
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2021年 1月 5日（火）～1月 25日（月） 大学図書館 2階 閲覧室 

 

生誕 80周年 

宮崎駿とスタジオジブリ 

2021年はアニメーション監督の宮崎駿さんが生誕 80周年を

迎えます。 

図書館では、宮崎駿監督やスタジオジブリに関わる人達の資料

を集めました。映画の原作となった資料等も展示しています。 

この機会にぜひ手に取ってみてください。 

 ブクログから展示資料一覧をご覧いただけます。       

 大阪樟蔭女子大学図書館ブクログ 

https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3155200&display=front


 

 

展 示 資 料 
宮崎駿とスタジオジブリ 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

思考・発想にパソコンを使うな : 「知」の手書きノートづくり (幻

冬舎新書:ま-2-1) 

増田剛己著 幻冬舎 2009 440979F 080||G34||127 

本へのとびら : 岩波少年文庫を語る (岩波新書:新赤版 1332) 宮崎駿著 岩波書店 2011 456534H 080||I95||O-1332 

仕事道楽 : スタジオジブリの現場 新版 (岩波新書:新赤版 1486) 鈴木敏夫著 岩波書店 2014 470296E 080||I95||O-1486 

君が戦争を欲しないならば (岩波ブックレット:no. 942) 高畑勲著 岩波書店 2015 474667I 080||I95||R-942 

アニメーション、折りにふれて (岩波現代文庫:文芸:309) 高畑勲著 岩波書店 2019 483790I 080||I95||S-309 

アニメーションの心理学 (心理学叢書) 横田正夫編 誠信書房 2019 484840D 141.27||Y78 

映画で考える生命環境倫理学 吉川孝, 横地徳広, 池田喬編著 

 

勁草書房 2019 484628B 150.4||Y89 

はじめての宗教学 : 『風の谷のナウシカ』を読み解く 正木晃著 春秋社 2001 441377G 161||Ma61 

お化けと森の宗教学 : となりのトトロといっしょに学ぼう 正木晃著 春秋社 2002 441373D 162.1||Ma61 

トトロの住む家 増補改訂版 宮崎駿著/和田久士写真 岩波書店 2011 456126B 527||Mi88 

十二世紀のアニメーション : 国宝絵巻物に見る映画的・アニメ的な

るもの 

高畑勲著 徳間書店/スタジ

オジブリ・カンパ

ニー 

1999 295328F 721.2||Ta33 



宮崎駿&スタジオジブリベスト・アルバム : ピアノ曲集/ピアノ・ソ

ロ : Image album & sound track 

[久石譲ほか作曲] ケイ・エム・ピー 2011 462702E 763.2||St9 

徹底鑑賞!!100 回『となりのトトロ』を見ても飽きない人のために 細江光著 和泉書院 2014 472014I 778.77||H93 

宮崎駿全書 叶精二著 フィルムアート社 2006 429660F 778.77||Ka58 

宮崎駿の仕事 : 1979-2004 久美薫著 鳥影社 2004 429886B 778.77||Ku38 

出発点 : 1979-1996 宮崎駿著 スタジオジブリ/

徳間書店 (発売) 

1996 429887A 778.77||Mi88 

折り返し点 : 1997〜2008 宮崎駿著 岩波書店 2008 462703C 778.77||Mi88 

飛行艇時代 : 映画『紅の豚』原作 増補改訂版 宮崎駿著 大日本絵画 2004 443542H 778.77||Mi88 

映画監督・宮崎駿はいかに始まり、いかに幕を引いたのか (風の帰

る場所:続) 

宮崎駿著 ロッキング・オン 2013 470606E 778.77||Mi88||2 

宮崎駿、異界への好奇心 (Seishido brochure) 岸正尚著 菁柿堂/星雲社 

(発売) 

2006 443605J 778.77||Mi88||Ki 

宮崎駿という運動 日下部正哉著 弓立社 2008 443550I 778.77||Mi88||Ku 

Hayao Miyazaki : Japan's premier anime storyteller : hbk 

(Legends of animation) 

Jeff Lenburg Chelsea House 2011 461225G 778.77||Mi88||Le 

最後の国民作家宮崎駿 (文春新書:661) 酒井信著 文藝春秋 2008 443606H 778.77||Mi88||Sa 

宮崎駿の「深み」へ (平凡社新書:243) 村瀬学著 平凡社 2004 429885D 778.77||Mu57 

ミヤザキワールド : 宮崎駿の闇と光 スーザン・ネイピア著/仲達志

訳 

早川書房 2019 485636I 778.77||N49 

宮崎駿の地平 : ナウシカからもののけ姫へ 新版 (新典社選書:87) 野村幸一郎著 新典社 2018 482759H 778.77||N95 

なぜポニョはハムが好きなのか : 宮崎アニメの思考 荻原真著 洋々社 2009 441371H 778.77||O25 

「宮崎アニメ」秘められたメッセージ : 『風の谷のナウシカ』から

『ハウルの動く城』まで (ベスト新書:82) 

佐々木隆著 KK ベストセラー

ズ 

2005 429661D 778.77||Sa75 

ジブリの森へ : 高畑勲・宮崎駿を読む 増補版 (叢書・「知」の森:3) 

 

米村みゆき編 森話社 2008 441372F 778.77||Ta33||Yo 

宮崎駿 (キネ旬ムック. フィルムメーカーズ:6) 養老孟司責任編集 キネマ旬報社 1999 429889G 778.77||Y48 

アニメーションの色職人 柴口育子, 保田道世著 徳間書店 1997 441378E 778.7702||Sh15 



ナウシカの「新聞広告」って見たことありますか。 : ジブリの新聞

広告 18 年史 

スタジオジブリ責任編集 徳間書店スタジオ

ジブリ事業本部 

2002 443604B 778.7704||St9 

映画道楽 鈴木敏夫著 ぴあ 2005 441376I 778||Su96 

身体で読むファンタジー : フランケンシュタインからもののけ姫ま

で 

吉田純子編 人文書院 2004 445532B 902.3||Y1 

アニメに息づく日本古典 : 古典は生きている (新典社新書:51) 山田利博著 新典社 2010 450186B 910.8||S12||51 

木を植えた男を読む 高畑勲訳著 徳間書店 1990 205502D 953||G7||Ta 

かわいい映画のかわいいレシピ。 (ワニムック)  ワニブックス 2006 418187F B||6955 

虫眼とアニ眼 (新潮文庫:8383, み-39-1) 養老孟司, 宮崎駿著 新潮社 2008 441455B B||7795 

雑誌 

ユリイカ : 詩と詩論 36 巻 13 号  書肆ユリイカ 2004 396494J  

ユリイカ : 詩と詩論 33 巻 10 号 臨増  書肆ユリイカ 2001 407134E  

BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine 60 巻 912 号 美術出版社 美術出版社 2008 435224G  

BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine 65 巻 998 号 美術出版社 美術出版社 2014 468141A  

BT : 美術手帖 : bijutsu techo : monthly art magazine 57 巻 862 号 美術出版社 美術出版社 2005 399433D  

月刊 Moe 34 巻 8 号  白泉社 2012   

      

原作関連 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

魔法と猫と魔女の秘密 : 魔女の宅急便にのせて 正木晃著 春秋社 2003 441375A 387||Ma61 

思い出のマーニー 新版 上 (岩波少年文庫:110,111) ジョーン・ロビンソン作/松野

正子訳 

岩波書店 2003 371255J 909.8||I1||110 

思い出のマーニー 新版 下 (岩波少年文庫:110,111) ジョーン・ロビンソン作/松野

正子訳 

岩波書店 2003 371256H 909.8||I1||111 

影との戦い (岩波少年文庫:588. ゲド戦記:1) アーシュラ・K. ル=グウィン

作/清水真砂子訳 

岩波書店 2009 438178F 909.8||I1||588 

床下の小人たち :新装版 (岩波世界児童文学集) メアリー・ノートン作/林容吉

訳 

岩波書店 2003 370043H 909.8||I2 



竹取物語(全) (角川文庫:12147. ビギナーズ・クラシックス/日本の古

典) 

角川書店編 KADOKAWA 2001 482173E 913.31||K4 

かぐや姫と絵巻の世界 : 一冊で読む竹取物語 : 訳注付 上原作和, 安藤徹, 外山敦子編 

 

武蔵野書院 2012 463399H 913.31||U3 

魔女の宅急便 角野栄子作/林明子画 福音館書店 1985 456643C 913.8||K14||1 

キキと新しい魔法 (魔女の宅急便:その 2) 角野栄子作/広野多珂子画 福音館書店 1993 457939J 913.8||K14||2 

魔法使いハウルと火の悪魔 6 刷 (BFT. ハウルの動く城:1) ダイアナ・ウィン・ジョーン

ズ作/西村醇子訳 

徳間書店 2001 398618H 933.8||J1||1 

アブダラと空飛ぶ絨毯(じゅうたん) 3 刷 (BFT. ハウルの動く城:2) ダイアナ・ウィン・ジョーン

ズ作/西村醇子訳 

徳間書店 2001 398619F 933.8||J1||2 

堀辰雄 (ちくま日本文学:039) 堀辰雄著 筑摩書房 2009 442660G B||7286||39 

海がきこえる (徳間文庫:ひ-15-1) 氷室冴子著 徳間書店 1999 432469C B||7428||1 

      

映像資料 

タイトル 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

スタジオジブリ 鈴木敏夫の仕事 : 自分は信じない人を信じる 

(NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀) 

NHK 制作・著作 NHK エンタープ

ライズ 

2006 424190I DVD366||P97||10 

宮崎駿の仕事 (NHK DVD. プロフェッショナル : 仕事の流儀) NHK 制作・著作 NHK エンタープ

ライズ 

2009 443642D DVD778.77||Mi88 

耳をすませば (ジブリがいっぱい COLLECTION. Studio Ghibli 

DVD Video) 

宮崎駿プロデュース・脚本・

絵コンテ/近藤喜文監督/スタジ

オ ジブリ制作 

スタジオ ジブリ 

(制作)/ブエナ ビ

スタ ホーム エン

ターテイメント 

(発売) 

1995 342010I DVD778||Mi33 

千と千尋の神隠し (ジブリがいっぱい COLLECTION. Studio 

Ghibli DVD video) 

宮崎駿原作・脚本・監督/スタ

ジオジブリ制作 

ブエナ ビスタ ホ

ーム エンターテ

イメント (発売) 

 

2001 398226C DVD778||Mi88 



もののけ姫[映像資料] 宮崎駿監督・脚本/スタジオ・

ジブリ制作 

徳間ジャパンコミ

ュニケーションズ

(発売) 

1997 339932A LD778||Mi88 

「もののけ姫」はこうして生まれた。 第 3 章 (ジブリがいっぱい

COLLECTION) 

スタジオ ジブリ制作 スタジオ ジブリ 

(制作)/ブエナ ビ

スタ ホーム エン

ターテイメント 

(発売) 

1998 338685G V778||Mo26||3 

「もののけ姫」はこうして生まれた。 第 1 章 (ジブリがいっぱい

COLLECTION) 

スタジオ ジブリ制作 スタジオ ジブリ 

(制作)/ブエナ ビ

スタ ホーム エン

ターテイメント 

(発売) 

1998 338683A V778||Mo35||1 

「もののけ姫」はこうして生まれた。 第 2 章 (ジブリがいっぱい 

COLLECTION) 

スタジオ ジブリ制作 スタジオ ジブリ 

(制作)/ブエナ ビ

スタ ホーム エン

ターテイメント 

(発売) 

1998 338684I V778||Mo35||2 

  

展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 

 


