
社会保障審議会児童福祉文化財推薦作品

平成１９年３月１４日
配付資料１

第１８回社会保障審議会



（出版物委員会） 平成17年12月5日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 著者名 訳者名 対　　象

20 えんぴつのおすもう 偕成社 かとう　まふみ 幼児・小学校低学年 ３２頁 １０００円＋税

21 またたびトラベル 学習研究社 茂市　久美子 小学校中学年 １５５頁 １２００円＋税

22 やあ！出会えたね クモ アリス館 今森　光彦 小学校中学年以上 ３２頁 １４００円＋税

23 風神秘抄 徳間書店 荻原　規子 中学生以上 ５９２頁 ２５００円＋税

24 ソフィーのさくせん 評論社 ﾃﾞｨｯｸ･ｷﾝｸﾞ=ｽﾐｽ 石随　じゅん 小学校中学年 １５８頁 １３００円＋税

25 おしゃべりな もり 福音館書店 E・ｼﾑ･Ｎ･ｽﾗﾄｺﾌ 田中　友子 小学校低学年以上 ３２頁 １１００円＋税

26 ぼく、だんごむし 福音館書店 得田　之久 幼児・小学校低学年 ２８頁 ８３８円＋税

27 シートン動物記⑥  ペーシング・マスタング 福音館書店 ｱｰﾈｽﾄ･T･ｼｰﾄﾝ 今泉　吉晴 小学校高学年以上 １０４頁 ９００円＋税

28
シートン動物記⑦　シルバーフォックス・ドミ
ノ

福音館書店 ｱｰﾈｽﾄ･T･ｼｰﾄﾝ 今泉　吉晴 小学校高学年以上 １６８頁 ９００円＋頁

29 川べのちいさなモグラ紳士 岩波書店 ﾌｨﾘﾊﾟ･ﾋﾟｱｽ 猪熊　葉子 小学生以上 １９６頁 １８００円＋税

30
アナベル・ドールと世界一いじのわるいお人
形

偕成社
ｱﾝ･M･ﾏｰﾃｨﾝ＆ﾛｰﾗ･ｺﾞ
ﾄﾞｳｨン

三原　泉 小学校高学年以上 ３１２頁 １６００円＋税

31 海時計職人ジョン・ハリソン あすなろ書房 ﾙｲｰｽﾞ･ﾎﾞｰﾃﾞﾝ 片岡　しのぶ 小学校高学年以上 ４８頁 １３００円＋税

32 ティラノサウルス 金の星社 小田　　隆 小学校中学年以上 ５１頁 １８００円＋税

33 ずら～り　キンギョ アリス館 高岡　昌江 小学校低学年 ２８頁 １５００円＋税

34 宮廷のバルトロメ さ・え・ら書房 ﾗﾍﾙ･ﾌｧﾝ･ｺｰｲ 松沢　あさか 小学校高学年以上 ２７１頁 １６００円＋税

35 レディ・パイレーツ 理論社 ｾﾘｱ･ﾘｰｽﾞ 亀井　よし子 中学生以上 ４７２頁 １９００円＋税

36 ソフィーは子犬もすき 評論社 ﾃﾞｨｯｸ･ｷﾝｸﾞ=ｽﾐｽ 石随　じゅん 小学校中学年 １５８頁 １３００円＋税

37 いたずらでんしゃ 学習研究社 ﾊｰﾃﾞｨｰ･ｸﾞﾗﾏﾄｷｰ 渡辺　茂男 小学校低学年 ６９頁 １３００円＋税

38 ちびっこタグボート 学習研究社 ﾊｰﾃﾞｨｰ･ｸﾞﾗﾏﾄｷｰ 渡辺　茂男 小学校低学年 ９３頁 １３００円＋税

39 おじいちゃんがおばけになったわけ あすなろ書房 ｷﾑ･ﾌｫｯﾌﾟｽ･ｵｰｶｿﾝ 菱木　晃子 小学校中学年 ３２頁 １３００円＋税

40 ロイス・レンスキーの四季の絵本   全４巻 あすなろ書房 ﾛｲｽ･ﾚﾝｽｷｰ さくま　ゆみこ 幼児 各４８頁 各６５０円＋税

41 ブルーベリー・ソースの季節 早川書房 ﾎﾟﾘｰ･ﾎｰｳﾞｧｰﾄ 目黒　条 中学生 ２８０頁 １５００円＋税

42 ジュディ・モード、有名になる！ 小峰書店 メーガン・マクドナルド 宮坂　宏美 小学校中学年 １３４頁 １３００円＋税

43 ジュリエッタ荘の幽霊 小峰書店
ベアトリーチェ・ソリナ
ス・ドンギ

長野　徹 小学校高学年・中学生 １８２頁 １５００円＋税

44 生命の樹 徳間書店 ピーター・シス 原田　勝 小学校高学年以上 ４０頁 １７００円＋税

45 星の林に月の船 岩波書店 大岡　信編 小学校高学年以上 ２３０頁 ６４０円＋税

46 はじめてのこうさくあそび のら書店 ノニノコ 小学生 ６３頁 １５００円＋税

47 なまくら 講談社 吉橋　通夫 中学生 ２２６頁 ９５０円＋税

48 震度７　～新潟県中越地震を忘れない ポプラ社 松岡　達英 中学生以上・家庭 ８０頁 １２００円＋税

49 詩と歩こう　全１０巻 理論社 水内　喜久雄（選・著） 中学生以上 各約１２７頁 １４０００円＋税

50 ピアノ調律師 すえもえりブックス M・B・ゴフスタイン 末盛　千枝子 小学校高学年以上 ７２頁 １８００円＋税

（出版物委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 著者名 訳者名 対　　象

51 銀翼のコウモリⅠⅡⅢ 小学館 ｹﾈｽ･ｵｯﾍﾟﾙ 嶋田　水子 小学校高学年以上 352/368/384頁
1600/1600/1700円
＋税

52
楽園 　～知床に生きる人びとと生きものた
ち～

くもん出版 関屋　敏隆 小学校中学年以上 ４８頁 １６００円＋税

53 なつのいなかのおとのほん ほるぷ出版 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲｽﾞ･ﾌﾞﾗｳﾝ 江國　香織 幼児・小学校低学年 ４８頁 １３００円＋税

54 ソフィーのねがい 評論社 ﾃﾞｨｯｸ･ｷﾝｸﾞ=ｽﾐｽ 石随　じゅん 小学校中学年 １５０頁 １３００円＋税

55 ととけっこう よが　あけた こぐま社 (案)こばやしえみこ 幼児 ２４頁 ９００円＋税

56 まてまてまて こぐま社 (案)こばやしえみこ 幼児 ２４頁 ９００円＋税

規　　格

規　　格

第１４回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧



57 ブライディさんのシャベル ＢＬ出版 ﾚｽﾘｰ･ｺﾅｰ 千葉　茂樹 小学生 ３２頁 １３００円＋税

58 オオカミ族の少年 評論社 ﾐｼｪﾙ･ﾍﾟｲｳﾞｧｰ さくま　ゆみこ 中学生以上 ４３０頁 １８００円＋税

59 ガイコツになりたかったぼく 小峰書店 ｳﾙﾌ･ｽﾀﾙｸ 菱木　晃子 小学校高学年・中学生 ７１頁 １２００円＋税

60 この道のむこうに 小峰書店 ﾌﾗﾝｼｽｺ･ﾋﾒﾈｽ 千葉　茂樹 中学生・高校生 １７５頁 １４００円＋税

61 あの空の下で 小峰書店 ﾌﾗﾝｼｽｺ･ﾋﾒﾈｽ 千葉　茂樹 中学生・高校生 ２５５頁 １６００円＋税

62 日本の恐竜 ハッピーオウル社 ヒサ　クニヒコ
小学校中学年・小学校高学
年

４０頁 １５８０円＋税

63 名画のなかの世界　全６巻 小峰書店 ｳｴﾝﾃﾞｨ&ｼﾞｬｯｸﾘﾁｬｰﾄﾞｿﾝ 福間　加容 小学校高学年以上 各４７頁 各２５００円＋税

64 わたしたち　手で話します あかね書房 ﾌﾗﾝﾂ=ﾖｰｾﾞﾌ･ﾌｧｲﾆｸ ささき　たづこ 小学校中学年以上 ２５頁 １４００円＋税

65 ポップコーンをつくろうよ 光村教育図書 ﾄﾐｰ･ﾃﾞ･ﾊﾟｵﾗ 福本　友美子
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １４００円＋税

66 絵かきさんになりたいな 光村教育図書 ﾄﾐｰ･ﾃﾞ･ﾊﾟｵﾗ 福本　友美子
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １４００円＋税

67 ウルメル　氷のなかから現われる ひくまの出版 ﾏｯｸｽ･ｸﾙｰｾﾞ 加藤　健司 小学校高学年 ２６４頁 １５００円＋税

68 いろいろたまご図鑑 ポプラ社 皆越ようせい他 小学校中学年以上 ２５５頁 １６５０円＋税

69 おまわりさんのスモールさん 福音館書店 ﾛｲｽ･ﾚﾝｽｷｰ 渡辺　茂男 幼児 ４８頁 １０００円＋税

70 ハートレスガール さ・え・ら書房 ﾏｰｻ･ﾌﾞﾙｯｸｽ もりうち　すみこ 高校生 ２５５頁 １６００円＋税

71 三河のエジソン 佼成出版社 今関　信子 小学校高学年 １２８頁 １５００円＋税

72 からだの　みなさん 福音館書店 五味　太郎 幼児 ２８頁 ８３８円＋税

73 てんぐのそばや 偕成社 伊藤　充子 小学校中学年 １５０頁 １０００円＋税

74 おともださにナリマ小 フレーベル館 たかどの　ほうこ 小学校低学年 ６４頁 １０００＋税

75 ぼくの犬 日本図書ｾﾝﾀｰ ｼﾞｮﾝ･ﾍﾌｧﾅﾝ 福本　友美子 小学校高学年 ３１頁 ２４００円＋税

76
こんにちはアグネス先生　～アラスカの小さ
な学校で～

あかね書房 ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾋﾙ 宮木　陽子
小学校中学年・小学校高学
年

１４２頁 １３００円＋税

77 ひげねずみくんへ 福音館書店 ｱﾝ･ﾎﾜｲﾄﾍｯﾄﾞ・ﾅｸﾞﾀﾞ 高畠　リサ 小学校中学年 １２８頁 １１００円＋税

78 ゴリラに会いに行こう 国土社 阿部　ちさと
小学校中学年・小学校高学
年

１３２頁 １３００円＋税

79 ユーウツなつうしんぼ 講談社 ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｸﾚﾒﾝﾂ 田中　奈津子 小学校高学年 ２０２頁 １１００円＋税

80 日本の子ども６０年 新潮社 (編)日本写真家協会 (解)重松　清 小学生以上・家庭 ２０８頁 ２８００円＋税

（出版物委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 著者名 訳者名 対　　象

1 ぼくの鳥の巣絵日記 偕成社 鈴木　まもる 小学生 ３６頁 １４００円＋税

2 見えなくても だいじょうぶ？ あかね書房 ﾌﾗﾝﾂ=ﾖｰｾﾞﾌ･ﾌｧｲﾆｸ ささき　たづこ 小学生以上 ２５頁 １４００円＋税

3 ぼく、だんごむし 福音館書店 得田　之久 幼児・小学校低学年 ２８頁 ８３８円＋税

4 川べのちいさなモグラ紳士 岩波書店 ﾌｨﾘﾊﾟ･ﾋﾟｱｽ 猪熊　葉子 小学生以上 １９６頁 １８００円＋税

5 宮廷のバルトロメ さ・え・ら書房 ﾗﾍﾙ･ﾌｧﾝ･ｺｰｲ 松沢　あさか 小学校高学年以上 ２７１頁 １６００円＋税

6 詩と歩こう　全１０巻 理論社 水内　喜久雄（選・著） 中学生以上 各約１２７頁 １４０００円＋税

7 おともださにナリマ小 フレーベル館 たかどの　ほうこ 小学校低学年 ６４頁 １０００＋税

（出版物委員会） 平成18年7月21日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 著者名 訳者名 対　　象

1 トトの勇気 鈴木出版 ｱﾝﾅ･ｶﾞｳﾞｧﾙﾀﾞ 藤本　泉 小学校高学年 １６０頁 １３００円＋税

2 あかちゃんが教室にきたよ 岩崎書店 寺田清美・鈴木良東 小学・家庭 ３２頁 １３００円＋税

3 リゴーニ・ステルンの動物記 福音館書店 ﾏｰﾘｵ･ﾘｺﾞｰﾆ･ｽﾃﾙﾝ 志村 　啓子 中学生以上 ２０８頁 １４００円＋税

4 くちばし どれが一番りっぱ？ 福音館書店 ビアンキ 田中　友子 小学生 ２８頁 １２００円＋税

5 Ｌａｓｔ　Ｔｒａｐｐｅｒ最後の狩人 小峰書店 ﾆｺﾗ･ｳﾞｧﾆｴ 河野　万里子 小学校高学年以上 ３９頁 １５００円＋税

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧

規　　格

第１６回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　格



6 ジュディ・モード、地球をすくう！ 小峰書店 ﾒｰｶﾞﾝ･ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 宮坂　宏美 小学校中学年 １５８頁 １３００円＋税

7 夜明けまえから暗くなるまで ビーエル出版 ﾅﾀﾘｰ･ｷﾝｼﾞｰ･ﾜｰﾉｯｸ 千葉　茂樹 小学生 ４０頁 １６００円＋税

8 モグラはかせの地震たんけん ポプラ社 松岡　達英
小学校中学年・小学校高学
年

４０頁 １３００円＋税

9 春の主役　桜 理論社 ゆのき　ようこ 小学校中学年以上 ５０頁 １４００円＋税

10 絵くんとことばくん 福音館書店 天野　祐吉
小学校中学年・小学校高学
年

４０頁 １３００円＋税

11 ながいながいかみのおひめさま アートン ｺｰﾐﾗｰ・ﾗｰﾎｰﾃ 木坂　涼 小学校低学年 ２８頁 １５００円＋税

12 わたしのあかちゃん 福音館書店 澤口　たまみ 幼児・小学校低学年 ２８頁 ８３８円＋税

13 あかちゃんてね 小学館 星川ひろ子・星川冶雄 幼児・小学校低学年 ４０頁 １５００円＋税

14
ふたごのひよちゃんぴよちゃんはじめての
ようちえん

徳間書店 ﾊﾞﾚﾘｰ･ｺﾞﾙﾊﾞﾁｮﾌ なかがわ ちひろ 幼児 ３２頁 １５００円＋税

15 ぼくはマサイ さ・え・ら書房 ｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾚﾏｿﾗｸ･ﾚｸﾄﾝ さくま　ゆみこ 中学生以上 １６１頁 １５００円＋税

16
三つの願い　～パレスチナとイスラエルの
子どもたち～

さ・え・ら書房 デボラ・エクス もりうち　すみこ 高校生 １８９頁 １４００円＋税

17 ひとりぼっちのエルフ 早川書房 ｼﾙｳﾞｧｰﾅ･ﾃﾞ･ﾏｰﾘ 荒瀬　ゆみこ 小学校高学年・中学生 ４３２頁 １８００円＋税

18 ショパン リブリオ出版 ひの　まどか 中学生・高校生 ２９１頁 ２０００円＋税

19 おわりから始まる物語 ポプラ社 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｷｯﾄﾞ 松居　スーザン 小学校高学年・中学生 ２１５頁 １３００円＋税

20 まだ名前のない小さな本 晶文社 ﾎｾ･ｱﾝﾄﾆｵ･ﾐﾘｬﾝ 安藤　哲行 中学生・高校生 １１２頁 １６００円＋税

21 青春のオフサイド 徳間書店 ﾛﾊﾞｰﾄ･ｳｪｽﾄｰﾙ 小野寺　健 高校生 ３７６頁 １８００円＋税

22 世界のなぞかけ昔話 １・２・３ 晶文社 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼｬﾉﾝ 福本　友美子 小学校中学年以上 ５６頁 １５００円＋税

23 １．２．３インドのかずのえほん アートン
ｱﾇｼｭｶ･ﾗﾋﾞﾆﾔﾝｶｰﾙｼﾘ
ｼｭ･ﾗｵ

石津　ちひろ 幼児 ４８頁 １５００円＋税

24 くっついた こぐま社 三浦　太郎 幼児 ２４頁 ８００円＋税

25 ずいとんさん 福音館書店 (再)日野 十成 幼児・小学校低学年 ３２頁 ８００円＋税

26 くものすおやぶんとりものちょう 福音館書店 秋山　あゆ子 幼児・小学校低学年 ３２頁 ８００円＋税

27 アカメアマガエル ほるぷ出版 ｼﾞｮｲ･ｶｳﾘｰ 大澤　晶 幼児・小学校低学年 ３２頁 １２００円＋税

28 世界で一番の贈りもの 評論社 ﾏｲｹﾙ･ﾓｰﾊﾟｰｺﾞ 佐藤　見果夢 中学生・高校生 ４２頁 １０００円＋税

29 金魚はあわのおふろに入らない！？ ポプラ社 ﾄﾘ-ﾅ・ｳｨｰﾌﾞ 宮坂　宏美 小学校中学年 １４８頁 １０００円＋税

30 トカゲにリップクリーム？ ポプラ社 ﾄﾘｰﾅ･ｳｨｰﾌﾞ 宮坂　宏美 小学校中学年 １４３円 １０００円＋税

31 王への手紙　上・下 岩波書店 ﾄﾝｹ･ﾄﾞﾗﾌﾄ 西村　由美 小学校高学年・中学生 410/372頁 800/760円＋税

32 かはたれ 福音館書店 朽木　祥 小学校高学年 ２７２頁 １５００円＋税

33 錬金術 岩波書店 ﾏ-ｶﾞﾚｯﾄ･ﾏｰﾋｰ 山田　順子 高校生 ３４０頁 ２５００円＋税

34 やまんばあさんの大運動会 理論社 富安　陽子 小学校中学年 １６２頁 １３００円＋税

35 蒼路の旅人 偕成社 上橋　菜穂子 小学校高学年・中学生 ３６６頁 １５００円＋税

36 空想動物ものがたり 岩波書店 (再)ﾏｰｸﾞﾘｯﾄ･ﾒｲﾖｰ 百々  佑利子 小学校中学年以上 １０８頁 ２２００円＋税

（出版物委員会） 平成18年12月18日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 著者名 訳者名 対　　象

37 ラモーナ、明日へ 学習研究社 ﾍﾞﾊﾞﾘｨ･ｸﾘｱﾘｰ 松岡　享子 小学校高学年 ２９２頁 １２００円＋税

38 少年は戦場へ旅立った あすなろ書房 ｹﾞｲﾘｰ･ﾎﾟｰﾙｾﾝ 林田　康一 中学生以上 １１６頁 １２００円＋税

39 カレワラ物語～ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞの国民叙事詩～ 春風社 ｷﾙｽﾃｨ･ﾏｷﾈﾝ 荒牧　和子 中学生以上 ２１２頁 １８００円＋税

40 イボイボガエルヒキガエル 偕成社 三輪　一雄
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １０００円＋税

41 谷本記者のむしむし通信 あかね書房 谷本　雄治 小学校高学年以上 １４７頁 １３００円＋税

42
オホーツクの十二か月～森の獣医のﾅﾁｭﾗ
ﾘｽﾄ日記～

福音館書店 竹田津　実 小学校中学年 ３２８頁 ２２００円＋税

43 さとうねずみのケーキ アリス館 ｼﾞｰﾝ･ｼﾞｵﾝ わたなべ　しげお
小学校低学年・小学校中学
年

４８頁 １４００円＋税

44 嵐のティピー 光村教育図書 ﾎﾟｰﾙ･ｺﾞｰﾌﾞﾙ 千葉　茂樹
小学校中学年・小学校高学
年

３２頁 １５００円＋税

45 オバケだって、カゼをひく！ ポプラ社 富安　陽子 小学校中学年 １４３頁 ９５０円＋税

第１７回社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　格



46 おとうとは青がすき～アフリカの色のお話～ 偕成社 ｲﾌｪｵﾏ･ｵﾆｪﾌﾙ さくま　ゆみこ 小学校低学年 １９頁 １２００円＋税

47 スーザンのかくれんぼ 偕成社 ﾙｲｽ･ｽﾛﾎﾞﾄﾞｷﾝ 小学校低学年 ３２頁 １２００円＋税

48 鯨を捕る 偕成社 市原　基 小学校高学年以上 ６４頁 １８００円＋税

49 酸素の物語 大月書店 ｶﾚﾝ･ﾌｨｯﾂｼﾞｪﾗﾙﾄﾞ 原田　佐和子 中学生以上 ６２頁  １８００円＋税

50 のんきなりゅう 徳間書店 ｹﾈｽ･ｸﾞﾚｱﾑ 中川　千尋 小学校中学年 ９６頁 １８００円＋税

51 キーパー 評論社 マル・ピート 池　　央耿 中学生以上 ２５８頁 １５００円＋税

52 リトル・ソルジャー ポプラ社 ﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ･ｱｼｭﾘｰ さくま　ゆみこ 中学生・高校生 ３０３頁 １５００円＋税

53 もぐらのホリーともぐらいも 偕成社 あさみ　いくよ 幼児・小学校低学年 ３２頁 １０００円＋税

54 おふとんのくにのこびとたち 偕成社 おち　のりこ 幼児・小学校低学年 ３７頁 １４００円＋税

55 ゆきがふったら 偕成社 ﾚﾍﾞｯｶ･ﾎﾞﾝﾄﾞ さくま　ゆみこ 幼児・小学校低学年 ４０頁 １６００円＋税

56 鳥の巣いろいろ 偕成社 鈴木　まもる 小学生 ３２頁  １２００円＋税

57 たからもの 偕成社 ﾕﾘ･ｼｭﾙｳﾞｨｯﾂ 安藤　紀子 小学校低学年 ３２頁 １２００円＋税

58 聖ヨーランの伝説 あすなろ書房 ｳﾙﾌ･ｽﾀﾙｸ 菱木　晃子
小学校中学年・小学校高学
年

６４頁 １３００円＋税

59 おりの中の秘密 あすなろ書房 ｼﾞｰﾝ･ｳｨﾘｽ 千葉　茂樹 小学校高学年以上 １０４頁 １２００円＋税

60 野はらの音楽家マヌエロ あすなろ書房 ﾄﾞﾝ･ﾌﾘｰﾏﾝ みはら　いずみ 小学校低学年 ３２頁 １４００円＋税

61 みつばち くもん出版 丘　修三 小学校高学年 １５２頁 １２００円＋税

62 きょうはソンミのうちでキムチをつけるひ！ セーラー出版 チェ・インソン ピョン・キジャ 小学校低学年 ３１頁 １５００円＋税

63 ちきゅうのうえで 教育画劇 沢田　としき 小学校低学年 ２２頁 １６００円＋税

64 オリーブの海 白水社 ｹｳﾞｨﾝ･ﾍﾝｸｽ 代田　亜香子 小学校低学年 １７６頁 １６００円＋税

65 友だちになろうよ、バウマンおじさん あかね書房 ﾋﾟｰﾄ･ｽﾐｽ 佐々木　田鶴子
小学校中学年・小学校高学
年

１４０頁 １３００円＋税

66
本朝奇談天狗童子にほんふしぎばなしてん
ぐどうじ

あかね書房 佐藤　さとる 小学校高学年 ３０７頁 １６００円＋税

67 土をつくる生きものたち ～雑木林の絵本～ 岩崎書店 谷本　雄治 小学校中学年以上 ３２頁 １４００円＋税

68 平和の種をまく　～ボスニアの少女エミナ～ 岩崎書店 大塚　敦子 小学校高学年 ４４頁 １５００円＋税

69 タタはさばくのロバ 童心社 小林　豊
小学校低学年・小学校中学
年

３６頁 １３００円＋税

70 空色の地図 金の星社 梨屋　アリエ 中学生 ２３８頁 １３００円＋税

71 ねどこ　どこかな？ 小学館 ｼﾞｭﾃﾞｨ･ﾋﾝﾄﾞﾚｲ
谷川俊太郎・覚和歌
子

幼児 ２４頁 １３００円＋税

72 ヘブンショップ 鈴木出版 デボラ・エリス さくま　ゆみこ 中学生 ２８０頁 １６００円＋税

73 ケイゾウさんは四月がきらいです。 福音館書店 市川　宣子 小学校中学年 １２８頁 １３００円＋税

74 ピリカ、おかあさんへの旅 福音館書店 越智　典子 小学生 ５２頁 １７００円＋税

75
バスラの図書館員～イラクで本当にあった
話～

晶文社 ｼﾞｬﾈｯﾄ･ｳｨﾝﾀｰ 長田　　弘
小学校中学年・小学校高学
年

３２頁 １６００円＋税

76 わたしの、好きな人 講談社 八束　澄子 中学生・高校生 ２０７頁 １３００円＋税

77 ベラスケスの十字の謎 徳間書店 ｴﾘｱｾﾙ･ｶﾝｼｰﾉ 宇野　和美 中学生・高校生 ２０８頁 １４００円＋税

78 リベックじいさんのなしの木 岩波書店 ﾃｵﾄﾞｰﾙ･ﾌｫﾝﾀｰﾈ 藤本　朝巳
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １５００円＋税

79 ファルファリーナとマルセル 岩波書店 ﾎﾘｰ･ｹﾗｰ 河野　一郎
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １５００円＋税

80 ウィンクルさんとかもめ 岩波書店 ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ･ﾛｰｽﾞ ふしみ　みさを
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １５００円＋税

81 ちいさな曲芸師バーナビー すえもりブックス ﾊﾞｰﾊﾞﾗ･ｸｰﾆｰ 未盛　千枝子 小学校高学年以上 ４７頁 ２０００円＋税

82
いちばんのなかよし～タンザニアのおはな
し～

アートン ジョン・キラカ さくま　ゆみこ 幼児・小学校低学年 ２８頁 １５００円＋税

83 タツノオトシゴ　～ひっそりくらすなぞの魚～ 評論社 ｸﾘｽ･ﾊﾞﾀｰﾜｰｽ 佐藤　見果夢
小学校低学年・小学校中学
年

３２頁 １３００円＋税

84 見習い職人フラピッチの旅 小峰書店 ｲﾜﾅ･ﾌﾞﾙﾘｯﾁ=ﾏｼﾞｭﾗﾆｯﾁ 山本　郁子 小学校中学年 １８３頁 １３００円＋税

85 海の島　～ステフィとネッリの物語～ 新宿書房 ｱﾆｶ･ﾄｰﾙ 菱木　晃子 中学生・高校生 ２９６頁 ２０００円＋税

86 ブナの森は宝の山 福音館書店 平野　伸明 小学生以上 １１２頁 ２４００円＋税

87 雲をみようよ 光村教育図書 ﾄﾐｰ･ﾃﾞ･ﾊﾟｵﾗ 福本　友美子 小学校低学年 ３２頁 １４００円＋税

88 私が売られた日 あすなろ書房 ｼﾞｭﾘｱｽ･ﾚｽﾀｰ 金　　利光 中学生・高校生 ２２４頁 １３００円＋税

89 うんてんするのはだあれ？ フレーベル館 ﾚｵ･ﾃｨﾏｰｽ ひしき あきらこ 幼児 ３２頁 １２００円＋税



90 おんちのイゴール 小峰書店 きたむら さとし 幼児・小学校低学年 ３１頁 １５００円＋税

91 ベンジーとおうむのティリー アリス館 ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾌﾞﾛｲ･ｸﾞﾚｱﾑ わたなべ　てつた 幼児・小学校低学年 ３２頁 １４００円＋税

92 ぞうくんのあめふりさんぽ 福音館書店 なかの　ひろたか 幼児 ３２頁 ８００円＋税

93 りんご　～津軽りんご園の１年間～ 福音館書店 叶内　拓哉 小学校高学年以上 ５６円 １７００円＋税

94 ヤンヤンいちばへいく ポプラ社 周　　翔 小学校低学年以上 ３６頁 １３００円＋税

95 ねことらくん 福音館書店 なかがわ　りえこ 幼児 ３２頁 ８００円＋税

96 いつもそばに犬がいた 文研出版 ｹﾞｲﾘｰ･ﾎﾟｰﾙｾﾝ はら　るい 小学校高学年以上 １５２頁 １３００円＋税

97 バナーテイル～シートン動物記８～ 福音館書店 ｱｰﾈｽﾄ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ･ｼｰﾄﾝ 今泉　吉晴 小学校高学年以上 １６８頁 ９００円＋税

98 グリズリー・ジャック～シートン動物記９～ 福音館書店 ｱｰﾈｽﾄ･ﾄﾝﾌﾟｿﾝ･ｼｰﾄﾝ 今泉　吉晴 小学校高学年以上 １６８頁 ９００円＋税

99 トルストイの散歩道全５巻 あすなろ書房 ﾚﾌ･ﾄﾙｽﾄｲ 北御門　二郎 小学校高学年以上 約各９５頁 各９００円＋税

100 天使のすむ町 小峰書店 ｱﾝｼﾞｪﾗ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 冨永　星 中学生以上 １７５頁 １４００円＋税

101 アフリカの大きな木　バオバブ アートン ﾐﾘｱﾑ･ﾓｽ さくま　ゆみこ 小学校低学年 ３６頁 １５００円＋税

102 アナトールさんのロバ 青山出版社 ﾛﾗﾝ･ﾄﾞ･ﾌﾞﾘｭﾉﾌ ふしみ　みさを 幼児・小学校低学年 ４０頁 １３００円＋税

103 どんぐりの穴のひみつ 偕成社 高柳　芳恵
小学校中学年・小学校高学
年

１４２頁 １２００円＋税



（舞台芸術委員会） 平成17年12月5日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 対　　象

3 だって だってのおばあさん 劇団うりんこ 幼児・小学生 ドラマ ７０分

4 子どものためのシェイクスピアカンパニー尺には尺を 華のん企画 小学校高学年以上・家庭 ドラマ １２０分

5 わんぱく寄席 伝統芸能オフィス 小学生 古典芸能 ８０分

6 見えない友達 劇団仲間 小学校中学年以上 ドラマ １２０分

7 スーホの白い馬 人形劇団クラルテ 幼児・小学生 人形劇 ８５分

8 マンナム　～出会い～ 劇団風の子九州 小学生 ドラマ ７５分

（舞台芸術委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 対　　象

9 歌う♪ブレーメンの音楽隊 遊育研究所＜素劇舎＞ 幼児・小学校低学年 オペレッタ ５０分

10
リーダース・シアター “おまえうまそうだな“ほか お話が
いっぱい

楽劇団いちょう座 幼児以上・家庭 ドラマ ６０分

11
まんぷく村のﾊﾑｽﾀｰ・ｷｯｸ　「ワニのジャックがやってき
た！」

オフィス・ダム　オペラクリエー
ション・イン・青山

幼児以上・家庭
ミュージカル・オ
ペラ

１００分

12 ちんじゅの森の物語 ＮＰＯ ちんじゅの森 幼児・小学生 民話語り 約６０分

13 長靴をはいたねこ 劇団かかし座 幼児・小学生・家庭 影絵 ７０分

14 おばけリンゴ 演劇集団　円 小学生以上 ドラマ １００分

15 「とびこむ絵本Ⅴ」くるくるグリムのおかしの家 児童育成協会 幼児以上・家庭 オペレッタ １０５分

16 うぬぼれうさぎと３びきのこぶた オペレッタ劇団ともしび 幼児以上 オペレッタ ７５分

17 天の岩戸 グループＤ.Ｉ.Ｌ. 小学生以上 一人語り １５分

18 ひなとてんぐ グループＤ.Ｉ.Ｌ. 幼児・小学生 朗読劇 ２０分

19 やまなし グループＤ.Ｉ.Ｌ. 小学校中学年以上 朗読劇 ２０分

20 蘭学事始 グループＤ.Ｉ.Ｌ. 小学校高学年以上 朗読劇 ２０分

21 水仙月の四日 グループＤ.Ｉ.Ｌ. 小学校高学年以上 朗読劇 ２５分

22 どさんこぴーひゃらあそび組 劇団風の子北海道 幼児以上 児童劇 ６０分

23 おはなし劇場「とっぴんぱらり」 ユー企画 幼児・小学校低学年 ドラマ ４５分

24 どんぐりの森
橋井晴彦アートオフィスポカ
ポカ

幼児・小学生・家庭 音楽コンサート ６０分

（舞台芸術委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 対　　象

1 だって だってのおばあさん 劇団うりんこ 幼児・小学生 ドラマ ７０分

2 子どものためのシェイクスピアカンパニー尺には尺を 華のん企画 小学校高学年以上・家庭 ドラマ １２０分

3 スーホの白い馬 人形劇団クラルテ 幼児・小学生 人形劇 ８５分

4 マンナム　～出会い～ 劇団風の子九州 小学生 ドラマ ７５分

5 蘭学事始 グループＤ.Ｉ.Ｌ. 小学校高学年以上 朗読劇 ２０分

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧

規　　格

規　　格

第１４回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　格



（舞台芸術委員会） 平成18年7月21日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 対　　象

1 ざん・ぱら・りん劇場 アフタフ・バーバン 幼児・小学生 劇あそび ６０分

2 セリフのない人形劇短編集 ぱぴぷぺぽ劇場 幼児・小学校低学年 人形劇 ２５分

3 のそのそにょろにょろ ぱぴぷぺぽ劇場 幼児・小学校低学年 人形劇 ２５分

4 おまつり　てれんどろん 歌舞劇団田楽座 幼児・小学生 民俗芸能 ６０分

（舞台芸術委員会） 平成18年12月18日

推薦
番号

作　　品　　名 申請者 対　　象

5  ・・・もう一人の君に！　～夏子～ 劇団往来 小学校高学年以上・家庭 ドラマ １２０分

6 子どものためのｼｪｲｸｽﾋﾟｱｶﾝﾊﾟﾆｰ　リチャード三世 華のん企画 中学生以上 ドラマ １２０分

7 君がいるから 劇団ＣＡＮ 小学生・家庭 ドラマ ６０分

8 ルドルフとイッパイアッテナ 劇団たんぽぽ 幼児・小学生 舞台劇 １００分

9 ３ちゅう　Ｖｅｒｙ　ｍｕｃｈ！？ 劇団風の子九州 小学生 ドラマ ７５分

10 銀河鉄道の夜 人形劇団クラルテ 小学校高学年以上 人形劇 ６０分

11 三人よれば　とん・ちん・かん 劇団風の子 幼児・小学校低学年 舞台劇 ６０分

12 風の子バザール 劇団風の子 幼児・小学生 舞台劇 ６０分

13 博士の愛した数式
秋田雨雀土方与志記念青年
劇場

小学校高学年以上・家庭 ドラマ １２０分

14 すてきな３にんぐみ～もう　ひとつの話～ 劇団プーク 幼児・小学校低学年・家庭 人形劇 １０５分

15 ダンボールくん 劇団プーク 幼児・小学校低学年・家庭 人形劇 ２５分

16 くまの子ウーフ　～ふしぎがいっぱい～ 劇団プーク 幼児・小学校低学年・家庭 人形劇 ４０分

17 ハムレット 人形劇団クラルテ 小学校高学年以上 人形劇 １５０分

18 人形ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「さく婆ちゃんと腰折れ雀」 劇団鳥獣戯画 幼児・小学校低学年 人形劇 ６０分

19 風のカーニバル
橋井晴彦アートオフィス・ポカ
ポカ

小学生
 音楽（コンサー
ト）

７０分

第１７回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　格

第１６回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　格



（映像・メディア等委員会） 平成17年12月5日

推薦
番号

作　品　名 申請者 対　　象

9 ミラクルバナナ エキスプレス 小学校高学年以上 映画、ドキュメント １０５分

10 マダガスカル アスミック・エース 幼児以上 映画、アニメ １４６分

11 マラソン シネカノン 中学生以上・家庭 映画、ドラマ １１７分

12 シンデレラマン ﾌﾞｴﾅ ﾋﾞｽﾀ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 中学生以上・家庭 映画、ドラマ １４４分

13 博士の愛した数式 アスミック・エース 中学生以上 映画、ドラマ １１７分

14
ロッテ・ラインガーの世界～光と影のファンタジー～「アク
メッド王子の冒険」

アスミック・エース 中学生以上 映画、アニメ ６５分

15 キャプテン・ウルフ ﾌﾞｴﾅ ﾋﾞｽﾀ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 小学生以上 映画、ドラマ ９５分

16 ＮＡＧＡＳＡＫＩ １９４５アンゼラスの鐘
「NAGASAKI1945ｱﾝｾﾞﾗｽの鐘」製作委
員会

小学校高学年以上・家庭 映画、アニメ ８０分

17 あらしのよるに 東宝 幼児以上 映画、アニメ １０７分

18
にんげんドキュメント「がんばりよ健太」～高知６人兄弟
の物語～

日本放送協会 小学校中学年以上・家庭
テレビ、ドキュメン
ト

４３分

19 ＮＨＫジュニアスペシャル新シルクロード  ①～⑤ ＮＨＫエンタープライズ日本放送協会 小学校高学年以上 テレビ ４４分

20 ＮＨＫジュニアスペシャル地球大進化      ①～⑥ ＮＨＫエンタープライズ日本放送協会 小学校高学年以上 テレビ ４４分

（映像・メディア等委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　品　名 申請者 対　　象

21 ＭＡＺＥ　マゼ 映像新社 小学校高学年以上・家庭 映画、ドラマ １１９分

22 ウォレスとグルミット　～野菜畑で大ピンチ！～ アスミック・エース 幼児・小学生 映画、アニメ ８５分

23 かかしの旅 フィルム・クレッセント 中学生以上・家庭 映画、ドラマ ９３分

24 ナルニア国物語 ～第１章ライオンと魔女～
ブエナビスタインター　ナショナルジャ
パン

小学生以上 映画、ドラマ １４０分

25 チキン・リトル
ブエナビスタインター　ナショナルジャ
パン

幼児・小学生・家庭 映画、アニメ ８１分

26 南極物語
ブエナビスタインター　ナショナルジャ
パン

小学校中学年以上 映画、ドラマ １２０分

27 佐賀のがばいばぁちゃん ティ・ジョイ 小学校高学年以上・家庭 映画、ドラマ １０４分

28 ハイジ ギャガ・コミュニケーションズ 小学生以上 映画、ドラマ １０４分

29 まあせんせいとあそぼう！？ ポリスター 幼児・家庭 ＤＶＤ/ＣＤ ２２/１９分

（映像・メディア等委員会） 平成18年3月9日

推薦
番号

作　品　名 申請者 対　　象

1 自立へのストローク 静岡朝日テレビ 小学校高学年以上・家庭
テレビ、ドキュメン
ト

３０分

2 マラソン シネカノン 中学生以上・家庭 映画、ドラマ １１７分

3 ＮＡＧＡＳＡＫＩ １９４５　アンゼラスの鐘
「NAGASAKI1945ｱﾝｾﾞﾗｽの鐘」製作委
員会

小学校高学年以上・家庭 映画、ドラマ ８０分

4 あらしのよるに 東宝 幼児以上 映画、ドラマ １０７分

5 かかしの旅 フィルム・クレッセント 中学生以上・家庭 映画、ドラマ ９３分

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧

規　　　格

規　　　格

第１４回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

第１５回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　　格



（映像・メディア等委員会） 平成18年7月21日

推薦
番号

作　品　名 申請者 対　　象

1 紙屋悦子の青春 パル企画 中学生以上 映画、ドラマ １１３分

2 ジャンプ！ボーイズ 東京テアトル 小学校高学年以上 映画、ドキュメント ８４分

3 奇跡の夏 パンドラ 小学校高学年以上・家庭 映画、ドラマ ９７分

4 カルガモ親子の火の用心 教配 幼児・家庭 ビデオ、アニメ １３分

5 カルガモ親子の交通安全 教配 幼児・家庭 ビデオ、アニメ １３分

6 きずだらけのりんご 教配 小学生
映画・ﾋﾞﾃﾞｵ、アニ
メ

各２３分

7 カーズ ブエナビスタインターナショナル 小学校高学年以上 映画、アニメ １２２分

8 ＮＨＫこどもにんぎょう劇場 ＮＨＫエンタープライズ 幼児以上家庭
DVD・ビデオ、人形
劇

各４５分

9 ベルナのしっぽ ＢＣプロジェクト 小学生以上家庭 映画、ドラマ １０２分

10 子どもの絵　～０才からの絵の特徴とその意味 リュック 保育者
ビデオ、ドキュメン
ト

２０分

（映像・メディア等委員会） 平成18年12月18日

推薦
番号

作　品　名 申請者 対　　象

11 ありがとう  ～「奈緒ちゃん」自立への２５年～ いせフィルム 小学校高学年以上・家庭 映画、ドキュメント １０５分

12 ボクラの島を忘れない いせフィルム 小学校高学年以上・家庭 映画、ドキュメント ６１分

13 未来への虹 　～ぼくのおじさんは、ハンセン病～ 共同映画 小学校高学年以上・家庭 ビデオ、アニメ ３０分

14 筆子・その愛 ～天使のピアノ～ 現代ぷろだくしょん 小学校高学年以上・家庭 映画、ドラマ １１９分

15 シャーロットのおくりもの ＵＩＰ映画 小学生以上 映画、ドラマ ９７分

第１７回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　　格

第１６回　社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧

規　　　格
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