
凍てつく冬の休日。ついつい
家の中に閉じこもって、気分
もふさいでしまいがち……。
そんな気分を吹き飛ばし、見
ているだけで「元気！」をもら
える作品を集めてみました。
家の中で過ごしても、気持ち
は↑↑↑になることで、明日か
らの冬の日々を乗り切りま
しょう。
構成／山本竜也　デザイン／サトウサエ

元気になれる
本＆映画

2012年

新春企画
ＰＡＲＴ２



2010年6月13日、７年間60億キロの宇宙航海を経て小
惑星「イトカワ」の微粒子を地球に持ち帰った小惑星探査機
「はやぶさ」。その世界初の偉業を支えた人々のドラマ。大手
企業から下町の町工場まで、さまざまな分野のプロフェッショ
ナルが結集し、熱くミッションを成し遂げていく姿に、観る側の
心も燃やされていくこと間違いなし。渡辺謙が「はやぶさ」プ
ロジェクトマネージャーを
演じる。感動作。

はやぶさ �かなる��
2/11
公開

「世界初」を夢見た人間たちの熱さ

始まりからたった１人。いつまでたっても彼女はメゲなかった
……。全米史上最高額の和解金３５０億円を手にした実
在の女性の破天荒な活躍を描いたドラマ。大企業と行政
に堂 と々立ち向かった、平凡な主婦の熱いウーマンパワー
をジュリア・ロバーツが見事に体現。髪振り乱し、エリートたち
と渡り合う姿には、思わず拳を握る。
　実話ならではの迫力と、社会派・ソ
ダーバーグ監督の演出が見事にか
み合った力作。

エリン・ブロコビッチ

DVD 好評発売中
2,500円（税込）
発売・販売元:
（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

実話のウーマンパワーで元気をもらう

大量に買い込んだ新型医療機器を病院に売り込む日々。
頼れるものは自分の足と……、愛する息子のみ。
　ウィル・スミスが実在のサラリーマンのサクセスストーリー
を熱演。後に『ベスト・キッド』で主演デビューを果たす実の
息子、ジェイデン・スミスとの二人三脚で、見事な感動作を
作り上げた。結局、自分を信じた人
間の勝ち！　というストーリーが、ふさ
ぎがちな気分の扉を開いてくれる。

�せのちから
自分を信じられれば、幸せは来る

ブルーカラーの町に住む少年が出会ったのは、バレエ。父
親や友達にバカにされながらも、バレエが好きになっていく
自分を止められない……。
　多くの人のベスト・ムービーとして語り継がれる秀作は、
特別出演に世界的トップ・ダ
ンサーのアダム・クーパーを迎
えるなど、ダンス映画としても
逸品。ひたむきに「何か」がし
たかった若き時代を思い出し
て、ラストでは涙が止まらない。

リトル・ダンサー
少年の、かわいらしくも熱き魂を分けてもらう

潔癖性で毒舌家のその変人は、人気恋愛小説家。自分の
作品とは違って、恋なんてできやしない……。
　いくつになっても、どんな自分であっても「出会い」は自分
を変えてくれる。そんな、なんだか温かな気持ちにさせてくれる
映画。ジャック・ニコルソン演じる主人
公の偏屈ぶりは、それだけで笑えてし
まうレベルだが、そんな人間でも少し
勇気を出せば「変われる」。愛する人
と一緒に観て、元気になれる一本。

���	


愛があれば人は変われる

2012年 元気になれる本＆映画

はやぶさ 遥かなる帰還
出演／渡辺謙、江口洋介
　　　夏川結衣、藤竜也
監督／瀧本智行
配給／東映
　2012「はやぶさ 遥かなる帰還」
　製作委員会
C

DVD 好評発売中
2,500円（税込）
発売・販売元:
（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

DVD 好評発売中
1,480円（税込）
発売・販売元:
（株）ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

リトル・ダンサー
2000年／イギリス映画
好評レンタル中
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『ALWAYS 三丁目の夕日』『ALWAYS 続・三丁目の夕日』
に続く第3弾。東京オリンピックや新幹線開通に沸く昭和39
年の東京と、貧しくとも元気な人間たちの姿を映し出す。誰も
が見たことのある風景と、誰もが会ったことのある人情。前２
作に続いて、「こんな時代がもう一度くれば……」と思わせて
くれる。懐かしさの中にも、自分たちが何を失ったのかを考えさ
せてくれるとともに、それを取り
戻す勇気を与えてくれる映画。

ALWAYS ��の��’64
1/21
公開

みんなが元気だった昭和の時代

原作は多くの熱狂的ファンを持つ人気コミック『岳　みんな
の山』（小学館）。主人公の三歩がもつ「山を愛する全ての
人・モノ」を包み込む大きな愛に、抱きしめられたくなる映画。
　原作を愛読していたという小栗旬が三歩を演じ、原作
に劣らぬ「大きさ」を見せてくれる。厳
かな山の風景もたっぷりで、観たあと
は思わず、美しい空気を思い切り吸
い込んでみたくなる。

� - ガク -
山と、そこに生きる人々の「元気」

「心は鍛えるものではなく、整えるものだ。自分自身に打ち勝て
ない人間が、ピッチで勝てるわけがない。」
サッカー日本代表キャプテンとして、
世界の舞台でチームを鼓舞し続けた
男の実践的メンタルコントロール術。
　自らの「平凡さ」を自覚し、「チーム
のために生きること」を何よりも優先
する著者の言葉が教えてくれるのは、
誰にでも自分が生きる居場所がある
という安心感。迷ったときに、一言をも
らいたい一冊。

心を整える。
勝利をたぐり寄せるための56の習慣

平凡さ、平常心…自分を知り、打ち勝つ

長谷部誠／著
1,365円（税込）　幻冬舎

震災の悲嘆にくれた日本列島に大きな活力を取り戻してくれ
た、なでしこジャパンのワールドカップ制覇。その中心にいた彼
女は、今や「日本の元気」の象徴。
　そんな彼女が、実体験の中から実
践してきたシンプルな６４の心の在り
方＆習慣。そこには「あきらめない自
分」をつくるヒントがいっぱい。「コンプ
レックスは無理に克服しません」「過
去の自分を大切にしています」……
今この瞬間から実践してみたい本。

夢をかなえる。
思いを実現させるための６４のアプローチ

「あきらめない」自分のつくり方

澤穂希／著
1,260円（税込）　徳間書店

故・岡本太郎が日々の生活の中でふと漏らした何気ない言
葉。その中にある彼独特の哲学、人生論。
　強烈なカリスマと、包み込むような
優しさが言葉の中に見え隠れする、
「夢を叶えて強く生きるためのヒント
」。芸術は爆発と言い放った彼の、燃
えたぎるような瞳を思い出しながら、そ
の言葉を読んでみると、沈み込んで
いた自分がバカらしく思えてくる。
　すぐ手に取れるところに置いてお
きたい本。

強く生きる言葉
カリスマが日常に残したヒント

岡本太郎・敏子／著
1,050円（税込）　イースト・プレス

ALWAYS 三丁目の夕日’64
出演／吉岡秀隆、堤真一、小雪、
　　　森山未來
監督／山崎貴
1月21日（土）全国東宝系ロードショー
　2012「ALWAYS 三丁目の夕日'64」
　製作委員会
C

DVD 好評発売中
発売元:小学館・テレビ朝日
販売元：東宝
DVD通常版 3,990円（税込）
　2011「岳 -ガク-」製作委員会
　2005 石塚真一／小学館
C

C



くじけた時は歌を聴いて元気を取り戻す！　という人のための
CDがこれ。聴けば元気が湧いてくるJポップのヒットソング
33曲を収録した2枚組コンピレーション。元気いっぱいの
アッパー・チューンから、落ち込んだ気分にじんわり染み込ん
でくるリラックス・チューンまで、盛りだくさんの内容。
　いっぱいのボリュームで聞き
ながら歌いたい。

オーライ!　元気になれるうた
アゲアゲの曲で内側から弾けてみる

C D

ソニー・ミュージックダイレクト

おひさま、木、小鳥、お花……。ページをめくれば「あははあは
は」という笑顔がいっぱい。
　誰にだって、機嫌が悪いときや元気がないときはあるも
の。そんなときはこの絵本を開いてみる。できれば子供たちと
一緒に。絵本を見て笑う子供の笑顔が、いっそう自分を元
気にしてくれる。
　幼児への読み聞かせだけ
でなく、大人にも充分に癒や
し効果のある絵本。

おひさま あはは
子供といっしょに笑えば元気

前川かずお／著
840円（税込）

こぐま社

前出の映画の原作本。
６０億キロを、７年間かけて旅をした小惑星探査機。その全
プロセスで、プロジェクトチームに綿密な取材を続けてきた
著者ならではの、他では知り得な
い情報が満載。ファンも知らない
未公開の事実、証言が続 と々明
らかにされる。一つの夢につな
がった、熱い情熱を持つ人間たち
の姿に、「始めてみなければ何も
生まれない」という、原点に返るこ
とができるノンフィクション。

小惑星探査機はやぶさの大冒険
始めなきゃ何も生まれない！という原点

山根一眞／著
1,365円（税込）　マガジンハウス

漫画『ピーナッツ』に登場するチャーリー・ブラウン、スヌー
ピーほかのキャラクターたちが、人生や生き方に少しだけ
迷ってしまった人に贈る、ユーモアあふれる人生案内。谷
川俊太郎氏の名訳も心に染
みる。コミックのファンはもちろ
ん、ファンならずとも勇気や癒
やしをもらいたい人たちにはうっ
てつけの一冊。
　それなりに悩んで、それなり
にいい加減なチャーリーたち
に、なんだか心安らげる。

スヌーピーたちの人生案内
あのキャラたちの人生指南

チャールズ・M・シュルツ／著 谷川俊太郎／訳
1,365円（税込）　主婦の友社

例えば……雨が降ったらビニール傘を買えばいいやという
のをやめると、出がけに何度も空を見上げ、風の湿り気を確
かめ、季節がぐっと身近になる。
　使い捨てや、お金やモノに頼る生
活を卒業して、頑張って働くのもよし
て、夕方になったら仕事をやめて夕
焼け空を眺める……そんな生活の
すすめ。生きていくことに疲れを感じ
たら読んでみる。肩の力が抜けて、な
んだかラクになれるかも。

もう、ビニール傘は買わない。
～自分と暮らしを変える60の習慣

頑張らないで、夕日を見上げよう

大平一枝／著
1,470円（税込）　平凡社
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絵本

2012年 元気になれる本＆映画

プリンセス　プリンセス/19 GROWING UP、
ハウンド・ドッグ/（フォルティシモ）など、

２枚組全33曲　
3,150円（税込）　
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長きにわたって愛された「水戸黄門」の後を受けて、月曜８
時にスタートするTBSの連ドラ。原作は宮部みゆきのユー
モアミステリー。孤高の泥棒（上川隆也）が、赤の他人の
小学生２人（双子）の父親となり、世間を欺くために３人で
生活を始めるが、ご近所トラブルに次々と巻き込まれる
ホームコメディドラマだ。ニセモノの家族に本物の絆は芽
生えるのか？　笑えて泣けて、謎解きも楽しみ。シリーズ化
も期待される。

ステップファザー・ステップ

「黄門」後は、笑って泣けるミステリー

ヒット作を連発してきた木曜22時のフジテレビドラマ。新
春スタートの新ドラマは、中井貴一、小泉今日子のダブル
主演によるオトナの恋物語。
　45歳独身のテレビ局ドラマプロデューサーと、市役所
勤めをしている50歳の独身男性が鎌倉で出会い、周囲
にさんざんかき回されながら気持ちを育てていく。時に明る
く、時に切ない物語に現在の、未来の自分を当てはめてみ
るのもいいかも。

最後から二番目の恋
鎌倉を舞台に「オトナの青春と恋」

出演／小泉今日子、中井貴一
坂口憲二、飯島直子　

2025年、NASAは日本人宇宙飛行士・南波ヒビトを含む、
第1次月面長期滞在クルーのメンバーを発表。時を同じくし
て日本では、自動車の設計をしていた南波ムッタが会社をク
ビに。大きく異なった運命を歩んでいたふたりの兄弟。それ
ぞれの未来が、幼少時代に交わし
たある約束によって、動き出そうとし
ていた。夢を追う兄弟が胸を熱くして
くれる話題作。今春、映画が公開。

宇宙兄弟
宇宙への夢を紡ぎ合う兄弟に笑い、泣く

文春漫画賞を受賞した、西原理恵子の代表作。
どんなに貧乏でも明るく生きるための絵本。
「とうちゃんがいない。かあちゃんもいなくなった。でもぼくらは
生きてる。にいちゃんとぼくとで生きてる」
　海沿いの町で、たくましく必死に
生きる兄弟と姉１人の破天荒な毎
日……。『毎日かあさん』誕生前
の、著者の無頼派たる面目躍如の
感動作。とにかく笑えて、でも切な
い。生きるパワーをもらえるマンガ。

ぼくんち
「でも、生きてる」そんな強さをもらう

西原理恵子／著
１～３巻　各1,019円（税込）

スピリッツとりあたまコミックス　小学館

コミックコミック

小山宙哉／著
1～12巻　各580円（税込）
13～16巻　各590円（税込）

講談社

ビーイング・エリカ
人生を巻き戻して、やり直せたら

1/12
スタート

ドラマ
DVD

1/9
スタート

30代で職なし＆彼氏なしのエリカが、過去に戻って人生を
やり直すために奮闘するハートフルコメディ。本国カナダで
はシーズン3まで放送中の大人気ドラマシリーズ。80年代・ 
90年代の音楽・ファッションや、人生に役立つ格言も満載。
　過去を変えたことにより今の自
分がどう変わるのか……。成長し
ていくエリカの姿を見て元気にな
れるドラマシリーズ。男女ともに楽
しめる作品。

フジテレビ系
木曜夜10時

出演／上川隆也、小西真奈美
平山あや

TBS系
月曜夜８時

ビーイング・エリカ　シーズン1
DVD-BOX1 好評発売中

シーズン１ DVD-BOX1,2 シーズン２ DVD-BOX1,2
全て３枚組

10,290円（税込）  発売・販売元　角川書店
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