
も く じ 	

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

社会保障審議会による児童福祉文化財推薦の趣旨	・・・・・・・・・・・１

平成27年度児童福祉文化財推薦目録

　一 覧 表（出版物、舞台芸術、映像・メディア等）	・・・・・・・・・・・３

　出 版 物	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

　舞台芸術	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

　映像・メディア等	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

平成27年度児童福祉文化財特別推薦一覧・・・・・・・・・・・・・・・・27

児童福祉文化賞

　１．児童福祉文化賞について	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

　２．平成28年度児童福祉文化賞受賞作品・・・・・・・・・・・・・・・29

　３．平成28年度児童福祉文化賞推薦作品・・・・・・・・・・・・・・・29

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････





－ 1－

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（27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 27 年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

14,876 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、1,796 点となっ

ています。（出版物 1,117 点、舞台芸術 286 点、映像・メディア等 393 点）

　推薦の手続きでは、「思想・表現」の自由を尊重し、「検閲」にならないよう、関係者からの申請を受けて

初めて審査の手続きに入ることとし、さらに、推薦に漏れた場合、そのことが関係者の不利益にならないよ

う配慮しています。

（３）児童福祉文化財の周知

　推薦された児童福祉文化財は、各都道府県等に通知され、年度別に「児童福祉文化財年報」としてまとめ

られています。また、厚生労働省のホームページでも、最新の推薦児童福祉文化財の一覧が見られるように

なっています。

　昭和 34年には、「児童福祉週間」を記念して「児童福祉文化賞」が設けられ、社会保障審議会「推薦作品」

の中から、選考により、各部門の優れた児童福祉文化財が表彰されています。

　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27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 捨て犬	その命の行方	
救われたがけっぷち犬のその後の物語

学研プラス 2015年 2月 文：今西乃子
写真：浜田一男

140P 1,300 小学校中学年
以上

2 ナックの声が聞きたくて！	
“ スーパー・ベルーガ ”にことばを教える
イルカ博士

講談社 2014年 7月 著：村山司 174P	1,200 小学校高学年
以上

3 ○ しもばしら 岩崎書店 2014年12月 文：伊地知英信
写真：細島雅代

32P 1,500 幼児・小学生

4 メリーさんのひつじ	
ほんとうにあったおはなし

福音館書店 2014年11月 作：ウィル・モーゼス
訳：こうのすゆきこ

40P 1,600 幼児・
小学校低学年

5 げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ 福音館書店 2014年 9月 作：モドウィナ・セジウィック
訳：多賀京子
絵：大社玲子

112P 1,300 小学校中学年

6 クララ先生、さようなら 徳間書店 2014年 9月 作：ラヘル・ファン・コーイ
訳：石川素子
絵：いちかわなつこ

304P 1,600 小学校高学年
以上

7 カミツキガメはわるいやつ？ フレーベル館 2015年 2月 写真・文：松沢陽士 34P 1,400 小学校中学年
以上

8 アフリカの民話	
しんぞうとひげ

ポプラ社 2015年 4月 再話：しまおかゆみこ
絵：モハメッド・チャリンダ

34P 1,400 幼児以上

9 ちいさなメリーゴーランド 瑞雲舎 2015年 6月 作：マーシャ・ブラウン
訳：こみやゆう

32P 1,400 幼児・
小学校低学年

10 ハーレムの闘う本屋	
ルイス・ミショーの生涯

あすなろ書房 2015年 2月 著：ヴォーンダ・ミショー・ネルソン
訳：原田勝
絵：R・グレゴリー・クリスティ

180P 1,800 中学生以上

11 庭をつくろう！ あすなろ書房 2015年 3月 作：ゲルダ・ミューラー
訳：ふしみみさを

36P 1,500 小学生以上

12 世界中で沖縄にしかいない飛べない鳥	
ヤンバルクイナ

小学館 2014年 3月 写真・文：江口欣照 40P 1,300 幼児以上

13 ○ 玉の図鑑 学研プラス 2015年 2月 監修：森戸祐幸 128P 1,500 幼児以上

14 ツバメの謎	
ツバメの繁殖行動は進化する！？

誠文堂新光社 2015年 2月 著：北村亘 144P 1,500 小学校高学年
以上

15 ○ トヤのひっこし 福音館書店 2015年 1月 文：イチンノロブ・ガンバートル
訳：津田紀子
絵：バーサンスレン・ボロルマー

32P 1,500 幼児以上

16 アレハンドロの大旅行 福音館書店 2015年 3月 作・絵：きたむらえり 92P 1,300 幼児以上

17 カブトムシＶＳクワガタムシ	
強いのはどっちだ！	
森のファイターたちは、どうやって生ま
れたのか

講談社 2015年 7月 著：本郷儀人 174P	1,200 小学校高学年
以上

18 カブトガニの謎	
２億年前から形を変えず生き続けたわけ

誠文堂新光社 2015年 7月 著：惣路紀通
絵：ヒサクニヒコ

144P 1,500 小学校高学年
以上

19 せいめいのれきし　改訂版 岩波書店 2015年 7月 文・絵：バージニア・リー・バートン
訳：いしいももこ
監修：まなべまこと

82P 1,700 小学校低学年
以上

20 タンチョウのきずな「日本の鶴」の一年 小学館 2015年 7月 写真・文：久保敬親 40P 1,300 幼児以上

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

21 ノグチゲラの親子	
沖縄やんばるの森にすむキツツキのおは
なし

小学館 2015年 7月 写真・文：渡久地豊 40P 1,300 幼児以上

22 テンプル・グランディン	
自閉症と生きる

汐文社 2015年 2月 著：サイ・モンゴメリー
訳：杉本詠美

219P 1,600 小学校高学年
以上

23 運命の海に出会って	
レイチェル・カーソン［新装改訂版］

ほるぷ出版 2015年10月 著：マーティー・ジェザー
訳：山口和代

164P 1,400 中学生以上

24 みんなでつくる１本の辞書 福音館書店 2015年 9月 文：飯田朝子
絵：寄藤文平

40P 1,300 小学校低学年
以上

25 ゴリラが胸をたたくわけ 福音館書店 2015年 9月 文：山極寿一
絵：阿部知暁

40P 1,300 小学校中学年
以上

26 大きなたまご 岩波書店 2015年 8月 作：オリバー・バターワース
訳：松岡享子

304P 720 小学校中学年
以上

27 からたちの花がさいたよ	
北原白秋童謡選

岩波書店 2015年 3月 編：与田準一 326P 880 小学校高学年
以上

28 妖怪一家九十九さん	
妖怪きょうだい学校へ行く

理論社 2015年 1月 作：富安陽子
絵：山村浩二

152P 1,300 小学校中学年
以上

29 北風のうしろの国　上下 岩波書店 2015年10月 作：ジョージ・マクドナルド
訳：脇明子

324P
334P

各760 中学生以上

30 ○ 10代からの情報キャッチボール入門	
使えるメディア・リテラシー

岩波書店 2015年 4月 著：下村健一 152P 1,600 小学校高学年
以上

31 カボチャのなかにたねいくつ？ フレーベル館 2015年 9月 作：マーガレット・マクナマラ
訳：真木文絵
絵：G.ブライアン・カラス

32P 1,300 小学校低学年
以上

32 ぼくの先生は東京湾 フレーベル館 2015年 8月 写真・文：中村征夫 34P 1,400 小学校中学年
以上

33 空から宝ものが降ってきた！	
雪の力で未来をひらく

旬報社 2016年 2月 著：伊藤親臣 160P 1,500 小学校高学年
以上

34 子どものための	
ラ・フォンテーヌのおはなし

こぐま社 2015年11月 再話：マーガレット・ワイズ・ブラウン
訳：あべきみこ
絵：アンドレ・エレ

32P 1,400 小学校低学年
以上

35 かき氷	
天然氷をつくる

岩崎書店 2015年 5月 文：伊地知英信
写真：細島雅代

36P 1,600 小学校中学年

36 かしこい単細胞　粘菌 福音館書店 2015年 9月 文：中垣俊之
絵：斉藤俊行

40P 1,300 小学校高学年
以上

37 ○ レッド・フォックス	
カナダの森のキツネ物語

福音館書店 2015年10月 作：チャールズ・G・D・ロバーツ
訳：桂宥子
絵：チャールズ・リビングストン・ブル

312P 1,400 小学校高学年
以上

38 ○ ガザ	
戦争しか知らないこどもたち

ポプラ社 2015年5月 著：清田明宏 56P 1,500 小学校高学年
以上
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－推薦目録（一覧表）－

社会保障審議会推薦児童福祉文化財（舞台芸術）一覧表

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

1 ○ 震災後の演劇を考える児童・青少年演劇	
空の村号

一般社団法人
アート企画　陽だまり

ドラマ	
75分

作・脚本：篠原久美子
音楽：菊池大成・松田怜
演出：関根信一

小学校中学年以上

2 アリスがくれた不思議な時間 劇団	野ばら ドラマ	
80分

作・脚本：原田亮
音楽：藤原豊
演出：ふじたあさや
制作：劇団	野ばら

小学生

3 ズッコケ時間漂流記 有限会社	ひとみ座 人形劇	
90分

作：那須正幹	
絵：前川かずお
脚本：岡本三郎・西上寛樹
音楽：雨宮賢明
演出：西上寛樹
制作：半谷邦雄・田坂晴男

小学生・一般

4 ○ オペラ『口はロボットの口』 オペラシアター
こんにゃく座

オペラ	
120分

台本・演出：鄭芳信
音楽：萩京子
制作：オペラシアターこんにゃく座

小学生・中学生・
家庭・一般

5 ○ あらしのよるに 朗読パフォーマンス　
ユニット　おはなし
DecoBee ♪

朗読パフォー
マンス	
60分

作：きむらゆういち 小学生・中学生・
家庭・一般

6 のぼるはがんばる 劇団	うりんこ ドラマ	
70分

作：「のぼるはがんばる」
　　金の星社　東君平
脚本・演出：吉田小夏
音楽：ザッハトルテ
制作：新美豊

小学生・家庭

7 ロミオとジュリエット 有限会社	華のん企画 ドラマ	
120分

作：ウィリアム・シェイク
スピア～小田島雄志　
翻訳による～

演出・脚本：山崎清介
制作：華のん企画

小学校中学年以上	

8 沖縄燦燦 一般社団法人
エーシーオー沖縄

歌舞劇	
50分

脚本・演出：三隅治雄
音楽：松元靖
制作：下山久

小学校低学年以上	

9 おじいちゃんのちいさなひみつ 劇団	うりんこ ドラマ	
60分

脚本・演出：バーント ･フー
グルンド（出演者との共
同作業による）
音楽：フランツ・シューベルト
制作：内田成信

小学校高学年以上

10 ○ おきゃく、おことわり？ 有限会社
人形劇団クラルテ

人形劇	
60分

原作：ボニー・ペッカー
脚本：宮本敦
音楽：一ノ瀬季生
演出：奥洞昇
制作：古賀恵子

幼児・小学校低学
年・小学校中学年・
家庭・一般	

11 ○ 森のオト ロバの音楽座 器楽合奏・
合唱	
75分

脚本・演出：松本雅隆
音楽：ロバの音楽座

幼児以上	

12 王敏・文　李暁軍・絵	
小峰書店刊「モンゴルの白い馬」より	
モンゴルの白い馬

特定非営利活動法人
劇団風の子関西

ドラマ	
65分

原作：王敏・文　李暁軍・絵「モ
ンゴルの白い馬」小峰書店刊

脚本・演出：みかみかん
音楽：嶋村よし江・福井秀彦
制作：門馬吉範

小学生以上

13 ○ かさじぞう 人形劇団クスクス 人形劇	
60分

作・演出：伊藤晃
音楽：西尾賢
美術：伊藤晃・佐藤未歩
制作：人形劇団クスクス

幼児・小学生・家庭・
一般

14 〈不思議の国のアリス〉の
帽子屋さんのお茶の会

株式会社演劇集団円 音楽劇	
75分

作：別役実
演出：小森美巳
制作：桃井よし子

幼児以上
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社会保障審議会推薦児童福祉文化財（映像・メディア等）一覧表

番号特別推薦 作　品　名 申　請　者 規　　格 原作・監督・音楽・
脚本・制作 対　象

1 ゆずり葉の頃 株式会社	パンドラ ドラマ	
102分

監督・脚本：中みね子
音楽：山下洋輔
制作：岡本みね子事務所、

仕事

高校生以上

2 愛を積むひと アスミック・エース
株式会社

ドラマ	
125分

原作：エドワード・ムーニー・Jr
監督・脚本：朝原雄三
音楽：岩代太郎
制作：アスミック・エース

高校生以上

3 ふるさとがえり 有限会社	Fire	Works ドラマ	
135分

原作・脚本：栗山宗大
監督：林弘樹
音楽：宮本貴奈・菊地謙太郎
制作：三浦修

幼児以上

4 アラヤシキの住人たち 有限会社
ポレポレタイムス社

ドキュメント	
117分

監督：本橋成一
制作：ポレポレタイムス社、

ポレポレ東中野

小学生以上

5 ヴァチカン美術館４K３D　天国への入口 株式会社
コムストック・グループ

ドキュメント	
66分

監督：マルコ・ピアニジャーニ
脚本：ドナート・ダラヴァーレ

中学生以上

6 7番房の奇跡 株式会社
コムストック・グループ

ドラマ	
127分

監督：イ・ファンギョン
音楽：イ・ドンジュン
脚本：イ・ファンギョン、ユ・

ヨンア、キム・ファン
ソン、キム・ヨンソク

小学生以上

7 KANO～１９３１海の向こうの甲子園～ 株式会社	博報堂
DYミュージック＆ピク
チャーズ	
（旧	株式会社	ショウ
ゲート）

ドラマ	
185分

監督：馬志翔（マー・ジー・シアン）
音楽：佐藤直紀
脚本：魏徳聖（ウェイ・ダーション）、

陳嘉蔚（チェン・チャウェイ）
制作：果子電影有限公司
　　　（ARS　Film	Production）

小学校高学年以上

8 先生と迷い猫 株式会社	クロックワー
クス

ドラマ	
107分

監督：深川栄洋
音楽：平井真美子
脚本：小林弘利
制作：「先生と迷い猫」製

作委員会

小学校高学年以上

9 日本のいちばん長い日 アスミック・エース
株式会社

ドラマ	
125分

原作：半藤一利
監督・脚本：原田眞人
音楽：富貴晴美

小学校中学年以上

10 映画ひつじのショーン	
～バック・トゥ・ザ・ホーム～

株式会社	東北新社 アニメ	
85分

監督：マーク・バートン、
リチャード・スター
ザック

制作：アードマン・アニ
メーションズ（イ
ギリス）、スタジオ・
カナル（フランス）

幼児以上

11 ○ ETV 特集「小さき命のバトン」 日本放送協会 ドキュメント	
59分

ディレクター：猪瀬美樹
制作：日本放送協会

小学校高学年以上

12 ○ ボーイ・ソプラノ　ただひとつの歌声 アスミック・エース
株式会社

ドラマ	
103分

監督：フランソワ・ジラール
音楽：ブライアン・バーン
脚本：ベン・リプリー

小学校中学年以上

13 ○ あん 株式会社
エレファントハウス

ドラマ	
113分

原作：ドリアン助川
監督・脚本：河瀬直美
音楽：Olivier	Goinard
製作：映画「あん」製作委

員会：COMME	DES	
CINEMAS：TWENTY	
TWENTY	VISION：
MAM：ZDF-ARTE

小学生以上

14 あい　精神障害と向きあって ピース・クリエイト
有限会社

ドキュメント	
95分

監督・脚本・制作：宮崎信恵
音楽：十河陽一

中学生以上
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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・監督・音楽・
脚本・制作 対　象

15 ○ セバスチャン・サルガド　
地球へのラブレター

株式会社	レスペ ドキュメント	
101分

監督：ヴィム・ヴェンダース、ジュリ
アーノ・ソベイロ・サルガド

音楽：ローレント・ピティガント
脚本：ジュリアーノ・ソベイロ・サ

ルガド、ヴィム・ヴェンダー
ス、ダヴィット・ロジエ

小学校中学年以上

16 【インターネット教育DVD】	
－気をつけよう！ケータイ・ネットを使うと
き　危険性を考え、ルールをつくる－	
－便利？それとも危険？　ケータイ・ネッ
トでのコミュニケーションを考える－

株式会社	映学社 ドキュメント	
22分
	
22分	

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：川崎けい子

小学校中学年・
小学校高学年	
中学生・高校生

17 【社会教育ビデオ（中学生向け）】	
－たばこの煙　その影響は？　広がる禁
煙社会－	
－素敵だね　禁煙社会　たばこの煙の害
について考える－

株式会社	映学社 ドキュメント	
18分	

20分	

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

中学生	
高校生

18 いしゃ先生 株式会社	キャンター ドラマ	
106分

原作・脚本：あべ美佳
監督：永江二朗
音楽：佐藤和郎
制作：株式会社キャンター

小学校中学年以上

19 Given　	
いま、ここ、にあるしあわせ

公益社団法人
難病の子どもとその家
族へ夢を

ドキュメント	
90分

監督：高橋夏子
音楽：KOTEZ
企画・総指揮：大佳力
制作：公益財団法人	難病

の子どもとその家族
へ夢を

小学校高学年以上

20 すれ違いのダイアリーズ 有限会社	ムヴィオラ ドラマ	
110分

監督：ニティワット・タラトーン
音楽：ニティワット・タラトーン他
制作：GMM	Tai	Hub	Co.,Ltd

小学校高学年以上
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		 1 捨て犬 その命の行方　救われたがけっぷち犬のその後の物語

学研プラス
文：今西乃子
写真：浜田一男
		小学校中学年以上
ISBN978-4-05-204132-7
C8395

　平成18年11月、徳島県徳島市の断崖絶壁に、１匹の
野犬「がけっぷち犬」がとりのこされた。多くの人の
手によって救われたが、その後、簡単に穏やかな生活
を送ることはできなかった。狂犬病予防法のため、野
犬は殺処分しかない。現在、センターはこの犬を永久
に引取り、「野犬を飼い犬にはできない例」という逆
モデル犬とし、市民に、犬を捨てない、同情して野犬
にえさを与えない、その同情が逆に殺処分となる命を
増やす、ということを伝えている。

		 2 ナックの声が聞きたくて！　“スーパー・ベルーガ ”にことばを教えるイルカ博士

講談社
著：村山司
小学校高学年以上
ISBN978-4-06-287006-1
C8045

　イルカとお話しすることはできるのか――。夢のよ
うなテーマを追いつづけてきた村山司教授が、鴨川
シーワールドで飼育されているシロイルカ（ベルーガ）
のナックと出会い、言葉を覚えさせることができるの
かという奮闘の20年間を描きます。知能テスト、彼ら
の目にはモノがどう見えているのか、モノと言葉を結
びつける訓練、そして、人の声をマネして音を出させる
（鳴き声を出させる）訓練といったように、段階を追って、
“スーパー・ベルーガ ” ナックはどんどん知識を吸収し
ていきます。そうしたユニークな訓練風景のほか、イ
ルカの知能が高い理由などの解説も盛り込みます。

3 しもばしら

岩崎書店
文：伊地知英信
写真：細島雅代
幼児・小学生
ISBN978-4-265-04369-9
C8744

　誰もがザクザクと踏みしめ歩く「しもばしら」。ど
のようにできるのか、どんな場所にできるのか、身近
にありながら、知らないことばかりです。ふだんは気
づきませんが、水は、私たちの周りにたくさんありま
す。それが雲や雨、雪やつゆとなって姿をあらわしま
す。では、霜柱はどんな水が変化したものでしょうか？
「しもばしら」を通して、すがたを変える水について
の興味を喚起します。さまざまな「しもばしら」の姿
に、自然の造形の面白さも感じてもらえる一冊です。

		 4 メリーさんのひつじ　ほんとうにあったおはなし

福音館書店
作：ウィル・モーゼス
訳：こうのすゆきこ
幼児・小学校低学年
ISBN978-4-8340-8027-8
C8798

　童謡「メリーさんのひつじ」は、本当にあったエピ
ソードがもとになっています。ある時、瀕死の状態で
生まれたこひつじは、メリーの必死の看病のおかげで
一命をとりとめます。それからというもの、ふたりは
大の仲良しになって、どこへ行くにも一緒。そして、
メリーが初めて登校する日、こひつじもメリーについ
て行きます。やがて、授業が始まり、机の下に隠れて
いたこひつじが教室に飛び出すと、クラス中が笑いの
渦に・・・。

出　版　物
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－推薦目録（出版物）－

		 5 げんきなぬいぐるみ人形ガルドラ

福音館書店
作：モドウィナ・セジウィック
訳：多賀京子
絵：大社玲子
小学校中学年
ISBN978-4-8340-8114-5
C8797

　ガルドラは、手づくりのぬいぐるみ人形です。ある
日、もちぬしのメリーベルが、ガルドラたちぬいぐる
みを乳母車にのせ、散歩に出かけました。ところが、
ひょんなことから乳母車がたおれ、ガルドラだけ川に
流されてしまいます。この「星のブローチ」をはじめ
全４話を収録しました。ふりかかる災難にめげず、い
つも前向きなガルドラの姿は子どもたちをわくわくさ
せ、必ずメリーベルの元にもどってくる結末は , 心か
ら安心させるでしょう。

		 6 クララ先生、さようなら

徳間書店
作：ラヘル・ファン・コーイ
訳：石川素子
絵：いちかわ　なつこ
小学校高学年以上
ISBN978-4-19-863866-5
C8097

　病気で入院していたユリウスたちの担任のクララ先
生が、ひさしぶりに学校に来た。車いすにのっている。
先生は話してくれた。先生の病気は治らない、もう長
くはないのだと。生徒たちはショックを受けた。けれ
ど、大好きな先生になにかプレゼントできないかと考
え、特別素敵な棺おけを作ってあげることにしたの
だ・・・。反対する大人や、理解を示す大人、さまざ
まな反応にとまどいつつ、先生に最高のプレゼントを
贈ろうと行動する四年生の子どもたちの姿を描く感動
作。

		 7 カミツキガメはわるいやつ？

フレーベル館
写真・文：松沢陽士
小学校中学年以上
ISBN978-4-577-04271-7
C8745

　日本での繁殖が問題視されている外来生物・カミツ
キガメの生態と現実を追いかけた一冊。特定外来生物
の「生きる姿」と、駆除しなくてはならない現実を伝
え、子どもたちに「人間と自然のよりよい関係」につ
いて考えてもらいたい、という願いをこめた写真絵本。
カミツキガメの生息地近くに住む著者だからこそでき
た毎日の取材。そこから見えたカミツキガメが必死に
生き、命をつなぐ姿と、駆除される姿を対比させるこ
とで、悲しい連鎖はなぜ生まれたのか、私たちに何が
できるのかを問いかける。

		 8 アフリカの民話　しんぞうとひげ

ポプラ社
再話：しまおかゆみこ
絵：モハメッド・チャリンダ
幼児以上
ISBN978-4-591-14471-8
C8798

　「むかしむかし、あるところに、心臓と髭がおりま
した。心臓も髭も、貧乏で、いつも腹をすかせており
ました」ではじまり、なぜ心臓が左胸にあり、髭は男
性にはえるかがわかる、奇想天外なタンザニアの民話。
カラフルな挿絵は、ティンガティンガ・アート。サバ
ンナの動物やタンザニアの生活が、いきいきと描かれ
ている。地図や、採話時のエピソードも含めた巻末の
解説も充実。読み聞かせにも合い、国際理解にもつな
がる大判絵本。
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		 9 ちいさなメリーゴーランド

瑞雲舎
作：マーシャ・ブラウン
訳：こみやゆう
幼児・小学校低学年
ISBN978-4-907613-06-8
C8797

　ある気持ちの良い午後のこと、サリバンストリート
に賑やかな音楽と共に移動式のメリーゴーランドが
やってきました。大人も子どもも通りへ駆け出し、子
ども達は次々とメリーゴーランドに乗り込みます。で
も　お小遣いのないアンソニーは、一人だけ乗ること
ができません。そんなアンソニーの姿に気がついて、
メリーゴーランドのおじさんが粋な計らいをしてくれ
ました・・・。信頼や感謝の心を伝えるマーシャ・ブ
ラウンのデビュー作品。

		 10 ハーレムの闘う本屋　ルイス・ミショーの生涯

あすなろ書房
著：ヴォーンダ・ミショー・ネルソン
訳：原田勝
絵：R・グレゴリー・クリスティ
中学生以上
ISBN978-4-7515-2752-8
C0023

　1939年。「ニグロは本を読まない」と言われていた
時代に、ニューヨーク・ハーレムに書店をオープン。
権力に屈せず、差別にも偏見にも負けることなく、黒
人のための本を売り、黒人の意識を育てた伝説の書店
主ルイス・ミショーの知られざる生涯を描いたドキュ
メンタリー・ノベル。

		 11 庭をつくろう！

あすなろ書房
作：ゲルダ・ミューラー
訳：ふしみみさを
小学生以上
ISBN978-4-7515-2718-4
C8771

　春、バンジャマンの引っ越してきた家には、広い庭
がありました。でも、ずっと空き家だったので、庭に
は荒れ放題。まるでジャングルみたい。さあ、家族み
んなで庭づくりをはじめよう！ガーデニングに役立つ
楽しい絵本。

		 12 世界中で沖縄にしかいない飛べない鳥　ヤンバルクイナ

小学館
写真・文：江口欣照
幼児以上
ISBN978-4-09-726526-9
C8745

　沖縄島北部にやんばると呼ばれる森があります。
1981年に新種として発見されたヤンバルクイナは、
世界中でこの森にしかすんでいません。しかし、森の
開発が進んで、ヤンバルクイナのすむ場所が少なくな
り、その数は減ってしまっています。また、とてもお
くびょうな鳥なので、人間の前にはなかなか出てきま
せん。絶滅の危機に直面している、飛べない鳥。その
かくされた姿を、10年かけて撮影した貴重な写真で
紹介する写真絵本です。
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－推薦目録（出版物）－

13 玉の図鑑

学研プラス
監修：森戸祐幸
		幼児以上
ISBN978-4-05-204087-0
C8640

　『玉（球、円）』という形に注目しながら、地球や宇
宙のしくみや謎、生き物の知恵、人間のくふうなどを
紹介します。天体はなぜ玉なのか？ダンゴムシが玉の
形になるのはなぜ？ボールペンの先の玉の役割は？な
ど、『玉』に関する情報が満載です。子どもが大好き
な『玉』という形がもつふしぎさやおもしろさに気づ
くとともに、様々なジャンルへの興味・関心を広げる、
全く新しいタイプのビジュアル科学図鑑です。

		 14 ツバメの謎　ツバメの繁殖行動は進化する！？

誠文堂新光社
著：北村亘
小学校高学年以上
ISBN978-4-416-11409-4
C0045

　春になると日本に渡って来て、人間の生活圏で営巣
をして繁殖するツバメ。身近な生物ですが、実は、渡
りや繁殖行動など詳しいことはあまり知られていませ
ん。オス、メスで協力して巣を作り、仲良く子育てを
するツバメですが、実は同じ巣の中に父親のちがうヒ
ナがいる場合があるのです。このように、意外と知ら
れていないツバメの生態、行動をわかりやすく紹介す
るとともに、観察や集めたデータの使い方など、科学
的な考え方についても著者の視点で語ります。

15 トヤのひっこし

福音館書店
文：イチンノロブ・ガンバートル
訳：津田紀子
絵：バーサンスレン・ボロルマー
幼児以上
ISBN978-4-8340-8140-4
C8798

　モンゴル大草原の日常を描いた絵本です。トヤとい
う女の子が家族とともに新しい放牧地にひっこしま
す。トットコ、トットコ、タッタカ、タッタカ、メエ
エエ、メエエエ、家畜たちはにぎやかに歩きます。ゴー
ゴーと風が吹いてきたり、ザーザーと雨が降ってきた
り、地平線に大きな虹が現れたり・・・。いろいろな
風景を目にし、何人もの親切な人に出会います。何日
も歩いたある日、家畜たちがいっせいに走り出しまし
た。なんと大きな湖が見えて、新しい放牧地にたどり
ついたのです！

		 16 アレハンドロの大旅行

福音館書店
作・絵：きたむらえり
		幼児以上
ISBN978-4-8340-8161-9
C8093

　イノシシの主人公、アレハンドロが旅に出て帰るま
でが描かれています。アレハンドロは、にぎやかな大
家族の一員ですが、一言も話しをしません。心配した
両親は、アレハンドロを旅に出します。道すがらいろ
いろな生きものと出会いますが、アレハンドロは、何
も話すことができないまま、目指す丘の頂上にたどり
つきます。アレハンドロは、そこで今まで見たことが
ないものを見て、思わず大きな声をあげます。
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		 17 カブトムシＶＳクワガタムシ　強いのはどっちだ！森のファイターたちは、どうやって生まれたのか

講談社
著：本郷儀人
		小学校高学年以上
ISBN978-4-06-287012-2
C8045

　男の子たちに大人気のカブトムシとクワガタムシ
は、「夏休みの王様」とも言える昆虫です。それでは、
お互いにケンカをしたら、いったいどちらが強いの
か？今も昔も、子どもたちにとって、最大の「謎」の
ひとつです。カブトムシとクワガタムシを専門に研究
している動物行動学者の本郷儀人氏が集めた両者のバ
トルのデータを大公開し、その「謎」に決着を付けま
す。それとともに、彼らがどうやって進化してきたか、
なぜ戦うのかといった自然科学の知識を、豊富な写真
やイラストで伝えます。

		 18 カブトガニの謎　２億年前から形を変えず生き続けたわけ

誠文堂新光社
著：惣路紀通
絵：ヒサクニヒコ
小学校高学年以上
ISBN978-4-416-11535-0
C0044

　カブトガニは2億年も前から形を変えずにずっと生
き続けてきた動物です。著者は天然記念物カブトガニ
繁殖地に指定されている岡山県笠岡市で、未だ謎の多
いカブトガニの生態を長年にわたり研究するととも
に、絶滅危惧種でもあるカブトガニの繁殖・保護と生
態環境の改善にも尽力してきました。カブトガニの進
化、体のつくり、生態、そしてカブトガニの棲める環
境を守る大切さ、さまざまな視点からカブトガニを読
み解く書籍です。

		 19 せいめいのれきし　改訂版

岩波書店
文・絵：バージニア・リー・バートン
訳：いしいももこ
監修：まなべまこと
小学校低学年以上
ISBN978-4-00-111250-4
C8798

　宇宙に地球が誕生してから、今この瞬間までの命の
リレーをお芝居形式で語る壮大な絵本『せいめいのれ
きし』。1964年の初版刊行から半世紀が経ち、現在の
知見に照らし合わせ、本文をアップデートしました。
監修は恐竜研究の第一人者、真鍋真博士。石井桃子先
生の名訳を活かしながら、「宇宙」「地球」「生き物の
進化」の歴史などに、適宜改訂を加えていただきまし
た。名作絵本に新しい命が吹きこまれました。

		 20 タンチョウのきずな　「日本の鶴」の一年

小学館
写真・文：久保敬親
幼児以上
ISBN978-4-09-726586-3
C8745

　ツルの中で最も美しいといわれ、長寿や吉兆のシン
ボルとして、古くから日本人に親しまれてきたタン
チョウ。一度は絶滅の瀬戸際にあり、20羽程度しか
生息していなかったといわれています。その後、人々
の思いやりによる人工給餌などで、冬の厳しい自然を
生きのびてきました。雪原で優美に舞う姿は現在も見
ることができます。それは未来に残したい日本の風景
のひとつです。タンチョウのきずなを長年にわたり撮
影した写真絵本です。
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－推薦目録（出版物）－

		 21 ノグチゲラの親子　沖縄やんばるの森にすむキツツキのおはなし

小学館
写真・文：渡久地豊
幼児以上
ISBN978-4-09-726585-6
C8745

　ノグチゲラは、沖縄島にのみ生息する日本固有種の
キツツキで、沖縄県の県鳥、国の特別天然記念物に指
定されています。絶滅危惧種でもあり、その姿を見る
ことはなかなかできません。環境省の調査に携わる作
者は、台風で巣の木が倒れてしまった親子に出会いま
した。巣の木が倒れたことで、ひなは天敵に襲われや
すくなってしまったのです。それでも、ひなを一生懸
命に育てるつがい。厳しい自然の中で生きる貴重な鳥
を見守る写真絵本です。

		 22 テンプル・グランディン　自閉症と生きる

汐文社
著：サイ・モンゴメリー
訳：杉本詠美
小学校高学年以上
ISBN978-4-8113-2168-4
C8098

　タイム誌の「世界で最も影響力のもつ100人」にも
選ばれたテンプル・グランディン。動物愛護活動家と
して、同時に食肉処理施設の設計者として、その活躍
の様子は映画にもなりました。「自閉症はわたしの一
部なのです」と語るテンプルの子ども時代からこれま
でを児童文学作家として活躍する著者が描き出しま
す。自閉症を考える上で必要であり、また、自閉症に
悩む人びとへの一助になる一冊です。

		 23 運命の海に出会って　レイチェル・カーソン　［新装改訂版］

ほるぷ出版
著：マーティー・ジェザー
訳：山口和代
中学生以上
ISBN978-4-593-53521-7
C0023

　1962年、農薬の複合汚染を警告した『沈黙の春』
は大論争をまきおこした。エコロジーと自然保護を初
めて結びつけ、環境汚染を告発したレイチェル・カー
ソンは、現代社会のあり方を大きく変えることになっ
た。本書は、そのカーソンの生涯をノンフィクション
で描く。女性として勉学の道に進み、職を得ること。
母の影響。海へのあこがれからはじまった、生きとし
生けるものすべてに対する探究心、責任感、愛情・・・・
伝説的な書籍『沈黙の春』を発表し56歳の若さで逝
去したカーソンの人生を、細やかにたどることができ
る一冊。1994年刊行の新装改訂版。

		 24 みんなでつくる１本の辞書

福音館書店
文：飯田朝子
絵：寄藤文平
小学校低学年以上
ISBN978-4-8340-8184-8
C8780

　日本語を教えていた飯田先生は、留学生に「どうし
て、にんじんも、電車も、柔道の勝負も「１本」と教
えるの？」と質問され、返事に困ります。はっきりと
した答えをもっていなかったのです。そこで、「１本」
を数えるモノ・コトを集めて「１本の辞書」をつくっ
てみようと思いたちました。例をたくさん集めること
によって、日本語を話す人が「１本」と数えるときに
思い描くイメージを明らかにできるのではと考えたか
らです。
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		 25 ゴリラが胸をたたくわけ

福音館書店
文：山極寿一
絵：阿部知暁
小学校中学年以上
ISBN978-4-8340-8187-9
C8745

　今から100年以上も前に、ゴリラがヨーロッパ人に
発見されて以来長いあいだ、ゴリラが胸をたたく「ド
ラミング」は、戦いの宣言だと思われていました。と
ころが、ゴリラの研究者である山極寿一さんは、アフ
リカの森でゴリラを観察するうちに、それは誤解だっ
たと気づきます。ゴリラが胸をたたくのは、争いをさ
けて平和に暮らすための知恵だったのです。好奇心旺
盛で心やさしいゴリラたちの暮らしぶりを紹介しま
す。

		 26 大きなたまご

岩波書店
作：オリバー・バターワース
訳：松岡享子
小学校中学年以上
ISBN978-4-00-114226-6
C8397

　ある朝、ネイトの家で飼っているめんどりが、巨大
なたまごをうんだ。家族とともにハラハラ見守ること
6週間。ついにたまごはかえるが、出てきたのなんと、
だれも実物を見たことのないあの生きものだった！科
学者の記者が押しよせ、やがてさわぎはアメリカじゅ
うにひろがり・・・・。ワクワクがとまらない痛快な
冒険の物語。

		 27 からたちの花がさいたよ　北原白秋童謡選

岩波書店
編：与田準一
小学校高学年以上
ISBN978-4-00-114224-2
C8392

　〈あめあめ　ふれふれ　かあさんが　じゃのめで　
おむかい　うれしいな。〉・・・自然の四季折々の美し
さをうたった白秋の童謡のなかから「あめふり」「ゆ
りかごのうた」「この道」「待ちぼうけ」「ペチカ」など、
長く愛唱されてきた150作品を選りすぐる。

		 28 妖怪一家九十九さん　妖怪きょうだい学校へ行く

理論社
作：富安陽子
絵：山村浩二
小学校中学年以上
ISBN978-4-652-20087-2
C8398

　巨大団地に、人間たちに混じって、こっそり団地生
活を始めた妖怪一家。お父さんはヌラリヒョン、お母
さんはろくろっ首、子どもたちはサトリにアマノ
ジャックに一つ目小僧。最も大切なルールは、「ご近
所さんを食べないこと」！？アマノジャックのマアく
んが見つけた隣町の廃校に妖怪三きょうだいは遊びに
行きました。ところがそこで次々不思議な出来事が。
妖怪もおどろく学校の不思議とは？
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－推薦目録（出版物）－

		 29 北風のうしろの国　上・ 下

岩波書店
作：ジョージ・マクドナルド
訳：脇明子
中学生以上
ISBN978-4-00-114227-3
ISBN978-4-00-114228-0
C8397

　馬小屋の２階に住む御者の幼い息子ダイヤモンドの
もとに、ある夜、美しい女性の姿をした北風があらわ
れる。ダイヤモンドは北風に抱かれ、ロンドンの空や、
荒れ狂う嵐の海へ。やがて少年は、北風のうしろにあ
る不思議な世界へとむかう。もどってきた幼い少年は、
北風のうしろの国で聞いた川の歌を口ずさみながら、
貧しい暮らしにあえいでいる家族や友人を助け、励ま
すようになる。

30 10代からの情報キャッチボール入門　 使えるメディア・リテラシー

岩波書店
著：下村健一
小学校高学年以上
ISBN978-4-00-061041-4
C0036

　いま、若い人たちは、LINE、フェイスブック、ツイッ
ターなど、ネットが当たり前の時代となっています。
しかし、ネットへの接し方、情報の取り扱い方につい
て、きちんと学ぶことはほとんどありません。そのた
め、意図せず情報の被害者や加害者になってしまう事
件が後を絶ちません。本書では、TVキャスターや官
邸広報などの現場で奮闘してきた著者が、自らが編み
出した方法〈「４つのギモンとジモン」〉で、的確な情
報の受け取り方、発し方を伝授します。

		 31 カボチャのなかにたねいくつ？

フレーベル館
作：マーガレット・マクナマラ
訳：真木文絵
絵：G. ブライアン・カラス
小学校低学年以上
ISBN978-4-577-04325-7
C8771

　ある日、先生が教室にもってきた大きさがちがう3
つのカボチャ。それぞれ、なかにたねがいくつはいっ
ているか、クラスのみんなは予想します。「大きなカ
ボチャのたねは100万個！」「中くらいのは、22個」
など、10人の子どもたちの考えは、それぞれ個性いっ
ぱい！子どもたちは、実際にカボチャからたねを取り
出して数を教えてみることに。そんななか、クラスで
いちばん背のひくいチャーリーは意外な発見をしま
す・・・・。

		 32 ぼくの先生は東京湾

フレーベル館
写真・文：中村征夫
小学校中学年以上
ISBN978-4-577-04304-2
C8745

　大都会に囲まれた海、東京湾。そこは自然と人が密
接に関わる場所です。「江戸前」海の幸、航路、生き
物の営み。東京湾が私たちに与えてくれる恩恵ははか
り知れないほどのものです。しかし、その東京湾を私
たちが「死の海」「汚れた海」にしているという現実。
35年以上東京湾をずっと撮影し続けてきた著者の貴
重な写真で伝えます。生き物のたくましさ、健気さ。
一見きれいに見える今の東京湾も、新たな危機と常に
となりあわせにあること。それらが私たちの生活と密
接に関係していることを伝えます。自然とつながって
いることを実感できる一冊。
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		 33 空から宝ものが降ってきた！　雪の力で未来をひらく

旬報社
著：伊藤親臣
		小学校高学年以上
ISBN978-4-8451-1449-8
C0095

　日本は国土の半分が豪雪地帯。しかも、そこに多く
の人が暮らす、世界でも珍しい国です。有史以来、日
本人は雪と上手に共生してきましたが、いつの頃から
か雪は “ じゃまもの ” となりました。しかし、本当に
そうでしょうか？著者は雪を資源としてとらえ、地域
に新しい風を吹かせる活動をおこなう雪のエンジニ
ア。日本人と雪の関わり、雪とは何か、「利雪」の最
先端など、さまざまなテーマから雪国の未来と可能性
について語ります。

		 34 子どものための　ラ・フォンテーヌのおはなし

こぐま社
再話：マーガレット・ワイズ・ブラウン
訳：あべきみこ
絵：アンドレ・エレ
小学校低学年以上
ISBN978-4-7721-0231-5
C8798

　17世紀のフランスの詩人、ラ・フォンテーヌが書
いた寓話にアンドレ・エレが美しい絵をつけたお話
13話が入っている絵本です。「キツネとぶどう」「町
のネズミといなかのネズミ」など、イソップを源流と
する素朴なお話が鮮やかな色の絵と共に、忘れられな
い印象を残します。

		 35 かき氷　天然氷をつくる

岩崎書店
文：伊地知英信
写真：細島雅代
小学校中学年
ISBN978-4-265-04370-5
C8357

　埼玉県の長瀞では100年以上も前から、山間にある
氷池で氷が作られてきました。むかしは何軒もあった
製氷業は、今は埼玉県内では「阿佐美冷蔵」だけです。
この阿佐美さん一家の天然氷づくりを追いました。電
気を使ってすぐに作ることができる氷と、自然の力を
かりて、家族の絆や地元の人たちとつながりをもって
作る天然氷。１杯のかき氷から私たちは何を学ぶこと
ができるのか、考えるきっかけになる写真絵本です。

		 36 かしこい単細胞　粘菌

福音館書店
文：中垣俊之
絵：斉藤俊行
小学校高学年以上
ISBN978-4-8340-8186-2
C8745

　単細胞生物の粘菌モジホコリが、迷路を解き、電車
の路線図をつくります。でもどうやって？著者の中垣
俊之さんは、これらの研究により、「人びとを笑わせ、
そして考えさせてくれる研究」に対して与えられる賞
であるイグノーベル賞を、２度も受賞されました。原
始的な生命体である単細胞生物は、脳も神経も持ちま
せんが、“ かんがえる ” ことができるのです。かしこ
い粘菌の知られざる能力があきらかになります。



－ 17－

－推薦目録（出版物）－

37 レッド・フォックス 　カナダの森のキツネ物語

福音館書店
作：チャールズ・G・D・ロバーツ
訳：桂宥子
絵：チャールズ・リビングストン・ブル
小学校高学年以上
ISBN978-4-8340-8205-0
C8097

　家族を守るために猟犬と闘い、その牙にかかって息
絶えた勇敢な父ギツネ。その命と引き替えに救われた
巣穴の子ギツネたちの中で体力、知力ともにもっとも
優れていたが、雄の赤ギツネ “ レッド・フォックス ”
でした。やがてレッド・フォックスも父となり、家族
を守るためさまざまな困難に立ち向かいます。カナダ
東部の未開の荒野を舞台に、そこに暮らす野生動物た
ちの営みをダイナミックに描いた作品です。

38 ガザ 　戦争しか知らないこどもたち

ポプラ社
著：清田明宏
		小学校高学年以上
ISBN978-4-591-14500-5
C8795

　2014年７月から始まったイスラエル軍のガザ侵攻。
この戦争中、ガザに入った著者が「戦争しかしらない
子どもたち」を、写真を中心にレポート。著者は、国
連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）の保健局
長。彼は、子どもと家族が暮らすガザをつぶさに見て
きた。普通の暮らしを求める一般市民の人びとへの共
感に満ちたまなざしが、悲惨な戦禍にあっても希望を
失わず、子どもたちのために、次へと踏み出すガザの
人々を力強く描き出す。
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舞 台 芸 術

一般社団法人	アート企画　陽だまり
作・脚本：篠原久美子
音楽：菊池大成・松田怜
演出：関根信一
ドラマ
75分
対象：小学校中学年以上

　空は明るくひょうきんな小学５年生。酪農家の長男
なのに、牛の世話は「いまいち」で、特に大きな夢も
ない。原発事故後、変わっていく村、そして家族。だ
けど空は、どこかに世界征服をたくらむ悪の組織が
あって、それをやっつけてしまえば平和が戻ってくる
と信じたかったのだ・・・。

震災後の演劇を考える児童・青少年演劇　空の村号1

劇団	野ばら
作・脚本：原田亮
音楽：藤原豊
演出：ふじたあさや
制作：劇団	野ばら
ドラマ
80分
対象：小学生

　「ひかるくん。今日のあなたの心の天気はどう？」
アリスがくれた不思議な時間の中でいろんな体験をす
るひかるのお話です。

アリスがくれた不思議な時間2

有限会社	ひとみ座
作：那須正幹
絵：前川かずお
脚本：岡本三郎・西上寛樹
音楽：雨宮賢明
演出：西上寛樹
制作：半谷邦雄・田坂晴男
人形劇
90分
対象：小学生
　　　一般

主人公、ハチベエ・ハカセ・モーちゃんの三人組は、
いわゆる似たもの同士ではありません。違う者同士の、
会話して行動して築かれていくコミュニケーションに
は、子どもだけでなく大人も教えられることが多々あ
ります。

ズッコケ時間漂流記3

オペラシアター	こんにゃく座
台本・演出：鄭芳信
音楽：萩京子
制作：オペラシアターこんにゃく座
オペラ
120分
対象：小学生
　　　中学生
　　　家庭
　　　一般

　パン製造ロボット、テトのたったひとつだけ得意な
こと、それはパンを作ること。ところがそのパン作り
がどうもうまくいかなくなってきました。テトは、自
分を作ったドリトル博士に直してもらうため、イース
トランドをめざして旅に出ます。魔女が支配するイー
ストランドの人々を助けようと、テトはパンを作り続
けます。思いきり笑って、思わずホロッとさせられる、
今を生きる子どもたち、大人たちに贈るエンターテイ
メントオペラ！

オペラ　『口はロボットの口』4
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－推薦目録（舞台芸術）－

朗読パフォーマンス	ユニット
おはなしDecoBee ♪
作：きむらゆういち
朗読パフォーマンス
60分
対象：小学生
　　　中学生
　　　家庭
　　　一般

　「あらしのよるに」シリーズは、嵐の夜に偶然出会っ
たヤギとオオカミの物語です。食べる者と食べられる
者に生まれた友情は、やがて仲間たちを巻き込む騒動
となり、二匹は命をかけて、その友情を守ろうとしま
す。きむらゆういち作のベストセラー絵本を、朗読と
音楽の融合により、一人一人の心に豊かに描き出しま
す。シリーズ全７巻より抜粋し、約60分の上演作品
に構成してあります。

あらしのよるに5

劇団	うりんこ
作：「のぼるはがんばる」金の星社　
東君平
脚本・演出：吉田小夏
音楽：ザッハトルテ
制作：新美豊
ドラマ
70分
対象：小学生
　　　家庭

　のぼるは、東さんちで飼われているトラ猫。猫がね
ずみを追いかける事さえ知りません。ある日、のぼる
は屋根裏部屋でたまごの殻を破った謎の友達、チュー
インガムと出会います。物知りで、会うといつも美味
しい食べ物をくれるチューインガムとすぐに仲良くな
ります。しかし、他の猫たちは「チューインガムはね
ずみに違いない！」と言います。信じたい気持ちと疑っ
てしまう気持ちで揺れるのぼるは、チューインガムに
会いに行きます。

のぼるはがんばる6

有限会社	華のん企画
作：ウィリアム・シェイクスピア～
小田島雄志　翻訳による～
演出・脚本：山崎清介
制作：華のん企画
ドラマ
120分
対象：小学校中学年以上

　ヴェローナの旧家モンタギュー家とキャピュレット
家はお互いにいがみ合ってきた。ある日モンタギュー
家のロミオは、友人に誘われキャピュレット家の舞踏
会にもぐりこむ。そこでキャピュレットの娘ジュリ
エットと出会い、恋に落ちてしまう。恋の成就をロレ
ンス神父に相談した二人は、神父の計らいで秘密に結
婚式をあげる。しかしジュリエットのいとこティボル
トがロミオの親友を殺し、ロミオは怒りのあまりティ
ボルトを殺してしまう。ロミオは追放となり、両親か
ら結婚を勧められたジュリエットはロレンス神父に相
談するのだが・・・。

ロミオとジュリエット7

一般社団法人	エーシーオー沖縄
脚本・演出：三隅治雄
音楽：松元靖
制作：下山久
歌舞劇
50分
対象：小学校低学年以上

　三線、バイオリン、パーカッションの生演奏ととも
に波濤に挑む若い海人、三良（サンラー）とその恋人、
加那（カナー）を軸に描いた歌舞劇。結い（助け合い）
の力で、共に働き、共にうたい、踊り、天災・人災を
跳ねのけて来た、燦燦と輝く沖縄の魅力、命の賛歌を
お届けします。「今日がピーは　クガニピー　もとば
しよ　ホーユば直れ」今日という日は黄金のように輝
くとても素晴らしい日、平和で豊かな世の中になりま
すように。

沖縄燦燦8
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劇団	うりんこ
脚本・演出：バーント・フーグルンド

（出演者との共同作業
による）

音楽：フランツ・シューベルト
制作：内田成信
ドラマ
60分
対象：小学校高学年以上

　100人の60才以上の方から「子どもの頃のすごく
嬉しかった思い出、すごく悲しかった思い出」を集め、
一人のおじいちゃんの少年時代のお話を作りました。
背景となるのは1950年代の日本。ひとりぼっちの帰
り道、大好きなお父さんとのドライブ、バナナの甘さ、
自転車での秘密の遠のり・・・俳優達が語り手にも演
じ手にもなり、シューベルトの音楽とともに少年の心
を繊細に描いています。子ども達におじいちゃんにも
子どもの頃があり、自分達と同じ感情を持っているこ
とが伝わるでしょう。そしてそれはきっとこれからの
人生の心の支えになっていくと思います。

おじいちゃんのちいさなひみつ9

有限会社	人形劇団クラルテ
原作：ボニー・ペッカー
脚本：宮本敦
音楽：一ノ瀬季生
演出：奥洞昇
制作：古賀恵子
人形劇
60分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　小学校中学年
　　　家庭
　　　一般

　森の家に独りで暮らすクマは、誰にも邪魔されるこ
となくキチンと生活している事が何よりの幸せ。ある
日その家に一匹のネズミが訪ねて来ました。このネズ
ミは何にでも興味津々、好奇心いっぱい。そんなネズ
ミに大事なお茶の時間を邪魔されてクマは「おきゃく、
おことわり！」と強く追い返します。それでもあきら
めずにまた訪ねて来るネズミ。大きさも性格も全く逆
の二人の気持ちが近づいたり離れたり重なる姿を描き
ます。

おきゃく、おことわり？10

ロバの音楽座
脚本・演出：松本雅隆
音楽：ロバの音楽座
器楽合奏・合唱
75分
対象：幼児以上

　ロバの音楽座による多種多彩な古楽器と空想楽器に
よるやわらかくて気持ちのいい森のような音楽会。
ヨーロッパの中世～ルネサンス時代によく使われてい
たバグパイプ、リュート、を始め30種以上の古楽器
を駆使し、身の回りにあるものから作り出す空想楽器
は子どもたちの創造力を掻き立て、古楽とオリジナル
曲を中心としたコンサート形式に、突然はじまる仮面
劇や森の住人の登場など、今までにないスタイルの音
楽会。

森のオト11

特定非営利活動法人	劇団風の子関西
原作：王敏・文　李暁軍・絵
「モンゴルの白い馬」小峰書店刊
脚本・演出：みかみかん
音楽：嶋村よし江・福井秀彦
制作：門馬吉範
ドラマ
65分
対象：小学生以上

　モンゴルの草原にスーホ少年とおばあさんが暮らし
ています。ある日、スーホは見捨てられた白い子馬を
連れて帰り育てることにします。白い馬をとスーホの
友情が深まった頃、競馬大会が開かれ出場して優勝し
ますが、殿様はスーホから白い馬を奪ってしまいます。
しかし、白い馬は命からがら傷つきスーホのもとに
帰って来ますが、息をひきとります。スーホは悲しみ
の中で白い馬の亡き骸を馬頭琴という楽器に再生する
のでした。

王敏・文　李暁軍・絵　小峰書店刊「モンゴルの白い馬」より　モンゴルの白い馬12
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－推薦目録（舞台芸術）－

人形劇団	クスクス
作・演出：伊藤晃
音楽：西尾賢
美術：伊藤晃・佐藤未歩
制作：人形劇団クスクス
人形劇
60分
対象：幼児
　　　小学生
　　　家庭
　　　一般

　誰もが知る昔話「かさじぞう」を人形劇にした。結
末には現代的な解釈を加えた。雪は美しく何もかも覆
い尽くすが、雪国の暮らしは楽ではない。過疎化と高
齢化がそれに拍車をかけている。どのような老いを迎
えるのか、それは日本全体に突きつけられた課題でも
ある。結論を出すことは出来ないが、人々が手を携え、
互いを思いやることでしか乗り切れないのではない
か。優しさの連鎖が人を助ける、と信じたい。

かさじぞう13

株式会社	演劇集団円
作：別役実
演出：小森美巳
制作：桃井よし子
音楽劇
75分
対象：幼児以上

　不思議の国の不思議の森で、帽子屋がお茶の会を開
こうとしている。お茶の会を手伝うのは、三月兎とチ
シャ猫。やって来たのは〈不思議の国のアリス〉に登
場する、公爵夫人、市長、魔法使い、眠りねずみ、も
ちろんアリスも。そこへ東の国の文化を伝えに来たと
いう使者も加わり、奇妙なお茶の会が始まろうとして
いる。使者が伝えようとした文化とは？

〈不思議の国のアリス〉の帽子屋さんのお茶の会14
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映像・メディア等

株式会社	パンドラ
監督・脚本：中みね子
音楽：山下洋輔
制作：岡本みね子事務所、仕事

　晩秋の軽井沢。息子も自立し、着物の仕立てで生計
をたてる市子にはどうしてもやっておかなくてはなら
ないことがあった。ある画家が描いた一枚の絵を訪ね
あてること。その絵には少女時代の市子の姿と、市子
を見つめる画家のみずみずしい思いが込められてい
た・・・・。

ゆずり葉の頃1

アスミック・エース	株式会社
原作：エドワード・ムーニー・Jr
監督・脚本：朝原雄三
音楽：岩代太郎
制作：アスミック・エース

　第二の人生を大自然に包まれた美しい土地で過ごそ
うと、北海道に移り住むことにした夫婦、篤史と良子
は、かつて外国人が住んでいた家で暮らし始める。良
子は篤史に家を囲む石塀作りを頼んだが、以前から
患っていた心臓の病を悪化させて、この世を去ってし
まう。悲しみにくれる篤史のもとに、ある日、良子か
ら手紙が届いた。驚く篤史。そして、次々と見つかる
手紙に導かれるように、篤史は周囲の人々の人生に関
わり、長年疎遠になっていた娘、聡子と再会する・・・。

愛を積むひと2

有限会社	Fire	Works
原作・脚本：栗山宗大
監督：林弘樹
音楽：宮本貴奈・菊地謙太郎
制作：三浦修

　1990年、ある夏の日に亀を助けた４人の少年。
2010年、映画の助監督を辞め帰郷することになった
主人公・勘治。ふるさとを舞台に２つの時代、物語が
交差しながら進行していく。志半ばとなった「少年時
代の夢」－今まで振り返りもしなかった「田舎の現実」
－20年の時を超えて「ふるさと」への愛情と葛藤が
交錯していく。「私たちは物語を生きている。」勘治が
描いた「ふるさとの物語」を通じて、その想いを届け
ていく。

ふるさとがえり3

有限会社	ポレポレタイムス社
監督：本橋成一
制作：ポレポレタイムス社、
　　　ポレポレ東中野

　北アルプスの山裾、長野県小谷村。車の通わない山
道を１時間半歩いたところにある真木共働学舎。生き
ることの根源的な意味を考える「共に働く学びの舎」
として創設され、今の社会に肉体的・精神的な生きづ
らさを抱える人も、そうでない人も、だれもが固有に
持つそれぞれの能力を尊重しあい、ひとつ屋根の下で
暮らしている。春・夏・秋・冬・・・40年。くり返
されるその営みは、誰にもある生きものとしての人間
の時間を思い起こさせる。

アラヤシキの住人たち4

Ⓒ2015「愛を積むひと」製作委員会
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－推薦目録（映像・メディア等）－

株式会社	コムストック・グループ
監督：マルコ・ピアニジャーニ
脚本：ドナート・ダラヴァーレ

　歴代ローマ教皇の収集品を收蔵展示する世界最大級
に美術館であるヴァチカン美術館に、世界初の４K、
３Dカメラが入った！普段近づくことのできないシス
ティーナ礼拝堂の天井画やヘラクレスの彫像の裏側ま
で最先端 RED	ONE の４Kカメラにより余すことなく
撮影。ルネサンス三大巨匠から、ゴッホ、ダリといっ
た美術史の中でも特に重要な芸術家たちの作品を、ス
ケール感あふれるダイナミックな映像で堪能できる希
有な体験への誘い。

ヴァチカン美術館４K３D　天国への入口5

株式会社	コムストック・グループ
監督：イ・ファンギョン
音楽：イ・ドンジュン
脚本：イ・ファンギョン、ユ・ヨン

ア、キム・ファンソン、キム・
ヨンソク

　知的年齢６歳の父ヨングと、しっかりものの６歳の
娘イェスンは、入学式を楽しみにしていたが、思わぬ
ことからヨングが殺人容疑で逮捕、収監されてしまう。
互いに会いたいと思いを馳せていたある日、ヨングに
命を助けられた房長と仲間たちがイェスン潜入大作戦
を決行！しかし、二人の幸せな時間は長くは続かな
かった。裁判の最終弁論でヨングは無実の罪を認めて
しまう。数年後、その無罪を証明しようとイェスンは
弁護士になり、奔走。父が本当に守りかったものが時
を越えて明かされる・・・。

7番房の奇跡6

株式会社	博報堂 DY ミュージック
＆ピクチャーズ（旧	株式会社	ショ
ウゲート）
監督：馬志翔（マー・ジー・シアン）
音楽：佐藤直紀
脚本：魏徳聖（ウェイ・ダーション）、

陳嘉蔚（チェン・チャウェイ）
制作：果子電影有限公司（ARS	Film	

Production	）

　1931年、日本統治時代の台湾から甲子園に出場し、
決勝まで勝ち進んだチーム KANO 嘉義農林学校野球
部。一勝もできなかった弱小チームが巻き起こした奇
跡の実話。日本人、台湾人（漢人：中国大陸から移住
した漢民族の子孫）、台湾原住民（台湾の先住民の正
式な呼称）混成チームを民族の分け隔てなく指導、そ
のチームが甲子園で多くの顧客を魅了するまでの感動
の物語を、日本台湾双方のキャスト・スタッフで映画
化した作品。

KANO ～1931海の向こうの甲子園～7

株式会社	クロックワークス
監督：深川栄洋
音楽：平井真美子
脚本：小林弘利
制作：「先生と迷い猫」製作委員会

　妻に先立たれ１人暮らしをしている元校長先生森衣
はそのカタブツさと偏屈さから近所では浮いた存在。
亡き妻が可愛がっていた野良猫・ミイだけが妻の仏壇
の前に毎日訪ねてくるのだがいつも追い払ってしま
う。しかし、ある日突然ミイが来なくなり、気になり
探し始めると、自分の他にもミイを探している人たち
がいることが分かる。彼らとの交流の中で、森衣の心
に少しずつ変化が起こりはじめ－。

先生と迷い猫8
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アスミック・エース	株式会社
原作：半藤一利
監督・脚本：原田眞人
音楽：富貴晴美

　太平洋戦争末期、戦況が困難を極める1945年7月。
連日連夜、閣議が開かれるが連合国は日本にポツダム
宣言受諾を要求。降伏か、本土決戦か－。議論は紛糾、
結論は出ない。そうするうちに広島、長崎には原爆が
投下され、事態はますます悪化する。” 一億玉砕論 ”
が渦巻く中、決断に苦悩する阿南惟幾陸軍大臣、国民
を案ずる天皇陛下、聖断を拝し閣議を動かしてゆく鈴
木貫太郎首相。一方、終戦に反対する畑中少佐ら若手
将校たちはクーデターを計画、日本の降伏を国民に伝
える玉音放送を中止すべく、皇居やラジオ局への占拠
へと動き始める・・・・。

日本のいちばん長い日9

株式会社	東北新社
監督：マーク・バートン、リチャー

ド・スターザック
制作：アードマン・アニメーション

ズ（イギリス）、スタジオ・
カナル（フランス）

　ある日、ショーンの仲間たちは自由を手に入れるた
めに牧場主を眠らせ、牧場の隅にある車の中に移し、
まるで夜になったように見せかける。ところが牧場主
を乗せたまま車が動きだし大暴走！ピッツァーは車を
追いかけて都会へ・・・・。牧場に取り残されたショー
ンと仲間たちは大混乱。そこでショーンたちはピッ
ツァーと牧場を探しに都会へ旅に出ることに！はたし
て、ショーンは牧場主を見つけ出すことができるので
しょうか・・・。

映画ひつじのショーン　～バック・トゥ・ザ・ホーム～10

日本放送協会
ディレクター：猪瀬美樹
制作：日本放送協会

　熊本・慈恵病院が8年前に開設した日本で初めての
“赤ちゃんポスト”。同時に病院では幼き命を救うため、
予期せぬ妊娠をした女性のための24時間364日の無
料電話相談を続けてきた。女性がどうしても子どもを
育てられない場合、生まれてすぐに育ての親に託す『赤
ちゃん縁組』という選択肢も提示してきた。“ 命のバ
トン ” を通してつながった母親たちと支える病院のス
タッフたちの命を巡る物語。

ETV 特集「小さき命のバトン」11

アスミック・エース	株式会社
監督：フランソワ・ジラール
音楽：ブライアン・バーン
脚本：ベン・リプリー

　複雑な家庭環境に育ち、トラブルばかり起こしてい
た少年ステット。学校でもケンカばかりだった彼は、
実はたぐいまれない美声の持ち主だった。そんな彼に
名門少年合唱団への入学の話が入る。そこで少年たち
の育成を任されているのは、厳しい指導で知られてい
るカーヴィル。彼は若いころに才能を否定され、指導
者の道に入った過去があり、ステットに対して厳しく
接する。また、楽譜が読めず同級生たちのいじめに遭
う。しかし、“ 歌う ” 事に魅了されたステットは、由
緒正しいコンサートでソロを歌うチャンスが与えられ
る。

ボーイ・ソプラノ　ただひとつの歌声12

Ⓒ2015「日本のいちばん長い日」
　製作委員会

Ⓒ 2014 BOYCHOIR MOVIE, LLC.  
ALL RIGHTS RESERVED.

Ⓒ Myles Aronowitz 2014
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－推薦目録（映像・メディア等）－

株式会社	エレファントハウス
原作：ドリアン助川
監督・脚本：河瀬直美
音楽：Olivier	Goinard
製作：映画「あん」製作委員会

／ COMME	DES	CINEMAS ／
TWENTY	TWENTY	VISION
／MAM／ ZDF-ARTE

　縁あって、どら焼き屋「どら春」の雇われ店長とし
て単調な日々をこなしていた千太郎。そのお店の常連
客である中学生のワカナ。ある日、求人の貼り紙を見て、
どら春で働く事を懇願する１人の老女、徳江が現れ、
どら焼きの粒あん作りを任せることに。徳江の作った
粒あんはあまりにも美味しく、みるみるうちに繁盛す
る。しかし、徳江が元ハンセン病患者だったという心
ない噂が流れ、店は開店休業、徳江は去って行く。徳
江を守れなかった千太郎とハンセン病の事を全く知ら
なかったワカナは療養所へ徳江を訪ねていく。彼らの
心の交流を四季の自然の中で描かれた感動作品です。

あん13

ピース・クリエイト	有限会社
監督・脚本・制作：宮崎信恵
音楽：十河陽一

　心の病と障害が併存しているために日々の生活に困
難を抱えながら地域で暮らす精神障害者は少なくあり
ません。この映画は、そうした精神障害者が通う就労
継続支援事務所（Ｂ型）を舞台に、藍染や組紐など日
本の伝統工芸品の製作と、絵を画く（アート）を通し
て、心の安定を取り戻していく「日常」を描いていま
す。また、精神障害者には苦手とされる対人業務にも
視点を当て、レストラン業務に専念する姿を通して、
その成長の過程を描いています。

あい　精神障害と向きあって14

株式会社	レスペ
監督：ヴィム・ヴェンダース、ジュリ

アーノ・リベイロ・サルガド
音楽：ローレント・ピティガント
脚本：ジュリアーノ・リベイロ・サ

ルガド、ヴィム・ヴェンダー
ス、ダヴィット・ロジエ

　世界的な報道写真家であり、大自然の保全や復元に
尽力する環境活動家としても知られているセバスチャ
ン・サルガド。“神の眼 ” とも呼ばれる奇跡的な構図、
モノクロを基調とし荘厳なまでに美しい作品の数々を
彼はいかにして撮りつづけたのか？ヴィム・ヴェン
ダース監督とサルガドの長男ジュリアーノ・リベイロ・
サルガド監督、二人の映像作家がそれぞれの切り口で
稀代の写真家の人生を辿って行く。

セバスチャン・サルガド　地球へのラブレター15

株式会社	映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：川崎けい子

気をつけよう！ケータイ・ネットを使うとき：今では、
小学生の多くが携帯電話を持ち、手軽にメールのやり
とりを行い、インターネットから情報を得られるよう
になっています。そこでこの作品では、そうした中で
困ること－「文字のやりとりでけんかになる」「ネッ
トでいじめになる」「ネットが止まらなくなる」「めい
わくメールがくる」をテーマに、再現ドラマを交えな
がら、「ケータイ」「ネット」とうまく付き合うための
ポイントを紹介しています。
便利？それとも危険？：中高生の携帯電話普及率は上
昇し、子供同士がメールや SNS 上でやり取りをする
ことも一般的となりました。そうした中で起こってい
るトラブル事例－「ネットのコミュニケーション」
「ネットいじめ」「ネットの情報の見分け方と個人情報」
について、わかりやすく解説します。インターネット
は使い方を間違えると友達を傷つけてしまうことを伝
え、ルールを守って安全に使うことの大切さを訴えます。

【インターネット教育 DVD】

気をつけよう！ケータイ・ネットを使うとき　危険性を考え、ルールをつくる

便利？それとも危険？　ケータイ・ネットでのコミュニケーションを考える

16



－ 26－

株式会社	映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

たばこの煙　その影響は？：中学生男子が父親の禁煙
をきっかけに、なぜたばこが身体によくないのか興味
を持つ様子を描きながら、喫煙が引き起こす病気、た
ばこの依存性、副流煙によって周囲に及ぼす影響など、
検証実験や専門家の解説などを通して、詳しく説明し
ています。たばこに手を出すことによるさまざまなリ
スクを中学生にわかりやすく説明し、たばこのない社
会づくりを訴えます。
素敵だね　禁煙社会：高校生の男女が街を調べ歩いた
り、図書館の資料を読んだり、専門家の話を聞きにい
くなどして、たばこを巡る社会の動きについて探って
いきます。たばこの歴史やたばこが身体に及ぼす影響、
たばこの有害物質、未成年が喫煙することのリスクな
どを解説。近年の禁煙社会への様々な取り組みを見な
がら、高校生に考えさせる内容となっています。

【社会教育ビデオ（中学生向け）】

たばこの煙　その影響は？　広がる禁煙社会

素敵だね　禁煙社会　たばこの煙の害について考える

17

株式会社	キャンター
原作・脚本：あべ美佳
監督：永江二朗
音楽：佐藤和郎
制作：株式会社キャンター

　昭和10年、物語の舞台は山形県大井沢村。（現・西
川町）医者になったばかりの周子は「スグカエレ」と
いう父からの電報の元、帰郷。暖かく迎える家族とは
別に父、壮次郎の様子がおかしいことに気づく周子。
村長であった父は娘に黙って、娘名義で無医村の村に
診療所を建設し、「３年だけおまえの人生を俺にくれ」
と頭を下げるのであった。まだまだ未熟な自分が一人
で診療所の医師など務まるのか・・・。降りかかる数々
の試練に耐え、ひとりで村人を守った愛と勇気の物語。

いしゃ先生18

公益社団法人	難病の子どもとその
家族へ夢を
監督：高橋夏子
音楽：KOTEZ
企画・総指揮：大佳力
制作：公益財団法人難病の子どもと

その家族へ夢を

　本映画は、難病の家族を取り上げていますが、難病
の “ 難しさ ” を描いた内容でも難病の理解の為に作ら
れた映画でもありません。本映画は、“ いま ” を必死
に生きる難病の家族の “ 生き様 ” を通し、広く多くの
皆さんに、自分自身の “ しあわせ ” や “ いのち ”、そ
して自身の“いま ”を考えるきっかけを持ってもらい、
“ 本当のしあわせ ” について、大きな気づきを得てい
いただける内容となっています。

Given　いま、ここ、にあるしあわせ19

有限会社	ムヴィオラ
監督：ニティワット・タラトーン
音楽：ニティワット・タラトーン他
制作：GMM	Tai	Hub	Co.,Ltd

　舞台は今もタイにある、湖に浮かぶ水上学校。新米
教師の青年ソーンは、赴任したものの、子供たちをど
う教えればいいのかもわからず壁にぶつかってばか
り。ある日、学校に残された前任の女性教師エーンの
日記を見つける。日記を読むうちに、ソーンは会った
こともない彼女のことが気になりはじめる・・・。

すれ違いのダイアリーズ20
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－特別推薦一覧－

平成27年度児童福祉文化財特別推薦一覧

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
1 震災後の演劇を考える児童・青

少年演劇　空の村号
アート企画	陽だまり 小学校中学年以上

4 オペラ『口はロボットの口』 オペラシアター	こんにゃく座 小学生・中学生・家庭・一般

5 あらしのよるに 朗読パフォーマンス	ユニット　おはなしDecoBee ♪ 小学生・中学生・家庭・一般

10 おきゃく、おことわり？ 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

11 森のオト ロバの音楽座 幼児以上

13 かさじぞう 人形劇団	クスクス 幼児・小学生・家庭・一般

（２）舞台芸術（６点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
3 しもばしら 岩崎書店 幼児・小学生 文：伊地知英信／写真：細島雅代

13 玉の図鑑 学研プラス 幼児以上 監修：森戸祐幸

15 トヤのひっこし 福音館書店 幼児以上 文：イチンノロブ・ガンバートル／訳：津田紀子
／絵：バーサンスレン・ボロルマー

30 10代からの情報キャッチボール入門
使えるメディア・リテラシー

岩波書店 小学校高学年以上 著：下村健一

37 レッド・フォックス　カナダの森の
キツネ物語

福音館書店 小学校高学年以上 作：チャールズ・G・D・ロバーツ／訳：桂宥子／
絵：チャールズ・リビングストン・ブル

38 ガザ　戦争しか知らないこどもたち ポプラ社 小学校高学年以上 著：清田明宏

（１）出版物（６点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
11 ETV 特集「小さき命のバトン」 日本放送協会 小学校高学年以上

12 ボーイ・ソプラノ　ただひとつの歌声 アスミック・エース	株式会社 小学校中学年以上

13 あん 株式会社	エレファントハウス 小学生以上

15 セバスチャン・サルガド　地球へのラブレター 株式会社	レスペ 小学校中学年以上

（３）映像・メディア等（４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 58回を数えた本年度も、平成 28（2016）年５月 11日（水）、「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 28（2016）年４月 29日（金）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 28 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　しもばしら

受賞者　伊地知英信

受賞者　細島雅代

受賞者　株式会社	岩崎書店

（２）舞台芸術部門

作品名　かさじぞう

受賞者　人形劇団	クスクス

（３）映像・メディア等部門

作品名　あん

受賞者　映画「あん」製作委員会

（４）特別部門

活動内容　絵本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　　いわむらかずお

３　平成 28 年度児童福祉文化賞推薦作品

（受賞作品は５点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．玉の図鑑　　株式会社　学研プラス

２．トヤのひっこし　　株式会社　福音館書店

３．10代からの情報キャッチボール入門使えるメディア・リテラシー　　株式会社　岩波書店

４．レッド・フォックス　カナダの森のキツネ物語　　株式会社　福音館書店

５．ガザ　戦争しか知らないこどもたち　　株式会社　ポプラ社

（２）舞台芸術部門

（受賞作品は５点、大臣賞状と盾を授与）

１．震災後の演劇を考える児童・青少年演劇　空の村号　　アート企画	陽だまり

２．オペラ『口はロボットの口』　　オペラシアター	こんにゃく座

３．あらしのよるに　　朗読パフォーマンス	ユニット　おはなしDecoBee ♪

４．おきゃく、おことわり？　　有限会社	人形劇団クラルテ

５．森のオト　　ロバの音楽座
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（３）映像・メディア等部門

（受賞作品は３点、大臣賞状と盾を授与）

１．ETV特集「小さき命のバトン」　　日本放送協会

２．ボーイ・ソプラノ　ただひとつの歌声　　アスミック・エース	株式会社

３．セバスチャン・サルガド　地球へのラブレター　　株式会社	レスペ
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