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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（23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。

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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（２）推薦基準、推薦数、推薦手続き上の特徴

　平成 13年 3月 23日、「児童福祉文化財推薦勧告に関する規程」が設けられ、この中で、次の 3点が、推

薦の基準と認められました。

①�児童に適当な文化財であって、児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめ、その生活内容を豊かにす

ることにより、児童を社会の健全な一員とするために、積極的な効果をもつもの。

②�児童福祉に関する社会の責任を強調し、児童の健全な育成に関する知識を広め、または児童問題の解決に

ついての関心及び理解を深める等、児童福祉思想の啓発普及に積極的な効果をもつもの。

③�児童の保育、指導、レクリエーション等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果をもつもの。

　昭和 26 年から、児童文化財の推薦が始まり、平成 29 年までに推薦された児童福祉文化財の総数は、

14,984 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、1,904 点となっ

ています。（出版物 1,181 点、舞台芸術 305 点、映像・メディア等 418 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29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 わたしたちが自由になるまえ 有限会社
ゴブリン書房

2016年12月 著：フーリア・アルバレス
訳：神戸万知

296p 1,500 中学生

2 スピニー通りの秘密の絵 株式会社
あすなろ書房

2016年11月 著：L.M.フィッツジェラルド
訳：千葉茂樹

296p 1,500 小学校高学年、
中学生

3 ○ わたり鳥 株式会社
童心社

2017年 3月 作・絵：鈴木まもる 40p 1,500 小学校中学年・
高学年

4 絵巻じたて　ひろがるえほん　かわ 株式会社
福音館書店

2016年 9月 作・絵：加古里子 58p 3,000 幼児以上

5 海のなか　のぞいた 株式会社
福音館書店

2016年 6月 作：よしのゆうすけ 32p 1,200 小学校低学年

6 とうだい 株式会社
福音館書店

2016年 9月 文：斉藤倫
絵：小池アミイゴ

44p 1,300 小学校低学年・
中学年

7 夜空をみあげよう 株式会社
福音館書店

2016年 5月 文：松村由利子
絵：ジョン・シェリー
監修：渡部潤一

32p 1,200 小学校低学年・
中学年

8 みどりの町をつくろう
災害をのりこえて　未来をめざす

株式会社
福音館書店

2017年 2月 作：アラン・ドラモンド
訳：まつむらゆりこ

36p 1,400 小学校中学年・
高学年

9 ○ チキン！ 文研出版 2016年11月 作：いとうみく
絵：こがしわかおり

168p 1,300 小学校高学年

10 タイガー・ボーイ 鈴木出版株式会
社

2017年 6月 作：ミタリ・パーキンス
訳：永瀬比奈
絵：ジェイミー・ホーガン

190p 1,500 小学校高学年以上

11 介護というお仕事 株式会社
講談社

2017年 8月 著：小山朝子 172p 1,300 小学校高学年以上

12 誰もボクを見ていない
なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか

株式会社
ポプラ社

2017年 6月 著：山寺香 270p 1,500 高校生、
保護者・指導者
等、一般（啓発）

13 珍獣ドクターのドタバタ診察日記
動物の命に「まった」なし！

株式会社
ポプラ社

2017年 8月 著：田向健一 174p 1,200 小学校高学年以上

14 キワさんのたまご 株式会社
ポプラ社

2017年 8月 作：宇佐美牧子
絵：藤原ヒロコ

167p 1,200 小学校中学年

15 さかなのたまご
いきのこりを　かけた　だいさくせん

株式会社
ポプラ社

2017年 7月 文・写真：内山りゅう 36p 1,500 幼児、
小学校低学年

16 ○ まるごと発見！校庭の木・野山の木（全8巻）一般社団法人
農山漁村文化協会

2017年 3月 編：勝木俊雄ほか　
絵：森谷明子ほか　

各40ｐ 21,600 小学校中学年以上

17 甲虫のはなし
かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち

株式会社
ほるぷ出版

2017年 5月 文：ダイアナ・アストン
訳：千葉茂樹
絵：シルビア・ロング

32p 1,500 小学校低学年

18 ごちそうの木　タンザニアのむかしばなし 株式会社
西村書店

2017年 8月 作：ジョン・キラカ
訳：さくまゆみこ

30p 1,500 小学校低学年

19 きみょうなこうしん 株式会社
現代企画室

2017年 7月 作：長田真作 40p 1,400 小学校低学年以上

20 コウノドリ　命がうまれる現場から 株式会社
講談社

2017年 9月 ナビゲーター：鴻鳥サクラ
原作・イラスト：

鈴ノ木ユウ
監修：日本産科婦人科学会

191p 1,200 小学校高学年以上

21 ○ グリムのむかしばなしⅠ 有限会社
のら書店

2017年 7月 編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子

176p 1,600 小学校中学年以上

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

22 わたしたちのたねまき
－たねをめぐる　いのちたちのおはなし－

有限会社
のら書店

2017年10月 作：キャスリン・O・ガルブレイス
訳：梨木香歩
絵：ウェンディ・アンダスン・ハルパリン

32p 1,600 小学校低学年以上

23 エルマーとブルーベリーパイ 株式会社
ほるぷ出版

2017年 6月 作：ジェーン・セアー
訳：おびかゆうこ
絵：シーモア・フレイシュマン

32p 1,400 幼児、小学校低
学年

24 こころのふしぎ　たんけんえほん 株式会社
PHP研究所

2016年 8月 監修：平木典子 48p 1,600 小学校低学年・
中学年

25 ぼくの草のなまえ 株式会社
福音館書店

2017年 2月 作：長尾玲子 40p 1,100 幼児以上

26 地球を旅する水のはなし 株式会社
福音館書店

2017年 9月 文：大西健夫、龍澤彩
絵：曽我市太郎

40p 1,400 小学校中学年以上

27 夏がきた 株式会社
あすなろ書房

2017年 6月 作：羽尻利門 32p 1,300 小学校低学年

28 ○ マンモス
－絶滅の謎からクローン化まで－

株式会社
誠文堂新光社

2017年 7月 著：福田正己 256p 2,000 小学校高学年以上

29 ○ 森のおくから
むかし、カナダであった　ほんとうのはなし

有限会社
ゴブリン書房

2017年 9月 作：レベッカ・ボンド
訳：もりうちすみこ

38p 1,400 小学校中学年以上

30 ○ グリムのむかしばなしⅡ 有限会社
のら書店

2017年11月 編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子

176p 1,600 小学校中学年以上

31 ○ ふれあい写真えほん
どこにいるの　イリオモテヤマネコ

株式会社
小学館クリエイティブ

2017年 2月 写真・文：横塚眞己人
絵：おたざわゆみ

32p 1,400 小学校中学年以上

32 レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし 有限会社
子どもの未来社

2017年 1月 作：マイケル・ホール
訳：上田勢子

40p 1,500 小学校低学年・
中学年
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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 ジャングル・ブック 夢団株式会社 ミュージカル
90分

原作：キップリング
脚本・演出：秋葉大介
音楽：安藤 “TOKI” 崇
制作：夢団株式会社

小学生以上、
一般（啓発）

2 いまからいえでにいってきます 企業組合
劇団風の子九州

ドラマ
60分

作：山口咲希
脚色・美術：山ン本佐助
演出・翻案：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
制作：矢野ひとみ

幼児、
小学校低学年、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 このゆびと～まれ！ 企業組合
劇団風の子九州

ドラマ
75分

作・演出：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
美術：山ン本佐助、小峯三奈
制作：仮屋祐一

小学生、
一般（啓発）

4 ○ おじさんとおおきな木 劇団なんじゃもんじゃ ドラマ
55分

原作：佐野洋子
　　　��（『おぼえていろよ�
　　　おおきな木』講談社）
脚本：なんじゃもんじゃ
演出：後藤武彌
音楽：藤原豊
美術衣装：坂本真彩

幼児、小学生、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 ○ 夜明けの落語 株式会社劇団うりんこ ドラマ
90分

原作：みうらかれん
脚本・演出：北村直樹
音楽：ノノヤママナコ
制作：丹羽美貴

小学生

6 ○ アラビアンナイト
～魔法のランプと明日のヒカリ～

株式会社
人形劇団むすび座

人形劇
90分

脚本：吉田篤司
演出：大野正雄
音楽：小塚憲二
制作：吉田明子

小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

7 遍歴の騎士ドン・キホーテ 株式会社劇団うりんこ ドラマ
110分

原作：セルバンテス
脚本・演出：山崎清介
制作：下出祐子

小学校高学年以上

8 ○ プレジャーBのコメディ・クラウン・サーカス 有限会社
プレジャー企画

クラウン
90分

演出：LONTO
制作：兵藤禎晃

幼児以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

9 サーカスの灯 有限会社
プレジャー企画

クラウン
60分

原作：Chang、LONTO
演出：LONTO
制作：兵藤禎晃

幼児以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

10 ぱらりっとせ 有限会社劇団風の子 児童演劇
60分

演出：中島研
音楽・監修：曲尾友克
制作：西川典之

幼児、小学生、
保護者・指導者等

11 ○ ピノッキオ 特定非営利活動法人
劇場創造ネットワーク

ドラマ
65分

原作：カルロ・コッローディ
脚本・演出：テレーサ・ルドヴィコ
制作：特定非営利活動法人

劇場創造ネットワーク、
座・高円寺

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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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 ブランカとギター弾き 株式会社
トランスフォーマー

ドラマ
77分

監督・脚本：長谷井宏紀
音楽：�アスカ・マツミヤ、

アルベルト・ボフ、
フランシス・デヴェラ

制作：アヴァ・ヤップ

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

2 ○ ギフト　僕がきみに残せるもの 株式会社
トランスフォーマー

ドキュメント
111分

監督：クレイ・トゥイール
音楽：ダン・ロマー

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

3 ○ 一陽来復　Life��Goes��On 株式会社
平成プロジェクト

ドキュメント
81分

監督：尹美亜
音楽：引地康文、井内竜次
制作：株式会社平成プロジェクト

中学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

4 気象災害から身を守ろう！
台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻

株式会社映学社 ドキュメント
19分

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：菊地金義

小学校中学年・高
学年

5 火災から人を守る　町を守る
消防しょのはたらき

株式会社映学社 ドキュメント
20分

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：川崎けい子

小学校中学年・高
学年

6 なぜ防げないの！地球温暖化 株式会社映学社 ドキュメント
20分

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

小学校中学年・高
学年

7 スポーツ事故を防ぐ
　１　どう守る　頭部・頚部外傷
　２　なくそう！突然死

株式会社映学社 ドキュメント
21分
20分

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫

中学生以上、
保護者・指導者等

8 ○ ふるさとめぐり　日本の昔ばなし 株式会社トマソン アニメ
30分

原作・制作：株式会社トマソン
監督：沼田心之介
音楽：前田保

幼児以上、
保護者・指導者等

9 ○ 子どもが教えてくれたこと 株式会社ドマ ドキュメント
80分

監督・脚本：
　アンヌ=ドフィーヌ・ジュリアン
音楽：ロブ
制作：Incognita�Films、TF1�

Droits�Audiovisuels

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

10 「買って来て！」は詐欺です
若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺

株式会社映学社 ドキュメント
（19分）

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：長谷巌一郎

中学生以上、
一般（啓発）

11 生き方を学ぶ職場体験
　第１巻　事前学習編
　第２巻　体験学習編
　第３巻　事後学習編

株式会社映学社 ドキュメント
（19分）
（26分）
（16分）

原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：菊地金義

中学生、保護者・
指導者等

12 志乃ちゃんは自分の名前が言えない 有限会社
ビターズ・エンド

ドラマ
110分

原作：押見修造
監督：湯浅弘章
音楽：まつきあゆむ
脚本：足立紳
制作：「志乃ちゃんは自分

の名前が言えない」
製作委員会

中学生以上、
保護者・指導者等

13 マザーズ
～ “特定妊婦 ” オンナだけが悪いのか。

中京テレビ放送株式会社 ドキュメント
60分

制作：中京テレビ放送株式
会社

小学校高学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）
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有限会社�ゴブリン書房
著：フーリア・アルバレス
訳：神戸万知
対象：中学生

　1960年、カリブ海にのぞむ美しい国――ドミニカ
共和国。好奇心旺盛な少女アニータは、大家族のなか
で賑やかに暮らしていた。だが、いとこ一家が逃げる
ようにアメリカに去り、ある日突然、秘密警察に監視
されるようになって、この国の本当の姿を知ることに
なる。30年間、トルヒーヨ大統領という独裁者に支
配され続けてきたこと、抵抗する者は捕らえられたり、
殺害されたりしてきたこと、アニータの父と叔父もま
たその抵抗運動に加わっていること……。独裁政権の
末期、“自由” をもとめて闘う人々の姿を、12歳の少
女の眼でまっすぐに見つめた物語。

1

2
株式会社�あすなろ書房
著：L.M. フィッツジェラルド
訳：千葉茂樹
対象：小学校高学年、中学生

　ニューヨークを舞台にくりひろげられる極上の美術
ミステリー。主人公のセオドラ・テンペニー（セオ）は、
13歳の女の子。祖父と母とともに、グリニッジビレッ
ジのスピニー通りで暮らしていましたが、ある日、祖
父が「卵の下を探せ」という謎の言葉をのこして他界。
突然、一家の働き手を失い、経済的に行き詰まったセ
オは、締まり屋だった祖父の遺言に、現状打破の鍵が
あるとにらみ、謎の解明に乗り出します。

3
株式会社�童心社
作・絵：鈴木まもる
対象：小学校中学年・高学年

　春になると、南の国からやってくるツバメたち。巣
をつくり、卵を温め、ヒナを育て、子どもたちが飛べ
るようになると、また南の国にかえっていきます。そ
んな渡りをするのは、ツバメだけではありません。世
界中にもたくさんの渡り鳥がいます。なぜ、どうして
彼らは何万キロもの旅をするのか――。その謎を追
いかけ、渡り鳥とともに世界を旅する絵本。世界中の
渡り鳥を通して、壮大な自然のドラマを、生命の尊さ
を描きます。

4
株式会社�福音館書店
作・絵：加古里子
対象：幼児以上

　1962年から読み継がれてきたロングセラーの絵本
『かわ』を、絵巻じたてにしました。折りたたまれたペー
ジをひろげると約7メートルで、源流から海までの川
の旅が一望できます。両面印刷で、表面はカラー（4色）
印刷、裏面は黒と水色の2色で印刷し、川の流れの変
化がきわだつようにしました。一冊の絵本で、表と裏、
二通りのたのしみかたができます。『かわ』の最終場
面には2ページ分の海を追加し、あらたに積乱雲が加
わりました。海水が蒸発して、積乱雲を発達させ、雨
となって降り、またあらたな川の旅が始まることを予
感させながら、長い川の旅が終わります。絵本『かわ』
とは一味違う、あらたな形の作品です。

出　版　物

わたしたちが自由になるまえ

スピニー通りの秘密の絵

わたり鳥

絵巻じたて　ひろがるえほん　かわ
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5
株式会社�福音館書店
作：よしのゆうすけ
対象：小学校低学年

　毎年来ている海だけど、今年は、少しちがいます。
だって、水中メガネをもってきたから！水中メガネで
見るとなにもかも、はっきり鮮やか。星のようなかた
ちのヒトデ、とげのあるウニ、ピンクの触手をうごか
すイソギンチャク……。カエルウオは、さっとかくれ
てしまったけれど、静かにじっとまっていれば、ほら、
穴からでてきて、こっちを見ています！はじめてのぞ
いた海のなかは、生きものたちで、にぎやかでした。

6
株式会社�福音館書店
文：斉藤倫
絵：小池アミイゴ
対象：小学校低学年・中学年

　岬に一本、灯台がたちました。生まれたての灯台の
前に、漁船や客船や、魚や鯨が毎日行き交います。
みんな知らないどこかから来て、どこかへ行くん
だ……。そんな灯台のところへやってきたのは渡り
鳥。彼らから遠い国の驚くような話をたくさん聞いた
灯台は、自分はどこにも行けないことを痛感します。
そしてふたたび訪れたある冬の日のこと、灯台は大嵐
に襲われます。吹きすさぶ雨風のなか、灯台にできる
こととはいったい……？

7
株式会社�福音館書店
文：松村由利子
絵：ジョン・シェリー
監修：渡部潤一
対象：小学校低学年・中学年

　夕暮れ時、いちばん星を見つけたはるか。
　夜空をみあげていると、いろいろなことに気づきま
す。星にも色があること、双眼鏡で三日月をのぞくと、
ぼんやり丸く見えたこと……ある日見つけた「なかな
か消えない流れ星」は、なんと国際宇宙ステーション
でした！都会の空にも、宇宙の神秘を感じられるすて
きなシーンがたくさんあるのです。最後は、ペルセウ
ス座流星群を見に山へ！双眼鏡だけで十分楽しい、夜
空観察入門です。

8
株式会社�福音館書店
作：アラン・ドラモンド
訳：まつむらゆりこ
対象：小学校中学年・高学年

　アメリカのカンザス州にある小さな町、グリーンズ
バーグは、ある日、巨大なたつまきにおそわれました。
ほとんどの建物がこわされ、町はがれきでうまりまし
た。けれども、人々は未来をあきらめませんでした。
そして、みんなで考えました。グリーンズバーグのグ
リーン、「みどり」って、なんだろう。やがて町は、
その名にちなんで、自然環境と共生する「みどりの町」
に生まれ変わったのです。実話を元にえがかれた絵本
です。

海のなか　のぞいた

とうだい

夜空をみあげよう

みどりの町をつくろう　災害をのりこえて　未来をめざす
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－推薦目録（出版物）－

9
文研出版
作：いとうみく
絵：こがしわかおり
対象：小学校高学年

　主人公の日色拓は、ケンカももめごとも苦手で、こ
れまでずっとトラブルを避けて生きてきた男の子。
転校生の真中凛は、言いたいことをなんでも口にして
しまう女の子。はっきり言う性格で、まわりの人とト
ラブルばかり。面倒なことを避けて生きてきた、ぼく
のゆるゆるとした毎日は、真中さんによって一転し
た……。

10
鈴木出版�株式会社
作：ミタリ・パーキンス
訳：永瀬比奈
絵：ジェイミー・ホーガン
対象：小学校高学年以上

　インドの緑豊かな島、シュンボルドン。そこで暮ら
すニールは、島で一番成績が良く、奨学金を勝ち取り
大きな街に進学することを期待されている。しかし、
ニールは家族や友だちのいる故郷を離れたくないと
思っていた。そんな時、「保護区のトラの子どもが逃
げ出した」という知らせが飛びこんでくる。その子ト
ラを売りとばそうとしている奴がいると知ったニール
は、先に見つけるため夜中に家を抜け出して捜索を始
めるが…。

11
株式会社�講談社
著：小山朝子
対象：小学校高学年以上

　本書は、小学校高学年以上を対象に、実際の介護の
技術を伝える内容です。書かれている技術そのものは、
介護・福祉の専門学校などで教えているものと同じで
す。そのうちの基本中の基本とも言える動作を、「食」「入
浴」「排泄」と章を分け、豊富なイラストを使って解説し
ています。さらに、認知症についての理解、資格取得
の方法、小学生から始められる認知症サポーター制度
についても、解説しています。小学校の学校現場にお
いてはアクティブ・ラーニングの教材として、将来の
仕事に介護職を考えている中学生、高校生にとっては、
基本テクニックだけでなく、誰かを支えることの意義
とやりがいが伝わる入門書として機能する一冊です。

12
株式会社�ポプラ社
著：山寺香
対象：高校生、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　「自分が取材を受ける理由は、世の中に居る子供達
への関心を一人でも多くの方に持っていただく為の機
会作りのようなものです。」（「少年の手記」より）
2014年、埼玉県で発生した凄惨な事件。少年はなぜ
犯行に及んだのか？誰にも止めることは出来なかっ
たのか？事件を丹念に取材した記者がたどり着いた
“真実”。少年犯罪の本質に深く切り込んだ渾身のノン
フィクション。

チキン！

タイガー・ボーイ

介護というお仕事

誰もボクを見ていない　なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか
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13
株式会社�ポプラ社
著：田向健一
対象：小学校高学年以上

　犬やねこ以外にも、さまざまな生きものがペットと
して飼われるようになってきている今、動物病院にも
さまざまな動物がやってきます。田向先生は、前例の
ない動物の治療でも、目いっぱい立ち向かう獣医さん。
100種類を超える動物たちとの出会いと別れのエピ
ソードを、ユーモラスに、ときどきしっとりと語りま
す。言葉がつうじない生きものの命を飼うことについ
て、子どもたちに考えてもらう一冊。

14
株式会社�ポプラ社
作：宇佐美牧子
絵：藤原ヒロコ
対象：小学校中学年

　たいくつな夏休み、養鶏を営むキワさんに出会った、
小学4年生のサトシ。
　キワさんのたまごは「まぼろしのたまご」とよばれ
るくらい絶品らしい。＜弁当屋アサヒ＞を営む両親を
喜ばせようと、サトシは、そのたまごをどうしても手
に入れたいと考えるようになる。しかし、キワさんの
たまごをゆずってもらうには、ある大切な条件があっ
た…。少年の心情をみずみずしく描いた、忘れられな
いひと夏の物語。

15
株式会社�ポプラ社
写真・文：内山りゅう
対象：幼児、小学校低学年

　淡水にくらす魚たちの子孫を残すための繁殖戦略を
紹介する写真絵本です。オスがたまごを見張るカワヨ
シノボリ、巣をつくってたまごを守るトミヨ、二枚貝
の中にたまごをうみつけるニッポンバラタナゴなど、
魚たちはたまごを生きのこらせるために、さまざまな
作戦をとっています。一生のなかで、いちばん弱い時
期がたまごのとき。多様に進化してきた魚たちのすが
たを、美しい写真でえがきます。

16
一般社団法人�農山漁村文化協会
編：勝木俊雄ほか　
絵：森谷明子ほか　
対象：小学校中学年以上

　木材利用をはじめとして、地域の環境や景観を形づ
くり、人間の生活に欠かせない恵みをもたらしてきた
樹木。校庭や公園、野山で生きる代表的な樹木8種類
について、その体のつくり、四季の変化と一生、子孫
の残し方から、仲間の木、地域の生態系とのつながり、
木材や生活用品・食料・燃料などの利用、歴史や文化
との関わりまで、樹木の生き方と人間との関わりをま
るごと描くシリーズ。身近なクラフトなど、樹木に親
しむ情報も満載。

珍獣ドクターのドタバタ診察日記　動物の命に「まった」なし！

キワさんのたまご

さかなのたまご　いきのこりを　かけた　だいさくせん

まるごと発見！校庭の木・野山の木（全8巻）
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－推薦目録（出版物）－

17
株式会社�ほるぷ出版
文：ダイアナ・アストン
訳：千葉茂樹
絵：シルビア・ロング
対象：小学校低学年

　甲虫は�はずかしがりや　甲虫は�おいしい　甲虫は�
いろいろ　甲虫は……おもしろい。あらゆる生きもの
のなかで、いちばん繁栄していて、さまざまなすがた
形や生態のものがいる甲虫。多様でおもしろい甲虫の
魅力を、美しいイラストで紹介する知識絵本。

18
株式会社�西村書店
作：ジョン・キラカ
訳：さくまゆみこ
対象：小学校低学年

　民話の宝庫といわれるアフリカのなかでも、タンザ
ニアに生まれ育った作者が、同国の南西部に暮らす
フィパの人たちの語りを記録してつくった絵本です。
あらすじ：日照りで食べ物がなくなってしまった動物
たちが、大きな木にたわわになっている実をどうやっ
たら食べられるか相談しています。賢いカメにきいて
きますとノウサギが名乗り出ると、「大きい動物にま
かせなさい」とみなに言われ、ゾウとスイギュウが出
かけるのですが……？

甲虫のはなし　かしこくておしゃれでふしぎな、ちいさないのち

ごちそうの木　タンザニアのむかしばなし
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19
株式会社�現代企画室
作：長田真作
小学校低学年以上

　ある夜明け前、不思議なものたちの行進がふいに始
まります。グニャグニャとへんなかたちのものや、大
きいの、小さいの、シマシマやギザギザ……なんとも
名づけがたいものたちが、ゾロゾロ、もぞもぞ、ひた
すら行進していきます。子どものころ、引き出しの中
やクローゼットの奥は、別の世界につながっているん
じゃないかと思ったことはありませんか？ここは、そ
の先に広がっていた世界なのかもしれません。

20
株式会社�講談社
ナビゲーター：鴻鳥サクラ
原作・イラスト：鈴ノ木ユウ
監修：日本産科婦人科学会
対象：小学校高学年以上

　累計600万部突破！命を伝える大ヒットマンガ『コ
ウノドリ』の世界を、主人公・鴻鳥サクラがナビゲー
トします。サクラといっしょに、聖ペルソナ総合医療
センターの産科で何が起きているのか、目にしてみま
せんか？妊娠・出産が、誰しもが当たり前にできるこ
とではけっしてなく、さまざまな努力や偶然が重なっ
て初めて織りなす「奇跡」だということを、お伝えし
ます。小学校高学年以上を対象に、『コウノドリ』が
描いた珠玉のエピソードから、妊娠・出産にまつわる
知っておくべき、伝えておきたい事柄をセレクト。豊
富な原作の名シーンを振り返りながら、基本的な知識
が身につく一冊となっています。

21
有限会社�のら書店
編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子
対象：小学校中学年以上

　『100まんびきのねこ』などで知られるアメリカを
代表する絵本作家ワンダ・ガアグが贈るグルム童話で、
『ヘンゼルとグレーテル』『ねことねずみがいっしょに
くらせば』『かえるの王子』『なまくらハインツ』『や
せのリーゼル』『シンデレラ』『六人の家来』の７話を
収録しています。ワンダ・ガアグは幼いころからグリ
ム童話に親しみ、魅了されてきました。著者ならでは
の生き生きとした再話とユーモアあふれる挿絵で楽し
める、珠玉のグリムの昔話です。

22
有限会社�のら書店
作：キャスリン・O・ガルブレイス
訳：梨木香歩
絵：ウェンディ・アンダスン・ハルパリン
対象：小学校低学年以上

　太陽、風、雨、水、動物、そして人間たち……すべ
てのいのちたちがともに地球という大きな庭にたねを
まき、そだてていることを描いた美しい絵本。著者に
よる丹念な取材のもと、アメリカで刊行された原書を、
作家の梨本香歩さんが魅力をあますところなく日本の
読者に伝えます。梨本さんによるあとがきも必読です。

きみょうなこうしん

コウノドリ　命がうまれる現場から

グリムのむかしばなしⅠ

わたしたちのたねまき　－たねをめぐる　いのちたちのおはなし－
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－推薦目録（出版物）－

23
株式会社�ほるぷ出版
作：ジェーン・セアー
訳：おびかゆうこ
絵：シーモア・フレイシュマン
対象：幼児、小学校低学年

　ある日ブルーベリーパイをたべたようせいのエル
マーは、その味のとりこになりました。そしてもう一
度あのパイをたべたくて、家の人に作ってもらうよう
にたのんでみますが、人には、ようせいの声はきこえ
ず、姿はみえず、気配も感じられないのです。さあ、
エルマーはどうしたのでしょう……。

24
株式会社�PHP 研究所
監修：平木典子
対象：小学校低学年・中学年

　近年、いじめや自殺など、子どもたちのこころに関
する問題が深刻になってきています。そんな子どもた
ちに、他人を思いやること、善悪の判断などを身につ
けることの大切さや、友達や家族とのつきあい方など
をわかりやすく解説しています。＜内容＞こころって
なあに？／こころはどこにあるの？／こころとからだ
のかんけい／友だちとけんかした／じょうだんがつう
じない／宿題を見せてってたのまれた／用事がある日
にさそわれた　ほか

25
株式会社�福音館書店
作：長尾玲子
対象：幼児以上

　ある日、太郎くんは、プランターの片隅で、小さな
草が白い花をさかせているのに気づきました。そのか
わいい草の名前を知りたくて、おじいちゃんに電話を
すると「その草のことを3つおしえてくれたら、わか
るかもよ」といわれます。太郎くんがよーく草を見て、
3つとおまけのしつもんに答えると、おじいちゃんは
草の名前を本当にわかって、「ハコベ」と教えてくれ
ました。雑草には、その草ならではの特徴がちゃんと
あるのです。自然観察入門です。

26
株式会社�福音館書店
文：大西健夫、龍澤彩
絵：曽我市太郎
対象：小学校中学年以上

　地球規模の水の循環を、詩情ゆたかな文章と繊細な
イラストレーションでつづる科学絵本。太古から今ま
で、同じ分量の、同じ水が、あらゆる場所を旅しなが
ら、生きとし生けるものをうるおしてきました。液体、
気体、固体……さまざまに姿を変えながら、地球上の
あらゆる場所をめぐり、いろいろなものを運ぶ水。そ
してこれからもずっと、水の旅は続くのです。水文学
を専門とする著者による巻末解説も読みごたえがあり
ます。

エルマーとブルーベリーパイ

こころのふしぎ　たんけんえほん

ぼくの草のなまえ

地球を旅する水のはなし
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株式会社�あすなろ書房
作：羽尻利門
対象：小学校低学年

　四国の豊かな自然が、目にしみる�！まぶしい夏の
一日をあざやかに切りとった、躍動感あふれる絵本で
す。セミの声、夕立、風鈴……夏ならではの「音」で、
少年の一日をたどります。

株式会社�誠文堂新光社
著：福田正己
対象：小学校高学年以上

　約1万1千年前に忽然と地球上から姿を消したマン
モス。その絶滅については謎ばかり多く、未だ正確に
は解明されていません。ですが近年、シベリアなどの
永久凍土から次々と冷凍マンモスが発見されることか
ら、最新のクローン技術を駆使した「マンモス復活プ
ロジェクト」も進んでいます。果たして、マンモスを
再び蘇らせることができるのでしょうか？日本人のマ
ンモス研究者が、マンモスの疑問と謎を解明します。

有限会社�ゴブリン書房
作：レベッカ・ボンド
訳：もりうちすみこ
対象：小学校中学年以上

　アントニオは、深い森に囲まれた湖のほとりで、働
く大人たちの姿をみて育ちました。ひとり森に入り、
動物を探すことも好きでした。5歳になる夏、おそろ
しい山火事がおこります。逃げる場所はただひとつ、
湖です。人々が水につかり、燃えさかる森をみつめて
いた時、森のおくから動物たちが現れました。ウサ
ギやリス、ヤマネコ、ヘラジカ、やがてオオカミやク
マまで、炎をのがれ、人間たちのいる湖に入ってきた
のです……。

有限会社�のら書店
編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子
対象：小学校中学年以上

　『100まんびきのねこ』などで知られるアメリカを
代表する絵本作家ワンダ・ガアグが贈るグルム童話で、
『ブレーメンの音楽隊』『ラプンツェル』『三人兄弟』『つ
むと杼と縫い針』『雪白とバラ紅』『なんでもわかる医
者先生』『かしこいエルシー』『竜とそのおばあさん』『漁
師とおかみさん』の9話を収録しています。ワンダ・
ガアグは幼いころからグリム童話に親しみ、魅了され
てきました。著者ならではの生き生きとした再話と
ユーモアあふれる挿絵で楽しめる、珠玉のグリムの昔
話です。

27 夏がきた

28 マンモス　－絶滅の謎からクローン化まで－

29 森のおくから　むかし、カナダであった　ほんとうのはなし

30 グリムのむかしばなしⅡ
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－推薦目録（出版物）－

株式会社�小学館クリエイティブ
写真・文：横塚眞己人
絵：おたざわゆみ
対象：小学校中学年以上

　イリオモテヤマネコの撮影のため西表島に移住した
写真家・横塚眞己人氏。しかし、むやみに原生林に分
け入っても、なかなか出会えません。島民に話を聞い
たり、糞や足跡、木の幹の爪跡などを観察したりして
いるうちに、イリオモテヤマネコは獲物の動物をよく
知っているのだと気づきます。西表島の自然のすべて
がイリオモテヤマネコとつながっていたのです。つい
に出会えたイリオモテヤマネコは、こちらを観察して
いるようでした。

有限会社�子どもの未来社
作：マイケル・ホール
訳：上田勢子
対象：小学校低学年・中学年

　ラベルに「赤」と書かれているのに、実は青いクレ
ヨンである「レッド」が、親や先生、友だちの助けを
かりながら、本当の自分の色をさがしあてる物語。ラ
ベルにしばられずに自分の本当の色を見つけてほし
い、心と体の不一致に悩む子どもたちにはもちろん、
すべての子どもたちに「ありのままで輝いてほしい」
という作者の願いがこめられた絵本です。

31 ふれあい写真えほん　どこにいるの　イリオモテヤマネコ

32 レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし



－ 16－

舞 台 芸 術

夢団�株式会社
原作：キップリング
脚本・演出：秋葉大介
音楽：安藤 “TOKI” 崇
制作：夢団�株式会社
対象：小学生以上、一般（啓発）

　狼に育てられた少年モーグリが、運命に翻弄されな
がら自分自身の生きる意味を追い求めていくストー
リーです。神秘と危険の顔を併せ持つジャングルの世
界で、モーグリは成長を経てひとつの答えを見つけま
す。人は誰でも、自分が何者なのか、何のために生き
ているのか思い悩む瞬間があるのではないでしょう
か。モーグリや動物たちのひたむきに生きる姿には、
きっと私たち人間がいきていくうえで大切なヒントが
隠されているはずです。「命の大切さ」「友情」「思い
やり」などメッセージがたくさん詰まった作品となっ
ています。

1

2
企業組合�劇団風の子九州
作：山口咲希
脚色・美術：山ン本佐助
演出・翻案：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
制作：矢野ひとみ
対象：幼児、小学校低学年、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　主人公は4歳のあっくん。もうすぐ赤ちゃんが生まれ
るお母さんはお父さんと病院へ向かいます。一人っ子の
あっくんは近所に住むおじいちゃんとお留守番。でも
あっくんは機嫌が良くありません。赤ちゃんが生まれる
とお父さんとお母さんを取られてしまうので「お兄ちゃ
んになんかなりたくない」、「赤ちゃんなんか生まれてこな
くていい」と思っています。そこで一人で家出をすること
にしました。目的地は近所のおじいちゃんの家、初めて
の冒険です。途中、近くの公園で目の前に飛んできたタ
ンポポの綿毛に導かれて空想の世界に！そこでの不思議
なキャラクターとの出会いで命の尊さを学び、お兄ちゃ
んになる覚悟が芽生えるあっくんの成長の物語です。

3
企業組合�劇団風の子九州
作・演出：あさのゆみこ
音楽・効果：曲尾友克
美術：山ン本佐助、小峯三奈
制作：仮屋祐一
対象：小学生、一般（啓発）

　空想あそびが大好きな小学4年生、ヒロ。同じクラ
スのマモルはなんでも一番の優等生で、母親の期待に
応えようとするあまり、思い通りにいかないことがあ
ると自分をコントロールできなくなってしまう。ヒロ
はそんなマモルをかばい、一緒に遊ぼうと誘う。ヒロ
の想像力に引き込まれて二人で空想の世界を冒険する
うち、ついにマモルはあそぶ力を蘇らせるというお宝
「空想珠（くそうだま）」を手にする。それは、小さい
ころ母親に捨てられてしまった「光る泥だんご」だっ
た。「光る泥だんご」を取り戻し、今度こそ宝物にす
ると笑顔のマモル。母親との関係にも変化のきざしが
見え、大団円を迎える。

4
劇団なんじゃもんじゃ
原作：�佐野洋子（『おぼえていろよ�

おおきな木』講談社）
脚本：なんじゃもんじゃ
演出：後藤武彌
音楽：藤原豊
美術衣装：坂本真彩
対象：幼児、小学生、保護者・指導

者等、一般（啓発）

　おじさんの家には、春に花を咲かせ、夏に涼しい木
陰をつくり、秋には赤い実をつける大きな木がありま
した。大きな木は春になると小鳥達、夏には虫達の活
動の場に。でも秋には庭一杯に木の葉が落ち、冬には
雪が積もります。大雪の日おじさんは大きな木を切り
倒してしまいます。おじさんにとって思いもよらぬ毎
日が始まります。大きな木がなくなってからおきるお
じさんの心の変化や、生きるということを小さな子ど
もたちと考えてみたいと思っています。

ジャングル・ブック

いまからいえでにいってきます

このゆびと～まれ！

おじさんとおおきな木
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－推薦目録（舞台芸術）－

5
株式会社�劇団うりんこ
原作：みうらかれん
脚本・演出：北村直樹
音楽：ノノヤママナコ
制作：丹羽美貴
対象：小学生

　小学四年生の野中暁音が、この世で一番怖い事は人
前で話すこと。その暁音に最大のピンチが訪れる。そ
れは、日直の「五分間スピーチ」。悩んでいる暁音に
救いの手を差し伸べたのは、転校生の三島朔太郎。朔
太郎が暁音の代わりに五分間スピーチで披露したの
は、落語の「まんじゅうこわい」だった。その落語に
感動した暁音は、朔太郎に誘われ落語「寿限無」の稽
古を始める。だが、そのことが原因で親友の初音とは
気まずい関係になってしまう。今の自分を変えたい。
初音ちゃんに気持ちを伝えたい。暁音は次の五分間ス
ピーチで「寿限無」を披露する決意をする。

6
株式会社�人形劇団むすび座
脚本：吉田篤司
演出：大野正雄
音楽：小塚憲二
制作：吉田明子
対象：小学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　ある日、魔法のランプと腕輪を手に入れた少年アミ
ンは、ランプの魔人の力で大金持ちになる。しかし、
母親想いで働き者だった彼は次第にわがままで思いや
りのない人間になってゆく。そしてアミンは、魔法の
ランプ、お金や財宝、最愛の母親も何もかも奪われて
しまう。彼のもとに残されたものは「自分自身」と役
に立たない魔法の腕輪だけ…。しかし、アミンは再び
立ち上がる。愛する母親を救い出すために。

7
株式会社�劇団うりんこ
原作：セルバンテス
脚本・演出：山崎清介
制作：下出祐子
対象：小学校高学年以上

　スペインのラ・マンチャ地方に住む下級貴族アロン
ソ・キハーノは、仕事も忘れて騎士道物語を読みふけ
り、ついに自分を遍歴の騎士と思い込み、ドン・キホー
テと名乗る。騎士に必要なアイテムを揃えるべく、古
い鎧を掃除し、やせ馬にロシナンテと名付け、世の不
正を正す旅に出る。キハーノは、大まじめであるが、
家族や村の人々にとってはキハーノの妄想、狂気とし
か受け取れない。キハーノを正気に戻すべく、村人た
ちは、キハーノの妄想に付き合い芝居を始める。果た
してドン・キホーテはアロンソ・キハーノに戻る事が
出来るのか？

8
有限会社�プレジャー企画
演出：LONTO
制作：兵藤禎晃
対象：幼児以上、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　ジャグリングやパントマイム、マジック、空中芸等、
バラエティ豊かなステージ・サーカス。日常にあるも
のも使いながら、すごい技や失敗、コメディを交えな
がら上演します。開演すると客席に現れるクラウン、
自然と舞台に誘います。子ども達の声援やツッコミに
答えながら、演目は進み、時には舞台に子供も大人も
上がり、時には客席全体を巻き込んで、会場中を温か
な笑顔と笑いの空間に変えていきます。

夜明けの落語

アラビアンナイト　～魔法のランプと明日のヒカリ～

遍歴の騎士ドン・キホーテ

プレジャー B のコメディ・クラウン・サーカス
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有限会社�プレジャー企画
原作：Chang、LONTO
演出：LONTO
制作：兵藤禎晃
対象：幼児以上、保護者・指導者等、

一般（啓発）

　汽車に乗り遅れた2人の道化師が繰り広げる、おと
ぎ話のような日常。影絵で表現されるイントロが終わ
ると和紙でできたサーカスが始まります。和紙の奥が
エスカレータになったり、一粒の雨が大海原になった
りと想像力を引き立てます。夜空にはたくさんの星達
が私たちを見守っています。たくさんの思い出のよう
に、また、ご先祖様のように。星に願いを込めて、フィ
ナーレは華やかなショーで締めくくります。

有限会社�劇団風の子
演出：中島研
音楽・監修：曲尾友克
制作：西川典之
対象：幼児、小学生、保護者・指導

者等

　岐阜から日本中、そして世界へ。遊びとお芝居をつ
めこんだつづらを背負った三人組が旅をします。お手
玉、まりつき、竹馬など、昔ながらの遊びも三人にか
かれば新たな遊びに大変身。お芝居「はなさかこぞう」
は岐阜の民話を基にした、オリジナル創作民話。一平
という男の子と柿から生まれた犬 “ シロ ” がいじわる
な殿様から、米の出るひょうたんをとりかえす物語。
一平のまっすぐな思いが、殿様の心をかえていく様を、
三味線の生演奏と語りにあわせて演じます。

9 サーカスの灯

10 ぱらりっとせ

特定非営利活動法人
劇場創造ネットワーク
原作：カルロ・コッローディ
脚本・演出：テレーサ・ルドヴィコ
制作：特定非営利活動法人�劇場創造

ネットワーク、座・高円寺
対象：小学校中学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　大工のジェペットじいさんは、森でみつけた大きな
木の枝で、操り人形をつくります。その人形にピノッ
キオと名前をつけると、たちまち動きだし、家を飛び
出してしまいます。遊ぶの大好き、いたずら大好き、
ついつい誘惑に負けてしまう、ピノッキオ。たくさん
の人と出会い、たくさんの経験をすることで、ピノッ
キオの木でできた心は、温かく、やわらかく動きだし、
自分が本当に大切にしなければならないことを見つけ
ていきます。

11 ピノッキオ



－ 19－

映像・メディア等

株式会社�トランスフォーマー
監督・脚本：長谷井宏紀
音楽：アスカ・マツミヤ、
　　　アルベルト・ボフ、
　　　フランシス・デヴェラ
制作：アヴァ・ヤップ
対象：中学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　“お母さんをお金で買う”ことを思いついた孤児の少
女ブランカは、ある日、盲目でギター弾きのピーター
と出会う。ブランカはピーターから、得意な歌でお金
を稼ぐことを教わり、二人はレストランで歌う仕事を
得る。ブランカの計画は順調に運ぶように見えたが、
一方で、彼女の身には思いもよらぬ危険が迫ってい
た…。

1

2
株式会社�トランスフォーマー
監督：クレイ・トゥイール
音楽：ダン・ロマー
対象：小学校高学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　“きみが生まれるとき、もう僕はきみを抱きしめら
れないかもしれない” アメリカン・フットボール
「ニューオーリンズ・セインツ」の元スター選手だっ
たスティーヴ・グリーソン。引退後に難病 ALS を宣
告された彼は、やがて生まれてくる息子に贈るために
撮影し始める。1,500時間を越えるビデオダイアリー
から生まれた感動のドキュメンタリー映画です。

3
株式会社�平成プロジェクト
監督：尹美亜
音楽：引地康文、井内竜次
制作：株式会社平成プロジェクト
対象：中学生以上、保護者・指導者

等、一般（啓発）

　東日本大震災から6年目を迎える宮城県、岩手県、
福島県で前を向いて生きる人々の姿を優しく映し出す
ドキュメンタリー。家族を失った夫婦、震災を風化さ
せないための語り部、伝統を受け継いでいく農家、被
爆した牛の世話を続ける牛飼い、新しい漁業を始めた
漁師－。時間が経っても痛みは消えないかもしれない。
でも、笑うことはできる。東北の復興はまだ道半ば。
でもここまでようやくたどり着いた。また一歩、これ
からも歩いていく。

4
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：菊地金義
対象：小学校中学年・高学年

　近年多発する突発的な気象災害から子どもたちの命
を守るため、小学校中・高学年の子どもたちに向けて、
気象災害の知識を正しく身につけさせる防災ＤＶＤで
す。親しみやすいアニメキャラクターの「防災�守（ま
もる）」くんがナビゲーターとなり、この守くんから
小学生の姉弟が、気象災害のしくみや、危険から身を
守る方法を学んでいきます。「台風災害（暴風）」「大
雨災害（水害）」「土砂災害」「様々な災害をもたらす
積乱雲」「竜巻災害」というように項目毎に説明し、
またいかに最新の情報を活かして対策するかという点
にも触れていきます。

ブランカとギター弾き

ギフト　僕がきみに残せるもの

一陽来復　Life  Goes  On

気象災害から身を守ろう！ 　台風・大雨・落雷・土砂災害・竜巻
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5
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：川崎けい子
対象：小学校中学年・高学年

　小学校学習指導要領をふまえて、災害のひとつとし
て「火災」を取り上げ、火災から人々の安全を守るた
めの、消防署を中心としたしくみや活動を紹介してい
きます。消防署の人たちが日頃行っている訓練や、消
防器具の点検、火災が発生した場合の関係諸機関の組
織的な対処について説明します。また、消防署だけで
はなく、地域の人々が組織する消防団の日頃の活動に
ついても取り上げます。そして、これらの団体と消防
署が協力し合って消火活動や防火活動に取り組んでい
ることを示し、地域の安全は共に助け合って守ること
が大切だと訴えます。

6
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫
対象：小学校中学年・高学年

　小学生の三人組が、温暖化の影響で生息域を北上さ
せている昆虫との出会いをきっかけに、地球温暖化問
題を探ります。地球温暖化はなぜ起きるのか、温暖化
が進むと私たちの暮らしはどうなるのか、などの問題
を捉えていきます。最悪の事態を防ぐために何ができ
るのか、最新の実験データをもとに紐解きます。また、
COP21や環境先進国のドイツでの取り組みなどの実
例も盛り込んでいます。

7
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：細見吉夫
対象：中学生以上、保護者・指導者

等

1．どう守る　頭部・頚部外傷
　学校の体育の授業や、スポーツのクラブ活動中に時
として起こりうる「頭部・頚部外傷」について取り上
げ、事故の実例を再現映像で示しながら、事故を起こ
さないためにはどうしたらよいのか、事故が起きてし
まったらどう対処すればよいのか、詳しく解説します。
特に頭部・頚部外傷事故のリスクが高い「柔道」と「ラ
グビー」に注目し、競技する上での注意点を具体的に
示します。

2．なくそう！突然死
　学校の体育の授業や、スポーツのクラブ活動中に時
として起こりうる「突然死」について取り上げ、事故
の実例を再現映像で示しながら、事故を起こさないた
めにはどうしたらよいのか、事故が起きてしまったら
どう対処すればよいのか、詳しく解説します。生徒が
突然意識を失い倒れた場合を想定して、心停止が起こ
る仕組み、AED の操作方法、事故を未然に防ぐため
に教職員間で必要な準備など、具体的に示します。

火災から人を守る　町を守る　消防しょのはたらき

なぜ防げないの！地球温暖化

スポーツ事故を防ぐ
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－推薦目録（映像・メディア等）－

8
株式会社�トマソン
原作・制作：株式会社�トマソン
監督：沼田心之介
音楽：前田保
対象：幼児以上、保護者・指導者等

　にっぽんの郷土名物にまつわる、むかし、むかしの
物語。病にかかった主人のかわりにお伊勢参りの旅に
出た犬・シロ。動力飛行機の発明家ライト兄弟より
100年も前に空を飛んだ備前国の表具職人等々。現代
にも残る名所・特産品・生活文化。それらが生まれた
背景には先人たちの夢や思いが込められていた…。
にっぽん全国47都道府県のお話が毎週1話ずつ登場し
ます。当作品は「土地」と「ヒト」、「時代」と「ヒト」、
「おとな」と「こども」をつなぐ、家族みんなで見て
楽しめ、学べる作品です。
時代を越えた “ ふるさとめぐり ” の旅をお楽しみくだ
さい。

ふるさとめぐり　日本の昔ばなし

9
株式会社�ドマ
監督・脚本：�アンヌ =ドフィーヌ・

ジュリアン
音楽：ロブ
制作：�Incognita�Films,�TF1�Droits�

Audiovisuels
対象：小学校高学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　カミーユ、アンブル、テゥデュアル、イマド、シャ
ルルの5人の子どもたち。彼らはとても愛くるしい、
どこにでもいるような陽気な子どもたち。しかし、実
は彼らは病気を患っていた。カメラは彼らの日常生活
を追いながら、病気にも負けず、たくましく生きてい
る子どもたちを描く。彼らの言葉や立ち振る舞いに誰
もが笑顔になり励まされ、そして幸せをパワーをもら
えるドキュメンタリー。

10
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：長谷巌一郎
対象：中学生以上、一般（啓発）

　Ａさん（23歳）に届いた、『有料コンテンツ料金未
納により法的措置を行います』との文面のメール。相
手に言われるがままプリペイドカードで料金を支払っ
てしまったＡさんは…。『一億円あげます』というメー
ルの、送り主とのやりとりで、プリペイドカード購入
に至ったＢさん（26歳）は…。誤ってアダルトサイ
トの登録完了画面を開いてしまったＣさんとＤさん
（ともに22歳）は…。3つの事例から、電子マネーを
悪用した詐欺被害を検証します。

子どもが教えてくれたこと

「買って来て！」は詐欺です　若者を狙うプリペイドカード（電子マネー）詐欺
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12
有限会社�ビターズ・エンド
原作：押見修造
監督：湯浅弘章
音楽：まつきあゆむ
脚本：足立紳
制作：�「志乃ちゃんは自分の名前が

言えない」製作委員会
対象：中学生以上、保護者・指導者

等

　高校1年生の新学期。上手く言葉が話せないことに
引け目を感じ、周囲と馴染めずにいる志乃。音楽好き
だが音痴な加代。人との距離が掴めない菊地。3人は
不器用ながらも交流を深めていくが――。原作は実体
験をベースに描かれた押見修造の同名人気漫画。思春
期を迎えた少年少女たちが抱える葛藤や苦悩を描きな
がら、誰しもが持っているコンプレックスとの向き合
い方や、自分のあるべき姿について考えさせられる、
世代を超えて胸に響く青春映画。

13
中京テレビ放送株式会社
制作：中京テレビ放送株式会社
対象：小学校高学年以上、保護者・

指導者等、一般（啓発）

　「産んでも育てられない」予期せぬ妊娠で悩む女性
への世間の批判は大きい。「妊娠発覚で同棲相手が逃
げた20歳」「元彼の子を妊娠、家のない美容師見習」「客
の子どもを妊娠、親のネグレクトで風俗嬢になった
19歳」多くが産科未受診などの特定妊婦だ。果たし
て彼女たちだけの責任か。民間養子縁組あっせん団体
の奥田さんは、元特定妊婦の立場で彼女たちのサポー
トに奔走する。育んだ小さな命の幸せのために必要な
支援とは何か。

志乃ちゃんは自分の名前が言えない

マザーズ～ “ 特定妊婦 ” オンナだけが悪いのか。

11
株式会社�映学社
原作・制作：髙木裕己
監督・脚本：菊地金義
対象：中学生、保護者・

指導者等

第1巻 事前学習編
　ある中学校で、職場体験学習が行われることとなった。事前準備
の作業として、まずは、自分についてノートにまとめる「自分を知
る作業」を行う。次に、学校が指定した職場から希望する職場を選び、
調査票を提出する。調査票を基に行われる面接では、熱気や意気込
みをアピールする。職場が決まったら、体験先へ赴き、打ち合わせ
を行う。体験当日のスケジュール確認や交通手段の確認も忘れては
ならない。こうした一連の流れを追いながら、心構えやポイントを
押さえていく。

第2巻 体験学習編
　ある中学校で行われた職場体験学習の、体験当日の様子を描く。
それぞれの体験場所（幼稚園、造園所、加工工場、老人介護施設）
へ赴き、体験初日を迎えた生徒たちは、各仕事内容について説明を
受け、緊張しながらも仕事に取り組む。仕事を行う上での工夫すべ
きことを学んだり、困難に直面したときに解決するよう取り組む様
子を追う。最終日、生徒たちはたくさんの気付きを得た表情で体験
を終えるのだった。

第3巻 事後学習編
　職場体験学習を終えた、ある中学校の生徒たち。まずは、自分が
職場体験を通してどんなことを学んだのか振り返り、「自己評価カー
ド」に記入していく。その後、お世話になった職場へお礼の手紙を
書き、再訪問して手渡す。さらに、職場体験で記録したメモ・体験
日誌・写真を使って、報告書を作成し、同じ職場や訪問したグルー
プごとに報告書を発表する。最後に、各事業所の方や生徒の保護者
へのインタビューも織り交ぜながら、生徒たちが職場体験で学んだ
事を将来の目標にどう活かすのか、考えていく。

生き方を学ぶ職場体験

Ⓒ押見修造／太田出版 Ⓒ2017「志乃ちゃ
んは自分の名前が言えない」製作委員会
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－特別推薦一覧－

平成29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
4 おじさんとおおきな木 劇団なんじゃもんじゃ 幼児、小学生、

保護者・指導者等、
一般（啓発）

5 夜明けの落語 株式会社劇団うりんこ 小学生

6 アラビアンナイト
～魔法のランプと明日のヒカリ～

株式会社人形劇団むすび座 小学生以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

8 プレジャー Bのコメディ・クラウン・サーカス 有限会社プレジャー企画 幼児以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

11 ピノッキオ 特定非営利活動法人
劇場創造ネットワーク

小学校中学年以上、
保護者・指導者等、
一般（啓発）

（２）舞台芸術（５点）

推薦番号 作　品　名 出　版　社 対　象 著　者　名　等
3 わたり鳥 株式会社童心社 小学校中学年・

高学年
作・絵：鈴木まもる

9 チキン！ 文研出版 小学校高学年 作：いとうみく
絵：こがしわかおり

16 まるごと発見！校庭の木・野山の木（全8巻） 一般社団法人
農山漁村文化協会

小学校中学年以上 編：勝木俊雄ほか
絵：森谷明子ほか

21 グリムのむかしばなしⅠ 有限会社のら書店 小学校中学年以上 編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子

28 マンモス
－絶滅の謎からクローン化まで－

株式会社誠文堂新光社 小学校高学年以上 著：福田正己

29 森のおくから　
むかし、カナダであった　ほんとうのはなし

有限会社ゴブリン書房 小学校中学年以上 作：レベッカ・ボンド
訳：もりうちすみこ

30 グリムのむかしばなしⅡ 有限会社のら書店 小学校中学年以上 編・絵：ワンダ・ガアグ
訳：松岡享子

31 ふれあい写真えほん　
どこにいるのイリオモテヤマネコ

株式会社
小学館クリエイティブ

小学校中学年以上 写真・文：横塚眞己人
絵：おたざわゆみ

（１）出版物（８点）

推薦番号 作　品　名 申　請　者 対　象
2 ギフト　僕がきみに残せるもの 株式会社トランスフォーマー 小学校高学年以上、

保護者・指導者等、一般（啓発）

3 一陽来復　Life��Goes��On 株式会社平成プロジェクト 中学生以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

8 ふるさとめぐり　日本の昔ばなし 株式会社トマソン 幼児以上、
保護者・指導者等

9 子どもが教えてくれたこと 株式会社ドマ 小学校高学年以上、
保護者・指導者等、一般（啓発）

（３）映像・メディア等（４点）
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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 60 回を数えた本年度も、平成 30（2018）年５月７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 30（2018）年５月４日（金・祝）に「きゅりあん（品川区立総合区民会館）」で行われました。

児童福祉文化賞について1
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－児童福祉文化賞－

（１）出版物部門

作品名　マンモス－絶滅の謎からクローン化まで－

受賞者　福田正己

受賞者　株式会社�誠文堂新光社

（２）舞台芸術部門

作品名　プレジャー Bのコメディ・クラウン・サーカス

受賞者　有限会社�プレジャー企画

（３）映像・メディア等部門

作品名　一陽来復　Life��Goes��On

受賞者　心の復興映画製作委員会

（４）特別部門

受賞者　　野沢雅子

活動内容　長年にわたりアニメや人形劇等における声優等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

（１）出版物部門

１．わたり鳥　　株式会社　童心社

２．チキン！　　文研出版

３．まるごと発見！校庭の木・野山の木　

　　①サクラの絵本　②イチョウの絵本　③マツの絵本　④カエデ（モミジ）の絵本　

　　⑤ドングリ（コナラ）の絵本　⑥ブナの絵本　⑦スギの絵本　⑧ケヤキの絵本

　　一般社団法人　農山漁村文化協会

４．グリムのむかしばなしⅠ　　有限会社　のら書店

５．森のおくから　むかし、カナダであったほんとうのはなし　　有限会社　ゴブリン書房

６．グリムのむかしばなしⅡ　　有限会社　のら書店

７．ふれあい写真えほん　どこにいるのイリオモテヤマネコ　　株式会社　小学館クリエイティブ

平成 30 年度児童福祉文化賞受賞作品2

平成 30 年度児童福祉文化賞推薦作品3
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（２）舞台芸術部門

（受賞作品は４点、大臣賞状と盾を授与）

１．おじさんとおおきな木　　劇団なんじゃもんじゃ

２．夜明けの落語　　株式会社　劇団うりんこ

３．アラビアンナイト　～魔法のランプと明日のヒカリ～　　株式会社　人形劇団むすび座

４．ピノッキオ　　特定非営利活動法人　劇場創造ネットワーク

（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．ギフト　僕がきみに残せるもの　　株式会社　トランスフォーマー

２．ふるさとめぐり　日本の昔ばなし　　株式会社　トマソン

３．子どもが教えてくれたこと　　株式会社　ドマ


