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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。

（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（22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。

中央児童福祉審議会及び社会保障審議会による児童福祉文化財推薦の経緯1

児童福祉文化財の推薦2
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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 28 年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

14,928 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、1,848 点となっ

ています。（出版物 1,149 点、舞台芸術 294 点、映像・メディア等 405 点）

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

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

う配慮しています。

（３）児童福祉文化財の周知

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

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

なっています。

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

の中から、選考により、各部門の優れた児童福祉文化財が表彰されています。

　出版物については、前年度に推薦された作品を紹介した広報・啓発ポスターを作成し、各都道府県、図書

館等に配付するとともに、平成 23年度からは、国立国会図書館国際子ども図書館（東京・上野）と共催で、

展示会「子どもの健やかな成長のために－厚生労働省社会保障審議会推薦児童福祉文化財（出版物）の紹介」

を開催し、児童福祉文化財が広く国民に活用されるよう広報に努めています。
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－推薦目録（一覧表）－

平成28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 ぼくたちの相棒 あすなろ書房 2015年11月 著：ケイト・バンクス／
ルパート・シェルドレイク

訳：千葉茂樹
絵：杉田比呂美

256P 1,400 小学校高学年
以上

2 車夫 小峰書店 2015年11月 作：いとうみく
装画：田中寛崇

256P 1,500 中学年生以上

3 チポロ 講談社 2015年11月 著：菅野雪虫
装画：笹井一個

280P 1,400 小学校高学年
以上

4 うなぎ
一億年の謎を追う

学研プラス 2014年11月 著：塚本勝巳
表紙絵：高寄尚子
本文イラスト：ミヤハラヨウコ

200P 1,400 小学校高学年・
中学生

5 はっきょい　どーん 講談社 2015年 9月 作：やまもとななこ 32P 1,400 幼児・
小学校低学年

6 ○ お静かに、父が昼寝しております
ユダヤの民話

岩波書店 2015年12月 編訳：母袋夏生
絵：出久根育

288P 720 小学校高学年
以上

7 ゆうかんな猫　ミランダ 岩波書店 2015年12月 作：エレナー・エスティス
訳：津森優子
絵：エドワード・アーディゾーニ

128P 1,500 小学校中学年
以上

8 白い池　黒い池　
イランのおはなし

光村教育図書 2015年 2月 再話：リタ・ジャハーン＝フォルーズ
訳：もたいなつう
絵：ヴァリ・ミンツィ

47P 1,500 小学校中学年

9 あたし、メラハファがほしいな
さばくのくに　モーリタニアのおはなし

光村教育図書 2014年12月 文：ケリー・クネイン
訳：こだまともこ
絵：ホダー・ハッダーディ

33P 1,300 小学校低学年・
中学年

10 みずたまのたび 西村書店 2015年 3月 作：アンヌ・クロザ
訳：こだましおり

40P 1,300 幼児・
小学校低学年

11 ともだちになろう 西村書店 2015年 5月 作：ミース・ファン・ハウト
訳：ほんまちひろ

26P 1,200 幼児

12 北極　いのちの物語 偕成社 2015年 6月 写真・文：寺沢孝毅 40P 1,500 小学校中学年
以上

13 北をめざして
動物たちの大旅行

福音館書店 2016年 1月 作：ニック・ドーソン
訳：いだてつじ
絵：パトリック・ベンソン

52P 1,600 小学校中学年・
高学年

14 ウミガメものがたり 童心社 2016年 5月 作・絵：鈴木まもる 32P 1,500 小学校低学年・
中学年

15 ○ カルペパー一家のおはなし 瑞雲舎 2016年 6月 文：マリオン・アピントン
訳：清水眞砂子
絵：ルイス・スロボドキン

160P 1,500 小学校中学年

16 ○ 干したから・・・ フレーベル館 2016年 3月 写真・文：森枝卓士 34P 1,400 小学校中学年
以上

17 すばこ ほるぷ出版 2016年 4月 文：キム・ファン
絵：イ・スンウォン

32P 1,500 小学校低学年・
中学年

18 ミミズの謎
暗闇で光るミミズがいるって本当！？

誠文堂新光社 2015年11月 著：柴田康平 128P 1,500 小学校中学年
以上

19 トンチンさんはそばにいる 童心社 2016年 7月 作：さえぐさひろこ
絵：ほりかわりまこ

63P 1,000 小学校中学年

20 モンスーンの贈りもの 鈴木出版 2016年 6月 作：ミタリ・パーキンス
訳：永瀬比奈

318P 1,600 小学校高学年
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 知里幸恵物語
アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

PHP研究所 2016年 6月 著：金治直美 159P 1,400 小学校高学年
以上

22 春風亭一之輔のおもしろ落語入門 小学館 2016年 4月 著：春風亭一之輔
絵：山口晃

128P 1,500 小学校中学年
以上

23 戦火の三匹
ロンドン大脱出

徳間書店 2015年11月 作：ミーガン・リクス
訳：尾高薫

264P 1,600 小学校高学年
以上

24 ルイージといじわるなへいたいさん 徳間書店 2015年 9月 作・絵：ルイス・スロボドキン
訳：こみやゆう

64P 1,700 小学校低学年・
中学年

25 なりたて中学生
　初級編
　中級編
　上級編

講談社
2015年
2015年
2016年

1月
11月
10月

著：ひこ・田中
255P
335P
391P

1,400
1,500
1,500

中学生

26 ○ 〈シリーズ〉サバンナを生きる
　ゾウのこども
　ライオンのこども
　キリンのこども
　シマウマのこども
　カバのこども

徳間書店
2016年
2016年
2017年
2017年
2017年

3月
4月
1月
2月
3月

写真・文：ガブリエラ・シュテープラー
訳：たかはしふみこ 63P

47P
47P
47P
47P

各
1,800

小学校中学年

27 小やぎのかんむり 講談社 2016年 4月 著：市川朔久子 252P 1,400 中学生

28 零戦パイロットからの遺言
原田要が空から見た戦争

講談社 2016年 9月 著：半田滋 190P 1,200 中学生

29 ○ 16歳の語り部 ポプラ社 2016年 2月 著：雁部那由多
著：津田穂乃果
著：相澤朱音
監：佐藤敏郎

224P 1,300 中学生以上

30 あおのじかん 岩波書店 2016年 6月 文・絵：イザベル・シムレール
訳：石津ちひろ

42P 1,700 小学校中学年
以上

31 青空のかけら 鈴木出版 2016年10月 作：S・Ｅ・デュラント
訳：杉田七重
絵：ケイティー・ハーネット

286P 1,600 小学校高学年

32 ○ アイヌのむかしばなし
ひまなこなべ

あすなろ書房 2016年 8月 文：萱野茂
絵：どいかや

32P 1,400 小学校中学年・
高学年
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－推薦目録（一覧表）－

社会保障審議会推薦児童福祉文化財（舞台芸術）一覧表

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

1 名探偵！山田コタロウ 株式会社劇団うりんこ ドラマ
65分

脚本・演出：西田豊子
音楽：ノノヤママナコ
制作：小原ひろみ

小学生・家庭

2 いのちのまつり 公益社団法人
教育演劇研究協会／
劇団たんぽぽ

ドラマ
65分

原作：草場一壽
脚本：久野由美・松下哲子
演出：大谷賢治郎
音楽：遠山裕
制作：上保節子

小学生

3 ○ ともだちや
～あいつもともだち～

株式会社
劇団うりんこ

ドラマ
65分

原作：内田麟太郎
脚本・演出：佃典彦
音楽：内田アダチ
制作：下出祐子

小学生

4 すてきな３にんぐみ 有限会社劇団角笛 影絵
20分

原作：トミー・アンゲラー
脚本：杉井ギサブロー
演出：角笛文芸部
音楽：宇野誠一郎
制作：白石武士

幼児・小学校低学
年・家庭

5 こぎつねコンとこだぬきポン
（併演）ヤンチャメッチャブー

株式会社
人形劇団むすび座

人形劇
50分

「こぎつねコンとこだぬき
ポン」
文：松野正子
画：二俣英五郎（童心社刊）
脚本：あさんぽ
演出：福永朝子
音楽：西尾賢

幼児・小学校低学
年・家庭

6 ロボットかします 株式会社如月舎 ドラマ
65分

原作：レンタルロボット
（学研教育出版刊）
より

脚本・演出：杜招徳
制作：如月舎

小学校低学年以上・
家庭・一般

7 ○ うしろの正面なあんだ 有限会社
劇団風の子北海道

児童劇
45分

脚本：池田道泰・上野翼・
高橋美帆（劇中話
「ぼく、びょうき
じゃないよ」原作　
角野栄子、福音館こ
どものとも　より）

演出：なるみてるまさ・池
田道泰

音楽：池田道泰・上野翼・
高橋美帆

制作：植村直己

幼児・小学校低学
年・家庭

8 ○ ともだちげきじょう 人形劇団ののはな 人形劇
45分

原作：納富俊郎・岡田よし
たか

脚本・演出・音楽・制作：
納富俊郎

幼児・小学校低学
年・家庭
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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 週３日の平和資料館 株式会社テレビ静岡 ドキュメント
75分

製作：株式会社テレビ静岡 小学校中学年以上

２ ○ ペレ　伝説の誕生 アスミック・エース
株式会社

ドラマ
107分

監督・脚本：
　　　ジェフ・ジンバリスト
音楽：A・R�ラフマーン
製作：ペレ、ブライアン・

グレイザー

小学校低学年以上

３ 映像で見る　主体的な遊びで育つ子ども
～あそんでぼくらは人間になる～

株式会社
エイデル研究所

ドキュメント
映像教材
75分

製作：地蔵堂充（㈱ TSS
プロダクション技
術部マネージャー）

中学生以上

４ ○ ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち 有限会社エデン ドキュメント
96分

監督：マテイ・ミナーチュ
音楽：ヤヌシュ・ストクロサ
脚本：マテイ・ミナーチュ／

パトリック・パッシュ
製作：TRIGON�

PRODUCTION,W.I.P

中学生以上

５ フィレンツェ、メディチ家の至宝
ウフィツィ美術館　3D・4K

株式会社
コムストック・グループ

ドキュメント
97分

監督：ルカ・ヴィオット 中学生以上・家庭・
一般

６ 月経のしくみと身体の変化
不安なことは？気になることは？

株式会社映学社 ドキュメント
21分

原作・製作：髙木裕己
監督・脚本：飯島弥生

中学生・高校生・
一般

７ 妊娠・出産に戸惑うあなたへ
児童虐待を防ぐ

株式会社映学社 ドキュメント
24分

原作・製作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

中学生・高校生・
一般

８ スマホ・ケータイしながら大丈夫？
「ながら」の行動が交通事故へ

株式会社映学社 ドキュメント
17分

原作・製作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

小学生

９ 感せんしょうが流行るのはなぜ？
ウイルスの感せんを予ぼうする方法

株式会社映学社 ドキュメント
18分

原作・製作：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

10 ○ この世界の片隅に 東京テアトル株式会社 アニメ
130分

原作：こうの史代「この世
界の片隅に」（双葉
社刊）

監督・脚本：片渕須直
音楽：コトリンゴ
製作：アニメーション制作

／MAPPA

小学生以上・家庭・
一般

11 スクール・オブ・ナーシング 株式会社スタジオレヴォ 劇映画
116分

監督：足立内仁章
音楽：丸山和範
脚本：児島秀樹
製作：「スクール・オブ・ナー

シング」製作委員会

小学生以上・家庭・
一般

12 ○ ぼくと魔法の言葉たち 株式会社
トランスフォーマー

ドキュメント
91分

原作：ロン・サスキンド
「ディズニー・セラ
ピー」（ビジネス社刊）

監督：ロジャー・ロス・ウィリアムズ
音楽：Ｔ・グリフィン／

ディラン・スターク
脚本：ロン・サスカインド
製作：ジュリー・ゴールドマン／

ロジャー・ロス・ウィリアムズ

小学校高学年以上・
家庭・一般
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あすなろ書房
著：ケイト・バンクス／ルパート・
シェルドレイク

訳：千葉茂樹
絵：杉田比呂美
小学校高学年以上
ISBN978-4-7515-2762-7
C8097

　10歳の少年レスターは、引っ越してきたばかりで、
ひとりぼっち。心を許せるのは、4歳のときから飼っ
ている犬のビル・ゲイツだけ。一方、転入したクラス
で出会ったジョージは、自分の犬のバートをとてもか
わいがっていて、理科の課題で、バートといっしょに、
テレパシーについて調べる実験をはじめようとしてい
ました。それは・・・・・・。

1 ぼくたちの相棒

2 車夫

小峰書店
作：いとうみく
装画：田中寛崇
中学生以上
ISBN978-4-338-28706-7
C0093

　両親の相次ぐ出奔により高校を中退し、とうぜん大
好きだった陸上も辞め、人力車のひき手〈車夫〉とし
て働きはじめた吉瀬走と、彼を支える周りの人たちと
の物語。スカイツリーをのぞみ、連日観光客でにぎわ
う浅草は、多くの人たちの人生が交差する場所。そん
な浅草を舞台に、風をきって走る人力車で、自分の人
生を切りひらこうとする少年の姿をさわやかに描く青
春ストーリー。

3 チポロ

講談社
著：菅野雪虫
装画：笹井一個
小学校高学年以上
ISBN978-4-06-219745-8
C8093

　力も弱く、狩りも上手ではない少年・チポロ。そん
なチポロに、姉のような優しさで世話を焼く少女・イ
レシュ。彼らの住むススハム・コタン（シシャモの村）に、
神であるシカマ・カムイが滞在し、〈魔物〉たちが現れ
ることを告げる。そして、シカマ・カムイの言葉どおり、
大挙して現れた魔物たちは、イレシュをさらっていった
のだった。イレシュのいなくなった村で、チポロは、北
のさいはての港町・ノカピラに、触れたものを瞬時に
凍らせ、貧しき人々に食糧を届けてくれる「魔女」と呼
ばれる少女が現れたことを商人から伝え聞いた。その
少女にイレシュの痕跡を見つけたチポロは、弓の修業
を積んだ末、「魔女」がイレシュではないか確かめるた
め、そして魔物からイレシュを奪還するため、ミソサ
ザイの神とともに、ノカピラを目指すのだった――。

4
学研プラス
著：塚本勝巳
表紙絵：高寄尚子
本文イラスト：ミヤハラヨウコ
小学校高学年・中学生
ISBN978-4-05-203612-5
C8345

　日本ではとおく万葉集のころから、スタミナ食とし
て口にされてきたウナギ。実はとても謎の多いミステ
リアスな生き物だ。ウナギの生態を40年間も追い続
けて研究し、ついに世界初の天然ウナギの卵を発見し
た博士のものがたり。国語の教科書（光村図書　四下）
にも載っている『ウナギのなぞを追って』の作者、塚
本勝巳先生が実際の船の上などで体験してきたことを
語る、わくわくドキドキ、科学の謎解きストーリー。

出　版　物

うなぎ　一億年の謎を追う
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5 はっきょい　どーん

講談社
作：やまもとななこ
幼児・小学校低学年
ISBN978-4-06-133259-1
C8771

　お相撲の醍醐味がぎゅっと凝縮された痛快な絵本で
す。小兵の「明の海」が大横綱「武留道山」に挑む大
一番が物語の舞台です。気合い充分、さあ、まったな
し！みあって、みあって、はっきょい、どーん、とぶ
つかりあう身体と身体。押し込まれながらも土俵際で
の粘りを見せる明の海。力をためて横綱を投げ飛ばし、
見事に勝利をおさめます。小さくても大きな横綱に勝
てる、あきらめない心が子どもに伝わることを願った
一作。

6 お静かに、父が昼寝しております　ユダヤの民話

岩波書店
編訳：母袋夏生
絵：出久根育
小学校高学年以上
ISBN978-4-00-114229-7
C8397

　約2000年ものあいだ、世界各地に散って暮らして
きたユダヤ人は、ユダヤ教の信仰と伝統を守りながら
も、同時に、住み着いた土地の人々と交流し、影響し
あってきました。各地の伝承と混じりあって生まれ、
語り継がれてきたユダヤ民話、ユダヤ教の教えを伝え
るたとえ話、創世記から紡がれた物語など38編を収
録します。

7 ゆうかんな猫　ミランダ

岩波書店
作：エレナー・エスティス
訳：津森優子
絵：エドワード・アーディゾーニ
小学校中学年以上
ISBN978-4-00-115670-6
C8097

　アメリカの児童文学作家エレナー・エスティスによ
る、ローマ時代の町を舞台にした，猫たちの冒険物語。
ほこりたかき黄金色の猫ミランダはおだやかな生活か
ら一転、火事で焼けだされたみなしご猫数十匹のめん
どうを見ることに。肝っ玉かあさんミランダの知恵と
勇気がさえわたります。巨匠エドワード・アーディゾー
ニの美しい線描画がお話を彩ります。

8
光村教育図書
再話：リタ・ジャハーン=フォルーズ
訳：もたいなつう
絵：ヴァリ・ミンツィ
小学校中学年
ISBN978-4-89572-883-6
C8797

　継母とその娘にこき使われる毎日のシラーズは、あ
る日、風に飛んでいった母の遺品の毛糸玉を追い、不
気味な家を訪ねた。頼み事をやれば毛糸玉を返すとい
う老婆の言葉に従い一歩ふみ込むと、そこには汚れ放
題の台所と庭があった。壊してくれという頼みに逆ら
い、シラーズは台所も庭も、さらに老婆の髪も美しく
整えた。毛糸玉を返してもらい、老婆の言いつけどお
り二つの池につかり、家に帰ると・・・。美しい心の
あり方を問うイランの民話。

白い池　黒い池　イランのおはなし
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－推薦目録（出版物）－

9 あたし、メラハファがほしいな　さばくのくに　モーリタニアのおはなし

光村教育図書
文：ケリー・クネイン
訳：こだまともこ
絵：ホダー・ハッダーディ
小学校低学年・中学年
ISBN978-4-89572-880-5
C8797

　ここはサハラ砂漠が広がる国、モーリタニア。頭に
ターバンを巻いた男の子たちが、ロバに乗っている。
丈の長いダッラーアを着た男の人たちが、散歩をして
いる。色とりどりのメラハファをまとった女の人たち
が、街角でおしゃべりしている。お母さんは、家の上
でお祈りをしている。星より、ラクダより、あたし、
メラハファが欲しいな。だって・・・・・・。イスラー
ム教徒の女性がまとうベール、メラハファに憧れる少
女の姿を色鮮やかに描く。

10 みずたまのたび

西村書店
作：アンヌ・クロザ
訳：こだましおり
幼児・小学校低学年
ISBN978-4-89013-949-1
C8798

　わたしはちいさなみずたま。ネコがみずをのんだボ
ウルのそこにひとつぶのこった。おひさまに照らされ
て、空にまいあがり、雲にのり、雨になって、また土
のなかへ。そして、川から海へと旅をつづける・・・。
さまざまなかたちにすがたを変えて、いろいろないき
ものに出会いながら、地球をめぐる “みずたま ” の旅。
とびきり美しく洗練されたイラストの科学絵本。

11 ともだちになろう

西村書店
作：ミース・ファン・ハウト
訳：ほんまちひろ
幼児
ISBN978-4-89013-957-6
C8798

　ともだちと出会って、遊んで、けんかして・・・。
うまくなかなおりできるかな？どうやって自分の気持
ちを伝えたらいいのかは？まっ黒な背景にダイナミッ
クに描かれたゆかいなかいじゅうたちが、シンプルな
言葉で、子どもたちのともだちづくりを応援。ともだ
ちができた時の“ドキドキ”に寄りそう「こころ絵本」。

12 北極　いのちの物語

偕成社
写真・文：寺沢孝毅
小学校中学年以上
ISBN978-4-03-332480-7
C8745

　北極に生きる生き物の姿と、命と命のつながりがわ
かる写真絵本。ホッキョクグマが多くすむノルウェー
のスバールバル諸島。中心都市のロングイヤービエン
は北極点まで1,200キロの北極圏にある。真冬、ホッ
キョクグマは主食のアザラシをじゅうぶんに食べてい
るようだった。しかし初夏、著者が目にしたのは、そ
の意外な姿だった。さまざまな北極の風景や生き物た
ち、氷の減少等を見て、北極の生き物たちの生態系や
地球温暖化の影響を理解。
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13 北をめざして　動物たちの大旅行

福音館書店
作：ニック・ドーソン
訳：いだてつじ
絵：パトリック・ベンソン
小学校中学年・高学年
ISBN978-4-8340-8182-4
C8745

　冬の間は氷雪に閉ざされ、暗くて寒い北極。しかし
太陽が降り注ぐ季節を迎えると、氷の下で寒さに耐え
ていたあらゆる命が息をふきかえし、爆発的な勢いで
ふえます。その恩恵にあずかるために、さまざまな動
物たちが、世界のあちこちから北極へと旅立ちます。
空を飛び、陸地を歩き、川や海を泳ぎ、危険をかえり
みることなく、動物たちは北をめざします・・・。地
球規模の生き物のつながり、多くの命を育む極地の豊
かな自然を実感できる絵本。

14 ウミガメものがたり

童心社
作・絵：鈴木まもる
小学校低学年・中学年
ISBN978-4-494-00520-8
C8745

　だれもいない夏の夜の砂浜。海の中から何かがやっ
てきました。ウミガメのお母さんが卵を生みにきたの
です。生まれた子ガメたちは、明るいほうを目指して
いきます。その先には、ひろいひろい海があるのです。
日本から10,000㎞も離れたカリフォルニアを目指し
て、壮大な旅のはじまりです。ウミガメが成体になり、
日本に戻ってくるまでの約20年間が描かれています。
厳しくも豊かな自然を生きるウミガメの成長を描いた
物語。

15 カルペパー一家のおはなし

瑞雲舎
文：マリオン・アピントン
訳：清水眞砂子
絵：ルイス・スロボドキン
小学校中学年
ISBN978-4-907613-11-2
C8097

　デビーのお父さんが、紙を切り抜いて素敵なお家と
紙人形を作ってくれました。ハンサムなお父さんと思
いやり深いお母さん、4人の男の子と4人の女の子の
カルペパー一家です。小さな紙人形から見た世界はな
んて不思議と驚きに満ちていることでしょう！本のし
おりにされたり、くもの巣にひっかかったりと困った
目にもあいますが、いつも家族の力で立ち向かいます。
仲良し紙人形一家の愉快な毎日が、いきいきと描かれ
る楽しいお話。

16 干したから・・・

フレーベル館
写真・文：森枝卓士
小学校中学年以上
ISBN978-4-577-04371-4
C8745

　食と人の深い関わりを、身近な「干した食べもの」
を例にして、解き明かしていく写真絵本。乾物、干物
というと「ダサい」「地味」というようなイメージがぱっ
と思い浮かぶかもしれません。しかし「干す」という
ことは栄養価値を高め、旨みを凝縮し、なによりも、
保存性を上げます。それは「食べる」ということを第
一に考えた人間の知恵なのです。現代でも気づいてい
ないだけで、私たちはほぼ毎日「干した食べもの」を
口にしています。自分たちが毎日食べているものから、
昔から受け継がれてきた知恵、そして生物が光や風と
いった自然の力を受けて、干され、食べものへと変化
する不思議を伝えます。
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－推薦目録（出版物）－

17 すばこ

ほるぷ出版
文：キム・ファン
絵：イ・スンウォン
小学校低学年・中学年
ISBN978-4-593-50582-1
C8745

　巣箱は、ひとが作った鳥の家です。小動物のすみか
である森が減っていくなか、巣箱をかけることは、簡
単で身近な自然保護と言われています。素材も、かた
ちも、大きさもいろいろな巣箱、もとはドイツの貴族
の男性がはじめたものなのです。日本ではまだあまり
知られていない巣箱の起源と、その楽しみ方を描いた
ノンフィクション絵本。巻末に豊富な写真の入った解
説つきです。

18 ミミズの謎　暗闇で光るミミズがいるって本当！？

誠文堂新光社
著：柴田康平
小学校中学年以上
ISBN978-4-416-11520-6
C0045

　校庭や庭の土を掘り返すとニョロニョロ出てくるミ
ミズは、人間にとって身近な存在です。しかし、その
生態やなぜ地上に出てきて、干からびて死んでしまう
のか、といった謎も多い生物です。著者は、通勤路
で干からびたミミズを見ているうちに、なぜ死んでし
まうのに地上に出てきてしまうのか不思議に思い、ミ
ミズについて調査を始めました。「干からびミミズ」
の数を数え、天候、気温、湿度、風向き、月齢など様々
なデータと照らし合わせつつ、学会の仲間と情報交
換をしながら、調査・研究を進めていきました。さら
に、光るミミズの存在を知り、その分布の調査にも取
り組みます。ミミズの研究の過程を紹介することで、
データの取り方からその活用、仮説の検証といった、
研究の進め方や科学的な考え方を伝える一冊です。

19 トンチンさんはそばにいる

童心社
作：さえぐさひろこ
絵：ほりかわりまこ
小学校中学年
ISBN978-4-494-01163-6
C8093

　ゆうくんは、ときどき思いがけないことを言ったり、
言い当てたりすることがあります。わたしのＴシャツ
の水玉模様の数をパッと言い当てたり、晴れてるのに
雷が鳴るのがわかったり、毛虫が落ちてくるのがわ
かったり。「どうしていろんなことがわかるの？」ひ
なたちゃんがきくと、「トンチンさんが教えてくれる」
とゆうくん。ゆうくんが「トンチンさんはそばにいる」
というのだから、それでいいとひなたちゃんは思いま
す。そして、自分と友だちのまおちゃんも、ゆうくん
のそばにいるよ、と伝えるのでした。

20 モンスーンの贈りもの

鈴木出版
作：ミタリ・パーキンス
訳：永瀬比奈
小学校高学年以上
ISBN978-4-7902-3317-6
C8397

　インド生まれの母とアメリカ人の父をもつ、カリ
フォルニアの15歳の少女ジャズ。母が育った孤児院
のあるインドのプネで、一家はひと夏をすごすことに
なる。信じていた人に裏切られるという苦い経験のせ
いで、ジャズの心はちぢこまっていた。遠い異国の地
で、少しずつ心を開いたジャズは、自分自身の生き方、
家族それぞれの生き方、自分が人にできることはなに
か考えはじめ、行動に移す。
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21 知里幸恵物語　アイヌの「物語」を命がけで伝えた人

PHP 研究所
著：金治直美
小学校高学年以上
ISBN978-4-569-78564-6
C8023

　主人公・知里幸恵（1903－1922）は、アイヌ独自
の文化の華ともいえる叙事詩ユカラの日本語訳をアイ
ヌ民族として初めて行った人である。幸恵は、東京の
金田一京助博士の家に寄宿し、ローマ字でユカラを表
記し、それを日本語訳にする作業を始めたが、4か月
後、「アイヌ神謡集」の日本語訳を完成させた直後に
夭折する。彼女の短い生涯を追いながら、アイヌ文化
の豊かさを伝えるノンフィクション。

22 春風亭一之輔のおもしろ落語入門

小学館
著：春風亭一之輔
絵：山口晃
小学校中学年以上
ISBN978-4-09-227182-1
C8076

　古典落語から「転失気」「初天神」「堀之内」「鈴ヶ森」
「あくび指南」「長屋の花見」「井戸の茶碗」の7本を、
子どもが理解しやすいように再構成し、総ルビと、注
を補って収録。各噺には、イメージを膨らませる助け
となる挿絵と、理解を深めるための「ひとこと解説」
を完備。また、落語の知識を深めるために、その歴史
や舞台である江戸の町についての解説、手拭いと扇子
を使って演じるしぐさを紹介するページも設けた。

23 戦火の三匹　ロンドン大脱出

徳間書店
作：ミーガン・リクス
訳：尾高薫
小学校高学年以上
ISBN978-4-19-864050-7
C8097

　1939年9月、英国がドイツに宣戦布告すると、ロ
ンドンに住む12歳のロバートは、妹と共に、遠いデ
ヴォン州に住む祖母の元へ疎開することになった。
ペットの犬2匹と猫は、知人が面倒をみてくれるとい
う。しかし、三匹はそこで恐ろしい目にあいそうにな
り、逃げ出すと、デヴォン州を目指して歩き出した・・・。
戦争の始まりがもたらした日常の変化を、ロバートた
ちの厳しい疎開生活や祖母の老い、動物たちの冒険な
どを交えながら綴ります。

24 ルイージといじわるなへいたいさん

徳間書店
作・絵：ルイス・スロボドキン
訳：こみやゆう
小学校低学年・中学年
ISBN978-4-19-864018-7
C8097

　ルイージは、国境の近くにすんでいる男の子。毎週
土曜日、バスにのってとなりの国にバイオリンを習い
に通っています。バスにはいつも、へいたいさんがの
りこみ、密輸をする悪い人はいないか、お客さんの荷
物を調べます。なかでも、鼻の長いへいたいさんは、
ルイージのおべんとうをのぞいたり、ケーキをつぶす
ようになりました。ルイージのケーキを毎週楽しみに
していたバイオリンの先生は怒って、へいたいさんを
こらしめようと・・・？



－ 13－

－推薦目録（出版物）－

講談社
著：ひこ・田中
中学生
ISBN978-4-06-219323-8
ISBN978-4-06-219698-7
ISBN978-4-06-220074-5
C8093

　ちょっと頼りなくなってええやん。「中学生」のな
り方マニュアル、ここに完結！広報委員として「観
察して、取材する」中学生活を送るのが信条のテツ
オは、夏休み中、学校に通って部活見学を始めます。
体育祭では集団で同じことをすることに違和感を覚え
たテツオですが、あれ？部活に打ち込んでいる級友た
ちを見ても、不気味じゃない・・・・・・。二学期に
入って最初のメインイベント「文化祭」。広報委員会は、
各部の出し物をライブ中継することになり、スマホを
片手にテツオも、あちこち走り回るハメになるのです
――。

徳間書店
写真・文：ガブリエラ・シュテープラー
訳：たかはしふみこ
小学校中学年
ISBN978-4-19-864097-2
ISBN978-4-19-864098-9
ISBN978-4-19-864331-7
ISBN978-4-19-864338-6
ISBN978-4-19-864340-9
C8745

　アフリカの大地を愛し、野生動物保護区で撮影を続
けてきた南ドイツ出身の女性動物写真家による迫力の
写真絵本。アフリカのサバンナで生きる動物の親子の
姿と、子どもが強くたくましく成長していくさまを、
写真を臨場感あふれる文章で生き生きと伝えます。巻
末にはそれぞれの動物の特徴や、今日の課題など、細
かく詳しい解説があり、子どもたちが環境や地球のこ
とを考えるきっかけとなる写真絵本です。

25 なりたて中学生　初級編　中級編　上級編

26 〈シリーズ〉サバンナを生きる　

ゾウのこども　　　ライオンのこども　　キリンのこども
シマウマのこども　カバのこども
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講談社
著：市川朔久子
中学生
ISBN978-4-06-220005-9
C8093

　厳格で上から物を言う父、それに従う母。中学3年
生の主人公・夏芽は、そんな毎日を捨て去るように、
遠く離れた山寺でのサマーキャンプに申し込む。だが
参加者は、たったひとり。一風変わった住職達や寺に
置き去りにされた五歳の雷太の登場で、夏芽は「人は
宝である」ということを少しずつ学んでいく。草刈り
担当の3匹のヤギを見守る雷太、雷太を救う夏芽、夏
芽を応援する人々との夏を丁寧に見つめ、人の優しさ
を描く、感動作。

講談社
著：半田滋
中学生
ISBN978-4-06-287022-1
C8095

　志願して軍に入り、憧れの戦闘機パイロットになっ
た軍国少年は、「効率よく大量の人間を殺せ」という
使命に何の疑問も抱きませんでした。しかし、戦争で
むごたらしく奪われる命、国家の非情で引き裂かれる
仲間たちの人生を目の当たりにして、何かが変わって
いったのです――。99歳という高齢、重篤な病とい
う状況にあって、原田さんは最期の気力をふりしぼっ
てインタビューにのぞみ、2016年5月に99歳で亡く
なりました。原田さんが次世代に託したのは、口先だ
けの「反戦」では決して伝わらない、「戦争の真実」
です。

ポプラ社
著：雁部那由多
著：津田穂乃果
著：相澤朱音
監：佐藤敏郎
中学生以上
ISBN978-4-591-14822-8
C0095

　2016年3月11日、東日本大震災から5年。津波で甚
大な被害を受けた宮城県東松島市に、3人の高校生た
ちがいる。彼らは、あの日を「ただのつらかった過去」
にせず、「学び」に変えるために立ち上がった語り部だ。
彼らは何を思い、歩んできたのか。なぜ、あの日のこ
とを語ろうとするのか。そこには、生き残った彼らな
りの使命感と葛藤が存在する。本書はあの日、小学5
年生だった子どもたちが歩んできた3.11の記録であ
り、未来への希望だ。

岩波書店
文・絵：イザベル・シムレール
訳：石津ちひろ
小学校中学年以上
ISBN978-4-00-111259-7
C8798

　太陽がしずみ、夜が訪れるまでのひととき、空の青
色はだんだん深まっていきます。「マジック・アワー」
「ブルー・アワー」とも称される、1日のうちでもと
くべつ美しいひとときを描いたフランスの絵本です。
水色から濃紺へうつりゆく空のもとで、アオカケスや
アオガラ、コバルトヤドクガエルやシロナガスクジラ
など、たくさんの「青い」生き物たちや植物が夜をむ
かえる姿を描きます。

27 小やぎのかんむり

28 零戦パイロットからの遺言　原田要が空から見た戦争

29 16歳の語り部

30 あおのじかん
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－推薦目録（出版物）－

鈴木出版
作：S・Ｅ・デュラント
訳：杉田七重
絵：ケイティー・ハーネット
小学校高学年
ISBN978-4-7902-3318-3
C8397

　身寄りのない姉弟ミラとザックの願いは「家族」が
できることでした。児童養護施設スキリー・ハウスで
暮らすふたりを、いっぺんに養子にしてくれるという
人はなかなかあらわれません。ほかの子たちが次々と
もらわれていくなかふたりは古株になっていきます。
ところがある夏、チャンスが訪れ・・・。ミラとザッ
クが家族を見つけるまでの思いが丁寧につづられま
す。

あすなろ書房
文：萱野茂
絵：どいかや
小学校中学年・高学年
ISBN978-4-7515-2819-8
C8798

　アイヌでは万物に神が宿ると考えられ、中でもクマ
は特別な存在。肉や毛皮をもたらしてくれるお礼に、
感謝の気持ちをこめて、にぎやかな宴を開きます。あ
るとき、そんなすばらしい宴の席で、クマの神は、踊
りの上手な、不思議な若者に出会うのですが、その若
者は・・・・・・？

31 青空のかけら

32 アイヌのむかしばなし　ひまなこなべ
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舞 台 芸 術

株式会社�劇団うりんこ
脚本・演出：西田豊子
音楽：ノノヤママナコ
制作：小原ひろみ
ドラマ
65分
対象：小学生
　　　家庭

　名探偵を夢見る山田コタロウと、妹のココロ、タク
ミ、ユウキは仲良し四人組。コタロウ達はある日、幽
霊屋敷と呼ばれている謎の洋館に迷い込んでしまっ
た。さらに、洋館の老主人の宝を狙う怪しい男に捕ら
えられてしまう。老主人を助けるため、洋館からの脱
出のため、そして館に隠された宝を探すため、“名（迷）
探偵 ” コタロウと仲間たちは立ち上がる。仲間とケン
カしたり、落ち込んだり、行き詰まったりしながらも、
励ましあい助け合い、ピンチを乗り越え事件解決へと
突き進むコタロウ達。そして、老人の歌に隠された暗
号を解いたその時、宝が現れる。

名探偵！山田コタロウ1

公益社団法人�教育演劇研究協会／
劇団たんぽぽ
原作：草場一壽
脚本：久野由美・松下哲子
演出：大谷賢治郎
音楽：遠山裕
制作：上保節子
ドラマ
65分
対象：小学生

　カー坊は、自分は強くありたい、誰にも負けたくな
いと思っている。そのせいか、いつも思い通りにいか
ないことばかり。気の弱いお父さんを友達にからかわ
れ、つい力が入って友達のゲーム機をこわしてしまう。
誕生日にもほしかったものがもらえず、家を飛び出し
た！そんなカー坊と、突然現れたおじいさんと、カー
坊を探しに来たお父さんの不思議な旅が始まった。親
から子へ、そして孫へ、つながっていく「いのち」の
物語。

いのちのまつり2

株式会社�劇団うりんこ
原作：内田麟太郎
脚本・演出：佃典彦
音楽：内田アダチ
制作：下出祐子
ドラマ
65分
対象：小学生

　キツネが一時間100円で友だちになってあげる「と
もだちや」を始めることを思いつきます。オオカミと
遊びお代を請求したキツネは「お前は友だちから金を
とるのか！それが本当の友だちか！」と怒鳴られ、オ
オカミと「本当の友だち」になります。そんなキツネに
テンが「もし明日一日オオカミと会わずに過ごせたら、
笛を聞かせてあげる」と提案します。キツネはオオカ
ミとの約束を破ってテンと遊びますが、頭の中はオオ
カミのことばかり。キツネとオオカミの友情は深まって
いきます。キツネにはどうしても苦手な相手がいまし
た。ヘビです。長い冬の間、一人ぼっちで寂しそうな
ヘビに「なんて声をかけよう」と考えます。冬眠から覚
めたヘビに、キツネは「やあ！友だち！」と思い切って
声をかけます。森の仲間すべてに春が訪れます。

ともだちや　～あいつもともだち～3

有限会社�劇団角笛
原作：トミー・アンゲラー
脚本：杉井ギサブロー
演出：角笛文芸部
音楽：宇野誠一郎
制作：白石武士
影絵
20分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　家庭

　3人組の泥棒と女の子のゆかいなお話を、軽快な音
楽にのせて描く影絵人形劇です。黒いマントに黒い帽
子。コショウ銃、大まさかり、ラッパ銃の武器で怖が
らせていた泥棒たち。小さなひとりぼっちの女の子（戦
争孤児）との出会いで、すっかり泥棒をやめ、宝物で
お城を買います。そして世界中の不幸せな子どもたち
と一緒に村をつくりました。いつ誰に聞いても怖がら
れていた泥棒3人組が、すてきな3にんぐみになった
お話です。

すてきな３にんぐみ4
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－推薦目録（舞台芸術）－

株式会社�人形劇団むすび座
原作：「こぎつねコンとこだぬきポン」
文：松野正子
画：二俣英五郎（童心社刊）
脚本：あさんぽ
演出：福永朝子
音楽：西尾賢
人形劇
50分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　家庭

　「こぎつねコンとこだぬきポン」　つばき山のコンと
すぎの木山のポン、二人は友達が欲しくてたまりませ
ん。ある日、川を挟んで偶然出会った二人は楽しく遊
びますが、お互いの両親は大反対、遊ぶのを禁止され
てしまいます。嵐の後、再び出会えた二人はつい遊び
に夢中になるうちに・・・。
　「ヤンチャメッチャブー」　幼児の生活の一部を切り
取ったようなストーリー（言語の習得、作る・壊すの
繰り返し等）が、観客と遊ぶように展開されます。

こぎつねコンとこだぬきポン　（併演）ヤンチャメッチャブー5

株式会社�如月舎
原作：レンタルロボット
　　　（学研教育出版刊）より
脚本・演出：杜招徳
制作：如月舎
ドラマ
65分
対象：小学校低学年以上
　　　家庭
　　　一般

　一人っ子の健太は、不思議なレンタルロボット店で
人間そっくりの弟ロボットを借り、有頂天でかわい
がった。しかし夢にまで見た弟との楽しい生活も束の
間。おもちゃは壊れ、おやつは食べられ、お母さんと
二人だけの秘密まで？！ある日、弟が学校で家族につ
いて発表した。その内容に腹を立てた健太は、弟をお
店に返してしまった。猛烈に反省、もう一度やり直し
たいと願ったが、リセットされたロボットに健太との
記憶は一切なかった。

ロボットかします6

有限会社�劇団風の子北海道
脚本：池田道泰・上野翼・高橋美帆
　　（�劇中話「ぼくびょうきじゃな

いよ」原作：角野栄子、福音
館こどものとも　より）

演出：なるみてるまさ・池田道泰
音楽：池田道泰・上野翼・高橋美帆
制作：植村直己
児童劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　家庭

　ことばあそび　小さな子ども達は「ことば」に出会っ
たばかり。「オオキイ、チイサイ、タカイ、ヒクイ」
などの言葉を身体で表現してみると、言葉のおもしろ
さがあふれてきます。「ことば」に出会い始めた子ど
もたちの感覚にそって構成しました。
　「おと」のイメージ遊び　「そっと聞いてみよう、い
ろんな音を」と子ども達に語りかけます。水の音、石
の音、草の笛。耳をすませることが少なくなった現代
に生きる子ども達の感覚にアプローチします。
　「しんぶんし」でおはなし　しんぶんしを折ったり
切ったりして、いろんな動物をつくります。できた動
物たちでお話が始まります。小さなウシ君がお母さん
と離れてお散歩しているうちに、いろんな動物達と出
会います。大きなゾウや首の長いキリンにびっくりす
るウシ君。ちゃんとお母さんのもとに帰ることができ
るでしょうか。
　「ダンボール」でおはなし　「ぼくびょうきじゃない
よ」　原作　角野栄子　明日友達と遊ぶ約束があるの
にセキがでて熱もあって、むねもヒューヒューするけ
んくん。ドアがとんとんしたのであけてみたらそこに
いたのはクマのお医者さん。クマ先生はうがいをした
り、熱をさましてくれました。角野栄子さん原作の小
さな子どものためのお話。

うしろの正面なあんだ7
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人形劇団ののはな
原作：納富俊郎・岡田よしたか
脚本・演出・音楽・制作：
　　　納富俊郎
人形劇
45分
対象：幼児
　　　小学校低学年
　　　家庭

　5本の作品で構成された、幼児向けの人形劇です。
「しろくまちゃん」はセリフがなく、想像しながら見
るものです。「ウレタンロボット」「コップんこシア
ター」「ぴょんちゃん・けろちゃん」は、人形劇ワー
クの中から生まれた、人形遊び的な作品です。「うど
んのうーやん」は、岡田よしたかさんの絵本が、人形
になりました。「ともだちげきじょう」は、うどんのうー
やんの温かさと、4つの作品の遊び的なものから命名
しました。

ともだちげきじょう8
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映像・メディア等

株式会社�テレビ静岡
制作：株式会社テレビ静岡
ドキュメント
75分
対象：小学校中学年以上

　70年前、米軍の空襲で焦土と化した日本。その記
憶は薄れている。静岡平和資料センターは、空襲体験
者が中心となり、被害調査・資料保存・語り継ぐ活動
を続けてきたが、高齢化と資金面で限界にきていた。
そこへ「学びたい」とやってきた学生ボランティア。
70歳の戦争遺児。週3日の平和資料館は、戦争の悲惨
さ・命の大切さを伝える大切な場所だった。学校に戦
時資料を届け、教師の支えになる。ここは本音で語り
合える場でもあった。

週3日の平和資料館1

アスミック・エース�株式会社
監督・脚本：ジェフ・ジンバリスト
音楽：Ａ・Ｒ　ラフマーン
制作：ペレ、ブライアン・グレイザー
ドラマ
107分
対象：小学校低学年以上

　ブラジルをサッカー王国へと変貌させ、サッカーの
王様と呼ばれた “ ペレ ”。そのプレーは戦争すら停戦
させ、彼の背番号 “10” はエースNo．の象徴となった。
1958年、スウェーデンＷ杯。わずか17歳の少年ペレ
は崩壊寸前のチームを救い、世界の頂点へと導いた。
スラムしか知らない少年が、なぜ世界を変えられたの
か？父との約束と母からの愛。仲間の嘘と軋轢。ブラ
ジルに向けられた世界からの嘲笑と全国民の期待。絶
望の淵に立たされたペレは、絶望を希望に変える “ 禁
じられた切り札 ”を選択する――。

ペレ　伝説の誕生2

株式会社�エイデル研究所
制作：地蔵堂充（㈱ TSS プロダク

ション技術部マネージャー）
ドキュメント
映像教材
75分
対象：中学生以上

　本作品は、テレビ新広島のカメラマンが1年間、幼
稚園に密着して制作したドキュメンタリー番組『あそ
んでぼくらは人間になる～子どもにとって遊びとは
～』（2012年5月26日放送）に未公開シーンを追加、
園内研修や大学の授業などで活用しやすいように再編
集したものである。真剣にあそぶ子どもたち、子ども
たちの本気を引き出そうと、裏方で試行錯誤しながら
環境を設定し、活動を提案する保育者の姿が生き生き
と描かれている。

映像で見る　主体的な遊びで育つ子ども　～あそんでぼくらは人間になる～3

有限会社�エデン
監督：マテイ・ミナーチュ
音楽：ヤヌシュ・ストクロサ
脚本：マテイ・ミナーチュ／パトリッ

ク・パッシュ
制作：TRIGON�PRODUCTION,W.I.P
ドキュメント
96分
対象：中学生以上

　第二次大戦開戦直前、チェコスロヴァキアで、ナチ
スの脅威にさらされていたユダヤ人の子どもたちを脱出
させる〈キンダートランスポート〉活動の中心人物となっ
て数多くの子どもたちをホロコーストから救い、“ 英国
のシンドラー ”とも呼ばれたイギリス人ビジネスマン、
ニコラス・ウィントン。2015年7月1日に106歳で天寿を
まっとうした彼の知られざる人生と奇跡の救出作戦、
そして50年後の子どもたちとの感動の再会、さらに救
われた子どもたちの子や孫が行っている活動を当事者
たちの証言や記録映像等で描き、「行動することの勇
気」や「子どもの命を救うこと」の重要さを分かりやす
く訴え、数多くの賞を受賞しているドキュメンタリー。

ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち4
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株式会社�コムストック・グループ
監督：ルカ・ヴィオット
ドキュメント
97分
対象：中学生以上
　　　家庭
　　　一般

　メディチ家歴代の美術コレクションを収蔵する“イタ
リア・ルネサンス絵画の宝庫 ” ウフィツィ美術館と、世
界遺産の街フィレンツェを世界最高水準3D・4Kテクノ
ロジー映像で旅する。ボッティチェリ「春（プリマヴェー
ラ）」「ヴィーナスの誕生」、ミケランジェロ「聖家族」、
ラファエロ「ひわの聖母」などの作品群。特筆すべきは、
2011年から修復が進められているダ・ヴィンチ未完の
傑作「東方三博士の礼拝」の全貌がスクリーンを通し
て初公開されるということ。超高精細カメラによる滑
らかなカメラワーク、安定性にすぐれた小型オクトコプ
ター220ドローンによる、いたるところに芸術品が点在
するフィレンツェの街のエアリアル撮影。あらゆる角度
から異次元のアート体験をお楽しみいただけます！

フィレンツェ、メディチ家の至宝  ウフィツィ美術館  3D・4K5

株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：飯島弥生
ドキュメント
21分
対象：中学生
　　　高校生
　　　一般

　月経の仕組み、女性ホルモンの働きを解説する。ま
た、月経量や月経周期の正常範囲を示し、月経には個
人差が大きくあることを示す。そして「月経前症候群
（PMS）」の症状と対処法について専門家に解説しても
らう。また、注意が必要な症状として無月経・月経痛・
過多月経などを取り上げて、これらには深刻な病気が
潜んでいる可能性があるため、月経の変化を見逃さな
いように心がけることが大切だと訴える。「月経を正
しく理解し、不安になりすぎないこと」「身体と心の
不調と上手に付き合っていけば、月経は自身の味方と
なってくれること」を強調する。

月経のしくみと身体の変化　不安なことは？気になることは？6

株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫
ドキュメント
24分
対象：中学生
　　　高校生
　　　一般

　高校3年生の愛美は、SNS で出会った男性の子供を
妊娠してしまった。しかし相手とは音信が絶え、両親
にも打ち明けられない。愛美は自宅のトイレで出産し、
赤ん坊を遺棄してしまう。一方、高校2年生の沙織は、
恋人の子を妊娠して心ときめかせるが、妊娠を知った
恋人は豹変し、去っていく。悲嘆にくれた沙織は、医
院にて中絶を望むが、医師からは「この時期の中絶は
不可能」と伝えられる。そして、「産んで命を繋ぐこと」
を強く勧められる。愛美と沙織の事例を振り返り、相
談機関や医療機関を訪れる必要を訴え、必ず本人と幼
い命を助けてくれる手段があることを強く訴える。

妊娠・出産に戸惑うあなたへ　児童虐待を防ぐ7

株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫
ドキュメント
17分
対象：小学生

　裕太くんとスマホのキャラクター・すまたろうの対
話形式で、「歩きスマホ」や「歩きゲーム」の危険性
について明示していく。「歩きスマホ」「歩きゲーム」
が事故や怪我に繋がる原因として、「“非注意性盲 ”と
呼ばれる状態になること」「注意力や判断力が低下す
ること」が考えられており、その二つについて実験や
専門家の意見を交えて検証していく。また、自転車に
乗りながらのスマホやゲームも非常に危険であること
を訴え、正しい自転車の乗り方や交通ルールを解説す
る。

スマホ・ケータイしながら大丈夫？　「ながら」の行動が交通事故へ8
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－推薦目録（映像・メディア等）－

株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：川崎けい子
ドキュメント
18分
対象：小学校中学年
　　　小学校高学年

　「人から人にうつる感染症」として、「インフルエン
ザ」「麻疹（はしか）、風疹」を、「蚊に刺されてうつ
る感染症」として、「デング熱」「日本脳炎」を取り上
げ、写真や CGを用いて、感染経路や症状、発症した
時の対策、予防方法を小学生にわかりやすく解説する。

感せんしょうが流行るのはなぜ？　ウイルスの感せんを予ぼうする方法9

東京テアトル�株式会社
原作：こうの史代「この世界の片隅

に」（双葉社刊）
監督・脚本：片渕須直
音楽：コトリンゴ
制作：アニメーション制作／

MAPPA
アニメ
130分
対象：小学生以上
　　　家庭
　　　一般

　すずは、広島市江波で生まれた絵が得意な少女。昭
和19年、20キロ離れた町・呉に18歳で嫁いだすずは、
あらゆるものが欠乏していく中で日々の食卓を作り出
すため工夫を凝らす。だが、戦争は進み、日本海軍の
根拠地だった呉は、何度もの空襲に襲われ市街が灰燼
に帰してゆく。それでもなお、毎日を築くすずの営み
は終わらない。そして、昭和20年の夏がやってきた
――。

この世界の片隅に10

株式会社�スタジオレヴォ
監督：足立内仁章
音楽：丸山和範
脚本：児島秀樹
制作：「スクール・オブ・ナーシング」

製作委員会
劇映画
116分
対象：小学生以上
　　　家庭
　　　一般

　幼い頃に母親を病気で亡くした学生、木津川あかね
は、様々な事情を抱えた仲間と学内演習に励んでいた。
そしてついに迎えた病院での実習。古村という患者の
担当となり、病状の深刻さに戸惑いながらも交流を深
めていくあかねだったが、その矢先、あかねの些細な
ひと言が原因で、古村が心を閉ざしてしまう。古村の
葛藤に触れ、大切なのは患者の本当の苦しみに寄り添
うことだと気づいた彼女は、古村の願いを叶えようと
する――。

スクール・オブ・ナーシング11

株式会社�トランスフォーマー
原作：ロン・サスキンド「ディズニー・

セラピー」（ビジネス社刊）
監督：ロジャー・ロス・ウィリアムズ
音楽：Ｔ・グリフィン／ディラン・

スターク
脚本：ロン・サスカインド
制作：ジュリー・ゴールドマン／ロ

ジャー・ロス・ウィリアムズ
ドキュメント
91分
対象：小学校高学年以上
　　　家庭
　　　一般

　この映画は、自閉症により2歳から言葉を失い、7
歳になる頃まで、誰ともコミュニケーションを取れな
くなってしまっていた少年オーウェンが、ディズニー
映画を通じて言葉を取り戻していく軌跡と、彼を信じ、
支え続けた家族の愛情、障害を抱えながらも底抜けに
明るくたくましく生きるオーウェンの姿を、ユーモア
たっぷりに、そして感動の涙とともに描くドキュメン
タリー映画です。

ぼくと魔法の言葉たち12

Ⓒこうの史代・双葉社／「この世界の
片隅に」製作委員会
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－特別推薦一覧－

平成28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
3 ともだちや

　～あいつもともだち～
株式会社�劇団うりんこ 小学生

7 うしろの正面なあんだ 有限会社�劇団風の子北海道 幼児・小学校低学年・家庭

8 ともだちげきじょう 人形劇団ののはな 幼児・小学校低学年・家庭

（２）舞台芸術（3 点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
6 お静かに、父が昼寝しております

　ユダヤの民話
岩波書店 小学校高学年以上 編訳：母袋夏生／絵：出久根育

15 カルペパー一家のおはなし 瑞雲舎 小学校中学年 文：マリオン・アピントン／訳：清水眞砂子／
絵：ルイス・スロボドキン

16 干したから・・・ フレーベル館 小学校中学年以上 写真・文：森枝卓士

26 〈シリーズ〉サバンナを生きる
　ゾウのこども
　ライオンのこども
　キリンのこども
　シマウマのこども
　カバのこども

徳間書店 小学校中学年 写真・文：ガブリエラ・シュテープラー／
訳：たかはしふみこ

29 16歳の語り部 ポプラ社 中学生以上 著：雁部那由多／津田穂乃果／相澤朱音
監：佐藤敏郎

32 アイヌのむかしばなし
　ひまなこなべ

あすなろ書房 小学校中学年・高学年 文：萱野茂／絵：どいかや

（１）出版物（６点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
２ ペレ　伝説の誕生 アスミック・エース�株式会社 小学校低学年以上

４ ニコラス・ウィントンと669人の子どもたち 有限会社�エデン 中学生以上

10 この世界の片隅に 東京テアトル�株式会社 小学生以上・家庭・一般

12 ぼくと魔法の言葉たち 株式会社�トランスフォーマー 小学校高学年以上・家庭・一般

（３）映像・メディア等（４点）
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－児童福祉文化賞－

児 童 福 祉 文 化 賞

　中央児童福祉審議会は、厚生大臣の諮問に応え、児童福祉等に関する事項を調査・審議して行政機関に意

見を具申し、児童の福祉の推進を図るために設置されました。

　中央児童福祉審議会では、昭和 26年（1951）年以来、児童福祉法に基づき、「子どもたちに優れた文化

財を提供すること」を目的に、文化財部会において出版物や映画・演劇等の「推薦」を行い、その中でも特

に優れた作品を「特別推薦」として児童文化の向上、普及を図り、児童福祉のより一層の充実のために積極

的役割を果たしてまいりました。

　「児童福祉文化賞」は、昭和 34（1959）年、児童福祉週間を記念して、児童文化の振興を図るため、「優

れた児童文化財に対して厚生大臣表彰を行うもの」として設けられました。昭和 42（1967）年より、朝日

生命厚生事業団がこの表彰事業に協賛し、記念品等を贈呈しています。昭和 63（1988）年からは朝日生命

厚生事業団が厚生省の後援を得て主催者となり、平成 11（1999）年にはこども未来財団が加わりました。

さらに、平成 16（2004）年には、朝日生命厚生事業団に代わり児童健全育成推進財団がこの事業を継承す

ることになりました。

　第 1回の「児童福祉文化賞」は、出版物、映画、紙芝居、演劇の 4部門の文化財に対して贈られました。

その後、第 8回からは紙芝居部門に代わり、新たに放送部門が設けられました。厚生省が主催者から離れる

ことになった第 29回は、各部門ごとに 1点ずつ選ばれた特別推薦の文化財の中から、極めて優れた文化財

１点を「児童福祉文化賞グランプリ」、これに準ずるその他の文化財を「児童福祉文化賞」として表彰しま

した。この方式は第 33回まで続き、第 34回からは、新たに、審議会が独自に推薦する「特別部門」が加

わり、合計 5部門、各１点ずつに「児童福祉文化賞」が授与されることになりました。そして第 38回からは、

中央児童福祉審議会文化財部会が、音響・映像等、出版物、舞台芸術の 3部会に改編されたため、この 3部

門に特別部門を加えた 4部門となりました。

　なお、平成 13年 1月、中央省庁の再編に伴って、中央児童福祉審議会は廃止され、新たに社会保障審議

会が発足し、児童福祉文化財の推薦は、社会保障審議会に福祉文化分科会を設置して、出版物、舞台芸術、

映像・メディア等の 3委員会に改編され、この 3部門に特別部門を加えた 4部門となりました。

　「特別部門」は、障害福祉や母子保健等も含め、広く「児童健全育成」の推進に寄与した児童文化財、な

いしは児童文化活動を表彰の対象としています。

　第 29回以降、「児童福祉文化賞」は、各部門１点の表彰になりましたが、それ以前は、同一部門から複数

が選ばれたり、逆に当該部門から受賞のないこともありました。また第 9回から第 28回までは、「児童福

祉文化賞」の他に「児童福祉文化奨励賞」が設けられ、この間、合計 178 点の文化財が奨励賞として表彰

されています。

　第 59 回を数えた本年度も、平成 29（2017）年５月８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 29（2017）年４月 29日（土）に新宿明治安田生命ビルで行われました。

児童福祉文化賞について1
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（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　干したから・・・

受賞者　森枝卓士

受賞者　株式会社�フレーベル館

（２）舞台芸術部門

作品名　うしろの正面なあんだ

受賞者　有限会社�劇団風の子北海道

（３）映像・メディア等部門

作品名　この世界の片隅に

受賞者　「この世界の片隅に」製作委員会

（４）特別部門

活動内容　長年にわたり、テレビ番組を通じて、子育てに関する知識及び児童福祉の普及・啓発に貢

献してきた活動

受賞者　　テレビ寺子屋

（受賞作品は５点、大臣賞状と盾を授与）

（１）出版物部門

１．お静かに、父が昼寝しております　ユダヤの民話　　株式会社　岩波書店

２．カルペパー一家のおはなし　　株式会社　瑞雲舎

３．〈シリーズ〉サバンナを生きる　ゾウのこども /ライオンのこども /キリンのこども /

　　シマウマのこども /カバのこども　　株式会社　徳間書店

４．16歳の語り部　　株式会社　ポプラ社

５．アイヌのむかしばなし　ひまなこなべ　　株式会社　あすなろ書房

（２）舞台芸術部門

（受賞作品は 2点、大臣賞状と盾を授与）

１．ともだちや　～あいつもともだち～　　株式会社�劇団うりんこ

２．ともだちげきじょう　　人形劇団ののはな

平成 29 年度児童福祉文化賞受賞作品2

平成 29 年度児童福祉文化賞推薦作品3
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－児童福祉文化賞－

（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．ペレ　伝説の誕生　　アスミック・エース�株式会社

２．ニコラス・ウィントンと 669 人の子どもたち　　有限会社�エデン

３．ぼくと魔法の言葉たち　　株式会社�トランスフォーマー


