
請求記号 タイトル 著　　　　者 出　版　社 発行年

134.94/ﾆ/ ミッキーマウスに学ぶ決断する勇気
 ニーチェ／[著]　ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン株式会社／監修

KADOKAWA 2019.5

135.5/ｱ ミッキーマウス幸せを呼ぶ言葉 アラン／[著] KADOKAWA 2014.5

141.6/ﾅ 寂しさの力 中森明夫／著 新潮社 2015.3

289.3/ﾃﾞｳ ウォルト・ディズニー ボブ・トマス／著 講談社 1995.12

689.5/ｽ ディズニー夢の王国をつくる マーティ・スクラー／著 河出書房新社 2014.8

689.5/ﾆ/ 世界のディズニーパーク絵地図 ケビン・ニアリ／文 うさぎ出版 2018.5

726.5/ｺ gift 　ミッキーマウス90周年記念イラスト集 講談社 2019.6  

778/G ディズニーの芸術 クリストファーニ 講談社 1977

778/ﾃﾞｳ Ｄｉｓｎｅｙ夢と魔法の１００年 ラッセル・シュローダー／著 世界文化社 2002.12

778.77/ｱ ディズニー・ミステリー・ツアー 有馬哲夫／著 講談社 2010.1

778.77/ｹﾞ
ディズニー黄金期の幻のアート作品集
(THEY DREW AS THEY PLEASED VOL.1)

ディディエ・ゲズ／著 CLASSIX MEDIA 2016.9

778.77/ｺ ミッキーマウスクロニクル90年史 ディズニーファン編集部／編 講談社 2018.11

778.77/ｻ ディズニーアニメの楽しみ方 斎藤嘉博／著 講談社 2008.12

778.77/ｼ ディズニーと動物 清水知子／著 筑摩書房 2021.2

778.77/ｼﾞ ディズニー映画の世界を旅する JTBパブリッシング 2018.9

778.77/ﾃﾞ ミッキーマウスヒストリー アンドレアス・デジャ／著 静山社 2020.6

778.77/ﾃﾞｳ 創造の狂気ウォルト・ディズニー ダイヤモンド社 2007.7

778.77/ﾔ ディズニーアニメーション大全集 柳生すみまろ／監修 講談社 2008.4

778.77/ﾜ アートで見るウォルト・ディズニーとミッキーマウス ジェシカ・ワード／文 講談社 2018.11

902/ｴﾑ 物語のある風景 MdN編集部／編 エムディエヌコーポレーション 2016.7

請求記号 タイトル 著　　　　者 出　版　社 発行年

R778.77/ﾆ/  アニメーション用語事典 日本動画協会人材育成委員会  ／監修・著 立東舎　 2019.2

366.2/ﾅ/111 アニメクリエータになるには 小出正志／著 ぺりかん社 2003.5

689.21/ｵ/ アニメ聖地巡礼の観光社会学 岡本健／著 法律文化社 2018.9

778/ｴ アートアニメーションの素晴しき世界 エスクァイアマガジンジャパン 2002.6

778.2/ｷ 
オールタイム・ベスト映画遺産 アニメーション篇
心に残る珠玉のアニメーション発表

キネマ旬報社 2010.11

778.77/ｲ アニメと声優のメディア史 石田美紀／著 青弓社 2020.12

778.77/ｵ すべての映画はアニメになる 押井守／著 徳間書店 2004.3

778.77/ｶ/ アニメーションの基礎知識大百科 神村幸子／著 グラフィック社 2020.3

778.77/ｺ アニメーション作画法 湖川友謙／著 復刊ドットコム 2019.9

778.77/ｺ アニメーション美術 小林七郎／著 復刊ドットコム 2019.5

778.77/ｽ アニメーション文化55のキーワード  (世界文化シリーズ 別巻3) 須川亜紀子／編著 ミネルヴァ書房 2019.4

 778.77/ﾄ
スタジオジブリ絵コンテ全集 第2期[1]
ルパン三世カリオストロの城

スタジオジブリ 2003.4

778.77/ﾀ 最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 谷口功／著 秀和システム 2020.12

778.77/ﾀ アニメーション、折りにふれて 高畑勲／著 岩波書店 2013.12

778.77/ﾄ 日本アニメ誕生 豊田有恒／著 勉誠出版 2020.8

778.77/ﾅ/ アニメ大国建国紀1963-1973 中川右介／著 イースト・プレス 2020.8

778.77/ﾆ アニメーターの仕事がわかる本 西位輝実／著 玄光社 2019.12

778.77/ﾊ アニメーションのつくりかた 橋本三郎／著 グラフィック社 2012.1

778.77/ﾌ アニメと戦争 藤津亮太／著 日本評論社 2021.2

778.77/ﾔ 創作アニメーション入門 山村浩二／著 六耀社 2017.5
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N/ﾖ/ 夜のとばりの物語 ミッシェル・オスロ／脚本,監督 フランス 2020.4

N/ｱ/ アズールとアスマール ミッシェル・オスロ／原作,脚本,監督 フランス 2008.3

N/ｲ/ イリュージョニスト
シルヴァン・ショメ／監督,脚色,キャラクター
デザイン,作曲

フランス 2011.12

N/ｵ/938 おばけのラーバン 1 インゲル・サンドベルイ／原作 スウェーデン 2008.10

N/ｶ/478 かもさんおとおり ミッシェル・オスロ／脚本,監督 アメリカ 2004.7

N/ｷ/2422 木を植えた男　フレデリック・バック作品集 フレデリック・バック／監督,脚本,原画 フランス 2011.1

N/ｺﾞ/ ゴッホ ドロタ・コビエラほか／監督,脚本 イギリス　ポーランド 2018.1

N/ﾃﾞ/ ディリリとパリの時間旅行 ミッシェル・オスロ／監督 フランス ベルギー ドイツ 2020.4

N/ﾃﾞ/753 ディズニーのミュージック・ファン アメリカ 2006.1

N/ﾄﾞ/  ドラゴンキングダム  魔法の森と水晶の秘密 マヌク・デポヤン／監督 ドイツ 2017.4

N/ﾋ/1732 ひつじのショーン リチャード・スターザック／監督 イギリス 2013.11

N/ﾌ/ ファンタジア アメリカ 2006.3

N/ﾕ/1637 雪の女王 レフ・アタマーノフ／監督 ロシア 2008.9

W/ﾏ/1264 マギヤ・ルスカ　ロシア・アニメの世界 ロシア 2010.1
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