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父親 との思い出。昆虫採集。花火。夜店。夏祭 り。子供同士の友情。そ して淡い初恋…。『虹色ほたる〜永遠の夏休み 〜』の中
にある要素をほんの少 しビックアップするだけで、そ こから今は失われつつある、懐か しい日本の夏の姿が浮かんできます。
原作 は、著者川口雅幸が自身のホ ームペ ー ジで連載 して いた小説が、人気投票サイ トで上位 にラ ンク し、出版 に至 つた という読者 と共 に育 つた シンデ
レラ小説。現在、文庫版 も含めて 25万 部 を突破 してい ます。
監督は、今や社会現象 とな つて いる大 ヒッ トアニ メ 「ワンピース」の シ リーズ デ イレクタ ーを務めた宇 田鋼之介。その宇 田監督の下 に、現在 日本 を代
表するク リエー タ ーが集結 しま した。声の出演 も、出来るだ け登場人物の年齢 と合わせたキ ヤステ イングを し、 リアルで生 き生 きと した表情 を描 き出
して います。
ハ ー ドな アク シ ョンや機械 だ らけの SFな ど、過激 な視覚表現だ けで訴 えかけよ うとする映画が乱立 して いる中、『虹色 ほたる 〜永遠の夏休み 〜』 は、
温かな 日本人の原風景 と人 と人 との絆を、実写 映画にはな い、ア ニ メー シ ヨンな らで はの 自然 の描写、そ して生 き生 きと した少年少女 たちの姿 を圧倒
的な映像美で描 き出 して います。
映画 『虹色 ほたる 〜永遠の夏休み 〜』 は、親が子供を連れて、そ して子供 が親を連れて映画館 に行 き、一緒 に見て、一緒 に楽 しみ、そ して一緒 に語 リ
含 い、忘れ られない思い出を作 る ことが出来る良質な正統派 ファ ミリー 映画であ り、1958年 の「白蛇伝」か ら始 まる、伝統ある東映ア ニ メー シ ョン株
式会社 が、全社 を挙 げて製作 し、満 を持 して送るオ リジナル ア ニ メー シ ヨン映画です。

一年前に交通事故で父親をなくした小学 6年 生のユ ウタは、夏休みに一人、父親とよくカブ トム シを取 りに来た思い出の場所、
山奥のダムヘ昆虫採集に向かい、不思議な老人 と出会 う。突然の豪雨で足をすべ らせ、意識を失うユウタ。目を覚ましたユ ウタ
の前 には、一人の小 さな女の子、 さえ子 とダム に沈んだはずの村が。 どうや ら三十年以上前の村 にタイムス リツプ して しまつた らしい。
ユ ウタを いとこ"と して、あた りまえのよ うに扱 うさえ子。 ユウタ と同い年のケ ンゾーも現れ、翌朝 ク ワガタ虫 を取 りにい く約束をする ユ ウタ。 さ
え子 に連れ られた家では、お婆 ちゃんもユ ウタをさえ子の いとこと して優 しく出迎えた。
何 が起 こつて いるの か、全 くわ か らな いユ ウタ。その夜、再 び不思議 な老人が現れ、 ユ ウタは一 ケ月間、 この時代 に居続 けな けれ ばな らないことを告
・
げ られる。 ユ ウタにとつて、かけがえのないもう一つの 夏休みの は じま りだ つた ・…・・

1970年 代の 田舎 の村の豊 かな大 自然。 かけがえのな い仲 間たち と過 ごす最 高の 日 々。失 われて ゆ く美 しい 日本の夏の風景の 中、物語 は涙の ク ライ
虹色 ほたる】 とは ?
マ ックスヘ 。 さえ子 が抱えて いる秘密 とは ?ユ ウタとさえ子の運命 的な絆 とは ?そ して 【
人 との絆】を圧倒 的な映像美で描 いた、懐 か しくも切ない感動 ファンタジーで す。
ひ と りの少年の成長】と 【
誰の心の中にもあ る永遠の夏休みの中で、【
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