
（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 11 月以降公開予定） 

        
番号 映画名等 内容・推薦理由 

① 

 

 

かがみの孤城 
 
 
種別 アニメーション 
時間 116 分 
対象 中学生以上・ 

家庭 
 

 

本屋大賞を受賞した辻村深月のファンタジーミステ
リー小説を映画化。同級生のいじめで不登校になり、
引きこもっていた中学１年生の⼥の⼦、こころは鏡の
中の不思議な世界に引き込まれる。おとぎ話のような
お城に集まったのは⾒知らぬ中学生６⼈。狼のお⾯
をつけた謎の少⼥が現れ、１年間で城のどこかに隠さ
れた願いをかなえる鍵を探し出すように告げる。次第
に心を開き打ち解けてきた７⼈は、ひとつの共通点が
あることに気づく。居場所を失い生きづらさを抱えた思
春期の⼦どもたちの揺れる思いと、成⻑する中で彼ら
が⾒つけた大切なものに等⾝大の感情を重ねられる
アニメーション映画。 

② 

 

 
ストレンジ・ワールド 
もうひとつの世界 
 
 
種別 アニメーション 
時間 102 分 
対象 【日本語吹替

版 】 小 学 校 高
学年以上・ 
家庭 

アヴァロニア国のエネルギー源である植物を育て、静
かに暮らしていたクレイド家。しかし、育てていた植物が
絶滅の危機となり、世界は崩壊へと向かってしまう。解
決の鍵を探すため、冒険嫌いの父サーチャーと好奇心
旺盛な息⼦イーサンが奇妙で不思議な世界に入り込
む。そこには、偉大な冒険家の祖父イェーガーがいた。
3 世代の親⼦は、お互いの違いを受け入れながら絆
を深め、不思議な世界に隠された秘密を解き明かし
ていく。愛犬と謎の生物の愛おしさやワクワクとドキドキ
の連続を楽しみながら、環境についての強いメッセージ
も伝わるアドベンチャーアニメーション映画。 

③ 

 

 
 
すずめの⼾締まり 
 
 
種別 アニメーション 
時間 121 分 
対象 小学校低学年

以上 

国境や世代の垣根を超え、世界中を魅了するアニ
メーション監督、新海誠の最新作。 

九州の静かな港町で暮らす１７歳の⼥⼦高生、
岩⼾鈴芽（すずめ）は、ある日「扉の閉じ師」だとい
う旅の⻘年、宗像草太に出会う。廃墟に取り残され
た扉の向こう側からは災いがやって来るため、開いた扉
は閉じなければならないという。すずめと草太は謎の猫
ダイジンとともに「⼾締りの旅」に出る。九州、四国、関
⻄、東京と日本各地の廃墟を舞台に冒険の旅が展
開される。数々の驚きや困難に⾒舞われながらも彼
⼥が成⻑していく姿から、観る者に勇気と感動を与え
る⻑編アニメーション映画。 

(C)2022「かがみの孤城」製作委員会 

(C)2022 Disney.All Rights Reserved. 

(C)2022「すずめの⼾締まり」製作委員会 



④ 

 

 
 
 
ラーゲリより愛を
込めて 
 
 
種別 劇 
時間 133 分 
対象 中学生以上・ 

家庭 
 

第⼆次世界大戦終了後、極寒の地シベリアの強
制収容所（ラーゲリ）に60万⼈もの日本⼈捕虜が
抑留された。零下40度の過酷な環境と、乏しい⾷料
での重労働に多くの⼈々が命を落とす。⾝に覚えのな
いスパイ容疑で収容された山本幡男は、愛する家族
の待つ日本に帰国する希望だけを胸に、仲間をかば
い励まし続けた。日本⼈同士が醜い争いを起こす中
でも、山本の揺るぎない信念は、次第に周囲の心を
溶かしていく。どんな時も⼈間らしく生き、病魔に倒れ
た山本の遺書が、生き抜いた日本⼈捕虜たちによっ
て思わぬ形で愛する家族のもとに届けられた。高潔な
山本の生きざまと家族との絆に、戦争の残酷さと平和
の尊さを考えさせる実話に基づく感動の映画。 

⑤ 

 

 
 

映画 かいけつゾロリ 

ラララ♪スターたんじょ

う 
 
 
種別 アニメーション 
時間 70 分 
対象 幼児以上・家庭 

 
原ゆたかによる⼈気児童書シリーズを原作としたア

ニメーション「かいけつゾロリ」の３５周年記念作品。 
いたずらの天才、ゾロリは歌⼿を夢⾒る少⼥、ヒポ

ポの歌声にひかれ、イシシとノシシと一緒のグループで
売り出して大もうけしようと企む。しかし、ヒポポはある
理由から大きな声で歌えなくなっていた。ゾロリは仲間
の妖怪たちに協⼒してもらいながらヒポポの歌⼿デビュ
ーを目指して奮闘する。 

ミュージカルやラップなどさまざまなジャンルの音楽と
歌声、ゾロリたちの活躍を楽しめる笑いと感動のアニメ
ーション映画。 

 

 

⑥ 

 

 
 
仮⾯ライダー 
ギーツ×リバイス
MOVIE 
バトルロワイヤル 
 
種別 劇 
時間 95 分 
対象 幼児以上・家庭 

 
テレビでも⼈気の「仮⾯ライダーリバイス」と「仮⾯ラ

イダーギーツ」がクロスオーバーする劇場版最新作。 
第１部では、五⼗嵐一輝が自⾝の体に潜む悪

魔、バイスと契約して戦う仮⾯ライダーリバイスの最後
の物語が描かれる。 

第２部では、浮世英寿が謎の敵、ジャマイトの脅
威から街の平和を守るためのゲーム「デザイヤグランプ
リ」に⾝を投じる物語が展開される。 

生き残りを懸けた戦いに挑む勇敢な仮⾯ライダーた
ちの活躍を楽しみながら、正義感や勇気の大切さを
感じ、胸が熱くなる映画。 

(C)2022 映画「ラーゲリより愛を込めて」製作委員会 
(C)1989 清水香⼦ 

(C)2022 原ゆたか／ポプラ社, 映画かいけつぞろ
り製作委員会 

「ギーツ／リバイス」製作委員会 
(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 



⑦ 

 

 
ひつじのショーン 
スペシャル 
クリスマスがやって
きた︕ 
 
 
種別 アニメーション 
時間 52 分 
対象 幼児以上・家庭 

15周年を迎えたアニメーションシリーズ、「ひつじのシ
ョーン」の最新作。 

モッシーボトム牧場のクリスマスイブ。仲間とクリスマ
スイブの準備をしていたショーンが、大きな靴下を⼿に
入れるために忍び込んだ牧場主の家で大暴れ。一⽅
サンタを追っていたティミーはクリスマスマーケットで迷⼦
になり、隠れていたギフトボックスごと地元セレブの牧場
主、ベンの⾞に積み込まれ連れていかれてしまう。ショ
ーンたちは⾏⽅不明になったティミーを探し出すため奮
闘する。クリスマスを仲間たちと祝うショーンたちが巻き
起こす愉快なクレイアニメーション映画。 

⑧ 

 

 
桜色の風が咲く 
 
 
種別 劇 
時間 113 分 
対象 中学生以上・ 

家庭 
 

視⼒と聴⼒を失いながらも、盲ろう者として世界で
初めて常勤の大学教授になった福島智氏の実話。 

「日本のヘレン・ケラー」とも称される智は 3 歳で右
目、9 歳で左目を失明。18 歳で聴⼒を失った。暗⿊
と無音の宇宙空間にいるような孤独から再び⽴ち上
がったのは、⺟、令⼦が編み出した「指点字」による独
自の会話法がきっかけだった。厳しい現実と困難に襲
われながら、どんな時も前向きで自⾝の可能性を諦め
ない主⼈公と、明るく支え続ける⺟親の姿に生きる希
望と勇気が伝わる、親⼦で観たい感動の映画。 

＜⽂部科学省選定（⻘年・成⼈向き） 
 令和４年 10 月 19 日選定> 

⑨ 

 

 
THE FIRST  
SLAM DUNK 
 
 
種別 アニメーション 
時間 124 分 
対象 中学生以上 

高校バスケが題材の漫画「SLAM DUNK」を、作
者、井上雅彦が監督・脚本で 26 年ぶりに映画化。 

湘北高校バスケット部員の宮城リョータと家族は幼
い頃に父と兄を失くした喪失感を埋められないままで
いた。特に⺟は、兄の好きだったバスケットを続けるリョ
ータとの関係を⽴て直せずにいる。全国大会で湘北
高校は最強の山王工業高校に挑む。 

スピード感と技がリアルで魅⼒的に描かれる試合の
中で、さまざまな想いが織り込まれて展開される。それ
ぞれの選⼿の想いや努⼒に裏打ちされた諦めないプレ
ー、信頼し合うことで生まれるチームワークに共感する
⻘春スポーツアニメーション映画。 

 

(C)Aardman Animations Ltd 2021 

(C)THRONE/KARAVAN Pictures 

© I.T.PLANNING, INC.    
© 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners 



⑩ 

 

 

 
キュリー夫⼈ 
天 才 科 学 者 の
愛と情熱 
 
 
 
種別 劇 
時間 110 分 
対象 中学生以上・ 

家庭 

1903 年にノーベル物理学賞、1911 年にノーベル
化学賞を受賞したキュリー夫⼈。⼥性の権利が認め
られない時代に、ノーベル賞を２度受賞という、⼥性
として世界で唯一の快挙を成し遂げた天才科学者の
生涯を描いたドラマ。 

19 世紀のパリ、⼥性蔑視のソルボンヌ大学で研究
もままならないマリは、彼⼥の才能を認める同僚のピエ
ール・キュリーと結婚。夫とともに発⾒したポロニウムとラ
ジウムの放射性の新元素は科学界を席巻する。だが
ラジウムは癌治療に貢献した半⾯、核兵器にも利⽤
されてしまい、科学者としての苦悩に直⾯する。 

逆境を乗り越えて科学に情熱を注ぎ続けたキュリー
夫⼈の生きざまは、親⼦で観たい感動の伝記映画。 

  

©2019 STUDIOCANAL S・A・S AND 
AMAZON CONTENT SERVICES LLC 


