
（別紙１） 

長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 3 年７月以降公開予定） 

        の表示がある作品は、別紙 2「割引実施映画館一覧表」に掲載された県内７つの映画館で料金割引サービスを受けられ 

ます。詳しくは表示の部分をクリックして一覧表をご覧ください。 

番号 映画名等 内容・推薦理由 

①  

 

竜とそばかすの姫 
 

 

種別 アニメーション 

時間 120 分（予定） 

対象 中学生以上 

 

 

 

父と二人で暮らす女子高校生すずは、幼い頃に母を

事故で亡くして以来、大好きだった歌うことができなくなっ

ていた。現実の世界から心を閉ざし、曲を作ることだけが

生きる糧となっていたある日、インターネット上の仮想世界

「Ｕ」にベルとして参加してみた。すると、自然と歌うことが

でき、注目される存在になっていくが、竜と呼ばれる謎の

存在が現れ事件が起きる。「Ｕ」と現実世界の双方で竜

を排除する動きが加速するが、すず（ベル）は、竜を救

いたいと願う。 

圧倒的な速度で変化し続ける現代。変わることのない

大切なものとは何かを考え、悩みながらも未来へ向かって

進もうとする勇気と希望がわくアニメーション映画。 

②  

 

僕のヒーローアカ

デミア THE 

MOVIE ワール

ド ヒーローズ ミッ

ション 

種別 アニメーション 

時間 101 分 

対象  小学校高学年

以上 

『週刊少年ジャンプ』連載の人気アニメーションの劇場

版第３弾。 

  世界の約 8 割の人びとが超常能力「個性」を持つ未

来社会。その個性保持者の滅亡を目論む犯罪者組織

「ヒューマライズ」が、「個性」を強制的に暴走させて世界を

破滅に導く「個性因子誘発爆弾」を世界各地に仕掛け

る。「ヒューマライズ」から世界を守るため、世界選抜のプロ

ヒーローが集結する。雄英高校ヒーロー科で学ぶ出久・

爆豪・轟の 3 人も日本から遠く離れたオセオン国へ向か う。    

  人類滅亡のタイムリミットが迫る中、世界を救うために

大活躍するヒーローたちの姿から、友情や信頼、正義や

勇気が伝わるアニメーション映画。 

③  

 

犬部！ 
 

 

種別 劇 

時間 114 分 

対象  小学校高学年

以上・家庭 

青森県北里大学に実在したサークル「犬部」を題材に

したドラマの映画化。 

動物保護がライフワークの獣医大生・花井は保健所か

ら殺処分される犬や猫を引き取り、新しい飼い主を探す

サークル「犬部」を仲間と立ち上げる。卒業後、獣医師と

なり動物病院を開いた花井の元には、相変わらず飼い主

から捨てられた動物たちが持ち込まれていた。 

多頭飼育で放置された動物や、人間の身勝手な行い

で不幸になる動物たちの姿に、最後まで家族として責任

を持つことの大切さと、生き物の命の重みを考えさせられ

る。親子で観たい感動の青春映画。 

(C)2021 スタジオ地図 

(C)2021「僕のヒーローアカデミ

ア THE MOVIE」製作委員会

(C)堀越耕平／集英社 

(C)2021「犬部！」製作委員会 

割引対象映画 

割引対象映画 

割引対象映画 

割引対象映画 



④  

 

ゴジラ VS コング 
 

 

 

種別 劇 

時間 114 分 

対象  

 【字幕スーパー版・日 

本語吹替版】 

中学生以上・家庭 

    

 

日本のゴジラとアメリカのキングコングの巨大怪獣が戦う

シリーズ最新作。 

モンスターの戦いで壊滅的な被害を受けた地球に、再

びゴジラが現れ破壊が始まった。再建を図る人類は古代

からの宿命のライバル、キングコングを連れ出し究極の対

決が始まるが、その裏には怪獣たちを支配しようとする巨

大IT企業の陰謀が隠されていた。 

科学を過信する人間たちの善と悪が引き起こす怪獣

たちの怒りと正義。ダイナミックなバトルシーンに圧倒される

アクションエンターテインメント映画。 

⑤  

 

ジャングルクルー

ズ 
 

種別 劇 

時間 （未定） 

対象  

【字幕スーパー版】 

小学校高学年以上・家

庭 

【日本語吹替版】 

小学校低学年以上・家

庭 

 

 

ディズニーランドでおなじみの人気アトラクション「ジャン

グルクルーズ」を映画化した冒険アドベンチャー。 

 

アマゾンの奥深くにあるという不老不死の奇跡の花を求

めて命を落とした父の汚名を晴らすため、女性科学博士

リリーは、アマゾンへ旅立つ。現地を知り尽くしたクルーズツ

アーの船長フランクを相棒にアマゾン奥地へ船を進める。

ジャングルに生息する珍しい動物と出会ったり滝の裏側な

どを巡ったりしながら、奇跡の花を探す。フランクも「伝説に

近づく者は呪われる」と言われる「クリスタルの涙」の秘宝

を求めていた。彼らが進む先には恐るべき真実があった。 

 

「奇跡の花」争奪を巡る、手に汗握るアドベンチャーを

楽しめる実写映画。 

⑥  

 

それいけ！アンパ

ンマン ふわふわフ

ワリーと雲の国 
 

 

種別 アニメーション 

時間 ６３分 

対象 幼児以上・家庭 

やなせたかし原作の「それいけ！アンパンマン」の劇場

版３２作目。 

花や草木を元気にして、雨や虹を作り出す大切な雲

を作り、町や星に配って旅をしている「雲の国」。そこで生

まれた雲の赤ちゃんがばいきんまんたちと出会い、ドキンち

ゃんに「フワリー」と名付けられる。元気に成長するフワリー

とドキンちゃんは、特別な絆を深めていく。一方、雲の国で

は、謎の汚れで飛べなくなってしまうという大問題が発生。

ばいきんまんが作った「バイグモラ」も大暴走。アンパンマン

たちは、雲の国を救うために力を合わせることになる。 

 

笑顔や友だちの大切さを描いた、心がふわふわと温まる

お話。手拍子をしながら楽しめるアニメーション映画。 

(C)2021WARNER 

BROS.ENTERTAINMENT 

INC.&LEGENDARY 

PICTURES PRODUCTIONS 

LLC. 

(C)2019 Disney 

(C)やなせたかし／フレーベル館・

TMS・NTV(C)やなせたかし／アンパ

ンマン製作委員会 2020 

割引対象映画 

割引対象映画 

割引対象映画 



⑦  

 

鹿の王 ユナと約

束の旅 
 

 

種別 アニメーション 

時間 113 分 

対象  小学校高学年

以上 

 

 

2015年本屋大賞を受賞した医療をメインテーマに描

くサスペンスと感動のドラマを基にしたアニメーション映画。 

 

強大な帝国東乎瑠（ツオル）との戦いに破れた戦士

団独角の頭ヴァンは岩塩鉱に捕らわれていた。ある夜、

不思議な山犬の群れが岩塩鉱を襲い、死に至る謎の病

「黒狼熱（ミツツァル）」が発生する。逃げ出したヴァンは

幼い少女ユナと出会い、謎の病の抗体を持つ二人だけの

旅が始まる。やがて、謎の病から多くの命を救おうと奔走

する天才医師ホッサル、故郷のために戦う謎の女サエと運

命的な出会いを果たし、ドラマが展開する。   

新型コロナに苦しむ全世界の人びとに勇気を与える作

品。 

⑧  

 

 

映画 太陽の子 

 

種別 劇 

時間 （未定） 

対象 高校生以上 

 

１９４５年の夏。京都帝国大学の若き科学者、石

村修たちは軍の密命を受け、原子核爆弾の研究を進め

ていた。修は恐ろしい兵器の開発に科学者が携わる葛

藤を抱えていた。そんな中、戦地で深い心の傷を負った

弟の裕之が一時帰郷する。時を同じくして、幼なじみの

朝倉世津が修たちの家に居候することになる。家を失った

世津は、自分の悲しみを抱えながらも戦争が終わった後

の世界を明るく見据え、修と裕之を力強く受け止めた。そ

して日本中が絶望に打ちひしがれる運命の８月６日を

迎えたのだった。 

 

時代に翻弄されながらも全力で駆け抜けた若者たちの

事実を基にしたドラマで、平和な世界、人類の未来へ向

けてのメッセージが伝わる感動的な映画。 

⑨  

 

人生、ただいま修

行中 

 

 

種別 劇 

時間 105 分 

対象  【字幕スーパー

版】 

高校生以上 

 

 

フランス、パリ郊外の看護学校。そこには「誰かのために

働くこと」を選んだ４０人の看護師の卵たちが日々奮闘

する姿があった。年齢、性別、出身の異なる彼らは、すべ

てが初めての体験に戸惑い、苦悩しながらも、誰かの役

に立ちたいという夢を振らませ、一人前の看護師になる望

みをかなえていく。 

苦悩したり、喜びをかみしめたりして成長していく彼らの

姿は、今を生きる観る者自身の人生に重なっていく。誰も

が最初は一年生で失敗を繰り返しながら人生の旅が続

く。 

人生は学びと喜びの連続であることを教えてくれる希望

に満ちた感動的なドキュメンタリー映画。 

 

Archipel 35,France 3 

Cinema,Longride-2018 
割引対象映画 

割引対象映画 
(C)2021「鹿の王」製作委員会 

 

割引対象映画 

(C)ELEVEN ARTS Studios ／

2021「太陽の子」フィルムパートナーズ 



⑩  

 

 

子供はわかってあ

げない 

 

 

種別 劇 

時間 138 分 

対象 高校生以上・家

庭 

 

「マンガ大賞２０１５」入賞の同名漫画の映画版。 

高校２年、水泳部女子の美波は、書道部男子のも

じくんとの出会いをきっかけに、幼い頃に別れた実の父親

を探すことになる。もじくんの兄の協力で居所を探し当て

た美波は、今の家族に内緒で会いに行く。元教祖だった

という怪しげな父に戸惑いながらも、海辺の町で夏休みを

一緒に過ごす美波。実の父親との不思議な再会、もじく

んとの初めての恋、すべてを肯定的に受け止めていく。 

 

愛すべき登場人物の姿から、人々のさまざまな事情を

ゆるやかに受け止め、なにがあっても大丈夫という気持ち

になれる温かな作品。 

⑪  

 

 

 

劇場版 七つの

大罪 光に呪わ

れし者たち 

 

 

種別 アニメーション 

時間 ７９分 

対象  小学校高学年

以上 

 

同名コミックを原作としたテレビアニメーション「七つの大

罪」の劇場版第２作。 

人間、女神族、妖精族、巨人族の４種族がいっしょに

暮らしていたいにしえの時代が舞台。４種族が魔神族と

争った「聖戦」は、七人により結成された騎士団＜七つの

大罪＞の活躍により終結した。世界は、平和を取り戻し

たはずだったが、突如、妖精族と巨人族の軍勢が押し寄

せる。世の混沌を望む者により崩されていく日常。全種族

を脅かす陰謀が交錯する中、再び結集した＜七つの大

罪＞は、真の平和を手にするために戦う。 

 

志を持ち、仲間を信じて立ち向かう姿に感動するファン

タジー映画。 

 

⑫  

 

セイバー＋ゼンカ

イジャー スーパ

ーヒーロー戦記 

 

 

種別 劇 

時間 ９８分 

対象 幼児以上・家庭 

 

「仮面ライダー」シリーズ５０周年×「スーパー戦隊」シ

リーズ４５作品となる W アニバーサリー作品。 

シリーズ最新作「仮面ライダーセイバー」と「機界戦隊ゼ

ンカイジャー」が共闘する。両シリーズの根幹に関わるヒー

ロー誕生の秘密に迫り、アニバーサリーならではの特別な

映像が繰り広げられる。３７人の仮面ライダーと４６人

のスーパー戦隊、総勢８３人の昭和・平成・令和のスー

パーヒーローが一堂に集結する。 

子どもたちが大満足するだけでなく、かつて子どもだった

大人も胸を躍らせる親子で観たい映画。 

 

(C)鈴木央・講談社／2021

「劇場版 七つの大罪 光に呪

われし者たち」製作委員会 

割引対象映画 

「子供は分かってあげない」製作

委員会、田島列島／講談社 

割引対象映画 

割引対象映画 

「スーパーヒーロー戦記」製作委員会 

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 

(C)2021 テレビ朝日・東映 AG・東映 



⑬  

 

妖怪大戦争 ガ

ーディアンズ 

 

 

種別 劇 

時間 116 分 

対象  小学校低学年

以上・家庭 

 

長年の怨念から目覚めた妖怪獣が、東京を目指して

進撃を始めた。阻止すべく妖怪たちが選んだのは、平安

時代最強の妖怪ハンター渡辺綱の血を引く少年、渡辺

ケイ。初めは逃げていた気弱なケイも敵の妖怪にさらわれ

た弟を救うため、勇気を出して立ち上がる。弱虫の少年

が猛特訓で成長し、兄弟が力を合わせて危機に立ち向

かう姿が描かれる。 

地球の環境破壊など現代的なテーマと、フォッサマグナ

に眠る古代の化石が巨大な妖怪に変身するという発想

の面白さ。日本ならではの妖怪や西洋のモンスターたちや

懐かしい大魔神も登場して親子で楽しめるファンタジー映

画。 

  

(C)2021「妖怪大戦争」ガーディ

アンズ 割引対象映画 


