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鑽禽あ響しこ期んね
塁 :こ なったなかあちゃん ,絹 ちゃん :譲 、いまでも“炎の夜

‐
を忘れ蒻せん 昭織

20筆 7月 魂0霞 :3.大 阪 堺市民にとって二度と忘れることのできない露となり

ました 職争幸鍛震本は、こ命年アメリカ軍命空襲 :こ よって、f露百万人もの人たちが露

本中で、殺され饉つき焼け出されました_堺事では通の餞、1,860人 もの人たちか

般され、97o入 以壼の人々が傷つきました 私たちは、この悲しい過去蓬忘れては

しヽし,ません このお話は、大阪の 1戦 争体験を記録する会 |が蜜とめた
=き

海のひと

つで、当時6孝 だった浜野構まさんの体験をもと:こ 、早乙女開発が平鵜教育の

素材として一冊の本 :こしたものを原作 :こ 、平議人形アニメー‐ショス こしたものです

ものがた り

大願の古しヽ熙;.堺 `泣き虫の構ちゃんは体の弱しヽお母さんと、まだ小さな赤ちゃ

んのみち坊と3人 吾うし,そ の議る毎晩のように凝《空襲は、露本中の大きな

畿Iを 崚け野原 :こ してl・
|き ました 7月 環0闘 夜,329の 大膿隊 大阪の協;に 雨

母よう:こ 降ってくる熾弾 大の藩 :ま 構ちゃんたち親子3人 にも容赦なくせまっ

てき康す お母さんはこん身の発隆ふ:」 じほって逃げようとしますが発つきて動け

ません 3人 で―滝に逃けようとする綱ちやん

動けなしヽお母さん`そ め萎,迫 る人の幸

でお母さんがとった行動と|ま ―

力な棒VN8ビデ諸秒幌分
ライブラリー価格:30,00参 円(税霧準)

学校等鶴Ell価 格:3o、 o00円 (税艇)

お鰺り莉彬莉
かい髭ゆ

また、露本の国が戦争をしてをヽた昭和20年 広島の霧]:患 lT摯 爆弾が落とされ、

約竜4万 人の人か死に、日り;ま 跡形もなく燒け野原とな財,ま した ,そ れから数毎俵

の広島の囲1に
~お

こりしぞう_と
'手

ばれる、首と繭体がつなかっていないお地こ

さんが立ってしヽました この首 |よ 元からのお地蔵さんのも母ではないようです

一体麟うしたのでしょうか?そ して、なぜ怒った熊をしている命でしょうか?こ の

映 lel慮 曲磯勇子さんが書いたお話をもとに人形アニメーショス こしたものです

こ命 :お こりじぞう |の 当書を通じて、核 兵器の恐ろしさと事和 の尊さを、親

から子へ 、教師から児童・生徒へと語りつかれることを私 たち:ま .ttJ持 します

筆 の が た り

β菫和20年 、広島‡こ住むひうちゃんは「わら年ヽしぞう1と L子 ばれる笑しヽ順のお地蔵

さんと大のなかよしでした 8輝傷翻、その露鍼ひろちゃんの6回 繭命誕生露、そして

,■ 命の蒻でした しヽつものようξこわ伊.lじぞうと漉ぶひろちゃん 権時計が朝3時

電修分を指したその瞬聞、どカッと光ると同時にものすこ'鯵 自ヽと贅澤発 …畿

[菫磯鷺 :鰺:

カ ラ ー VHSビ デ オ 28分
ライブラリー価格:60.000円 1税 別 |

学校等鶴辞:価格 :3像 ,OOC円 (税 別 )

鰊傷1往隧褪 玲流蝙亭り馘
壼 つ

1954年 3月 霧階、太畢洋の申 :こ あるとを轟島で、アメリ議が水素燿弾の実早を

しました,こ 命爆発で人間が病気になったけ死んでしまう、おそろしい灰がたく

さんばらまかれ禁した
'こ

くでマグ軸をとってしヽた「勇五福竜丸 :と も`う船も、こ翁

灰をおびてしまい、速3人 llN病 気になり久保曲愛書さんが警くなってしまいました

被吉にあったの懲人間えζ′ではありませんでした 底 ;意 めちゃめちゃ:↓ 壌され

たくさんゆお魚たちも同じようを■海の病気になって蓼たきりになったり死んでし

まいました “型、たちは この意惟な出来事を緯対忘れてはい(ま 奮奪ん
つ
という

思いをこめで、しヽぬしヽとみこさんの塾議を原作にア轟メ映画 :3し たものです

爾本がまた戦争をしてりヽた壼8和 20年 の豊 藤鳥 |‡原子畑弾が落とされ、たくさん

の人々が警くなった3露 後徐3潟 9露 長崎 再ひ原子態弾か人間の頭上 l_落 とさ

れました 11牲 ‡こなったの 11人 間はかりではなく、長13に f~ん でいた、たくさんの

動物たちも蓼た1薔 性にな
'ザ

ました その中にはお母さん馬と幼もヽ馬もいました こ

の作品は、大』:1悦 饉 著「なかさきの子うま1を もなこ製作した手稀人形アニメー

ションです 長崎のかわいい子馬を主人公 :こ 、他奪動物たちのユニークなキャラ

クターも加わり、やさしく平軸と生命の革さを伝えつつ “長崎を帯後Φ被曝 |せ :こ "

の費いと厠しヽをこめて、幼い子ともたちた:ま でなく大人たちにも送る作混)で す

場 脅 漆 た り 催 の が た り

いつも元気で明るもヽトビウオのばうやは、お母さんと空を飛′ぶ燎智建していました,サン機辞

の海の上巻ごi―ッと飛ぶトビウオの鍵子 1ぼく、とんた、とんだl:_と大讐びのトヒウオの

ぼうや その時、実ネ火の五のような大爆発がおこり、海の底:まめちゃめちゃ:こ なりまし

た 友達憾死に、卜ぼウォのぼうや運のお家もなにもかも壌されてしまいました そして、■

から白い灰が降ってきたのです それをかぶってしまった、トビウ

オの|ま うやは病気にな
'メ

■たきりになってしまい譲した もう

お父さん・ ・お母さんと一緒 ;=、 空逢飛′ヽヽことはできないの

でしょうか -1あ なばこんな事:=な ってしまったのでしょうか

巫ラ舞 抒趙颯ビデ オ 罐蜻分

テイジラリーf面格:40,o00円 (税鵞議)

学校等構議:価格 :念警1000円 (税蕩電)

昭和20毎 、長崎の農写で、とでも元気のしヽい子馬か生まれました 名前1「 しヽなさ

号 1と いもヽます 夏のある撻、広島:こすごい爆弾か落ちで衛は全だしたと、漁 /― スが

敦えてくれました 沖拠もやられ露本中かin増 になるうとしています :私は、大変な経奪0こ

こ命子を産んでし譲った 母馬は、爆弾の落ちでこない曲に、いな革号を連れていこ

うと考えます 曲で再うせると聞|ヽ て喜び饒れるいなさ号 .そ の時、まるで

太陽かまるごと落ちたような光と大爆発 しヽなさ号は悌風で吹き飛はさ

れた馬層の下敷きに`母 腸は導死でいなさ号を助け出しました

しかし本当嬢、母馬も動けなもヽほどの大怪我をしていた働です

軋蒻― 夢浴貯はデ 罐 絃Ψ分

ライプラリー価格 :6鬱 ,鬱◎⑬円(税割)

学校等特澱1価格:oo,o09円 (税網)
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