
（別紙１） 

⻑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４年３⽉以降公開予定） 

番号 映画名等 内容・推薦理由 

① 

 

映画ドラえもん 
のび太の宇宙小
戦争 リトルスタ
ーウォーズ 2021 
 
種別 アニメーション 
時間 107 分 
対象 幼児以上・家

庭 
 

スネ夫のＳＦ映画撮影の手伝いをしていたのび太 
は失敗ばかりしていたが、ある日偶然ロケットを拾う。そ
こから手のひらサイズの宇宙人、クーデターから逃れて
きたピリカ星の少年⼤統領パピが現れる。スモールライ
トで小さくなったのび太たちは仲良くなるが、パピを追っ
てきた反乱軍にライトを奪われてしまう。責任感の強い
パピは国⺠を守るため、のび太たちは小さな仲間を守
るため、広⼤な宇宙を舞台に⼤冒険を繰り広げる。 

友情と平和の⼤切さを学び成⻑していくのび太た 
ち。暴⼒で支配しようとする独裁者に、勇気と知恵で
団結して⽴ち向かう姿に、現代の世界が抱える問題
も感じさせるアニメーション映画。 

② 

 

SING シング  
ネクストステージ 

 
種別 アニメーション 
時間 110 分 
対象   
【日本語吹替版】小学
校低学年以上・家庭 

動物たちが繰り広げるエンターテインメントの世界を
描いた「シング」の続編。本場の⼤ステージでショーを
開く夢を追いかけて、⼤都会にやってきたバスターと仲
間たちは、得意のハッタリでチャンスを掴む。クリスタル
社の冷酷なワンマン経営者ジミーの条件は、引退し
⾏⽅知れずの⼤スター、キャロウェイも出演させること。
仲間達にも新たな弱点が判明し、問題山積みのステ
ージは無事、幕を開けることができるのかハラハラする。 

それぞれが抱える悩みや弱さに⽴ち向かい、困難を
克服しながら夢にチャレンジする素晴らしさと、互いを
信じ諦めない心の⼤切さが伝わる。カラフルなステージ
とダンスや歌も楽しめるアニメーション映画。 

③ 

 

〔名探偵
め い た ん て い

コナン 
ハロウィンの花嫁

は な よ め
〕 

 
 
 
 
種別 アニメーション 
時間 110 分 
対象 小学校高学年

以上 
 
 

「名探偵コナン」の劇場版 25 作目。 
警視庁の佐藤刑事と高木刑事の結婚式に暴漢が

乱入し、佐藤を守ろうとした高木が怪我をする。佐藤
の目には、３年前の連続爆破事件で殉職した松田
刑事の姿が高木に重なって⾒えた。時同じくして連続
爆破事件の犯人が脱獄。犯人を追い詰めた公安警
察の降⾕雫は、仮装した謎の人物に⾸輪型の爆弾
をつけられる。爆弾を解除するために降⾕と会ったコナ
ンは、彼が警察学校の同期たちと正体不明の仮装爆
弾犯「プラーミャ」と遭遇していたことを知る。 

謎解きを楽しむだけでなく、友人や⼤事な人の想い
に心を寄せ、命を守るために⾏動する登場人物を応
援したくなるアニメーション映画。 

(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK2021 

(C)2021 Universal Studios.All Rights Reserved. 

(C) 2022 ⻘山剛昌／名探偵コナン製作委員会 



④ 

 

映画クレヨンしん
ちゃん もののけ
ニンジャ珍風伝 
 
 
種別 アニメーション 
時間 未定 
対象 小学校低学年

以上・家庭 

 

「クレヨンしんちゃん」の劇場版 30 作目。しんのすけ
の出生にまつわる秘密をテーマに物語が展開する。 

野原ひろしとみさえ夫婦の間にしんのすけが誕生し
て５年。ある日、「しんのすけの本当の⺟」を名乗る⼥
性、屁祖隠ちよめが現れる。ふたりは⼾惑いながらもち
よめを家に泊めるが、その晩、謎の忍者集団が野原
家を襲い、ちよめとしんのすけは連れ去られてしまう。 

ちよめは忍者の⾥を抜け出した⼥忍者だった。忍
者の⾥では屁祖隠家が代々、もののけの術を使って
地球を守っていたが、忍者の⾥では地球が滅びるよう
な危機が訪れていたのだった。 

忍者となった屁祖隠しんのすけが、秘術を尽くして
家族と地球を守るために活躍する姿を楽しめる映画。 

⑤ 

 

仮面ライダーセイ
バー 深罪の三
重奏（トリオ） 
 
種別 劇 
時間 72 分 
対象 小学校低学年

以上・家庭 
 
 

仮面ライダーセイバーこと小説家で書店の店主、神
山飛羽真たちが聖剣を手に世界を救ってから８年の
⽉日が流れた。飛羽真はかつて戦いに巻き込まれて
親を亡くした少年、陸と暮らしていた。陸は 11 歳にな
った今でも心の傷は癒えず、父親代わりになろうとする
飛羽真に笑顔を⾒せることはなかった。 

そんなある日、陸は学校から帰らず、聖剣の持ち主
たちも次々と⾏⽅不明になる不可解な事件が起こ
る。 

謎を解明すべく⾏動を開始した仮面ライダーたちの
勇敢な姿から、勇気や正義感、友情の⼤切さが伝わ
るアクション映画。 

⑥ 

 

 

 
映画
え い が

おしりたんて
い シリアーティ 
 
種別 アニメーション 
時間 50 分 
対象 幼児以上・家

庭 
 

 
【※同時上映】 

映画
え い が

おしりたんてい 
夢
ゆ め

のジャンボスイート 
ポテトまつり 

 
⼤ヒット児童書「おしりたんてい」の劇場版第４作。 
お尻のような顔と父から譲り受けたチェックのベレー

帽がトレードマークのおしりたんてい。いつも冷静にププ
ッと事件を解決し、「フーム、においますね」が口癖。イ
ンパクトある⾒た目に紳士的な振る舞い、犯人を追い
詰める必殺技で子どもたちをわくわくさせる。助手のブ
ラウンとともに難事件を解決してきたおしりたんていの
前に最悪最強の敵、「シリアーティ」が⽴ちはだかる。シ
リアーティは、秘宝「お・パーツ」を狙い、町を揺るがす
事件を起こし、おしりたんていにもピンチが訪れる。 

ユニークなおしりたんていの⾏動に引き込まれ、小さ
な子どもにも悪を倒し、善を助ける気持ちが芽生える
アニメーション映画。 

 
 

(C)トロル・ポプラ社／2022「映画おしりたんてい」
製作委員会 
(C)Troll/POPLAR,2022”Butt Detective 
the Movie”Production Committee 
(C)T/P,2022 BDMC 

（C）⾅井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・
ADK2022 

(C)2022 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 
(C)2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 



⑦ 

 

仮面ライダーオー
ズ 10th 復活
のコアメダル 
 
 
種別 劇 
時間 58 分 
対象 小学校低学年

以上・家庭 

怪人グリードと戦って人々の未来を守った仮面ライ
ダーオーズこと火野映司が、相棒のアンクを復活させる
べく旅に出てから 10 年の⽉日が流れた。古代オーズ
が 800 年の眠りからよみがえり、グリードを復活させ、
人類を絶滅させようとしていた。世界が混とんと恐怖に
包まれる中、旅に出ていた火野映司が帰還する。 

すさまじい⼒の古代ゴーダに押されて人類は劣勢に
⽴たされるが、「割れたコアメダル」に異変が起き、アン
クが復活する。集結した仮面ライダーたちが人類の生
き残りをかけて戦う。 

困難な状況のなかでも屈することなく⽴ち向かうこと
や⼒を合わせることの⼤切さが感じられるアクション映
画。 

 ⑧ 

 

 
人気コミック劇場版 21 作目。 
かつて孫悟空によって壊滅したはずの悪の組織「レ

ッドリボン軍」の意志を継いだ者たちが、新たな脅威を
生み出そうとしていた。最強の人造人間ガンマ１号・
２号がつくられ、彼らは自らを「スーパーヒーロー」と名
乗り、孫悟飯やピッコロたちを襲い始める。 

地球の危機を迎えた孫悟空は仲間たちとともに、
悪の「スーパーヒーロー」たちと壮絶な戦いを繰り広げ
る。 

仲間を思う気持ちや自分たちの地球を守ろうとする
強い意志、冒険心やチャレンジする心、挫けそうになっ
ても諦めない心が伝わる若者たちに人気の娯楽アニメ
ーション映画。 

ドラゴンボール超（スーパー）スーパーヒーロー 
種別 アニメーション 
時間 未定 
対象 小学校高学年以上・家庭 

 ⑨ 

 

ブルーサーマル 
 
 
種別 アニメーション 
時間 103 分 
対象 小学校高学年
以上・家庭 
 
 
 
 

上昇気流に乗って飛ぶ航空機・グライダーに⻘春を
かける⼤学生たちを描いたコミックを映画化。 

楽しい⼤学生活を夢⾒るたまきは、入学早々体育
会航空部のグライダーを傷つけてしまい、弁償のため
雑用係として入部する。⻘空の下で発生する目に⾒
えない上昇気流＝ブルーサーマルをキャッチする、たま
きの非凡な才能に気づいた部⻑の指導で、次第に空
を飛ぶ魅⼒に夢中になっていく。 

自らの内面と向き合い、葛藤しながら成⻑していく
若者たちの姿から勇気と挑戦することの⼤切さが伝わ
る。合宿が⾏われた霧ケ峰の眼下に広がる信州の雄
⼤な自然が美しい。一緒にグライダーに乗って天空を
翔けるような躍動感あふれる⻘春アニメーション映画。 

 (C) 2022「ブルーサーマル」製作委員会 
 

(C) 2022 石森プロ・バンダイ・東映ビデオ・東映 

（C）バード・スタジオ／集英社 （C）「2022 ドラゴンボール超」製作委員会 



 ⑩ 

 

劇場版
DEEMO 
サクラノオト あな
たの奏でた音が、
今も響く 

 

種別 アニメーション 
時間 89 分 
対象 中学生以上・

家庭 

 
世界的にヒットした音楽ゲームの映画化。 
ピアノを弾く謎の生き物 Deemo が暮らす城に、空

から記憶を失くした少⼥アリスが舞い降りてくる。アリス
は、Deemo しか鳴らすことができないピアノを奏で、し
かもその音⾊は枯れていた木を蘇らせる。少⼥を元の
世界に返すため、Deemo と城の不思議な住人たち
は⼒を合わせて、音楽を紡ぎだす。 

心を震わせるピアノの旋律と豊かな想像⼒を育む
美しい映像のなかで物語が展開する。音楽の⼒の素
晴らしさと、人を思いやる優しさ、家族の絆の⼤切さが
伝わる感動的なファンタジーアニメーション映画。 

 

(C)2021 Rayark Inc. /DEEMO THE 
MOVIE Production Committee  


