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アニメ作品事典─解説・原作データ付き
定価（本体13,800円＋税）　ISBN978-4-8169-2268-8　　　　　　　　　　冊

好評既刊

●戦前から2010年4月までに日本国内で放送・公開・発売され
たアニメ作品6,400本（映画・テレビ・オリジナルビデオ）を
通覧できる初の事典です。各アニメの基本的な情報（タイトル、
放送・公開・発売日、監督、脚本、出演など）がわかります。
また、主要4,800作品には解説を掲載しました。

●原作を持つ作品3,500本は、原作の書誌情報（書名、著者名、
出版者、刊行年月、頁数、目次）を記載しているので、アニ
メガイドとしても役立ちます。

●「公開年順索引」「原作者名索引」付き。

日本で初めて劇場公開された「芋川椋三玄関番之巻」1917（T6）.1 から
最近放送開始されたテレビアニメ「けいおん！」2010（H22）.4 まで

戦前から現在まで、6,400作品を通覧できる初の事典

スティングレイ・日外アソシエーツ　共編
A5・1,030頁　定価（本体13,800円＋税）　ISBN978-4-8169-2268-8　2010年7月刊行

アニメ作品事典
─解説・原作データ付き

9784816922688

■収録作品例■
●日本初のアニメーション

� 「芋川椋三玄関番之巻」1917
●日本初のトーキーアニメーション

� 「力と女の世の中」1933
●日本初の長編アニメーション

� 「桃太郎の海鷲」1943
●日本初のカラー長編アニメーション

� 「白蛇伝」1958
●日本初の連続テレビアニメーション

� 「鉄腕アトム」1963
●第一次アニメブームの金字塔

� 「宇宙戦艦ヤマト」1974

■編者プロフィール　株式会社スティングレイ
1991年設立。代表取締役・岩本克也。ゲームをはじめ各
種ソフトウェアの企画・開発を行うが、1996年に
Windows用映画データベースソフト『シネマガイド96 全
洋画』を発売し、以後、映画情報の提供を基本とする映
像関連業務を拡大していく。1997年2月には『全洋画』を
インターネットにて公開。2001年11月には、日本映画・
アニメ・TVドラマ・DVD情報も加えた総合的な映像作
品DB『allcinema ONLINE』としてスタート。登録作品数
約74,000、登録人物数32万人（2010年5月現在）は映画デー
タベースとしては日本最大で、「Yahoo!」「MSN」をはじ
め数多くのウェブサイトに情報を提供している。
http://www.allcinema.net/

歴史に残る
アニメ作品が
勢ぞろい

◇原作を持つドラマ7,000本とその原作�古崎康成・日外アソシエーツ 共編

テレビドラマ原作事典�A5・1,000頁　定価（本体13,800円＋税）� ISBN978-4-8169-2230-5　2010.1刊

◇原作を持つ外国映画4,800本とその原作�スティングレイ・日外アソシエーツ 共編

外国映画原作事典（品切）�A5・890頁　定価（本体12,000円＋税）� ISBN978-4-8169-2127-8　2008.8刊

◇原作を持つ日本映画6,000本とその原作�スティングレイ・日外アソシエーツ 共編

日本映画原作事典� A5・850頁　定価（本体12,000円＋税）
� ISBN978-4-8169-2074-5　2007.11刊



原作者名索引

公開年順索引

1974（昭和49）年
1974.1.6� アルプスの少女ハイジ <TV>� ……47
1974.3.16� きかんしゃやえもん D51 の大冒険 < 映

画 >�…………………………………178
1974.3.16� キューティーハニー < 映画 >� ……206
1974.3.16� マジンガー Z 対ドクターヘル < 映画 >
� �………………………………………766
1974.3.16� ミラクル少女リミットちゃん < 映画 >
� �………………………………………801
1974.3.21� アルプスの少女ハイジ < 映画 >�……47
1974.3.21� 侍ジャイアンツ殺生河原の決闘<映画>
� � ……………………………………310

1974.3.21� 新造人間キャシャーン < 映画 >�……371
1974.4.1� 柔道讃歌 <TV>� ……………………345
1974.4.1� 星の子ポロン <TV>� ………………742
1974.4.1� 魔女っ子メグちゃん <TV>�…………764
1974.4.2� ダメおやじ <TV>� ………………464
1974.4.3� 小さなバイキングビッケ <TV>�……468
1974.4.4� ゲッターロボ <TV>� ………………255
1974.4.5� ガンとゴン <TV>� ………………174
1974.4.5� 昆虫物語新みなしごハッチ <TV>�…289
1974.4.5� となりのたまげ太くん <TV>� ……540
1974.4.5� 星の子チョビン <TV>�………………741
1974.6� ペイネ愛の世界旅行 < 映画 >� ……721

【あ】
芥川龍之介
　→青い文学シリーズ蜘蛛の糸（蜘蛛の糸）
　→青い文学シリーズ地獄変
　　（地獄変）
浅田弘幸
　→ I’ll/CKBC（I’ll）
　　アミーチス , エドモンド・デ
　→愛の学校クオレ物語（ク
　　オーレ）

【い】
池田多恵子
　→愛と勇気のピッグガールと

【か】
桂正和
　→ I”s（アイズ）Pure（I”s）
　　かわぐちかいじ
→愛物語 9 LOVE STORIES（愛　　物語）

【く】
楠みちはる
　→あいつとララバイ水曜日の　　シンデレラ（あ
いつとララ　　バイ）

【さ】
坂口安吾
→青い文学シリーズ桜の森の満開の下（桜の森の満
開の下）

アルプスの少女ハイジ
原作：ヨハンナ・スピリ「アルプスの少女
ハイジ」

〈TV〉放送 :1974.1.6 ～ 1974.12.29　製作年 :1974
　（日）　フジテレビ　演出 : 高畑勲　脚本 :
吉田義昭 , 佐々木守 , 大川久男　キャラ : 小
田部羊一　作画監督 : 小田部羊一　美術監督 :
井岡雅宏　構成 : 松木功　音楽 : 渡辺岳夫　
声の出演 : 杉山佳寿子（ハイジ）, 小原乃梨
子（ペーター）

【解説】高畑勲・小田部羊一ら、本邦アニメ界の
巨匠が集結した名作アニメ。日常描写を丁寧に綴
る作法の確立は、後のアニメ界に多大な影響を与
える。両親のいない少女ハイジは親戚をたらい回
しされた末、アルプスで牧畜を営む偏屈な祖父に
預けられる。やがて祖父と絆を深め合うハイジだが、
彼女は財産家の娘クララの遊び相手としてフラン
クフルトに連れていかれた。年上で足の悪いクラ
ラとハイジは、次第に強い友情を結んでいくが…。
◇「アルプスの少女ハイジ」ヨハンナ・シュピリ著 ,

関泰祐 , 阿部賀隆訳　角川書店　2006.7　349p　
15cm（角川文庫）〈原書名 : Ｈｅｉｄｉ〉476 円
4-04-207002-7

白蛇伝
〈映画〉公開 :1958.10.22　製作年 :1958　演出 :
藪下泰司　脚本 : 藪下泰司　美術 : 岡部一彦 ,
橋本潔　音楽 : 木下忠司 , 池田正義 , 鏑木創
　声の出演 : 森繁久彌 , 宮城まり子

【解説】東映動画スタジオが製作した、天然色・
長編漫画映画の第 1 作目。中国の民話『白蛇伝』
を題材とする恋物語。声の出演に森繁久彌、宮城
まり子。森繁久彌は主人公の許仙の他、法海・龍
王の一人三役を演じている。中国・宋の時代、西

湖のほとりに住む許仙の元に美しい娘・白娘が現
れる。一目で恋に落ちる許仙。しかし、白娘の正
体は許仙が昔かわいがっていた蛇、白蛇の精だっ
たのだ。高僧・法海は法力で彼女の正体を知り、
許仙を妖怪から救おうと白蛇と法術で対決する。
白娘は敗れ許仙の元を去るが、逃げ去る彼女を追
いかけて許仙は崖から落ちて死んでしまう。白娘
は愛する許仙を生き返らせるために龍王星の龍王
のもとへ飛び、人間になることを条件に命の花を
もらってくる。しかし、命の花を届けようとする
彼女を、またも法界は追い返してしまう。人間と
なり術の使えぬ白娘は為すすべがない。白娘に仕
える青魚の精・少青は大ナマズに頼み、許仙と白
娘を引き合わせようとするのだが…。

ハクション大魔王　The Genie Family
〈TV〉放送 :1969.10.5 ～ 1970.9.27　製作年 :1969

～ 1970　（日）　フジテレビ　原作 : 吉田竜
夫　演出 : 笹川ひろし , 原征太郎 , 西牧秀夫 ,
案納正美　脚本 : 陳野修 , 山崎晴哉 , 伊東恒久 ,
滝三郎 , 平谷寿敏　美術監督 : 中村光毅　音
楽 : 市川昭介　声の出演 : 大平透（大魔王）,
貴家堂子（アクビ）

【解説】初期タツノコプロのギャグコメディアニ
メの代表作。主人公の魔王を演ずる声優・大平透も、
見事なハマリ役である。魔法の壺の中で平穏に暮
らすハクション大魔王の一家。魔王とは名ばかり
で少しも恐くない姿の大魔王は、魔法の法則により、
クシャミをした人間界の少年カンちゃんに召喚さ
れる。カンちゃんのみならず、クシャミをしたら
どんな人でも動物にでも仕えねばならぬ決まりの
大魔王。やがて可愛いアクビ娘も、壺の中から現
れる。

もののけ姫　PRINCESS MONONOKE
原作：宮崎駿「もののけ姫」

〈映画〉公開：1997.7.12　製作年：1997　監
督 : 宮崎駿　脚本：宮崎駿　作画監督：安
藤雅司 , 高坂希太郎 , 近藤喜文　美術監督：
山本二三　音楽：久石譲　声の出演：松田
洋治（アシタカ）, 石田ゆり子（サン / カヤ）

【解説】自然と人間の関係をテーマとし続けてき
た宮崎駿の集大成的作品で、それまでの日本映画
の歴代興行記録を塗り替える大ヒットとなった。
山里に住む若者アシタカは、怒りと憎しみにより

“タタリ神”と化した猪神から呪いをかけられて
しまう。呪いを解く術を求めて旅に出るアシタカ
はやがて、西方の地で“タタラ”の村にたどり着く。
エボシ御前が率いるその村では、鉄を造り続けて
いたが、同時にそれは神々の住む森を破壊するこ
とでもあった。そして、そんなタタラ達に戦いを
挑むサンの存在をアシタカは知る。人の子であり
ながら山犬に育てられた彼女は“もののけ姫”と
呼ばれていた……。
◇「もののけ姫」宮崎駿著　スタジオジブリ , 徳

間書店〔発売〕1993.12　1 冊　31 × 31cm　
3000 円　4-19-860040-6

『アニメ作品事典─解説・原作データ付き』内容見本

あるふす

「公開年順索引」「原作者名索引」
により、公開年順に一覧でき、
原作漫画・小説も通覧できる。

タイトル
公開日、制作年、演出、脚本、
音楽、出演など

主要な作品には解説を記載

原作を持つアニメ作品には
原作の書誌情報と目次を記載


