィン・ファム
対象：小学校高学年
ISBN978-4-06-283231-1
C8097

福音館書店
著者：ジョイス・L・ブリスリー
訳者：上條　由美子
絵画：菊池　恭子
対象：小学校低学年
　　　小学校中学年
ISBN978-4-8340-8117-6
C8097

岩波書店
著者：石田　由香理
　　　西村　幹子
対象：中学生
　　　高校生
ISBN978-4-00-500791-2
C0236

　東京大空襲では、約280機の B29が32万発とも言
われる焼夷弾を落として東京を焼き尽くし、およそ
10万人もの市民を無差別殺戮しました。5人の空襲体
験者の証言は、わたしたちの胸に深く訴えます。焼夷
弾の兵器としての残忍さ、当時の小中学生の学校や家
での暮らし、疎開先の様子にまで話を広げます。祖父
母ですら戦争を知らない世代となった今日、この本の
存在意義は小さくないといえそうです。

　舞台は1920年代後半、アラスカの小さな町。ゴー
ルドラッシュで押しよせていた様々な国の鉱夫達は消
えつつありましたが、残った人々はアラスカの大自然
の中、人種や言葉、文化、年齢をこえてなかよく暮ら
していました。5歳のボーは血のつながらない2人の
「父さんたち」に、自分がもらわれて、バラードクリー
クへやってきた話をしてもらうのが大好きなのです
…。今こそ読んでほしい、新しい家族の物語です。

　ミリー・モリー・マンデーは、ピンクと白のしまも
ようの服を着た元気な女の子。仲良しのともだちと
いっしょに、ブラックベリーをつみにいったり、パー
ティーをひらいたりして、いつも楽しくすごします。
イギリスの古き良き時代の田舎を舞台に、女の子の暮
らしをユーモラスたっぷりに描く、幼年童話の古典的
作品です。長く親しまれてきた童話『ミリー・モリー・
マンデーのおはなし』の姉妹作となります。（全10篇）

　全盲であることを理由に将来の可能性を否定され、
傷つき悩みながら盲学校での日々を送った一人の女性
（石田由香理さん）が、猛勉強の末に大学に進学、そ
の大学生活やフィリピン留学など様々な経験を経て、
壁を乗り越え自らの可能性を広げていく姿を綴りま
す。そして、恩師として彼女を支えた教育学研究者（西
村幹子さん）が、石田さんの体験をもとに、誰もが生
きやすい共生社会のありかたについて提言します。

東京大空襲を忘れない

アラスカの小さな家族　バラードクリークのボー

ミリー・モリー・マンデーとともだち

〈できること〉の見つけ方　－全盲女子大生が手に入れた大切なもの－
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あすなろ書房
著者：デボラ・ホプキンソン
訳者：千葉　茂樹
対象：中学生
　　　高校生
ISBN978-4-7515-2480-0
C8097

ポプラ社
写真・文：皆越　ようせい
対象：幼児
ISBN978-4-591-13984-4
C8745

ポプラ社
著者：ブリッタ・テッケントラップ
訳者：木坂　凉
絵画：ブリッタ・テッケントラップ
対象：幼児
ISBN978-4-591-14182-3
C8797

　ビクトリア朝のロンドンを舞台にくりひろげられ
る、手に汗にぎる物語。
　親もなく、家もない13歳の少年イールは、日々の
糧をみつけて一人で生きていましたが、夏のおわり、
ねぐらにしているブロード街に、「青い恐怖」が
……！
　イールは、ジョン・スノウ博士の助手として、この
恐ろしい病がどこからきたのか、つきとめるため、奔
走します。

　雨が降ると、どこからともなくあらわれるナメクジ。
ヌルヌルとして不気味、作物につく害虫でもあって、
嫌われもののナメクジですが、そのくらしをのぞいて
みると、はじめて知るナメクジの生態が見えてきます。
晴れの日はどこにいるの？　何を食べているの？　ど
うやって子どもを増やすの？　など、ナメクジの知ら
れざる姿を紹介します。身近にいながら、そのくらし
ぶりは謎に満ちているナメクジへの見方が変わる写真
絵本です。

　ページを開くと、ところせましと並んだカラフルな
動物たち。今にも絵の中の動物が動き出しそうな、リ
ズミカルでユーモラスな訳文は、絵本作家・詩人でも
ある木坂涼によるもの。その文章に隠されたヒントを
もとに、一匹だけほかの動物と異なる様子の動物を探
します。
　世界中で人気を集めるブリッタ・テッケントラップ
のセンスあふれるイラストは目に楽しく、子どもも大
人も夢中になれる一冊。

ブロード街の12日間

ここにいるよ！　ナメクジ

どこにいるか　わかるかな？
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－推薦目録（出版物）－

－第1期全12巻－

01．ルーマニア　－アナ・マリアの手づくり生活
　写真・文：長倉洋海
　C8336
　ISBN978-4-03-648010-4
02．韓国　－ソウルの下町っ子ピョンジュン
　写真・文：裵昭
　C8336
　ISBN978-4-03-648020-3
03．ブラジル　－陽気なカリオカ ミゲル
　写真・文：永武ひかる
　C8336
　ISBN978-4-03-648030-2
04．フィンランド　－雪と森の国のカオリ
　写真・文：松岡一哲
　ISBN978-4-03-648040-1
　C8336
05．モンゴル　－草原でくらすバタナー
　写真・文：清水哲朗
　ISBN978-4-03-648050-0
　C8336
06．アメリカ　－西海岸の太陽とコリン
　写真・文：鈴木智子
　ISBN978-4-03-648060-9
　C8336
07．ネパール　－祈りの街のアヌスカ
　写真・文：公文健太郎
　ISBN978-4-03-648070-8
　C8336
08．ケニア　－大地をかけるアティエノ
　写真・文：桜木奈央子
　ISBN978-4-03-648080-7
　C8336
09．バングラデシュ　－わんぱくアシフと青い自転車
　写真・文：石川直樹
　ISBN978-4-03-648090-6
　C8336
10．フランス　－おしゃれ大好き ! プリュンヌ
　写真・文：MIKA	POSA
　ISBN978-4-03-648100-2
　C8336
11．ベトナム　－ふたごのソンとチュン
　写真・文：鎌澤久也
　ISBN978-4-03-648110-1
　C8336
12．カンボジア　－スレイダー家族と生きる
　写真・文：古賀絵里子
　ISBN978-4-03-648120-0
　C8336

　－第2期全12巻－

13．メキシコ　－織物の町の少女リセット
　写真・文：長倉洋海
　ISBN978-4-03-648130-9
　C8336
14．南アフリカ共和国　－シフィウェ夢はサッカー選手
　写真・文：船尾修
　ISBN978-4-03-648140-8
　C8336
15．タイ　－バンコクの都会っ子ヌック
　写真・文：ERIC
　ISBN978-4-03-648150-7
　C8336
16．ペルー　－アマゾンの生まれのウリーセス
　写真・文：鈴木智子
　ISBN978-4-03-648160-6
　C8336
17．イスラエル　－小さな芸術家  シラ
　写真・文：村田信一
　ISBN978-4-03-648170-5
　C8336
18．パレスチナ　－聖なる地のルールデス
　写真・文：村田信一
　ISBN978-4-03-648180-4
　C8336
19．インド　－アルナブ世界をめざす
　写真・文：桃井和馬
　ISBN978-4-03-648190-3
　C8336
20．フィリピン　－棚田の町のネリ
　写真・文：石川直樹
　ISBN978-4-03-648200-9
　C8336
21．ブータン　－リクソルと伝統のくらし
　写真・文：齋藤亮一
　ISBN978-4-03-648210-8
　C8336
22．中国　－ニーハオ！わたしはチューチン
　写真・文：片野田斉
　ISBN978-4-03-648220-7
　C8336
23．イギリス　－元気にジャンプ！ブルーベル
　写真・文：加瀬健太郎
　ISBN978-4-03-648230-6
　C8336
24．トルコ　－エブラールの楽しいペンション
　写真・文：林典子
　ISBN978-4-03-648240-5
　C8336

７　世界のともだち 

18　科学のアルバム・かがやくいのち
　－第１期全４巻－

１．カブトムシ　－昆虫と雑木林－
　ISBN978-4-251-06701-2
　C8345
２．ダンゴムシ　－落ち葉の下の生き物－
　ISBN978-4-251-06702-9
　C8345
３．トンボ　－水生昆虫と水辺－
　ISBN978-4-251-06703-6
　C8345
４．ミツバチ　－花にあつまる昆虫－
　ISBN978-4-251-06704-3
　C8345

　－第２期全４巻－

５．イルカ　－海でくらす哺乳類－
　ISBN978-4-251-06705-0
　C8345
６．ヤドカリ　－しおだまりの生き物－
　ISBN978-4-251-06706-7
　C8345
７．カエル　－両生類と水辺の生き物－
　ISBN978-4-251-06707-4
　C8345
８．ゴーヤ　－ツルレイシの成長－
　ISBN978-4-251-06708-1
　C8345

　－第３期全４巻－

９．ダイズ　－豆の成長－
　ISBN978-4-251-06709-8
　C8345
10．メダカ　－小川や田んぼにすむ魚－
　ISBN978-4-251-06710-4
　C8345
11．アゲハチョウ　－完全変態する昆虫－
　ISBN978-4-251-06711-1
　C8345
12．ツバメ　－春にくる渡り鳥－
　ISBN978-4-251-06712-8
　C8345

　－第４期全4巻－

13．ミミズ　－土をつくる生き物－
　ISBN978-4-251-06713-5
　C8345
14．タンポポ　－風でたねを飛ばす植物－
　ISBN978-4-251-06714-2
　C8345
15．オオカマキリ　－狩りをする昆虫－
　ISBN978-4-251-06715-9
　C8345
16．サツマイモ　－いもの成長－
　ISBN978-4-251-06716-6
　C8345

　－第５期全４巻－

17．ミジンコ　－水の中の小さな生き物－
　ISBN978-4-251-06717-3
　C8345
18．カ　－ヤブカの一生－
　ISBN978-4-251-06718-0
　C8345
19．ミニトマト　－実のなる植物の成長－
　ISBN978-4-251-06719-7
　C8345
20．イネ　－米ができるまで－
　ISBN978-4-251-06720-3
　C8345
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舞 台 芸 術

有限会社　ひとみ座
原作：宮沢　賢治
原案・脚色：藤川　和人
脚色・演出：山本　幸三
　　　　　　遠藤　啄郎
音楽：佐藤　謙一
人形劇
80分
対象：小学生
　　　一般

オペラシアターこんにゃく座
原作：ソーニャ・ハートネット
脚色：いずみ　凛
作曲：萩　京子
演出：恵川　智美
オペラ
90分
対象：小学生
　　　中学生

株式会社　ルナテミス
一人芝居
90分
対象：幼児
　　　小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

企業組合劇団仲間
作者：篠原　久美子
音楽：萩　京子
演出：松野　方子
制作：小田　芳信
ドラマ
85分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年
　　　家庭
　　　一般

　宮沢賢治の童話から「セロ弾きのゴーシュ」「注文
の多い料理店」「やまなし」の三作品を取り上げ、著
者の世界観を子どもから大人まで楽しめるよう構成し
ています。全編を通して著者の魅力やメッセージを堪
能できるよう、宮沢賢治の紹介や詩の朗読なども挿入
しています。
　「ゴーシュ」は三人遣いによる本格的な人形で、「料
理店」は主人公たちを観客が客体化できるよう簡素な
人形で、「やまなし」は幻燈を用いて表現します。	

　オペラ「銀のロバ」は2013年8月初演、2014年か
ら各地での公演を開始。5人の歌役者とピアニストが
紡ぎ出す、森のなかで繰り広げられる三日間の成長の
物語。登場人物は、パスカール、マルセル、ココの3
人のきょうだいと、彼らの友人で港で働く足の不自由
な青年ファブリース、そして戦場を逃げだしてきた
シェパード・チューイの5人。3人のこどもたちと2人
の青年の心の交流を描きながら、互いに影響しあい成
長していく姿を描きます。

　岩手県の民謡をもとにあふれ、都会育ちの一人の少
年が田舎への転校をきっかけに逞しく成長していく姿
を描いた、笑いと涙あわれ、『絆』『仲間』『チームワー
ク』を感じられる物語です。宮北結僖が12役を演じ
分け、アーティストMYUが芝居に合わせライブで絵
を描いていきます。また、BGMはもちろんのこと「赤
ちゃんの鳴き声」をヴァイオリンなど、全て生音で表
現しています。5歳位のお子様から皆様に楽しんで頂
ける構成です。

　福島の美しい里山で暮らす酪農家の「楠木空」はひょ
うきんな小学5年生。
　2011年3月11日の東日本大震災後に起きた原発事
故によって家族も村も大きく揺れるなか映画監督と出
会う。全村避難指示で家族や友達と別れなくてはなら
なくなった空は、本当のことなんかひとつも入ってい
ない映画『宇宙海賊船　空号の冒険』を撮ることにし
た。村を出る日、鯉のぼりが、村ごと宙に浮かんだ放
射能も何もない綺麗な空を飛んで行くように見えた。

賢治のカバン

オペラ 銀のロバ

言響物語 ｢ユタと不思議な仲間たち｣

空の村号

1
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－推薦目録（舞台芸術）－

有限会社　人形劇団クラルテ
脚色：松本　則子
演出：西村　和子
音楽：一ノ瀬　季生
制作：古賀　恵子
人形劇
50分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年
　　　家庭
　　　一般

有限会社　アサンテプラン
原作・脚色・音楽・演出：笑福亭　鶴笑
制作：トニー山本
落語・寄席
60分
対象：幼児
　　　小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

有限会社　華のん企画
原作：ウィリアム・シェイクスピア
脚色・演出：山崎　清介
作者：小田島　雄志
制作：峰岸　直子
ドラマ
120分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

人形劇団むすび座
作者：井上　ひさし
演出：木村　繁
制作：吉田　明子
人形劇
100分
対象：小学校高学年
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

　初めて1人でお風呂屋さんに出かけた小学1年生の
太郎君。「服、間違えんと帰っておいでや」と親に言
われ、「間違えるわけないやん」と胸を張って出かけ
たのに、お風呂から上がったら服がない！『ペンギン
の子が間違って着て帰った』そうだ。太郎君はペンギ
ンの子を追いかけて南極まで行ってしまう。1人の少
年が、大阪から南極まで行って、「自分の服を着て」
帰るまでの、ナンセンスな冒険物語。

　落語界初のゆるキャラ “ らくごろう ” がお客様をグ
リーティングと簡単な落語解説。続いて本人が登場、
巧みなマクラから、落語のしぐさ、小噺の連打、そし
て古典落語を一席。南京玉すだれ、紙切り、トリに古
典落語とパペット落語のコラボ大作 “ 時ゴジラ ” と休
けい無しですべてをひとりで行う、爆笑寄席です。あ
いだに海外公演の体験トークを入れるときもありま
す。

　デンマークの王子ハムレットは、父王の死後すぐに
母が叔父と再婚した事に心を痛め、憂鬱な毎日を
過ごしていた。
　ある夜、彼は父の亡霊に出会い、父が叔父に殺され
たと知る。ハムレットは復讐を迫る亡霊の言葉に悩み
ながら、真実を知るため奇妙な行動をとる。突然のハ
ムレットの変貌に不安を抱く恋人オフィーリア。その
奇行の原因を探ろうとする、オフィーリアの父。
　そんな時、城に訪れた旅回りの役者達に、ハムレッ
トは亡霊が語った父の死の様子を演じさせ、叔父の反
応を見て真相を確かめようとするのだった。

　1948年夏、広島。3年前の原爆により目の前で父
を亡くした美津江は、自分には幸せになる資格は無い、
自分は生きていてはいけない、でも死ぬ勇気もない…
と思いながら日々を過ごしていた。そんな彼女の前に
父が現れる。そして美津江は、あの日、瓦礫の下から
「逃げろ！」と怒鳴った父の想いを、自分の分まで生
きてピカのことを後世に伝えて欲しいという父の切な
る願いを知り、自分の生きる意味を見出すのであった。

おーいペンギンさーん

笑福亭鶴笑のパペット落語

ハムレット

父と暮せば
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有限会社　人形劇団京芸
原作：きたやま　ようこ
脚色：安田　晋
音楽：すずき　じゅん
演出：清水　正年
制作：石川　幹洋
　　　中田　和子
人形劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年
　　　家庭
　　　一般

有限会社　劇団 CAN
作者・演出：浅野　佳砂音
　　　　　　中ムラ　サトコ
ドラマ
30分
対象：乳幼児（3歳以下）

有限会社　鳥獣戯画
音楽：雨宮　賢明
作・演出：知念　正文
紙芝居ミュージカル
60分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　家庭

有限会社　劇団風の子（東京）
作者：多田　徹
音楽：菊池　大成
演出：内藤　克己
制作：宮原　登志子
ドラマ
75分
対象：小学生

　「ひとがたくん」顔のないシンプルな人形が舞台で
遊び、得意になったり、やけになったり、演者との掛
け合いでコミカルに表現した作品。
　「いぬうえくんとくまざわくん」いつも一人で遊ん
でいたくまざわくんの前に現れたいぬうえくん、二人
は一緒に遊び、一緒に暮らすことになる。自分とは全
く違う相手と通じ合ったりわからなくなったりする姿
を通して他者との共存、本当に出会う、つながること
の素晴らしさ、大変さを温くユーモアをもって表現し
た作品。

　「ぐるぐる」は、2，3歳児に向けたセリフのない
フィーリングパフォーマンス。笑う、泣く、怒る、食
べる、寝る、歌うという日常体験をモチーフに構成さ
れている。
　ふたりの登場人物は、手作り楽器とボイスパフォー
マンス、喃語のような声を使い、あそびながら関係を
積み重ねハーモニーにたどり着く。ぐるぐる模様のパ
ネルで囲まれた、円形の客席で親子で観る不思議な体
験。

　「てじ」は手だけが白い利口な子猿。手白の猿…が
つまって「てじ」と云う名前に。「てじ」と赤ん坊の「春」
は、まるで兄妹みたいに育った。
　そんなある日、誤って春坊に、大やけどを負わせて
しまった「てじ」は、村人達に村から追い出されてし
まう。けれどその晩、「てじ」は春坊をさらって山の
中へ。怒りに燃えて後を追う村人達。しかし、彼らが
たどり着いたのは猿の温泉。
そこには、すっかり火傷が癒えた春坊がいた。

　中世ドイツの片田舎に数人のマイスターが集い、今
日はハンスとマルチーネのお話をすることになりまし
た。井戸端で泣いている娘（マルチーネ）に出会った
ハンス。聞けば、欲張りな主人夫婦に無理難題を言い
つけられているらしい。「泣いてばかりいないで、お
てんとうさまに向かって笑ってごらん！」と云いなが
ら、知恵と勇気で明るく生きていくことを伝えます。
痛快で単純明快なハンスの世界を存分に楽しんでほし
いと思います。

おもしろげきじょう　「いぬうえくんとくまざわくん」　「ひとがたくん」

ぐるぐる

ありこさんの紙芝居ミュージカル「てじ」

陽気なハンス
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－推薦目録（舞台芸術）－

有限会社　劇団風の子北海道
原作：さとう　わきこ
作者：中島　茜
制作：植村　直己
演出：鳴海　輝雅
児童劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年
　　　家庭

演技集団　朗
原作：新井　浩介
演出：福沢　良一
制作：橋本　京子
ドラマ
100分
対象：小学生
　　　中学生
　　　高校生
　　　家庭
　　　一般

　「ぴー」「ぷー」「ぷー」とへんてこな音をならしなが
ら２人の風の子がやってきます。はじまりは手あそびか
ら。子ども達がお話を聞く準備運動です。そして身近
な素材、ビニールブクロや紙の袋をつかった短いお話。
　「ぷーぷーこぶた」「ありこのおつかい」。ペットボ
トルやアキカンをつかった音あそび。大型紙芝居「か
えるのおねがい」など短いコーナーが続き、最後はお
話となります。お話は「しょぼうじどうしゃじぷた」。
大きなポンプ車はみんなに人気で大活躍。でも小さな
消防車「じぷた」はなかなか出番がありません。ある
日、隣町で山火事が起こり、小さなじぶたが山道を走
ることになりましした。橋を越え、トンネルをぬけて
じぷたは走ります。昔から子ども達に読まれている絵
本が原作です。（後半のお話を「せんたくかあちゃん」
に変えることも可能です。）

　交通事故で妻子を失い、生きることに絶望していた
英一が一人の少年と出会う。少年との交流で英一は生
きる意義を徐々に取り戻す。ところが少年は、実は死
んだはずの息子、健であり、彼がこの世でやり残した
こと…それは、父親を感じることだった。「相手を大
切に思うこと」から家族、兄弟、友情の「かけがえの
ない絆」に触れて進んでいく、感動的な作品です。

ぴーぷー劇場　－しょうぼうじどうしゃじぷた－　－せんたくかあちゃん－

SKY～あの空の向こうに～
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映像・メディア等

株式会社　桜映画社
原作：浦谷　毅
　　　宮原　理為智
　　　坪井　洸
監督：寺田　秀幸
音楽・編曲：広田　圭美
編曲：広田　圭美
脚本：寺田　秀幸
　　　寺田　朋子
制作：栗田　真紗子

株式会社　プリズム
原作（企画）：大地　康雄
監督：山田　大樹
音楽：吉川　清之
脚本：坂上　かつえ
制作：「じんじん」制作委員会

ウォルト ･ディズニー ･ジャパン
原作：ネルソン ･マンデラ
監督：ジャスティン・チャドウィック
音楽：アレックス ･ヘッフェス
脚本：ウィリアム ･ニコルソン
制作：アナトン ･シン

株式会社　ファントムフィルム
原作：早見　和真
監督・脚本：石井　裕也
音楽・編曲：渡邊　崇
制作：竹内　力

　本映像は「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作
品を原作とし、一部脚色を加えてドラマ化したのもの
です。「いじめ」、「風評による偏見や差別」「震災と人
権」、「お互いをリスペクト（尊重）すること」をテー
マにした3編のドラマから構成されています。作者の
中学生が日常生活のなかで「人権」について理解を深
めていった〈気づき〉のプロセスを描くことで、視聴
者にとっても身近なところから「人権とは何か」「人
権尊重とはどういうことか」といった、人権への〈気
づき〉を促すことを目的としています。

　絵本を真ん中に人と人の心が通い合う町・北海道剣
淵町に農業研修の女子高生がやってくる。そこに現れ
た大道芸人の銀三郎。少しずつ少女たちと打ちとけ合
う銀三郎だが、ただ一人彩香だけは心を開かない。銀
三郎は彩香が6歳の時に別れた父親だったのだ。偶然
の出会いだが、娘と気付かぬ父に彩香は心が揺れる。
父との思い出は絵本の読み聞かせ…やがて娘と知った
銀三郎は、ある約束を交わし再会の日を迎える。彩香
のためだけの絵本に無償の愛を込めて…。剣淵の広大
な大地を舞台に紡がれる親子の愛の物語。

　2013年12月5日に95年の生涯を閉じたネルソン・
マンデラー。
　アパルトヘイト（人種隔離政策）下の南アフリカに
おいて、国家反逆罪で27年の獄中生活を強いられて
もその闘志は絶えることなく、民衆や世論を動かし、
融和を持ってアパルトヘイトを撤廃させた。マンデラ
の自伝をもとに、誰もが知るマンデラの人間の生き様
のみならず、若き日の挫折や葛藤、妻ウィニーの知ら
れざる闘争さえも激しく謳いあげた本年度屈指の
ヒューマンドラマです。

　父母、息子2人の平凡な家族。ある日、母は「脳腫瘍」
と診断され、余命1週間の可能性をも示唆されてしま
う。動揺する男たち。そして明かされる家族の問題。
だが彼らは奇跡を信じて、母を救うため、“ あがき ”
を決意する。

わたしたちの声　3人の物語　～「全国中学生人権作文コンテスト」入賞作品をもとに～

じんじん

マンデラ　自由への長い道

ぼくたちの家族
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－推薦目録（映像・メディア等）－

アスミック・エース株式会社
監督：マイク ･ブレット
　　　スティーブ ･ジェイミソン
音楽：ロジャー ･ゴウラ

株式会社　クロックワークス
監督：チャン ･ロンジー
音楽：ウェン・ツーチェ・ホアン・

ユイシアン
脚本：リー・ニエンシウ
制作：ウォン・カーウァイ

株式会社　教配
企画・制作：株式会社　教配

株式会社　パル企画
監督：日向寺　太郎
音楽：水野　敏宏
制作：鈴木　ワタル

　アフリカ領サモア代表サッカー・チームは、2001
年 FIFA ワールドカップ予選にて、0対31でオースト
ラリア代表に大敗等10年以上にわたり FIFA ランキン
グ最下位だった。米国サッカー連盟より優秀なオラン
ダ人監督指導が任命され、アマチュアの寄せ集め集団
だった彼らのもとにやって来る。優秀だが、昔気質で
口の悪い監督は、瞬く間に島の反感を買うことに。し
かし、その厳しい指導と熱意は次第に選手たちの意識
を変え、チームは少しずつ強くなると同時に、監督自
身も彼らから刺激を受けていく。

　生まれつき目が不自由ながらも類まれなるピアノの
才能をもつユイシアン。そんな彼をいつも近くで見
守ってきた母は、彼が自立できるようにと台北の音楽
大学に通わせることにする。家族と離れた都会での暮
らしや、クラスメイトの間にはだかる壁は彼に大きな
戸惑いをかんじさせる。ところが彼の生活はダンサー
と夢見る少女や大学で出会った仲間たちにより光に満
ち溢れた世界へと変わっていく。

　花火を注意された桃太郎は龍の消防士さんから「煙
の怖さ」と「火災時の対応」を学び、3つの約束をし
ます。後日、友達の家に集まり遊んでいると、小鬼た
ちがライターで火あそびをはじめ、火事になってしま
います。桃太郎は龍の消防士さんとの約束を思い出し、
みんなを助けます。鎮火後、龍の消防士さんはみんな
に、火災は大切なものを一瞬にして奪ってしまうと火
遊びの怖さを話し諭すのでした。

　写真のように緻密な絵画、写実主義＝リアリズム。
世界の美しさ、その一瞬の姿を見つめ続ける、日本リ
アリズム絵画第一人者・野田弘志。三十代で美術界に
新鮮なデビューを飾り、常に日本写実絵画界を牽引し
てきた。七十代の今、北海道の原生林にアトリエを構
え、キャンパスに向かい続けている。圧倒的密度の作
品完成に必要な期間は、一作品、一年。最新作《聖な
るもの　THE　IV　鳥の巣》の制作過程を四季と共に
丹念に迫った。

ネクスト・ゴール！　世界最弱のサッカー代表チーム0対31からの挑戦

光にふれる

桃太郎の火あそびやめよう！火の用心

魂のリアリズム　画家　野田弘志
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株式会社　パイオニア映画シネマデ
スク社
監督・脚本：マチェイ・ピェプシツア
音楽：バルトシュ・ハイデッキ
制作：ヴィエスワフ・ウィサコフスキ

株式会社　北青山三丁目
監督・制作：床波　ヒロコ
音楽・編曲：中島　まさる
脚本（構成）：島田　裕子

株式会社　ドマ
監督：脚本：パブロ・イラブ

ミゲルチョモリナ
音楽：ミケル・サラス
制作：イゴール・オーツァア

日本放送協会	
制作局音楽・伝統芸能番組部
編曲：タッカー
制作：NEP、ディレクションズ
制作：NHK

　ポーランドのアカデミー賞主要5部門を受賞するな
ど絶大な支持を受け多くの人々の心を限りない感動で
つつみ、海外でも、モントリオール国際映画際でグラ
ンプリを受賞するなど世界各国から賛辞があとを絶た
ない感動のヒューマンドラマ。脳性小児麻痺の生涯を
持った青年の30年間に渡る人間の誇りと尊厳を描い
た真実のドラマ。ハンディを背負いながらも人生に挑
み続ける主人公マテウシュの姿をいまを生きるすべて
の人々に捧げます。

　車椅子の槇坪夛鶴子監督が、自閉症児を描いた映画
「星の国から孫ふたり～自閉症児のおくりもの～」の
撮影に密着取材。槇坪監督が2週間に1度の輸血で“命”
を繋いで作った映画に込められた監督のメッセージは
何か！そして、現在自閉症を取り巻く環境はどうなの
か！さらに自閉症児を療育している家族や学校の様
子、親の思い等から大切な事は何か！を描き、自閉症
の実態を知って貰い支援の輪を広げる！という社会貢
献を目的とした内容。

　2008年5月、世界で最も危険な山アンナプルナ南
壁7,400ｍで、スペインの登山家イナキは高山病にな
る。SOS を受け取った世界10ヶ国12人の登山家達が、
命の危険を顧みずイナキを救出に出かける。それから
数年後、カメラは、前代未聞の救出劇に参加した12
人を世界各国に訪ねる旅にでて、当時の貴重な映像を
交えながら、救出活動を振り返る。彼らの言葉には、
山に命を預ける登山家たちの揺るぎない信念と、人間
の尊厳や生きることの素晴らしさを語った、心揺さぶ
る力強い言葉にあふれていた。

　子どもの感性にうったえる、新しいタイプの子ども
向け音楽教育番組です。ある歴史的大事件をきっかけ
に、記憶を失い壊れてしまったモンストロと呼ばれる
音楽を奏でる怪獣が存在する架空世界ムジカムンド。
音楽＝モンストロを救うため、その治療をしてきた
ドットーレ・マルコとその弟子たちが奮闘する物語が
描かれる中で、さまざまな感覚的映像が紹介されて、
音楽を感覚的に捉えることができる内容になっていま
す。「四季」「交響曲　運命」から、ビートルズの名曲
や民謡まで、さまざまな音楽を楽しむことができます。

幸せのありか

そばにいるよ！～自閉症（オーティズム）と車椅子の監督～

アンナプルナ南壁　7,400m の男たち

「ムジカ・ピッコリーノ」
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－推薦目録（映像・メディア等）－

株式会社　インディゴ・フィルムズ
監督：豪田　トモ
音楽：古田　秘馬
制作：株式会社	インディゴ・フィ

ルムズ

株式会社　トーキョーヴィジョン
原作：新美　南吉
音楽：株式会社	音楽探検隊
監督・脚本：吉森　崇夫
制作：株式会社	トーキョーヴィジョン

東映株式会社	
原作：重松清
監督・脚本：大森　寿美男
音楽：梁　邦彦
制作：「アゲイン」制作委員会

株式会社　テレビ新潟放送網
監督：時田　美昭
音楽：笠原　厚浩
制作：室川　治久

　生命の誕生を見つめ、様々な人生の選択とそこから
生まれるドラマを追い、40万人以上を動員したドキュ
メンタリー映画「うまれる」の第2章。今回の作品では、
“ 最愛の妻をがんで失った夫 ” のグリーフプロセス、
“血の繋がりのない父と息子 ”の絆、“ 重篤な障害（18
トリソミー）を持つ子を育てる夫婦 ” の3家族の「生
と旅たち」を4年に渡りカメラをまわし、「家族とは
何か」を問う内容にしあがった。ナレーションは樹木
希林。

　日本を代表する児童文学者、新美南吉の生誕百年を
記念して制作した傑作童話集。代表作の「ごん狐」を
はじめ、ふるさと半田を舞台とした作品を中心に4作
品（ごん狐・手袋を買いに・でんでんむしのかなしみ・
おじいさんのランプ）を紹介します。各童話アニメの
間には、ふるさと半田の紹介や、童話にまつわるスポッ
トをドキュメンタリー映像で紹介しています。

　元甲子園球児・坂町晴彦のもとに、亡くなった元チー
ムメイトの娘・美枝が訪ねてきた。〈マスターズ甲子園〉
のスタッフとして働く美枝から大会への参加を勧めら
れた坂町だが、「今さら」と断る。28年前、坂町達が
甲子園に行けなかった原因は、実は美枝の父であり、
美枝にだけは知られたくなかったからだ。しかし父親
の思い出を追い求める美枝と接するうちに、坂町は離
れて暮らす一人娘と向き合ってこなかったことに気付
く。「あの夏」に決着をつけなければ前へは進めない。
坂町は再び人生のグラウンドへ走り出すことに決め
た。

　昭和62年－新潟県の山あいにある小さな小学校
に3頭の子牛が “入学 ” した。
　当時、小学3年生だった少女が牛の世話をするなか
で抱いた夢…それは「牛のお医者さん」。親しんだ牛
との辛い別れを経て、家族や周囲の支え、ふるさとへ
の強い想いを胸に挑んだ13.5倍の難関。
　ペットではない「家畜」のお医者さんとなったかつ
ての少女は、やがて母となり、かけがえのない「いの
ち」と向き合いながら、今日も闘っている。
　新潟ローカル放送から日本テレビ系列「ズームイン
‼朝！」「NNNドキュメント」の全国放送で大きな反
響を得た番組の待望の映画化。

うまれる　ずっと、いっしょ。

新美南吉　傑作童話集

アゲイン　28年目の甲子園

夢は牛のお医者さん
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株式会社　クロック	ワークス
監督：脚本：ティエリ－・ラコベール
音楽：ブリュノ・クーレ

日本放送協会
制作：寺園　慎一
　　　小澤　泰山

株式会社　桜映画社
監督・脚本：村山　正実
　　　　　　片岡　希
　　　　　　井上　実
音楽：徳永　由希子
制作：山本　孝行

アスミック・エース株式会社
原作：さそう　あきら
監督：小林　聖一郎
音楽：上野　耕治
脚本：奥寺　佐渡子

　ジャングルに迷い込んだ一匹の子猿 “ サイ ” が体験
する冒険物語。
　世界最大面積を誇る熱帯雨林アマゾンに『ホワイト・
プラネット」のフランス人監督ティエリー・ラコベー
ルが2年の歳月を費やし撮影に挑んだアドベンチャー
大作。アマゾンでしか見ることのできない動物や植物、
昆虫などのダイナミックで美しく貴重な映像は、子ど
もはもちろんんこと、大人も今まで見たことのない映
像に心を躍らせること間違いなしの映画となっており
ます。

　日本の自閉症の若者・東田直樹さんの書いたエッセ
イが20か国以上で翻訳されベストセラーになってい
る。英訳したのは、イギリスの作家デイヴィット・ミッ
チェル氏。彼にも自閉症の息子がいる。東団の本を読
んでまるで息子が語り変えているように感じたと言
う。ミッチェル氏の訳した本は、自閉症の子どもを持
つ世界の家族に希望の灯りをともした。日本の自閉症
の若者と外国人作家の出会いから生まれた希望の物語
である。

　千葉県山武郡横芝光町にある虫生集落では、毎年8
月16日の盆の施餓鬼供養のあとに演じられる仮面劇
「鬼来迎」が受けつがれている。鬼や亡者、仏に扮す
るのは、集落に住むわずか25戸の男たちである。稽
古風景から劇本番へ。自然の恵みの豊かな農村風景を
交えつつ、役作りに励む人々の姿を追った。そこには、
親から子、子から孫へと世代を越え、どんな時も途絶
えることなく伝統芸能を守り受けついできた先達の思
いがあった。

　若きヴァイオリニスト香坂のもとに舞い込んだ、解
散した名門オーケストラ再結成の報。だが、練習所は
廃工場、集まったのは再就職先も決まらない「負け組」
楽団員たちアマチュアフルート奏者のあまね。そこに
現れた謎の指揮者天道だった。天道の自分勝手な進め
方に、楽団員誰もが猛反発するが、次第に彼が導く音
の深さに皆引き込まれていく。ただ一人、香坂を除い
て。そして迎えた復活コンサート当日、楽団員が知ら
なかった、天道が仕掛けた “ 本当 ” の秘密があきらか
になる。

アマゾン大冒険　～世界最大のジャングルを探検しよう！～

君が僕の息子について教えてくれたこと

鬼来迎　－鬼と仏が生きる里－

マエストロ！
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－推薦目録（映像・メディア等）－

株式会社　ファントム・フィルム
原作：トーベ・ヤンソン
監督：グザヴィエ・ピカルド
　　　ハンナ・ヘミラ
音楽：ヴィルジニー・ミッチェル
編曲：ジャン＝リュック・サヴァリノ
脚本：レスリー・スチュアート
　　　アンニナ・エンケル
　　　ハンナ・ヘミラ
　　　グザヴィエピカルド
制作：ハンナ・ヘミラ
　　　グザヴィエピカルド
　　　ソフィア・ヤンソン

アスミック・エース株式会社
原作：中田　永一
監督：三木　孝浩
音楽：松谷　卓
脚本：持地　佑季子
　　　登米　裕一

株式会社　スターサンズ
監督：ジャン＝ピエール・アメリス
脚本：ジャン＝ピエール・アメリス
　　　フィリップ・ブラスバン

有限会社　ビターズ・エンド
原作：長岡　秀貴
監督：森谷　雄
音楽：原田　智英
脚本：及川　拓郎
制作：森本　友里恵

　ムーミン一家は、ムーミン谷を抜け出し、南の海へ
とバカンスにやってきました。わくわくしていた気分
もつかの間、フローレンとムーミンパパは貴族の豪華
で贅沢な暮らしにすっかり虜になってしまいます。そ
んな二人に腹を立てたムーミンとムーミンママはホテ
ルから飛び出してしまいます…！果たしてムーミンた
ちはこのままバラバラになってしまうのでしょうか？

　長崎県・五島列島の中学校。ある日、天才ピアニス
トだったと噂される柏木ユリが臨時教員としてやって
くる。合唱部の顧問となった柏木は、コンクール出場
を目指す部員に、“5年後の自分 ” へ手紙を書く課題を
出す。そこには、15歳の彼らが抱える、誰にも言え
ない悩みと秘密が綴られていた。その手紙は悲しい過
去からピアノを弾けなくなっていた柏木の心を動か
す。

　聾の少女たちが暮らす修道院もやってきた、生まれ
つき目と耳が不自由な少女マリーは、まるで野生動物
のように獰猛で誰にも心を開かなかった。不治の病を
抱えた修道女マルグリットは、その命が全てを賭けて
マリーに “ 世界 ” を与えるべく教育係となることを決
意する。やがて困難の末、“ 世界 ” を知る糸口を掴む
マリーだったが、二人の別れは目前に迫っていた。
19世紀末、フランスに実在した少女の知られざる奇
跡を描いた真実の物語。

　半身不随と恩師の死、そして周囲の反対を乗り越え
教師になったナガオカ。27歳になった彼は、学校設
立という夢を叶える為、高校教師を辞める。そんな彼
の元に4人の元教え子が集結。しかし、ナガオカの彫
金は725円。学校設立の資金を集める為、彼らはショッ
トバーの開業とナガオカの自伝出版で起死回生をはか
る。

劇場版ムーミン　南の海で楽しいバカンス

くちびるに歌を

奇跡のひと　マリーとマルグリット

サムライフ

21

22

24

23
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アジアプレス・インターナショナル
監督：刀川　和也
企画：稲塚　由美子
制作：野中　章弘
　　　大澤　一生	

　「子どもたちと暮らす」ことを実践する児童養護施
設、「光の子どもの家」の生活に8年間密着し、その
日常を淡々と丁寧に描いたドキュメンタリー。子ども
に寄り添い続ける保育士たち。離れて暮らす子どもと
ふたたび生活できるようになることを願い人生を修復
しようともがく実の親など、生命力に溢れる人々が
瑞々しく描かれ、どこにでもありそうな日常なのに、
観る者を笑いと涙、人と人とのぶつかり合いの温もり
で包み込む。

隣る人25
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－特別推薦一覧－

平成26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 オペラ	銀のロバ オペラシアターこんにゃく座 小学生・中学生

5 おーいペンギンさーん 有限会社
人形劇団クラルテ

幼児・小学校低学年・小
学校中学年・家庭・一般

6 笑福亭鶴笑のパペット落語 有限会社　アサンテプラン 幼児・小学生・中学生・
高校生・家庭・一般

7 父と暮せば 人形劇団むすび座 小学校高学年・中学生・
高校生・家庭・一般

8 ハムレット 有限会社　華のん企画 小学校中学年・小学校高
学年・中学生・高校生・
家庭・一般

9 おもしろげきじょう
「いぬうえくんとくまざわくん」
「ひとがたくん」

有限会社　人形劇団京芸 幼児・小学校低学年・小
学校中学年・家庭・一般

13 ぴーぷー劇場　－しょうぼうじどうしゃじぷた－
　　　　　　　－せんたくかあちゃん－

有限会社　劇団風の子北海道 幼児・小学校低学年・小
学校中学年・家庭

（２）舞台芸術（７点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
7 世界のともだち（第1期全12巻）

世界のともだち（第2期全12巻）
偕成社 小学校中学年

小学校高学年
写真・文：長倉洋海／裵昭／永武ひかる／松岡
一哲／清水哲朗／鈴木智子／公文健太郎／桜木
奈央子／石川直樹／MIKAPOSA ／鎌澤久也／古
賀絵里子／船尾修／ ERIC ／村田信一／桃井和
馬／齋藤亮一／片野田斉／加瀬健太郎／林典子

15 田んぼの不思議 小峰書店 小学校高学年以上 著者：安室知

32 大力のワーニャ 岩波書店 小学校中学年以上 著者：オトフリート・プロイスラー
訳者：大塚勇三
さし絵：堀内誠一

37 ねこくんいちばでケーキをかった 岩波書店 幼児 編訳：たなかともこ
絵画：ユーリー・ワスネツォフ

44 おどろきの東京縄文人 講談社 小学校高学年以上 著者：瀧井宏臣

48 ミリー・モリー・マンデーととも
だち

福音館書店 小学校低学年
小学校中学年

著者：ジョイス・Ｌ・ブリスリー
訳者：上條由美子
絵画：菊池恭子

49 ブロード街の12日間 あすなろ書房 中学生
高校生

著者：デボラ・ホプキンソン
訳者：千葉茂樹

50 ここにいるよ！
ナメクジ

ポプラ社 幼児 写真・文：皆越ようせい

（１）出版物（８点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
13 うまれる　ずっと、いっしょ。 株式会社　インディゴ・フィルムズ 小学校高学年・中学生・

高校生・家庭・一般

15 夢は牛のお医者さん 株式会社　テレビ新潟放送網 小学生・中学生・高校生・
家庭・一般

18 君が僕の息子について教えてくれたこと 日本放送協会 小学校高学年・中学生・
高校生・家庭・一般

24 奇跡のひと　マリーとマルグリット 株式会社　スターサンズ 小学校中学年・小学校高
学年・中学生・高校生・
家庭・一般

25 隣る人 アジアプレス・インターナショナル 中学生・高校生・一般

（３）映像・メディア等（５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、合計 178 点の文化財が奨励賞として表彰

されています。

　第 57回を数えた本年度も、平成 27（2015）年５月 11日（月）、「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 27年４月 29日（水）に新宿明治安田生命ビルで行われました。
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－児童福祉文化賞－

２　平成 27 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　世界のともだち（第１期　全 12巻）

　　　　世界のともだち（第２期　全 12巻）

受賞者　偕成社

（２）舞台芸術部門

作品名　ハムレット

受賞者　有限会社　華のん企画

（３）映像・メディア等部門

作品名　君が僕の息子について教えてくれたこと

受賞者　日本放送協会

（４）特別部門

活動内容　長年にわたって、演劇を通じて児童文化の向上・普及に努め、児童の健全育成に貢献して

きた活動

受賞者　　関矢　幸雄

活動内容　音楽を通じて子どもの協調性、創造性や知的好奇心を養い、豊かな人間性を育んできた活動

受賞者　　こどもの城児童合唱団・混声合唱団

活動内容　こどもの城児童合唱団・混声合唱団の育成・支援や多岐にわたる児童文化活動

受賞者　　公益財団法人　児童育成協会

３　平成 27 年度児童福祉文化賞推薦作品

（受賞作品は７点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．田んぼの不思議　　株式会社　小峰書店

２．大力のワーニャ　　株式会社　岩波書店

３．ねこくん　いちばで　ケーキを　かった　　株式会社　岩波書店

４．おどろきの東京縄文人　　株式会社　講談社

５．ミリー・モリー・マンデーとともだち　　株式会社　福音館書店

６．ブロード街の 12日間　　株式会社　あすなろ書房

７．ここにいるよ！ナメクジ　　株式会社　ポプラ社
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（２）舞台芸術部門

（受賞作品は６点、大臣賞状と盾を授与）

１．オペラ　銀のロバ　　オペラシアターこんにゃく座

２．おーいペンギンさーん　　有限会社　人形劇団クラルテ

３．笑福亭鶴笑のパペット落語　　有限会社　アサンテプラン

４．父と暮せば　　株式会社　人形劇団むすび座

５．おもしろげきじょう「いぬうえくんとくまざわくん」「ひとがたくん」　　有限会社　人形劇団　京芸

６．ぴーぷー劇場－しょうぼうじどうしゃじぷた－、－せんたくかあちゃん－　　有限会社　劇団風の子北海道

（３）映像・メディア等部門

（受賞作品は４点、大臣賞状と盾を授与）

１．うまれる　ずっと、いっしょ。　　株式会社　インディゴ・フィルムズ

２．夢は牛のお医者さん　　株式会社　テレビ新潟放送網

３．奇跡のひと　マリーとマルグリット　　株式会社　スターサンズ

４．隣る人　　アジアプレス・インターナショナル
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