鯰

晟

「しらんぷり」
東映教育映像 が制作した名作アニメーションの数 々を、新 たにDVDに て発売 します。第 1巻 には、
「
「
「
「ぼくの青空」 金色のクジラ」の3作 品を収録 。第 2巻 には、 狼森 とざる森、ぬすと森」 瓜っこ姫とアマンジャク」
「虔十公園林」の3作 品を収録しています。

■ ■

い じめ問題 をテーマ にした、心 に訴えるア ニメーシ∃ン作 品です。主人公 のアキラは、このス トー リーの中でい じめの傍
特 に、アキラの心 の叫びが
観者 の立 ち位置 にいます。い じめと対峙 したアキラの心 の葛藤 の ドラマをリアル に描 いており、
爆発するラストシーンは胸を打 ちます。
企画 i古 知谷正裕
原作 1梅 田俊作/佳 子「しらんぶり」(ポ プラ社)
脚本 監督 :矢 吹公郎 1999年 作品

￨■ ￨￨￨
難病の筋ジストロフィーの患者である大久保義人さんの闘病生活を綴 つた「僕の青空」が原作です。大久保さんがわず
かに動く口を使つてベ ッドの上で打つたワープロ、そして家族や病院職員の方々の協力による□述筆記から原作は作られ
ま した 。いの ち の応 援 歌 として 、今 もな お、私 たち の心 を打 つ ア ニ メー ション作 品 で す 。
企画 1古 知谷正裕
原作 1大 久保義人/竹 内淳「僕の青空」(ま つお出版)
脚本 監督 :矢 吹公郎
1997年 作品

■ ■￨￨￨￨￨￨￨
￨‐

白血病 の弟 のために、自分 の骨髄を提供 した兄 の、愛 と勇気 、家族愛 と友情 の物語 を、フアンタスティックに描 いた名作
ア ニメーシ∃ンです。」ヽ
学校 3年 生 のツトムには幼稚 園児 の弟・ユ ウイチがいます。ある日、その ユ ウイチが自血病 に。骨髄
ーマに
、
移植をテ
小さな弟 を励 ます家族愛と友情 の物語 です。
企画 :布 村建/小 田幸子
原作 :岸 川1党 子「金色のクジラ」(ひ くまの出版)
脚本 監督 :矢 吹公郎 1994年 作品
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,

宮沢賢治の民 話風 の原作 をア ニメー シ∃ン化 したものです。宮沢賢治 はこの作 品で、岩 手山麓 に実在 する森 を舞台 に、
音 の開拓農民 の苦労 と自然 へ の畏敬の念 を、季節 ことの労働 と景観 のなか に美 しく描 きました。大 自然 とともに生きた賢
二 の 、自然を敬 う優 しく豊かな心が伝わる佳作 です。
企画 :布 村建/松 本寿夫
盗森」
原作 :宮 沢賢治「狼森と旅森、
脚本 監督 :米 内義人 1996年 作品

瓜 か ら生 まれた瓜 つこ姫 と、瓜 つこ夕
臣を育 てたおじいさん 、おばあさんが、森 の動物たちと力 を合わせて、森 に棲 むいた
ずら者 のアマンジャクを懲 らしめる、愉快 な民 話を原作 とするア ニメニ ションです 。アマンジャクヘ の瓜つこ夕
臣の優 しい心
が、視聴する子 どもたちの心 にも響 くことで しょう。大人 も子 どもも楽 しめる作 品です。
企画 :松 本寿夫
脚本 監督 :矢 吹公郎 1997年 作品

直に育 てた杉林 は、町の人々の憩 いの場 にな ります。自然 へ の畏敬 、人 に尽 くすことの喜 び、無償 の善意など、賢治 が原作
に込めたいくつもの願 いを、このアニメー ション作 品は高 らかに歌いあげています。
企画 i中 村 稔
原作 i宮 沢賢治「虔十公園林」
脚本 監督 :矢 吹公郎 1986年 作品
アニメーション作品を収録しています。
○本 DVDは 、
制作当時と同じ4:3の アスペクト比のまま、
○アニメーション制作から時間が経つておりますので、
画像等に経年劣化がみられる場合があります。
こ購入いただいた団体 (視 聴覚ライブラリー 教育委員会 都道府県市町村 事業所等)内 での貸出し、
○本DVDは 、
非営利上映を行うことを前提とした商品です。
上映会や研修会等でこ使用になれます。
著作権補償金を含んだ価格設定となっていますので、
著作権処理を行うことなく、
○本DVDに ついて次の行為に該当する場合は、
使用の可否や別途料金などについて、
必ず当社までこ相談ください。
ビデオ オンデマンド等による配信
テレビでの放映
2019年 発売
ODVDの 複製 (リ ッピング行為も含む 営利目的の上映 貸出し等は固くお断りします。
)、
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