（別紙１）

長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会
推薦映画一覧（令和 3 年 3 月以降公開予定）
割引対象映画 の表示がある作品は、別紙 2「割引実施映画館一覧表」に掲載された県内 7 つの映画館で料金割引サービスを受けられ
ます。詳しくは表示の部分をクリックして一覧表をご覧ください。

映画名等

番号

①

内容・推薦理由

映画 しまじろう
しまじろうと
そらとぶふね

「しまじろう」を主人公に描く劇場版シリーズ第8作目
で、初のフル3DCGアニメーション。
雨が降らずに困っているグリーンウッドの人たちのため
に、空飛ぶ船づくりを手伝うことになったしまじろうたち。さ
まざまなトラブルに苦戦しながらも、船づくりに奮闘する。

種別 アニメーション
時間 60 分
対象 幼児以上・家庭
(C)Benesse Corporation

割引対象映画

2020
(C)上海合源文化伝媒有限公司

②

小さな子どもたちが最後まで飽きずに観られるように、
歌ったり応援したりするシーンが盛り込まれ、楽しい映画
体験ができる。新しい友だちとの出会いや、みんなで協
力して最後まであきらめずに頑張る体験が描かれ、人を
思いやる心や家族愛を親子で感じとられる映画。

トムとジェリー

天敵で喧嘩ばかりなのに、なぜか仲良し。どじな猫の
トムと、いたずら好きの賢いネズミのジェリーが誕生して
80 年。世代を超えて愛されるアニメーションの実写版。

(C)2020

種別 劇

ニューヨークにやってきてジェリーが住み着いた一流ホテル

時間 101 分

で、有名なセレブカップルの結婚式が行われることに。式

対象 【日本語吹替版】

を担当する新人ホテルスタッフのケイラがネズミ退治に雇

小学校低学年以上

ったのがトムだった。2 匹の壮絶なバトルで結婚式はめ

・家庭

ちゃめちゃになり、首になったケイラと新郎新婦のために
２匹は協力して奮闘する。

Warner Bros.

All Rights Reserved.

割引対象映画

二次元アニメーションと三次元実写を融合した新感
覚の映像とドタバタ痛快劇を親子で楽しみたい映画。

③

名探偵コナン
緋色の弾丸

劇場版 24 作目の舞台は、世界最大のスポーツの
祭典「WSG」東京開催を目前に控えた日本。開会式
に合わせ最高時速 1,000 キロメートルを誇る世界初
「真空超電導リニア」の開通が発表された。世間の注目

種別 アニメーション

を集める中、名だたる大会スポンサーが集うパーティー会

時間 110 分

場で、企業のトップが相次いで拉致される事件が突如

対象 小学校高学年以上

発生する。その裏には事件を監視する FBI 捜査官赤
井秀一と FBI の姿があった。

(C)2020 青山剛昌／名探偵コナン
製作委員会

割引対象映画

コナンの推理により、15 年前に起きた「WSG 連続拉
致事件」との関連性が浮かび上がる。大事件発生が予
見される中でスリルや謎解きの楽しさを味わえる映画。

④

映画
クレヨンしんちゃん
謎メキ！
花の天カス学園

探偵をテーマにした初の学園が舞台の作品。
しんのすけたちは、全寮制の超エリート校「私立天下
統一カスカベ学園」（天カス学園）に一週間体験入
学することになった。体験入学中、しんのすけと大げんか
をした風間くんは寮を飛び出してしまった。心配になって
探しに出たしんのすけたちは、お尻に奇妙な噛み跡をつ

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・

種別 アニメーション

けて倒れている風間くんを見つけた。目を覚ました風間く

時間 （未定）

んは、究極のおバカに変貌していた。しんのすけたちは

対象 小学校低学年以上

「カスカベ探偵倶楽部」を結成し、事件の真相を探る。

テレビ朝日・ADK 2021

ミステリー要素も含みながら、友だちと力を合わせてい
割引対象映画

⑤

アーヤと魔女

く姿が見られるアニメーション映画。

「ハウルの動く城」の原作者ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
の同名児童文学を映像化した3 DCGアニメーション。
1990年代のイギリスが舞台。自分が魔女の娘とは

種別 アニメーション

知らずに育った10歳の少女アーヤは、孤児院で自由気

時間 82 分

ままに生きてきた。ある日、ド派手な女性ベラ・ヤーガ

対象 小学校低学年以上

と、長身男のマンドレークの二人組に引き取られることに

・家庭

なった。魔法を教えてもらうことを条件にベラ・ヤーガの助
手として働くが、一つも魔法を教えてもらえない。そこで

(C)2020 NHK,NEP,Studio

割引対象映画

魔法の秘密を知る使い魔の黒猫トーマスの力を借りて
反撃を開始する。

Ghibli

子どもたちが自尊心を持って自分らしく生きていくため
にはどんな力が必要かを感じさせるアニメーション映画。

⑥

ヒノマルソウル
～舞台裏の
英雄たち～

舞台は 1998 年長野五輪。悲願の金メダル獲得を
かけたスキージャンプ団体戦の大会当日。日本は 1 本
目のジャンプでまさかの 4 位。2 本目に逆転をかける
中、競技は猛吹雪で中断。審判員たちは 25 人のテス
トジャンパーたち全員が無事に飛べたら競技再開と判

種別 劇
時間 114 分
対象 小学校高学年以上・
(C)2021 映画「ヒノマルソウル」製作
委員会

家庭

割引対象映画

断。運命を託されたジャンパーたちは、4 年前の五輪で
は選手として参加したが腰の故障で代表落ちした西方
仁也はじめ、みなさまざまな事情で裏方として参加した
者ばかりだった。彼らはそれぞれの思いを抱えて絶体絶
命の危機にメダル獲得を実現しようと必死に挑んだ。
舞台裏の英雄たちの知られざる真実の物語で、観る
者に深い感動を与える。

⑦

ラーヤと龍の王国

龍の王国クマドラは、平和な一つの国だったが邪悪な
魔物によって人々が信じ合う心を失い、バラバラになって
しまった。「龍の石」の守護者一族の娘ラーヤは、父を

種別 アニメーション

失い一人で生きてきた。王国を救うため、かつて魔物を

時間 108 分

退けたという伝説の最後の龍シスーを探し続け、ついに

対象 【日本語吹替版】

彼女を蘇らせる。しかし、龍の魔力は失われていた。力

小学校低学年以上・

を取り戻すための旅が始まる。二人の旅にさまざまな仲

家庭

間が加わって、ユニークで壮大な冒険へと展開し、ラー
ヤが成長していく。

(C)2021 Disney. All Rights
Reserved.
(C)2021

Disney

and

its

割引対象映画

ありかたを示唆するスペクタクルファンタジー映画。

related entities

⑧

何が世界を分断させてしまったのか。世界を救う心の

映画 きかんしゃ
トーマス おいでよ！
未来の発明ショー！

世界中の発明家たちがやってくる「未来の発明ショ
ー」がトーマスたちの暮らすソドー島で開催されることにな
った。発明家のルースから「機関車は史上最高の発明
だ」とほめられ、トーマスたちはショーを盛り上げようと張り
切る。ダンスする巨大ロボットや自動ミルクシェイクマシー

種別 アニメーション
時間 61 分
対象 【日本語吹替版】
(C)2020 Gullane(Thomas)
Limited.

幼児以上・家庭

割引対象映画
⑨

ン、日本からの世界最速超特急ケンジなどが登場す
る。見たこともない発明品の数々に夢中になっている間
に、ルースが発明した空飛ぶエアカーの設計図が盗まれ
てしまう。
明るめの上映、やさしい音量など初めての映画体験
の子どもたちにもこまやかな配慮がされている。

GoGo（ゴゴ）

世界には学校に通うことが当たり前ではない国があ

94 歳の小学生

る。ケニアの小さな村に住む 94 歳のゴゴおばあちゃん
は、子ども時代は家の手伝いで学ぶことは禁止されてい
た。ひ孫娘たちが学校に行っていないことを知り、一念
発起して一緒に小学校に入学し、授業を受ける。長老

Ladybirds Cinema

種別 劇

として時には子どもたちに昔話を語り、時には地域のた

時間 84 分

めに奔走する。「知識は財産」と語るゴゴの言葉の一つ

対象 【字幕スーパー版】

ひとつに、教育を受けることの重みと大切さが伝わる。

小学校高学年以上
・家庭

割引対象映画

アフリカ大陸の雄大な自然の素晴らしさ。何歳になっ
ても挑戦する情熱と勇気に感動する、家族で観たいド
キュメンタリー映画。
＜文部科学省特別選定＞

⑩

映画ヒーリングっど♥
プリキュア
ゆめのまちで
キュン！っと
GoGo！大変身‼
種別 アニメーション
（C）2020 映画ヒーリングっど・

時間 74 分（併映映画含む）

プリキュア製作委員会

対象 幼児以上・家庭

花寺のどかたちが身に着けている「ゆめペンダント」は、
心の中に思い描いた夢を映し出せる「ゆめアール」の力
を持っていた。たちまち「ゆめアール」が大流行した街で、
のどかたちは不思議な少女カグヤと出会う。そこへみんな
の夢を狙う謎の敵、エゴエゴが現れる。
夢を守るため最後まであきらめないプリキュアたちの姿
や重なる想いでみんなの夢が花開くストーリーから、子ど
もたちに頑張る力や夢を与えるアニメーション映画。

※ 併映映画

割引対象映画

⑪

野球少女

映画トロピカル～ジュ！プリキュア プチ とびこめ！
コラボ♥ダンスパーティ！

速球を投げ天才野球少女と注目されるスインは、高
校野球部でエースとして活躍する。プロを目指すが女子
という理由だけで道が閉ざされてしまう。血の滲む練習

種別 劇

でバッターを翻弄するコントロールを身に着けたスインは、

時間 105 分

ついに入団テストのチャンスをつかむ。

対象 【字幕スーパー版】

性差別や偏見に負けず、未来を切り開くスインの心

中学生以上・家庭

の強さ。障害を乗り越えていく姿が、家族や周囲の
人々を変え、社会を動かしていく。夢をあきらめず努力

（C）2019 KOREAN

割引対象映画

することの大切さが伝わる感動の青春映画。

FILM COUNCIL.ALL
RIGHTS RESERVED

⑫

ヒトラーに

世界的な絵本作家、ジュディス・カーの自伝的小説
の映画化。

盗られたうさぎ

1933 年のドイツ。ヒトラーの台頭でユダヤ人への迫
害が始まり演劇批評家のアルトゥア・ケンパー一家はス
イスに亡命する。仕事を得るためスイスからフランスへ。さ

（ C ） 2019,Sommerhaus
Filmproduktion GmbH, La
Siala Entertainment GmbH,
NextFilm

Filmproduktion

GmbH & Co. KG, Warner
Bros. Entertainment GmbH

種別 劇

らにイギリスへと移住。9 歳の少女アンナは過酷な亡命

時間 119 分

生活の中でも、新しい言語や習慣を学び前向きに明る

対象 【字幕スーパー版】
小学校高学年以上
・家庭

割引対象映画

くたくましく成長していく。逃避行の中で育まれた豊かな
感性、子ども時代の実体験が、ジュディス自身がたくさ
んの絵本を生み出す原点となったことが描かれる。
貧しくとも最良の教育を与え、適格にアドバイスする
両親の姿に、本物の教育と家族のありかたが伝わる。
親子で観たい感動の映画。

