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第14回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（出版物委員会）  平成17年12月5日  

推薦   作 品 名   
番号  

申請者   著者名   訳者名   対 象   規 格   

20  えんぴつのおすもう   借成社   かとう まふみ  幼児り卜学校低学年   32頁   1DOO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夏   1200円＋税   

22  やあ！出会えたねクモ   アリス館   今余 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   ディック・キンクー＝スミス  石随 じゆん   小学校中学年   158頁   1300円＋税   

25  おしやベリな毛り   福音館書店   E・シム・N・スラトコフ   田中 友子   ′ト学校低学年以上   32頁   1100円＋税   

26  ぽく、だんごむノ   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貢   900円＋税   

シートン動物記⑦シルバーフォックス・ドミ  
2B   ノ   

福音館書店   アーネスト丁・シートン   今泉 盲晴   ′ト学校高学年以上   168頁   900円＋頁   

29  川べのちいさなモグラ紳士   岩波書店   フル＼一・ピアス   猪熊 葉子   ／ト学生以上   196頁   1800円＋税   

30  アナベルイ」ルと世界一いじのわるいお人   借成社   アン・M－マーティン＆ローラ▲コー  

ト■ウイン   三原 泉   小学校高学年以上   
形  

312頁   1600円＋税   

31  海時計職人ジョン・ハリソン   あすなろ書房   ルイ一入’▼ホ■一丁ン   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～リ 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′くルトコメ   さ・え・ら書房   ラヘル・フアンつ－イ   松沢 あさか   小学校高学年以上   271頁   1600円＋税   

35  レディリベイレーツ   理論社   セリア・リース   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   ディック・キング＝ス：ス  石庫 じゆん   小学校中学年   158貞   1300円＋税   

37  いたずらでんノや   学習研究社   ／トナィー・ケラマトキー  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   ハう■イーサラマトキー  渡辺 茂男   小学校低学年   93頁   1300円＋税   

39  おじいちやん7うくおばけになったわけ   あすなろ書房   キム■フォツナス・オーカソン  菱禾 晃子   小学校中学年   32頁   13DO円十税   

4D  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責   各650円＋税   

41  ブルーベリー・ソースの季節   早Jl】書房   ホ●リー・ホーケ「ト   目黒 条   中学生   280頁   1500円＋税   

42  ジュディ・モれ・ド、有名になる！   小峰書店   メ一方ン・マクドナルド  宮坂 宏美   ′ト学校中学年   134頁   1300円十税   

43  ジュリエツタ妄三の幽霊   
小峰書店   ベアトリーチェ・ソリナ ス 

・ドンギ   
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 晴   ／ト学校高学年以上   40頁   1700円＋税   

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ぴ   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   

4B  震度7 ～新潟県中松地震を忘れない  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   

45  星の林に月の船  
すえもえリブックス  M・8・ゴフスタイン  末盛 千枝子  ／ト学校高学年以上   72頁   1800円＋税  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  
（出版物委員会）  平成18年3月9日  

も 名   申請者   著者名   訳者名   対 象   規 格   

lコウモリⅠⅡⅢ   小学館   ケネス寸ッヘ●ル   嶋田 水子   小学校高学年以上   352／368／384頁  1600／1600／1700円  
＋税   

～知床に生きる人びとと生きものた  くもん出版   関屋 敏隆  小学校中学年以上   48頁   1600円＋税   

いなかのおとのほん   ほるぷ出版   マーカ■レットワイス●ブラウン  三工圃 香織   幼児りト学校低学年   48頁   1300円＋税   

ーのわがい   評論社   ディック・キンケ＝スミス  石陳 じゆん   小学校中学年   150頁   1300円＋税   

っこうよが あけた   こぐま社   （案）こばやしえみこ  幼児   24更   900円＋税   

てまて   こぐま社   （嘉）こばやしえみこ  幼児   24頁   900円＋税   
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イディさんのシヤ′くル   B」出版   レスリー・コナー   千葉 茂樹   小学生   32頁   1300円十税   

‾カミ族の少牢   評論社   ミシェル・へ○ィケァー   さ〈ま ゆみこ  中学生以上   430頁   1800円＋税   

′コツになりたかったぽ〈   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   

）道のむこうこ   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   

ウ空の下で   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   

巨の恐竜   ハッピーオウル社  ヒサ ウニヒコ  
小学校中学年・′ト学校高苧   40頁   

年  
1580円＋税   

笥のなかの世界 全6巻   小峰書店   ウエンディ＆シ’ヤッケリチャート■ソン  福間 加容   小学校高学年以上   各47真   各2500円＋税   

三したち 手■ご話します   あかね書房   フランツ＝］－セナファイニウ  ささき たづこ  小学校中学年以上   25貢   1400円＋税   

ノブコーンをつくろうよ   光村教育図書   ト：－・デ・ハ●ォラ   福本 友美子  小学校低学年り小学校中学 年  32頁   1400円＋税   

ら、きさんになりたいな   光村教育図書   トミー・デリ＼●ォラ   福本 友美子  小学校低学年りト学校中学 年  32頁   1400円＋税   

レメル 氷のなかから現われる   ひくまの出版   マックス・ルーセ■   加藤 健司   小学校高学年   264真   1500円＋税   

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

更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   

－トレスガール   さ・え・ら書房   マーサー7’ルックス   もりうち すみこ  高校生   255頁   1600円＋税   

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

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

しぐのそばや   借成社   伊藤 充子  小学校中学年   150頁   1000円＋税   

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

くの犬   日本図書センター  シ■〕ン・へ7丁ナン   福本 友美子  小学校高学年   31真   2400円十税   

しにちはアケネス先生～アラスカの／トさ  カークハートリック・ヒル   宮木 陽子   小学校中学年・小学校高学   142責   
学校で－   年  

1300円＋税   

げねずみくんへ   福音館書店   アン▲ホワイトット■リサす  高畠リサ   小学校中学年   128頁   1100円＋税   

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   132頁   
年  

1300円十税   

－ウツなつうしんぽ   講談社   アントーリュー・クレメンツ   田中 奈津子  小学校高学年   202頁   1100円十税   

本の子ども（iO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円十税   

57  フライデイさんのシヤ   

58  オオカミ族の少牢   

59  ガイコツになりたか二   

60  この道のむこうこ   

61  あの空の下で   

62  日本の恐竜   

63  名画のなかの世界   

64  わたしたち 手■ご話し   

65  ポップコーンをつくろ   

66  絵かきさんになりたL   

67  ウルメル 氷のなか   

68  いろいろたまご図鑑   

69  おまわりさんのスモ・   

70  ハートレスガール   

71  三河のエジソン   

72  からだの みなさん   

73  てんぐのそばや   

74  おともださにナリマ／   

75  ぽくの犬   

76  こんにちはアケネス   で 

な学校－   

77  ひげねずみくんへ   

78  ゴリラに会いに行こ   

79  ユーウツなつうしん   

80  日本の子ども（iO年  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧  
（出版物委員会）  平成18年3月9日  

申請者   著者名   訳者名   対 象   規 格   

寺   借成社   鈴木 まもる  小学生   36頁   1400円＋税   

ナ   あかね書房   フランツ＝］－セ■フ・ファイニウ  ささき たづこ  小学生以上   25頁   1400円＋税   

む   福音館書店   得田 之久  幼児りい学校低学年   28頁   838円＋税   

さ7   岩波書店   フル＼●ゼアス   猪熊 葉子   小学生以上   196頁   1800円＋税   

ト   さ・え・ら書房   ラヘル▲フアン■⊃－イ   松沢 あさか   小学校高学年以上   271頁   1600円＋税   

全   理論社   水内 喜久髄（選・著）  中学生以上   各約127頁  14000円＋税   

ウ  フレーベル館   たかどの ほうこ  小学校低学年   64頁   1000＋税  

n  ぽくの鳥の巣   

2  見えなくても   

3  ぽく、だんご   

4  川べのちい   

5  宮廷の／くル   

6  詩と歩こう  

7  おともださに  推薦 番号  作 品 名  
第16回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（出版物委員会）  平成18年7月21日  

ら   申請者   著者名   訳者名   対 象   規 格  

鈴木出版   アンナ甘ケ丁ルナ   藤本 泉   小学校高学年   160頁   1300円＋税   

〉く教室にきたよ   岩崎書店   寺田清美・鈴木良東  小字・家庭   32頁   1300円＋税   

〒ルンの動物記   福音館書店   マーリオ■リコ■－二・ステルン  志村 啓子   中学生以上   208頁   1400円十税   

しが一番りっば？   福音館書店   ビアンキ   田中 友子   小学生   28頁   1200円十税   

per豊後の狩人   小峰書店   ニコラ・ケァニエ   河野 万里子  小学校高学年以上   39頁   1500円十税   
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6  ジュディ・モード．地球をすくう！   ／ト峰書店   メーカ■ンマクトーナルト   宮坂 宏美   小学校中学年   158貢   1300円＋税   

6  夜明けまえから暗くなるまで   ピーエル出版   ナタリー・キンノー・ワーノック  千葉 茂樹   小学生   40頁   1600円＋税   

小学校中学年りト学校高苧  
8  モグラはかせの地震たんけん   ポプラ社   松岡 違英  

年   
40頁   1300円＋税   

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

10  絵〈んとことばくん   福音館書店   天野 祐吉  
小学校中学年りト学校志学   40頁   

年  
1300円＋税   

＝  ながいながいかみのおひめさま   アートン   コ一三うーうーホ一子   木坂 涼   小学校低学年   28頁   1500円＋税   

12  わたしのあかちやん   福音密書店   澤口 たまみ  幼児・′ト学校低学年   28責   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  ふたごのひよちやんぴよちやんはじめての   徳間書店   ハーレリーイルハ■チ］フ   

ようちえん  
なかがわちひろ  幼児   32責   1500円＋税   

15  ぽくはマサイ   さ・え・ら書房   シ■〕セ●7▲しマソラウ・し外ン  さくま ゆみこ  中学生以上   161頁   1500円＋案党   

16  三つの願い～パレスチナとイスラ工ルの  デポラ・エクス   もりうち すみこ  高校生   189頁   
子どもたち～   

1400円＋税   

1了  ひとりぽっちのここルフ   早川書房   シルナ丁－一トデ・マーリ  荒瀬 ゆみこ   小学校高学年・中学生  432頁   1800円＋税   

18  ンヨパン   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≡吾   ポプラ社   リチャートキット●   松居 スーザン  小学校高学年・中学生  215更   1300円＋税   

20  まだ名前のない小さな本   晶文社   ホセ・アンにオ・ミリヤン  安藤 哲行   中学生・高校生   112頁   1600円＋税   

21  青春のオフサノド   徳間書店   ロハ●－トウェストル   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   ソヨーシ・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（りかずのえほん   アートン   ア又シュカうどニヤンカールシリ  
シュ・ラオ   石津 ちひろ   幼児   48頁   1500円＋税   

24  〈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●】イ・か）リー   大澤 晶   幼児りト学校低学年   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●－〕   佐藤 見某夢  中学生・高校生   42責   1000円＋税   

29  金魚はあわのおふろに入らない！？  ポプラ社   トリーナ・ウィづ－   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   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・トう7ト   西村 由美   小学校高学年・中学生  410／372頁   800／760円＋税   

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

ユ3  錬金術   岩波書店   マーわーレソトマート   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  ′ト学校中学年   162頁   1300円＋税   

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

36  空想動物ものがたリ   
32  かはたれ  

岩波書店   （再）マークーリット・メイ〕－  百々 佑利子  小学校中学年以上   108頁   2200円＋税  

第17回社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（出版物委員会）  平成柑年12月18日  

品 名   申請者   著者名   訳者名   対 象   規 格   

一ナ、明日へ   学習研究社   ヘー八一Ijイ・クリアリー   松岡 享子   小学校高学年   292頁   1200円＋税   

は戦場へ旅立った   あすなろ書房   ケ●ィリー・ポールセン   林田 康一   中学生以上   116責   1200円＋税   

フラ物語～フィンラント■の国民叙事詩～  春風社   キルステイ・マキネン   荒牧 和子   中学生以上   212真   1BOD円＋税   

fポガエルヒキガエル   借成社   三輪 一雄  
小学校低学年り卜学校中学   32頁   

年  
1000円＋税   

記者のむしむし通信   あかね書房   谷本 雄治  ／ト学校高学年以上   147責   1300円＋税   

－ツケの十二か月一森の獣医のナチュラ  

〕記～   
竹田津 実  小学校中学年   328頁   2200円＋税   

〉ねずみのケーキ   アリス館   シ▲－ン・ゾオン   わたなべ しげお   小学校低学年りト学校中学   48頁   
年  

1400円＋税   

千葉 茂樹   
小学校中学年・／ト学校高竿  

ティピーー   光村教育図書   ホーールイーフ’ル  
年   

32頁   1500円＋税   

ケだって、カセをひく！   ポプラ社   富安陽子  小学校中学年   143貢   950円＋税   

－3－   



；とうとは青が㌻き－アフリカの色のお話－  信成社   イブユオマ・オニエフル   さくま ゆみこ  小学校低学年   19頁   1200円＋税   

．一ザンのかくれんぽ   倍成社   ルイス・スロホ●ト■キン  小学校低学年   32頁   1200円＋税   

巨を捕る   借成社   市原 基  小学校高学年以上   64頁   1800円＋税   

旨素の物語   大月書店   カレンつけル■ェぅルト’  原田 佐和子  中学生以上   62頁   1800円十税   

）んきなりゆう   徳間書店   ケネスサレアム   中川 千尋   小学校中学年   96頁   1BOO円＋税   

＝一′＼－   評論社   マル・ピート   池 央臥   中学生以上   258頁   1500円＋税   

トル・ソルジャー   ポプラ社   ハ■一ナート■・アシュリ→   さくま ゆみこ  中学生・高校生   303頁   1500円＋税   

ノぐらのホリー‘＝もぐらいも   借成社   あさみ いくよ  幼児りト学校低学年   32頁   1000円＋‡兎   

；ふとんのくに乃こびとたち   借成幸土   おち のりこ  幼児りト学校低学年   37真   1400円＋税   

）きがふったら   借成社   レヘ●ッヵ▲ホーント●   さくま ゆみこ  幼児りト学校低学年   40頁   1600円＋税   

もの巣いろいろ   借成社   鈴木 まもる  小学生   32頁   1200円＋税   

＝からもの   借成社   ユリ・シュルゲィッツ   安藤 紀子   小学校低学年   32頁   1200円＋税   

2ヨーランの伝説   あすなろ書房   ウルフ・スタルウ   菱木 晃子   ′ト学校中学年・小学校高学   64頁   
年  

1300円＋税   

Sリの中の秘書ヲ   あすなろ書房   ゾーン・ウィリス   千葉 茂樹   小学校高学年以上   104頁   1200円＋税   

予はらの音楽家マヌエロ   あすなろ書房   ト●ンフlトマン   みはら いずみ  小学校低学年   32頁   1400円＋税   

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

ぎよ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   

iきゅうのうえで   教育画劇   沢田 としき  ／ト学校低学年   22頁   1600円＋税   

「リーブの海   白水社   ケケイン・ヘンクス   代田 亜香子  小学校低学年   176頁   1600円＋税   

廷だちになろうよ、バウマンおじさん   あかね書房   ビートスミス   佐々木 田鶴子  小学校中学年りト学校高苧   140頁   
年  

1300円＋税   

巨朝奇談天狗童子にほんふしぎばなしてん ■  あかね書房   
：どうじ  

佐藤 さとる  小学校高学年   307頁   1600円十税   

土をつ〈る生きものたち一雑木林の絵本～  岩崎書店   谷本 雄治  小学校中学年以上   32頁   1400円＋税   

平和の種をま（二 ～ボスニアの少女工ミナ～  岩崎書店   大塚 敦子  小学校高学年   44頁   1500円＋税   

声タはさばくのーコバ   童心社   小林 豊  
小学校低学年りト学校中学   36頁   
年  

1300円＋税   

空色の地図   金の星社   梨屋 アリエ  中学生   238頁   1300円＋税   

bどこ どこかな？   小学館   シ●ユディ・ヒントレイ   谷川俊太郎・覚和歌   幼児   
子  

24頁   1300円十税   

＼プンショップ   鈴木出版   デポラ・エリス   さ〈ま ゆみこ  中学生   280頁   1600円十税   

ケイソウさんは四月がきらいです。   福音館書店   市川 宣子  ′ト学校中学年   12B頁   1300円十税   

ごり力、おかあさんへの旅   福音館書店   越智 典子  小学生   52頁   1700円十税   

・くスラの図書館員－イラクで本当にあった  シーヤわトウィンター   長田 弘   小学校中学年り小学校高苧   32真   
話～   年  

1600円十税   

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   

ベラスケスの－一字の謎   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真   1400円十税   

リベックじいさんのなしの木   岩波書店   テオト’－ル・フォンクーネ  藤本 朝巳   小学校低学年・小学校中学   32頁   
年  

1500円十税   

ファルファリーナとマルセル   岩波書店   ホリー・ケラー   ミ可野 一部   小学校低学年りト学校中学   32頁   
年  

1500円＋税   

ウィンクルさんとかもめ   岩波書店   エリすへ一ス▲ロース   ふしみ みさを  小学校低学年りト学校中学   32貢   
年  

1500円＋税   

ちいさな曲芸師バーナピー   すえもリブックス  ハ■－ハ’ラ・クーニー   未盛 千枝子  小学校高学年以上   47頁   2000円＋税   

いちばんのなかよし～タンサニアのおはな  
し－   

ジョン・キラカ   さくま ゆみこ  幼児りト学校低学年   28頁   1500円＋税   

タツノオトシゴ ーひつそりくらすなぞの魚～  言平論社   クリスリ＼●ターワース   佐藤 見黒夢  小学校低学年・小学校中学   32頁   
年  

1300円＋税   

見習い職人フラピッチの旅   小峰書店   イりナイルリッチ＝マシーエラニッチ  山本 郁子   小学校中学年   183頁   1300円＋税   

海の島 －ステフィとネヅノの物言善一  新宿書房   アニカ・トール   菱木 晃子   中学生・高校生   296頁   2000円十税   

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   

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

私が売られた日   あすなろ書房   シーユリアス・レスクー   金 利光   中学生・高校生   224頁   1300円＋税   

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   

46  おとうとは青が㌻き－アフ   

47  スーザンのかくれんぽ   

48  鯨を捕る   

49  酸素の物語   

50  のんきなりゆう   

51  キーパー   

52  リトル・ソルジャー   

53  もぐらのホリー（＝もぐらい‡   

54  おふとんのくに乃こびとた   

55  ゆきがふったら   

56  鳥の巣いろいろ   

57  たからもの   

58  聖ヨーランの伝説   

59  おりの中の秘書ヲ   

60  野はらの音楽家マヌエロ   

61  みつばち   

62  きょうはソンミのうちでキJ   

63  ちきゅうのうえで   

64  オリーブの海   

65  友だちになろうよ、バウマ   

66  本朝奇談天狗童子にほぺ  

ぐどうじ   

67  土をつ〈る生きものたち一   

68  平和の種をま（二 ～ボスニ   

69  タタはさばくのーコバ   

7D  空色の地図   

ねどこ どこかな？   

了2  ヘブンショップ   

73  ケイソウさんは四月がきi   

74  ビリカ、おかあさんへの新   

／くスラの図書館員－イラ  

75     話～   

76  わたしの、好きな人   

77  ベラスケスの－一字の謎   

78  リベックじいさんのなしの   

79  ファルファリーナとマルセ   

80  ウィンクルさんとかもめ   

81  ちいさな曲芸師バーナビ   

82  いちばんのなかよし～タ：  

し－   

83  タツノオトシゴ ーひつそ   

84  見習い職人フラピッチの］   

85  海の島 －ステフィとネッ   

86  ブナの森は宝の山   

87  雲をみようよ   

8  8私が売られた日   

8  9うんてんするのはだあれ   
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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   

Sうむのティリー   アリス館   マーカ■レソト7■ロイ・ケレアム  わたなべ てつた  幼児・小学校低学年   32頁   1400円＋税   

i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   

き軽りんご園の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   

ちばへい〈   ポプラ社   周 翔  小学校低学年以上   36頁   1300円＋税  

ん   福音館書店   なかがわ りえこ  幼児   32頁   800円＋税   

に犬がいた   文研出版   ケーィリー・ホ●－ルセン   はら るい   小学校高学年以上   152頁   1300円＋税   

ルーシートン動物記8～   福音館書店   アーネストトンプソン・シートン  今泉 吉晴   小学校高学年以上   168頁   900円＋税   

・ジャック～シートン動物記9～  福音館書店   アーネストトンプソン・シートン  今泉 吉晴   小学校高学年以上   168頁   900円＋税   

）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   

ニ町   小峰書店   アンゾェラ▲ゾ〕ンソン   冨永 星   中学生以上   175頁   1400円＋税   

たきな木 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   

さんのロバ   青山出版社   ロラン・トーケリュノブ   ふしみ みさを  幼児りト学校低学年   40責   1300円＋税   

借成社   高柳 芳恵  
小学校中学年り卜学校志学   142頁   

穴のひみつ  年  
1200円＋税   

90  おんちのイゴール   

91  ベンジーとおうむロ   

92  ぞうくんのあめふt   

93  りんご ～津軽リバ   

94  ヤンヤンいちばへ   

95  ねことらく   

96  いつもそばに犬が   

9了  バナーテイルーシ   

98■  グリズリー・ジャッ   

99  トルストイの散歩；   

1DO  天使のすむ町   

101  アフリカの大きな；   

102  アナトールさんの   

103  どんぐりの穴のひ   
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第14回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（舞台芸術委員会）  平成17年12月5日  

品 名   申請者   対 象   規 格   

⊂だってのおばあさん   劇団うりんこ   幼児りト学生   ドラマ   70分   

ものためのシェイクスビ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   

ぱ〈寄席   伝統芸能オフィス   小学生   古典芸能  80分   

ない友達   劇団仲間   小学校中学年以上   ドラマ   120分   

ホの白い馬   人形劇団クラルテ   幼児・小学生   人形劇   85分   

ナム ～出会い－   劇団風の子九州   小学生   ドラマ   75分  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（舞台芸術委員会）  平成18年3月9日  

乍 品 名   申請者   対 象   規 格   

扱う♪ブレーメンの音楽隊   遮音研究所＜素劇舎＞  幼児・小学校低学年   オペレンタ  50分   

ノーダース・シアター“おまえうまそうだな“ほかお話が  
楽劇団いちょう座   幼児以上・家庭   ドラマ   60分   

′、つばい  

麦んぷく村のハムスター・キック「ウニのジャックがやってき  オフィス・ダム オペラケノエー   幼児以上・家庭   ミュージカル・オ   
ション・イン・青山  ベラ   100分   

ヒ！」  

らんじゆの森の物語   NPOちんじゆの森   幼児・小学生   民話語リ   約60分   

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   

おばけリンゴ   演劇集団 円   小学生以上   ドラマ   100分   

「とびこむ絵本Ⅴ」〈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   

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

天の岩戸   グループD．Ⅰ．L．   小学生以上   一人芸吾リ   15分   

ひなとてんぐ   グループD．l．L．   幼児・小学生   朗読劇   20分   

やまなし   グループD．l．L   小学校中学年以上   朗読劇   20分   

蘭学事始   グループD．Ⅰ．L．   小学校高学年以上   朗三売劇   20分   

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   

どさんこび－ひやらあそび組   劇団風の子北海道   幼児以上   児童劇   60分   

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

どんぐりの森   
橋井晴彦アートオフィスポカ   幼児り卜学生・家庭   
ポカ  

音楽コンサート  60分  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧  

（舞台芸術委員会）  平成18年3月9日  

品 名   申請者   対 象   規 格   

ってだってのおばあさん   劇団うりんこ   幼児り卜学生   ドラマ   70分   

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

－ホの白い馬   人形劇団クラルテ   幼児りト学生   人形劇   85分   

ンナム ー出会い～   劇団風の子九州   小学生   ドラマ   75分   

学事始   グループD．l．L．   小学校高学年以上   朗読劇   20分   
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第16回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（舞台芸術委員会）  平成18年一月21日  

品 名   申請者   対 象   規 格   

／ノぱら・りん劇場   アフタフ・バーバン   幼児り卜学生   劇あそぴ   60分   

リブのない人形劇短編集   ぱぴぷぺぼ劇場   幼児・小学校低学年   人形劇   25分   

そのそによろによろ   ぱぴぶぺぼ劇場   幼児・小学校低学年   人形劇   25分   

まつり てれんどろん   歌舞劇臼田楽座   幼児りト学生   民俗芸能   60分  

第17回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

腰台芸術委員会）  平成†8年12月18日  

品 名   申請者   対 象   規 格   

tもう一人の君に！一夏子～   劇団往来   小学校高学年以上・家庭   ドラマ   120分   

ビものためのシェイクスビアカンハ●二一リチャード三世   牽のん企画   中学生以上   ドラマ   120分   

がいるから   劇団CAN   小学生・家庭   ドラマ   60分   

ドルフとイッパイアツテナ   劇団たんぽぽ   幼児り卜学生   舞台劇   100分   

iゆう Very muchl？   劇団風の子九州   小学生   ドラマ   75分   

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   

人よれば とんtちん・かん   劇団風の子   幼児りト学校低学年   舞台劇   60分   

の子バザール   劇団風の子   幼児・小学生   舞台劇   60分   

士の愛した数式   
秋田雨雀土方与志記念青年   小学校高学年以上・家庭   
劇場  

ドラマ   120分   

てきな3にんぐみ－もう ひとつの話－   劇団プーク   幼児りト学校低学年・家庭   人形劇   105分   

ンボールくん   劇団プーク   幼児り卜学校低学年・家庭   人形劇   25分   

たの子ウーフ ～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   

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   

形ミューシ●加し「さ〈婆ちゃんと腰折れ雀」   劇団鳥獣戯画   幼児りト学校低学年   人形劇   60分   

橋井晴彦アートオフィス・ポカ   小学生   青葉（コンサー   70分   
，のカーニ′くル  ポカ  ト）  
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第14回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（映阻メディア等委員会）  平成1一年12月5日  

品 名   申請者   対 象   規  格   

リレくナナ   エキスプレス   小学校高学年以上   映画、ドキュメント  105分   

ガスカル   アスミック・エース   幼児以上   映画、アニメ  146分   

ノン   シネカノン   中学生以上・家庭   映画、ドラマ  117分   

テレラマン   フーェナビスタインターナシ］ナル   中学生以上・家庭   映画、ドラマ  144分   

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   

F・ラインガーの世界～光と影のファンタジー～「アク  

ー王子の冒険」   
アスミック・エース   中学生以上   映画、アニメ  65分   

プテン・ウルフ   フ■ェナビスタインターナショナル   小学生以上   映画、ドラマ  95分   

iASAK11945アンゼラスの鐘   「NAGASAKI1945アンセうスの鐘」製作妻 員会  小学校高学年以上・家庭  映画、アニメ  80分   

ノのよるに   東宝   映画、アニメ  107分   

げんドキュメント「がんばりよ健太」一高知6人兄弟 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   

こ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   

こ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  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  

（映像・メディア等委員会）  平成柑年3月9日  

品 名   申請者   対 象   規  格   

：E マゼ   映像薪社   小学校高学年以上・家庭  映画、ドラマ  119分   

ノスとグルミット ～野菜畑で大ピンチ！－   アスミック・エース   幼児り小学生   映画、アニメ  85分   

しの旅   フイルムtクレソセント   中学生以上・家庭   映画、ドラマ  93分   

ニア国物語～箋1章ライオンと魔女～   プェナビスタインターナショナルジャ パン  ′ト学生以上   映画、ドラマ  140分   

ン・リトル   プ工ナビスタインターナショナルジヤ パン  幼児・小学生・家庭   
映画、アニメ  81分   

物語   
フエナビスタインターナショナルジヤ  
パン   小学校中辛年以上   映画、ドラマ  120分   

のがばいばあちやん   テイ・ジョイ   小学校高学年以上・家庭  映画、ドラマ  104分   

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   

せんせいとあそばう！？   ポリスクー   幼児一家庭   22／19分  

第15回 社会保障審議会児童福祉文化財特別推薦一覧  
（映佗・メディア等委員会）  平成18年3月9日  

品 名   申請者   対 象   規  格   

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   

ノン   シネカノン   中学生以上，家庭   映画、ドラマ  117分   

；ASAK11945 アンゼラスの鐘   「NAGASAK11945アンセ■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   

」のよるに   東宝   幼児以上   映画、ドラマ  107分   

しの旅   フイルム・クレッセント   中学生以上・家庭   映画、ドラマ  93分   
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第16回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  
（映條・メディア等委員会）  平成柑年7月21日  

品 名   申請者   対 象   規  格   

r」菓子の青春   パル企画   中学生以上   映画、ドラマ  113分   

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   

liの夏   パンドラ   小学校高学年以上・家庭  映画、ドラマ  97分   

ガモ規子の火の用心   教配   幼児・家庭   ビデオ、アニメ  13分   

ガモ親子の交通安全   致配   幼児・家庭   ビデオ、アニメ  13分   

だらけのりんご   教配   小学生   映画■ビデオ、アニ メ  各23分   
ズ   フ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   

ぺ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   各45分   
劇  

．ナのしつぼ   BCプロジェクト   ′ト学生以上家庭   映画、ドラマ  102分   

●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  

第17回 社会保障審議会児童福祉文化財推薦一覧  
（映像・メディア等委員会）  平成18年12月18日  

品 名   申請者   対 象   規  格   

しがとう ～「奈緒ちゃん」自立への25年－   いせフイルム   小学校高学年以上t家庭  映画、ドキュメント  105分   

ケラの島を忘れない   いせフイルム   ′ト学校高学年以上・家庭  映画、ドキュメント  61分   

来への虹 ～ぽ〈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   

羊・その愛一天使のピアノ～   現代ぶろだくしょん   小学校高学年以上・家庭  映画、ドラマ  119分   

ヤーロットのおくりもの   ∪IP映画   小学生以上   映画、ドラマ  9フ分   
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