
アニメーション映画監督　高畑勲
高畑勲監督の著書と脚本

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

一枚の絵から　日本編 高畑勲著 岩波書店 2009.11 和図書 9110472588 720.4/TA33I/

一枚の絵から　海外編 高畑勲著 岩波書店 2009.11 和図書 9110472597 720.4/TA33I/

映画を作りながら考えたこと 高畑勲著 徳間書店 1991.8 和図書 9110144934 778.77/TA33E/

年鑑代表シナリオ集　’８８ シナリオ作家協会編 映人社 1989.4 和図書 9110354628 912.7/N64E/1988

年鑑代表シナリオ集　’９１ シナリオ作家協会編 映人社 1992.4 和図書 9110354655 912.7/N64E/1991

年鑑代表シナリオ集　’９４ シナリオ作家協会編 映人社 1995.5 和図書 9510099624 912.7/N64E/1994

年鑑代表シナリオ集　’１３
日本シナリオ作家協会「’１３年鑑

代表シナリオ集」出版委員会編
シナリオ作家協会 2014.7 和図書 9110510473 912.7/N64N/2013

アニメはともだち
大分県立芸術会館，「アニメは

ともだち」展実行委員会編
大分県立芸術会館 2000.8 和図書 9110352347 T778.77/A49O/2000

日本漫画映画の全貌 大塚康生監修
「日本漫画映画の全貌展」

実行委員会
2004.7 和図書 9110418073 T778.77/N71T/2004

男鹿和雄展 男鹿和雄［画］ 日本テレビ放送網 2007.7 和図書 9110425229 T778.77/O21T/2007

山本二三展 山本二三［画］ 神戸新聞社 2013.11 和図書 9110538071 T778.77/Y31N/2013

美術手帖 2014.1 美術出版社 和雑誌 9510327630 //

美術手帖 2008.9 美術出版社 和雑誌 9510286636 //

キネマ旬報 2018.6上旬 キネマ旬報社 和雑誌 //

インビテーション＝Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ：

Ｍｏｎｔｈｌｙ　Ｃｕｌｔｕｒ　Ｊｏｕｒｎａｌ 2006.8
ぴあ 和雑誌 9510251363 //

キネマ旬報 2013.12上旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510333727 //

キネマ旬報 2014.7上旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510341317 //

キネマ旬報 1994.8上旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510094978 //

キネマ旬報 1991.8上旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510040500 //

キネマ旬報 1999.7下旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510164212 //

高畑勲監督と絵巻

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

すぐわかる絵巻の見かた 榊原悟監修 東京美術 2012.6 和図書 9110521969 721.2/SU49T/

かわいい絵巻 上野友愛著 東京美術 2015.5 和図書 9110535580 721.2/U45K/

絵巻の図像学 山本陽子著 勉誠出版 2012.5 和図書 9110521744 721.2/Y31E/

鳥獣戯画 東京国立博物館編集 朝日新聞社 2015.4 和図書 9110543554 T702.17/C53T/2015

絵巻物－アニメの源流 徳間書店編集 千葉市美術館 1999.8 和図書 9110375403 T721.2/E51C/1999

美術手帖 2007.11 美術出版社 和雑誌 9510276809 //



高畑勲監督の好きな人・作品

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

もっと知りたい雪舟 島尾新著 東京美術 2012.4 和図書 9110519808 721.3/SE88S/

若冲ワンダフルワールド 辻惟雄著 新潮社 2016.3 和図書 9110547393 721.4/I89J/

もっと知りたい円山応挙 樋口一貴著 東京美術 2013.3 和図書 9110527695 721.6/MA59H/

岩佐又兵衛 辻惟雄著 文藝春秋 2008.4 和図書 9110473450 721.8/I96T/

東山魁夷　橙の風景 東山魁夷著 求龍堂 2006.9 和図書 9110459755 721.9/H55H/

もっと知りたいエル・グレコ 大高保二郎著 東京美術 2012.1 和図書 9110523598 723F/E45O/

マティス ニコラス・ワトキンス著 西村書店 1997.1 和図書 9110237078 723F/MA721W/

モディリアーニ　モンパルナスの伝説 宮下規久朗著 小学館 2008.3 和図書 9110470879 723F/MO13M/

フェルメール巡礼 朽木ゆり子著 新潮社 2011.11 和図書 9110518542 723F/V62K/

ひとりたのしむ　熊谷守一画文集 熊谷守一著 求竜堂 1998.9 和図書 9110307637 723N/KU33H/

横尾忠則全Ｙ字路 横尾忠則著 岩波書店 2015.8 和図書 9110536907 723N/Y77Y/

個人的なハーモニー 土居伸彰著 フィルムアート社 2016.12 和図書 9110553096 778.77/N96D/

想像力の散歩 ジャック・プレヴェール著 新潮社 1977 和図書 9110039581 951/P92S/

フレデリック・バック展 フレデリック・バック［画］ 日本テレビ放送網 2011.7 和図書 9110499877 T778.77/B13T/2011

話の話 ノルシュテイン［画］ イデッフ c2010 和図書 9110490460 T778.77/N96K/2010

もっと知りたいアニメーション

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

日本映画は生きている　第６巻 黒沢清編集委員 岩波書店 2010.7 和図書 9110487061 778.21/N71I/6

アニメーションの本 アニメ６人の会編著 合同出版 2010.3 和図書 9110484524 778.77/A49G/

アニメーションの映画学 加藤幹郎編 臨川書店 2009.2 和図書 9110478859 778.77/A49R/

基礎からわかる手づくりアニメーション 有原誠治著 合同出版 2016.9 和図書 9110551430 778.77/A71K/

ミッキーはなぜ口笛を吹くのか 細馬宏通著 新潮社 2013.1 和図書 9110505188 778.77/H94M/

日本初のアニメーション作家北山清太郎 津堅信之著 臨川書店 2007.7 和図書 9110426576 778.77/KI74T/

アニメ・マシーン トーマス・ラマール著 名古屋大学出版会 2013.5 和図書 9110528745 778.77/L15A/

政岡憲三とその時代 萩原由加里著 青弓社 2015.3 和図書 9110533093 778.77/MA63H/

世界アニメーション映画史 伴野孝司共著 ぱるぷ（発売） 1986 和図書 9110297737 778.77/TO62S/

アニメーション学入門 津堅信之著 平凡社 2017.2 和図書 9110553980 778.77/TS37A/

日本アニメーション映画史 山口且訓著 有文社 1977 和図書 9110106880 778.77/Y24N/

アニメーションの世界へようこそ 山村浩二著 岩波書店 2006.6 和図書 9110491770 778.77/Y32A/

創作アニメーション入門 山村浩二著 六耀社 2017.5 和図書 9110559509 778.77/Y32S/

アニメーションの事典 横田正夫編集 朝倉書店 2012.7 和図書 9110522062 R778.77/A49A/

世界アニメーション歴史事典 スティーヴン・キャヴァリア著 ゆまに書房 2012.9 和図書 9110524890 R778.77/C27S/

アニメーション 東京都写真美術館編集 東京都文化振興会 c1995 和図書 9110264576 T778.77/A49T/1995



高畑勲監督とスタジオジブリ

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

黄金の国−ＺＩＰＡＮＧ−
トロンボーン・クァルテット・

ジパング演奏
オクタヴィア・レコード 2008 和録音 9310193587 C5*//ﾄ

久石譲音楽する日乗 久石譲著 小学館 2016.8 和図書 9110550209 760.4/H76H/

耳で考える 養老孟司［著］ 角川書店 2009.9 和図書 9110471310 761.14/Y84M/

アニメーションを展示する
徳間書店スタジオジブリ

事業本部
2002.9 和図書 9110427448 778.77/A49T/

年鑑代表シナリオ集　’９７ シナリオ作家協会編 映人社 1998.5 和図書 9110354682 912.7/N64E/1997

年鑑代表シナリオ集　’０１ シナリオ作家協会編 映人社 2002.4 和図書 9110354726 912.7/N64E/2001

ユリイカ　1997.8　宮崎駿の世界 青土社 和雑誌 9510138160 //

美術手帖　2005.3 美術出版社 和雑誌 9510201844 //

キネマ旬報 1997.9.2臨時増刊号 キネマ旬報社 和雑誌 9510151500 //

キネマ旬報 1995.7.16臨時増刊号 キネマ旬報社 和雑誌 9510118292 //

キネマ旬報 2013.9下旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510333718 //

キネマ旬報 2016.7上旬 キネマ旬報社 和雑誌 9510354333 //

高畑勲監督も受賞した毎日映画コンクール

書名 著者名 出版者 出版年 書誌種別 資料番号 請求記号

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集１ 手塚治虫〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001310 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集２ 久里洋二〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001329 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集３ 岡本忠成〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001338 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集４ 渡辺和彦〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001347 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集５ 川本喜八郎〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001356 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集６ 川本喜八郎〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001365 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集７ 手塚治虫〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001374 7R//

大藤信郎賞受賞短編アニメーション全集８ たむらしげる〔ほか〕監督 Ｉｍａｇｉｃａ 〔2000.4〕 和録画 9430001383 7R//


