
番号
作品　or　企

画案
題名 尺数（分） 本数 簡単な内容 会社名

1 作品 全国縦断！街道美学大集合！VOL..1 60 4 全国4箇所のアートトラック（デコトラ）を説明映像 株式会社　治商

2 作品 全国縦断！街道美学大集合！VOL..2 60 全国4箇所のアートトラック（デコトラ）を説明映像 株式会社　治商

3 作品 出世地車新調製作記 120 1 泉州「だんじり」制作過程・工程映像作品 株式会社　治商

4 作品 野出町太鼓台新調記念映像 N/A 1 だんじり新調記録映像 株式会社　治商

5 作品 英語落語 15 1 日本の落語を英語で 株式会社　治商

6 作品 世界遺産・高野山巡礼の旅 60分 1
山岳宗教都市として世界遺産に登録された高野山を密教の教えとともに紹介
する紀行映像

(株）パワーアイ

7 企画案
失われていく日本文化
修験道とその不思議

40分 2
世界遺産に認定された吉野山・大峰山系を中心に修験道の厳しい修行に励む
様子や伝統行事を紹介する
　　・・・・・現在制作中　11月頃日本語版完成予定

(株）パワーアイ

8 作品 TVO「アゲッCHAO!」本編 3分 13 メイク変身番組 株式会社バイリン

9 作品  Nash Visual Audio 5分程度 40 ヒーリング音楽と風景写真の映像作品 (株)ナッシュスタジオ

10 作品 Mini Moto 4時間耐久ロードレース　２００５ダイジェスト ９５分 1 レースダイジェストとライディングテクニック特典映像
株式会社　スタジオ・

ビーアンドエム

11 作品 Mini Moto 4時間耐久ロードレース　２００６ダイジェスト １１０分 1 レースダイジェストとライディングテクニック特典映像
株式会社　スタジオ・

ビーアンドエム

12 作品 Mini Moto 4時間耐久ロードレース　２００７ダイジェスト １１０分 1 レースダイジェストとライディングテクニック特典映像
株式会社　スタジオ・

ビーアンドエム

13 作品
ライダーズバイブル
Mini Moto 4時間耐久ロードレース　２００８ダイジェスト １０５分 1 レースダイジェストとライディングテクニック特典映像

株式会社　スタジオ・
ビーアンドエム

14 作品（アニメ） よっちゃんの不思議なクレヨン 22分 1
不思議なクレヨンが色々な心を教えてくれる。16歳の少女が最後に残したメッ
セージ「よっちゃんのクレヨン」の映画化作品。

共和教育映画社

15 作品（アニメ） 鬼の子とゆきうさぎ 22分 1
中学1年生が書いた愛のメルヘン「ゆきうさぎ」の映画化作品。鬼の子と人間の
少女の友情を描いたアニメ。

共和教育映画社

16 作品（アニメ） こぎつねのおくりもの 30分 1
人間とこぎつねの温かいふれあいを描いた児童文学の映画化。　　悪人のいな
い温かいアニメ映画。

共和教育映画社

17 作品（アニメ） 日本昔話　三ねん寝太郎 43分 1
怠け者だと言われた寝太郎が村のためにドエライことをしたそうな！生きる勇気
と希望、米と水の大切さを昔話から伝える。

共和教育映画社

18 作品（アニメ） 日本昔話　鉢かづき姫 34分 1 苦境にも負けない強い心を育む！大阪府寝屋川市の民話の映画化。 共和教育映画社

19 作品（アニメ） 山に輝くガイド犬平治号 28分 1
児童文学のアニメ化作品。　　長年にわたり登山者の安全と命を守ったガイド犬
平治の一生を描いた感動のアニメ。

共和教育映画社

20 作品（アニメ） 勇気あるホタルととべないホタル 17分 1 やさしさと思いやりの大切さを描いた名作とべないホタルの映画化作品。 共和教育映画社

21 作品（アニメ） 100ばんめのサル 17分 1
子ども達に平和の尊さを伝える。一人ひとりの小さな力でも地球を救える事を一
匹のサルが芋を洗って食べることから伝えます

共和教育映画社

22 作品（アニメ） アニメ　ハチ公物語 18分 1
話す事は出来なくても、心と心はしっかりと通いあっていました！渋谷のハチ公
の生涯を描いた感動のアニメ。

共和教育映画社

23 作品（アニメ） こぎつねの交通安全 16分 1 こぎつねシリーズ。3匹のこぎつねがパトロール隊となって大活躍 共和教育映画社

24 作品（アニメ） こぎつねの消防隊 17分 1 こぎつねシリーズ。3匹のこぎつねが消防隊員となって大活躍 共和教育映画社

25 作品（アニメ） がんばれ！子象の交通安全パトロール隊 17分 1 子象シリーズ。子象がパトロール隊になって子ども達を事故から守る！ 共和教育映画社

26 作品（アニメ） ぼくは子象の消防隊 17分 1 子象シリーズ。子象が消防隊員になって動物村を守る！ 共和教育映画社

27 作品（アニメ） ニャン太のお誕生日は火事さわぎ 11分 1 ニャン太はお誕生日にドーナツを揚げていました。その時大変なことが・・・ 共和教育映画社

28 作品（ドラマ） 泣いて笑って涙してポコアポコ 53分 1
障害を持ちながら空き缶集めで得たお金で高齢者のために車いすを100台も
贈った感動の名作映画。実話の映画化。

共和教育映画社

29 作品（ドラマ） 心をむすぶ愛のハーネス 51分 1
全盲の女性が盲導犬と共に、5キロのロードレースに挑戦し、見事完走。夢と希
望を与える感動のドラマ。実話の映画化。

共和教育映画社

30 作品（ドラマ） 盲導犬カンナ私と走って 81分 1
児童文学「盲導犬カンナ私と走って」の映画化作品。　　　　　　この短編が「心を
むすぶ愛のハーネス」

共和教育映画社

31 作品（ドラマ） ぼくに涙はにあわない 50分 1
ラグビーの試合中に首の骨を折り、手足の自由を奪われながらも可能性に向
かって挑戦する高校生の姿を描いた感動の実話

共和教育映画社

32 作品（ドラマ） びょういんの木 54分 1 公害で喘息になった小学生が、自らの体験を描いた絵本の映画化作品。 共和教育映画社

33 作品（ドラマ） がんばれまあちゃん 48分 1
うまれつき耳の聞こえない少年。その少年を温かく見守る家族を描いた児童文
学作品の映画化。

共和教育映画社

34 作品（ドラマ） ありがとうハーナ 45分 1
車いすでハーナが走った！愛犬が事故で失った後ろ足のために家族が考えだ
したもの・・・それは車いすだった。

共和教育映画社

作品エントリーシート

ＥＸＣＯ－ＯＳＡＫＡＥＸＣＯ－ＯＳＡＫＡＥＸＣＯ－ＯＳＡＫＡＥＸＣＯ－ＯＳＡＫＡ



35 作品（ドラマ） ぼくと仔犬のわんぱく大事件 40分 1
親切・勇気・心のふれあいをテーマにした見応えのある児童劇。　名優藤田まこ
とのアドリブが冴えわたる作品。

共和教育映画社

36 作品（ドラマ） ハクちゃん行進曲 46分 1
田舎の子どもと都会の子どもの友情と動物愛を描く。秋田犬が子ガモを連れて
散歩することで話題になった作品。

共和教育映画社

37 作品（ドラマ） はばたけ明日への瞳 51分 1
どうして弱い子をいじめるの！思いやる心と友情の大切さを描いた涙溢れる名
作。

共和教育映画社

38 作品（ドラマ） おじいちゃん元気になってね 47分 1 子ども達とお年寄りのふれあいを描いたドラマ。 共和教育映画社

39
作品（ドキュメ

ント）
ベランダの野生の鳩 29分 1 親鳩の愛情がひしひしと伝わる鳩の子育てドキュメント。 共和教育映画社

40
作品（ドキュメ

ント）
てくてく冒険家永瀬忠志アフリカを行く 35分 1

リヤカーひとつで地球一周を歩いた冒険家永瀬忠志。数々の冒険の中で、ケニ
アからサハラ砂漠、パリまでの旅の壮絶な記録。

共和教育映画社

41
作品（ドキュメ

ント）
ハンセン病　今を生きる 49分 1

６０数年前にハンセン病元患者が受けた不幸な隔離政策を描き、ハンセン病に
ついての正しい理解と偏見をなくすために制作

共和教育映画社

42 作品 張維中の大阪我来了（チョウイチュウの大阪オーライラ） 26 1 台湾の人気小説家、張維中が、ディープな大阪ミナミの街をぶらり紹介 株式会社　ピーキューブ

43 　企画案 ビックリ大阪！（仮） 27? 1
在日中国人が日本に来てビックリした事を紹介。現在１～３分のvtrを毎週
youtubeにupしている。
その中で人気のものを取上げ、簡単な日本の開設を含めて６ネタ紹介

株式会社　ピーキューブ

44 作品 非女子図鑑 １０５分 1
若手実力派映画監督６人が挑戦する１５分×６本のオムニバス映画。英語版も
あり。

株式会社　ピーキューブ

45 企画案
大阪街歩き
～海外の皆さんに本当の大阪を知っていただ
くために～

5分 20～30
ステディカムを使って、主観目線で、大阪の名所から、商店街・町工場街など、
普通の観光ビデオでは味わえない「知らない街の一人旅」を描きます。

株式会社 福沢ビデオプラン
ニング

46 　企画案 戦国　石山合戦 109分 1
石山合戦において雑賀衆を率いて石山本願寺へ入り、織田信長の軍勢を苦し
めた鈴木孫市を題材にした物語を映画化する。
出品者は映画監督。

和楽事務所

47 作品 ひきこもりの詩 14分 1
ちょっとしたことで自称ひきこもりになてしまった主人公が深層心理の自己との
対話によって外出できるようになる。

和楽事務所

48 作品 思い出は桜色 15分 1
10年間思い続けた高校時代の同級生に思いを寄せる大人になりきれない女性
が、思い出と向き合う。

和楽事務所

49 作品
遥かなる空の下で
（英語版・フィリピン語版）

22分 2
日本に暮らすアジアの人々のドキュメント。言葉・文化・習慣などの壁を乗り越
え、遥か遠い街で夢を追い続ける姿を描く。

有限会社ガリレオクラブ
Hope of Asia Project

50 作品 コマイヌ　あ・うん　短編6話とおまけシリーズ 26分42秒 1 子ども向け人形アニメ。セリフなし オープン　ザ　セサミ

51 作品 ヨンタとなぞの船乗り 25分40秒 1 子ども向け人形アニメ。セリフあり オープン　ザ　セサミ

52 企画案
Documentary “Raku Raku : How to go for
Kyoto:Japan（tentative tittle）”

60-90min 1
Raku Rake is an unique travel company in Kyoto, Japan. This documentary is
about what happened to tourists for kyoto by them, and about Raku Raku's
staff. (pre-production)

（有）アライルエンジニアス

53 Trailer
Documentary “Mid-wives , Mothers and their
children （tentative tittle）”

30min 1
A story that women's pelvic condition can influence pregnant women and their
babies. This video have finished shooting at the end of summer 2010(now in
production).

（有）アライルエンジニアス

54 作品 夢のタネ　いろどり 22min 1
人口2,000人の小さな町、徳島県上勝町。料理に添える葉っぱ「つまもの」を採
集し販売するビジネスのドキュメンタリー。

（有）アライルエンジニアス

55 作品 白い虹　2007年北極 59分30秒 1
地球温暖化が最も早く現われるといわれる北極の36日間の記録。残酷なまで
の美しさ、壊れる北極。

（株）ドキュメンタリー工房

56 作品　 黄金のベンガルの母と子よ 75分25秒 1 極貧国バングラデシュのスラムで１年半撮りつづけた母と子の記録。 （株）ドキュメンタリー工房

57 企画案 匠の技 杜氏と新しい日本酒（仮タイトル） 30分 1
日本酒の魅力を紹介する。また海外て�注目を集めている日本酒を日本文

化の牽引役と位置つ�け、海外視点で日本酒を伝える番組。
K & Y Distribution LLP

58 作品 大和秦曲抄 87 1 日本の伝統舞台芸術である能楽の謡と囃子の映像。 ロイヤルホース

59 作品 大和秦曲抄Ⅱ五体風姿 90 1 前作に続く第2弾。謡と囃子に舞が加わった作品。 ロイヤルホース


