（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７⽉以降公開予定）
番号

映画名等

①

内容・推薦理由

バズ・ライトイヤー

おもちゃと子どもの心の触れ合いを描いた「トイ・スト
ーリー」シリーズのキャラクター、宇宙⾶⾏⼠のバズ・ラ
イトイヤーの物語。１２００人を乗せた宇宙船がバ

種別 アニメーション

ズのミスで危険な惑星に不時着する。責任感の強い

時間 105 分

バズは、何度も脱出を試みるが失敗。有能な猫型ロ

対象 【日本語吹替版】

ボットや新米ジュニアパトロールたちとの出会いから、仲

⼩学校⾼学年以

間と助け合い信じることの⼤切さを学び成⻑していく。

上・家庭

失敗を恐れず挑戦することの勇気を壮⼤な宇宙への
憧れとともに描いたアドベンチャー・アニメーション映画。

(C)2022 Disney/Pixar.All Rights Reserved.

②

怪盗グルーシリーズ最新作。グルーに仕えるミニオン

ミニオンズ

たちの始まりの物語が描かれる。11 歳のグルー少年

フィーバー

の夢は最強の悪党になること。憧れの悪党集団ヴィシ
ャス・シックスの内紛がきっかけで、グルーはボスのワイル
ド・ナックルズに拉致されてしまう。崇拝するミニ・ボス、

種別 アニメーション
時間 89 分
対象 【日本語吹替版】
幼児以上・家庭

グルーを救出すべくミニオンたちが⽴ち上がる。
カンフーの厳しい修⾏に耐え、危険をものともせず
奮闘するミニオンたちから、絆の強さと仲間を⼤切にす
る心が伝わる。1970 年代の音楽やファッションも登場
し、親子で楽しめるコメディ・アニメーション映画。

(C)2021 Universal Pictures and illumination
Entertainment.All Rights Reserved.

③

人気童話シリーズ「おばけずかん」の実写映画化。

GHOSTBOOK

謎のおばけに導かれた古本屋で、願いを叶えるという

ゴーストブック

「おばけ図鑑」を手に入れた子どもたちは、魔訶不思

おばけずかん

議な世界に迷い込む。図鑑の秘密を知る図鑑坊の
⼒を借り、おばけたちを相手に命がけの試練に挑む子
どもたち。おばけを図鑑に封印して願いを叶え、運命を

種別 劇
時間 113 分
対象 ⼩学校低学年以
上・家庭
(C)2022「GHOSTBOOK おばけずかん」製作委員会

変えることができるのか。
想像⼒をかきたてる「おばけ」や「不思議な世界」
で、仲間と協⼒し合いながら困難に挑む⼤切さを実
感できるファンタジー映画。

④

ジュラシック・
ワールド
新たなる支配者

遺伝子操作で蘇った恐⻯たちの世界を描いた
1993年の「ジュラシック・パーク」シリーズと、恐⻯と人
間の共存か、それとも恐⻯の支配かを描いた「ジュラシ
ック・ワールド」シリーズ最終章。恐⻯を闇取引ビジネ
スに利⽤するだけでなく、クローン技術で生まれた少⼥

種別 劇
時間 147 分
対象
【字幕スーパー版】
⾼校生以上・家庭
TM&(c) 2020 Universal STUDIOS&AMBLIN
ENTERTAINMENT,INC.

【日本語吹替版】
中学生以上・家庭

⑤

ONE PIECE
FILM RED
（ワンピース・
フィルム・レッド）

を狙う巨⼤企業の陰謀を阻止する闘いが始まる。
人間の科学は神の領域を超えることが許されるの
か、命を巡る壮⼤なテーマで古生物学への興味もか
きたてる。
狂暴な恐⻯たちとのダイナミックでスリリングな闘い。
新種の恐⻯や、一作目のキャラクターたちも登場し、
親子で楽しめるアクション・アドベンチャー映画。
連載開始から25周年を迎える⼤ヒットコミック
「ONE PIECE」の劇場版アニメーション。
素性を隠して歌声を発信し、世界中から愛されて
いる歌手ウタが、初めて姿を現しライブを開催するとい
う。⻨わらの一味をはじめ海賊たち、海軍、多くのファ
ンが音楽の島エレジアに集まり、いよいよ待望の歌声
が響き渡ろうとする中、ウタがシャンクスの娘であること
が明らかになる。ウタの歌声が持つ⼒とはどんなものな

種別 アニメーション
時間 未定
対象 ⼩学校⾼学年以
(C)尾⽥栄一郎／2022「ワンピース」製作委員会

上

⑥

のか。ウタの苦しみや悲しみ、そして願いのために、ルフ
ィが戦う。
人が⾏動を起こすのは、⼤切な人への愛情がある
からだということが伝わるアニメーション映画。
日本生まれの人気ゲームキャラクター、最速、最強

ソニック・ザ・
ムービー
ソニック VS ナック
ルズ

の⻘いハリネズミ、ソニックの実写版の続編。
養父トム一家と暮らすソニックの前に、倒したはずの
宿敵ドクター・ロボトニックがより強⼤なパワーを身に着
け、再び現れる。ソニックに闘いを挑む赤いハリネズミ、
ナックルズも共に現れ、凄まじい破壊⼒に負けそうにな

種別 アニメーション
時間 125 分
対象 【日本語吹替版】
⼩学校⾼学年以
上
(C)PARAMOUNT PICTURES AND SEGA
OF AMERICA,INC.

るが、かしこいきつねのテイルズに助けられて、知恵と⼒
とスピードでチームとして戦うことを学んでいく。
本物のヒーローとは勇気とは何かを考えさせられるス
ピード感あふれるアクション・エンターテインメント映画。

京都アニメーション⼤賞⼩説部門審査特別賞を受

⑦

賞した「夜多の森弓道部」をアニメーション化した「ツル
ネ－風舞⾼校弓道部－」の劇場版。

劇場版ツルネ
-はじまりの一射-

中学生の鳴宮湊は、スランプに陥り弓道から離れた
が、⾼校に進学後、滝川雅貴と出会い再び弓を手に
する。スランプに苦しみもがき続ける湊、師への愛憎に
さいなまれる雅貴、友への想いに追い詰められる静
弥。彼らは、弓を取り矢をつがえて前に進む。

種別 アニメーション
時間 未定
対象 中学生以上

⻑野市内の風景をバックに、自らの内面と向き合
い、支え合う仲間がいれば、困難なことにも⽴ち向かっ
ていけると感じさせる⻘春アニメーション映画。

(C)綾野ことこ・京都アニメーション／ツルネ製作委員会

生き物たちの意外な一面を紹介する人気児童書

⑧

映画ざんねんな
いきもの事典

シリーズ「ざんねんないきもの事典」を、南極、オースト
ラリア、そして⻑野県安曇野市を舞台に映画化。それ
ぞれの土地でそれぞれの理由により旅に出た動物たち
は、初めて⾒る生き物に出くわしパニックに陥りながら

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
(C)2022「映画ざんねんないきもの事典」製作委員会

も、自分の目的を果たすために冒険を続ける。
子どもたちが生き物に興味と愛情を持てるように、あ
えて「ざんねん」という⾔葉を使い、人間と動物がいか
に共生・共存するかを考えさせる。
親子で観たいアニメーション映画。

(C)TAKAHASHI SHOTEN

⑨

劇場版仮面ライ
ダーリバイス バト
ルファミリア
暴太郎戦隊ドン
ブラザーズ
THE MOVIE
新・初恋ヒーロー

「仮面ライダー」生誕５０周年記念作品。「仮面ラ
イダーリバイ」に変身する五⼗嵐一輝は、⼤切な家族
を守るため、自身の心に宿る悪魔のバイスと契約し、
「仮面ライダーバイス」に変身する。人間と悪魔、一人
で二人の最強コンビで戦いに挑んでいく。コロナ禍で疲
弊した現代、自分の心の弱さに打ち勝つことや家族の
⼤切さが伝わる。世代を超えて楽しめる娯楽映画。
「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」は、日本昔話「桃太
郎」をモチーフに、桃井タロウがドンモモタロウに変身。
サルブラザー、イヌブラザー、キジブラザーそしてオニシス
ターとともに人間の欲望から生まれるモンスターに⽴ち

種別 劇
時間 未定
対象 幼児以上・家庭

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
(C)テレビ朝日・東映 AG・東映

向かう、勇気や正義感が伝わるスーパー戦隊映画。

失恋で落ち込む気弱な⻘年、⺠夫は、上司に勧

⑩

められ保護犬を引き取ることに。「ハウ」と名付けた優

ハウ

しく賢い犬との生活は次第にかけがえのない時間にな
っていく。ところがある日、ハウはボールを追いかけたまま
乗り込んだトラックで、横浜から⻘森まで運ばれてしま

種別 劇
時間 118 分
対象 ⼩学校⾼学年以
上・家庭

う。⺠夫と再び会うために、798 キロの道を歩き出す。
東日本⼤震災の爪痕が残る、東北の旅でハウが出
会ったのは、震災の風評被害でいじめに遭う少⼥や、
さびれたシャッター街で暮らす孤独な⽼⼥、夫の暴⼒
に苦しむ⼥性など、傷ついた人々だった。
悲しみを癒すように寄り添うハウの旅を通して、互い
に思いやり助け合うことの素晴らしさや、生命の重みを

©2022「ハウ」製作委員会

考えさせる感動の映画。
「ギョギョギョ︕」でお馴染みの⿂博⼠として人気を

⑪

集める「さかなクン」。生い⽴ちから現在までの自伝的

さかなのこ

エッセー「さかなクンの一⿂一会〜まいにち夢中な人
生︕〜」の映画化。
8 歳のミー坊は⿂と絵を描くことは⼤好きだけど、勉

種別 劇
時間 139 分
対象 ⼩学校⾼学年以
上・家庭

強は⼤の苦手。⾼校生になっても⿂に夢中なミー坊
を、変わらず応援してくれるのは⺟親のミチコだ。 豊
富な知識を生かせる場所を目指して自分探しの旅を
続けるミー坊に、ある日⼤きな転機が訪れる。
⼤好きなことに出会い夢中になれることの幸せ。子
どもの夢を理解し温かく支える⺟親の姿に、子育てに
⼤切な姿勢が伝わる。家族で観たい感動の映画。

©2022「さかなのこ」製作委員会

⑫

⼩学５年生の夏休み。賑やかな４人家族で暮ら

サバカン

す久⽥は、家が貧しくクラスで浮いた存在の竹本に、

SABAKAN

なぜか「イルカを⾒に⾏こう」と誘われる。親に内緒で
出かけた初めての遠出は、自転⾞は壊れ、不良に絡
まれ、海では溺れる寸前と散々なことばかり。⼤人び

種別 劇

た竹本は、いろいろなことに詳しく、ふたりは友情を深

時間 96 分

めていくが、突然の別れがやってくる。

対象 中学生以上

仲良しだが気恥ずかしい少年たちのみずみずしい友
情が、等身⼤の感動を呼ぶ。⼤人になっても忘れない
夏休みの冒険物語に、かけがえのない子ども時代を

©2022 SABAKAN Film Partners

過ごすことの⼤切さを描いた⻘春映画。

