中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (C)

日本のアニメ・漫画文化について調べてみよう
2009年、『週刊少年マガジン』『週刊少年サンデー』の2誌が創刊50周年を迎えました。漫画が
日本人の生活の一部となってから、すでに半世紀が経ったことになります。ドラマやアニメの
原作に漫画が使われることは、もはや日常的です。この二つの文化（アニメ・漫画）は様々な
歴史を経て世界中でファンを獲得し、日本を代表する文化となりました。アニメ・漫画について
知ることで海外における日本の立ち位置も見えてくるかもしれません。

キーワード
アニメーション/アニメ/ANIME/セル画/CGアニメ/漫画/MANGA/手塚治/宮崎駿/押井守
大友克洋/著作権問題/海賊版/ジャパニメーション/スタジオジブリ/東映アニメーション
ドラえもん/サブカルチャー/フィギュア/村上隆/コミックマーケット/オタク・カルチャー

用語を調べよう
そもそも「アニメ」、「漫画」って、何？言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は
「キーワード」を手がかりに百科事典、用語事典を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例） ◆
請求記号

資料情報
知恵蔵 : 朝日現代用語. 朝日新聞社

R813.7/C 62

1階参考

イミダス: 情報・知識. 集英社

813.7/J 66

1階参考

現代用語の基礎知識. 自由国民社

813.7/G 34

1階参考

ジャパンナレッジ・プラス

データベース（学内専用）
726.103/Ma 43

漫画家人名事典. 日外アソシエーツ

図書を探そう
■

配置場所

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号

日本十進分類法 新訂9版より ◆

分類記号
726
726.1
778
778.77

項 目
漫画．挿絵．童画
漫画．劇画．諷刺画
映画
漫画映画．アニメーション [動画]
Original: Chubu Univ.
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1階参考
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報
現代日本のアニメ : 『AKIRA』から『千と千尋の神
隠し』まで / スーザン・J.ネイピア著 ; 神山京子訳.
中央公論新社, 2002.11

請求記号

配置場所

778.77/N 49

2階和図書

クール・ジャパン世界が買いたがる日本 / 杉山知
之著. 祥伝社, 2006.2

007.35/Su 49

2階和図書

ぼくたちのアニメ史 / 辻真先著. 岩波書店, 2008.2
（岩波ジュニア新書. 587)

778.77/Y 24

2階和図書

マンガ学入門 / 夏目房之介, 竹内オサム編著. ミ
ネルヴァ書房, 2009.4

726.101/N 58

2階和図書

年表日本漫画史 / 清水勲著. 臨川書店, 2007.6

726.101/Sh 49

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
NACSIS WebCatで他の図書館
の所蔵を調べる

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆
雑誌名
キネマ旬報
ユリイカ
ダ・ヴィンチ

所蔵年
1984-2009 (継続中）
1973-2009 (継続中)
2007-2009 (継続中)

テレビCM研究 : テレビCM研究プロジェクト・関西アニメーショ
ン史研究プロジェクト合同研究会報告集 / 京都精華大学表
現研究機構 [編].
■

2007-2009 (継続中)

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS
JDreamII

内容

ＮＩＩ(国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース
科学技術振興機構(JST)が提供する科学技術分野で国内最大の
オンラインデータベース。医学･薬学関係の国内外情報も検索する
ことができる
Original: Chubu Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「アニメは父親や母親のような存在--世界に広がる文化外交ツールの可能性 (特集 魅力ある
日本の発信をめざして 日本を売り込む!) 」 『外交フォーラム』 22(7) p. 22-25 (2009.7) (CiNii)
夏目房之助「基調講演 漫画、MANGA、コミック(特集 人間文化研究機構 第6回公開講演会・シ
ンポジウム 国際日本文化研究センター創立20周年記念事業 世界に広がる日本のポップカル
チャー--マンガ・アニメを中心として)」 『人間文化』 6 p. 9-19 (2008) (MAGAZINEPLUS)
佐野昌己(名古屋商大)「日本アニメの現状と将来-人的資源の視点からの考察-」 『NUCB
Journal of Economics and Information Scienc』 52(1) p. 23-33 (2007.08.01) (JDreamII)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21
中日新聞・東京新聞記事データベース

新聞
収録期間
朝日新聞
1984年8月～当日朝刊
日本経済新聞ほか 1975年～最新記事情報
中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「（社説）マンガ・アニメ 新発想で大胆な振興策を」 朝日新聞. 朝刊. 3総合. 2009年10月1日. p.
3 (聞蔵Ⅱビジュアル for Libraries)
「アニメ・ゲーム、発信力を強化――「コ・フェスタ」月末から開催（エンタビジネス）」 日経産業新
聞. 2009年9月7日. p. 4 (日経テレコン21)
「『東映まんがまつり』 今秋に帰ってくる 復活のカギは立体ＣＧ 今は「アニメまつり」 短編を複
数本上映 『～やえもん』国産初の劇場用 子ども向け作品、すそ野広げる」 東京新聞. 朝刊.
2009年9月23日. p. 13 (中日新聞・東京新聞記事データベース)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

NHK特集名作100選. わが青春の「トキワ荘」 : 現代
マンガ家立志伝. NHKサービスセンター, 1989
(VHS)

081/N 69/27

Original: Chubu Univ.
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配置場所
1階視聴覚
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

日本動画協会
http://www.aja.gr.jp/index.html
日本のアニメに関するデータやアニメーション年表を見ることができます。

◆

日本マンガ学会
http://www.kyoto-seika.ac.jp/hyogen/manga-gakkai/index.html
データベースからマンガについて書かれた書籍を検索できます。

◆

京都国際マンガミュージアム
http://www.kyotomm.jp/
京都市と京都精華大学による日本初のマンガ博物館・図書館のサイト。
所蔵作品の検索や、企画展・イベントの開催情報を知ることができます。

◆

東京国際アニメフェア2010
http://www.tokyoanime.jp/ja/
来年３月に東京で開催される東京国際アニメフェアのオフィシャルサイト。

◆

JAPAN国際コンテンツフェスティバル
http://www.cofesta.jp/2009/jp/index.html
アニメ、マンガ等日本を代表するのコンテンツ産業のイベント情報を知ることができます。

◆

スタジオジブリ
http://www.ghibli.jp/
スタジオジブリのオフィシャルサイト。映画の製作日誌や作品の予告編、ジブリ作品の
最新情報を知ることができます。

◆

TezukaOsamu.net
http://tezukaosamu.net/
手塚プロダクションが運営するオフィシャルサイト。最初のページから世界各国の出版社、
ファンサイトに行くことができます。

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→レファレンスカウンターまでご相談ください

Original: Chubu Univ.
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