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授業の目標（Course Objectives） 

様々なアニメ表現の魅力を捉える 

「歴史や社会」のコンテクストと、作品内在的批評の両者の重要性を学ぶ 

「ファンカルチャー」が表現の受容において惹き起こす「好悪」を各自の問題として捉える 

 

Grasp the appeal of various animated forms of expression. 

Learn about the importance of both historical/social context and immanent critique for creative pieces of work. 

Each student should consider personally the issue of comprehending the ‘likes and dislikes’ brought about by how creative 

expression is received by fan culture. 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は日本のポピュラーカルチャーにおいて大きな存在感をみせるアニメについて、「文化批評／評論」の観点から考察する

試みである。 

同時に、受講者は中間レポート執筆を通じて、アニメ表現についての批評的アプローチを学ぶことになるだろう。 

メディアミックスが一般化している現在、アニメは、マンガや実写のテレビドラマや映画などと多種多様な関係を取り結ぶ。だが、ミ

スマッチを起こしやすいことも広く知られており、「アニメ化」が必ずしも作品ファンに歓迎されるとは限らなくなっていることもある。

このことは現代文化における「視覚イメージ」の役割と、作品受容における「ファンカルチャー」の両義的な位置付けを示している

ように思われる。 

以上の現状認識を前提にしつつ、本講義は現在のアニメ表現が直面している諸問題について、例えば「『君の名は。』が活気付

けつつある青春アニメ映画」「日本アニメにおける 3DCG の位置付け」といった、アクチュアルかつ身近な題材を手がかりにしつ

つ、複数の観点を「同時に」意識しつつ考察していきたいと考えている。 

 

後半扱ういくつかの題材については、受講者のリクエストも参考にする予定である。 

よって、一部題材についてはシラバス変更の可能性があり、そのさいには事前告知する。 

この種の講義では、各自の関心にとって「好きなカルチャーか否か」が焦点となりやすい状況があるが、本講義では「嫌い／苦手

なカルチャー」「無関心なカルチャー」との関係についても同時に目を向けるようにしたい。 

 

This lecture attempts to study Anime, which has a significant presence in Japanese popular culture, from a cultural 

criticism/critique point of view. 

Concurrently, through writing an interim report, students will learn about critical approaches to viewing animated forms of 

expression. 

At this present time of widespread mixed media use, Anime is linked in a wide variety of ways to Manga, and live-action 

television dramas or films. However, it is widely known that animating works often causes mismatches, thus turning existing 

works into Anime is no longer always welcomed by fans of the original pieces. It is thought that this reaction demonstrates the 

ambiguous role of visual image in modern culture and the uncertain nature of how creative works are received by fan culture. 

Setting recognition of the current situation outlined above as a precondition, this lecture looks at the various issues present-

day animated forms of expression are facing. The intention for example is while considering Anime critically using existing 

familiar material, to be simultaneously aware of multiple perspectives, such as the teen Anime movie scene recently energized 

by the film “Your Name.” and the placement of 3D computer graphics in Japanese Anime. 

 

The plan is to consider student requests when deciding on several works to cover in the second half of this lecture series. 

Accordingly, there may be changes to some of the materials listed in the syllabus, but advanced notice will be provided. 

In this kind of lecture, it is easy for a situation to occur where individual interests, regarding whether a culture is one you like or 

not, become the focus. However, in this lecture we will also look at our relationship to cultures we dislike, find hard to 

understand, or are not interested in. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（１） 



イントロダクション：日本におけるアニメーションと「アニメ」 

2. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（２） 

アニメにおける「一般向け」と「マニア向け」 

※中間レポートその 1：プリントを参考に、ディズニー・ピクサー・ジブリ（およびポストジブリ）「以外」のアニメを選び、考察せ

よ（可能な限り「深夜アニメ」あるいは「過去のアニメ」） 

3. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（１） 

チェイスカートゥーンと動物寓話 

4. 古典カートゥーン・アニメーションと日本の戦前アニメーション（２） 

アニメーションとプロパガンダ 

5. 東映動画からスタジオジブリへ 

6. 宮崎駿『On Your Mark』とアニメの系列的読解 

7. 『耳をすませば』から『君の名は。』へ：「青春ラブコメ」という題材 

※中間レポート：スタジオジブリ・細田守・新海誠・片渕須直・ディズニー・ピクサーなど「以外」の、 

日本の「アニメ」作品についてのレポート 

8. ファンカルチャーの役割：二次創作と参加／体験型コンテンツの現在 

9. 『魔法少女まどか☆マギカ』と TVアニメの構成要素 

10. オープニングとエンディング映像からアニメ史を考える 

11. アニメをめぐる「欲望」とジェンダー 

12. 『ヤマト』『ガンダム』『エヴァ』とミリタリーイマジネーションからの逸脱 

13. アイドルアニメと 3DCG：ターゲット層の越境可能性をさぐる 

14. 現代アニメの展望 

講義のまとめ 

※最終レポート「各自が好きなアニメについて、これまでの講義をふまえつつ分析せよ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中間レポートと学期末レポート、計 2 回のレポート提出が課せられているので、各自の関心に応じて、積極的にアニメ作品と、そ

れを取り巻く状況について考えるようにすること 

配布プリントで紹介する文献、および講義で用いる作品については、全体を紹介することができないので、予習復習につとめるこ

と 

 

現代日本のアニメ文化について踏み込んだ言及を行うので、必ずしも多くの前提知識は要さないが、一定の関心をもつこと。とり

わけ「ディズニーとジブリアニメにのみ関心がある」者は、現代日本の深夜アニメに積極的に関心をもち、事前視聴に努めることで

その状態を脱することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/リアクションペーパーの内容(20%) 

最終レポート提出の条件として、二つの中間レポートを必ず両方とも提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石岡良治、2019、『現代アニメ「超」講義』、PLANETS/第二次惑星開発委員会 (ISBN:9784905325130) 

2. 石岡良治、2015、『「超」批評 視覚文化×マンガ』、青土社 (ISBN:9784791768417) 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、角川書店 (ISBN:9784040800196) 

2. 津堅信之、2017、『新版 アニメーション学入門』、平凡社新書 (ISBN:9784582858365) 

3. 細馬宏通、2013、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか: アニメーションの表現史』、新潮選書 (ISBN:9784106037351) 

4. 宇野常寛、2017、『母性のディストピア』、集英社 (ISBN:9784087711196) 

5. 土居伸彰、2017、『21 世紀のアニメーションがわかる本』、フィルムアート社 (ISBN:9784845916443) 

6. 高瀬康司、2019、『アニメ制作者たちの方法』、フィルムアート社 (ISBN:9784845918089) 

その他、講義中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


