
資料番号 タイトル 人名 出版者 保管場所

0112716402 赤毛のアン 東京：角川書店 書庫

0115299471 遊びのチカラ 小山　信幸／著 [東京]：日経BP企画 書庫

0117251421 アニメ&ゲームコスプレMAKE&STYLE 東京：主婦の友インフォス 生活科学  

0116633116 アニメ研究入門 小山　昌宏／編著 東京：現代書館 芸術      

0115728834 アニメ作家としての手塚治虫 津堅　信之／著 東京：NTT出版 書庫

0117765024 アニメ大国建国紀1963-1973 中川　右介／著 東京：イースト・プレス 芸術      

0117355750 アニメと鉄道 「旅と鉄道」編集部／編 東京：天夢人 芸術      

0117672808 アニメの仕事は面白すぎる 奥田　誠治／[著] 神戸：出版ワークス 芸術      

0116738873 アニメーション、折りにふれて 高畑　勲／著 東京：岩波書店 芸術      

0117027292 アニメーションの基礎知識大百科 神村　幸子／著 東京：グラフィック社 芸術      

0117561654 アニメーション文化55のキーワード 須川　亜紀子／編著 京都：ミネルヴァ書房 芸術      

0117492793 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 [東京]：立東舎 芸術      

0117565879 eスポーツ地方創生 筧　誠一郎／著 東京：白夜書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117594234 eスポーツのすべてがわかる本 黒川　文雄／著 東京：日本実業出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117627620 eスポーツの法律問題Q&A eスポーツ問題研究会／編 東京：民事法研究会 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117369363 いつかすべてが君の力になる 梶　裕貴／著 東京：河出書房新社 青少年図書

0117611640 岩田さん 岩田　聡／[述] 東京：ほぼ日 工学      

0116667916 有頂天家族公式読本 森見　登美彦／著 東京：幻冬舎 文学      

0113547798 エヴァンゲリオン研究序説 兜木　励悟／著 東京：ベストセラーズ 書庫

0113587190 エヴァンゲリオン研究序説　2 兜木　励悟／著 東京：ベストセラーズ 書庫

0114399033 Xbox story 東京：NTT出版 書庫

0117305169 エンターテインメントという薬 松山　洋／著 東京：Gzブレイン 工学      

0117325811 大人の教養として知りたいすごすぎる日本のアニメ 岡田　斗司夫／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0116496993 「おもしろい」アニメと「つまらない」アニメの見分け方 沼田　やすひろ／著 東京：キネマ旬報社 芸術      

0117347294 オリジナルビデオアニメ80's MOBSPROOF編集部／編 神戸：出版ワークス 芸術      

0114313968 カミさんはドラえもん 砂川　啓介／著 東京：双葉社 書庫

特集名：長野１月一般テーマ「日本のサブカルチャー　～アニメ・ゲーム～」
特集期間：2020/12/23～2021/1/27



0117135954 基礎からわかる手づくりアニメーション 有原　誠治／著 東京：合同出版 芸術      

0117710772 『機動戦士ガンダム』の演説に学ぶ人心掌握術 石井　誠／文 東京：集英社 芸術      

0117636092 Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害 樋口　進／著 東京：少年写真新聞社 教育      

0117279786 90分でわかるアニメ・声優業界 落合　真司／著 東京：青弓社 芸術      

0116678327 携帯型ゲーム機コンプリートガイド レトロゲーム愛好会／編 東京：主婦の友インフォス情報社 工学      

0116836313 ゲーム音楽史 岩崎　祐之助／著 東京：リットーミュージック ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117736025 ゲーム業界で働く 小杉　眞紀／著 東京：ぺりかん社 青少年図書

0116123209 ゲーム業界の歩き方 石島　照代／著 東京：ダイヤモンド社 工学      

0117080341 ゲームクリエイターの仕事 蛭田　健司／著 [東京]：翔泳社 工学      

0115777633 ゲーム産業で何が起こったか? 浜村　弘一／著 東京：アスキー 書庫

0117046607 ゲームシナリオのための戦国事典 森瀬　繚／編著 東京：SBクリエイティブ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117020222 ゲームシナリオのための戦闘・戦略事典 山北　篤／著 東京：SBクリエイティブ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116236449 ゲームシナリオのためのファンタジー事典 山北　篤／著 東京：ソフトバンククリエイティブ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115553190 ゲームシナリオライターの仕事 前田　圭士／著 東京：ソフトバンククリエイティブ ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115971624 ゲームの教科書 馬場　保仁／著 東京：筑摩書房 書庫

0116210022 ゲームの父・横井軍平伝 牧野　武文／著 東京：角川書店 工学      

0117592709 ゲームプランナー入門 吉冨　賢介／著 東京：技術評論社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116099276 ゲームホニャララ ブルボン小林／著 東京：エンターブレイン ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117785535 ゲームメカニクス大全 Geoffrey Engelstein／著 [東京]：翔泳社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117296285 ゲームライフ マイケル・W.クルーン／[著] 東京：みすず書房 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116728817 ゲームはこうしてできている 岸本　好弘／著 東京：ソフトバンククリエイティブ 工学      

0117584193 ゲームは人生の役に立つ。 小幡　和輝／著 東京：エッセンシャル出版社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115763450 ゲームニクスとは何か サイトウ　アキヒロ／著 東京：幻冬舎 書庫

0115575102 ゲーム屋人生 名越　稔洋／著 東京：マイクロマガジン社 書庫

0116638883 結局、日本のアニメ、マンガは儲かっているのか? 板越　ジョージ／[著] 東京：ディスカヴァー・トゥエンティワン 芸術      

0113437461 声に恋して 小原　乃梨子／著 東京：双葉社 書庫

0117612788 このレトロゲームを遊べ! 東京：インプレス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115958746 コマ撮りアニメーションの秘密 オリビエ・コット／著 東京：グラフィック社 芸術      

0113632558 これであなたも声優! よこざわ　けい子／著 東京：コスミックインターナショナル 書庫

0117100909 最初のRPGを作った男ゲイリー・ガイギャックス マイケル・ウィットワー／著 東京：ボーンデジタル ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0116402470 サザエでございま〜す! 東京：扶桑社 芸術      

0117616920 サザエさんヒストリーブック 東京：扶桑社 芸術      



0116092586 しずかちゃんになる方法 野村　道子／著 東京：リブレ出版 芸術      

0117251934 新海誠Walker 新海　誠／著 東京：KADOKAWA 芸術      

0112433248 新世紀エヴァンゲリオンの謎 特務機関調査プロジェクトチーム／著 東京：ロングセラーズ 書庫

0113598155 新世紀エヴァンゲリオンの謎　2 武内　左近／著 東京：ロングセラーズ 書庫

0117696609 スーパーファミコンコンプリートガイド レトロゲーム愛好会／編 東京：主婦の友インフォス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117429803 図解平成オタク30年史 平成オタク研究会／編 東京：新紀元社 社会科学  

0115773319 すごい!アニメの音づくりの現場 ハイパーボイス／監修 東京：雷鳥社 書庫

0112428610 スタジオジブリ作品関連資料集　1 小金井：スタジオジブリ 書庫

0117357046 声優 森川　智之／著 東京：岩波書店 芸術      

0117086629 声優のマネージャーになる! 東京：一迅社 芸術      

0113264469 声優ハートフルトーク21 神谷　明／[著] 東京：青磁ビブロス 書庫

0114778657 声優魂 大塚　明夫／著 東京：星海社 芸術      

0117483362 声優道 声優グランプリ編集部／編 東京：主婦の友インフォス 芸術      

0117219741 セガvs.任天堂　上 ブレイク・J.ハリス／著 東京：早川書房 工学      

0117219758 セガvs.任天堂　下 ブレイク・J.ハリス／著 東京：早川書房 工学      

0112867668 セガ★ゲームの王国 大下　英治／著 東京：講談社 書庫

0116071135 世界名作劇場シリーズメモリアルブック　アメリカ&ワールド編 ちば　かおり／著 東京：新紀元社 芸術      

0116199092 世界名作劇場シリーズメモリアルブック　ヨーロッパ編 ちば　かおり／著 東京：新紀元社 芸術      

0114311517 千と千尋の神隠し 東京：徳間書店 書庫

0117243386 1983年のロボットアニメ 東京：双葉社 芸術      

0116571779 ソーシャルゲームだけがなぜ儲かるのか 中山　淳雄／著 東京：PHP研究所 工学      

0113813539 ソニーの革命児たち 麻倉　怜士／著 東京：IDGコミュニケーションズ 書庫

0117284919 大ヒットアニメで語る心理学 横田　正夫／著 東京：新曜社 芸術      

0111393856 中国のアニメーション 小野　耕世／著 東京：平凡社 書庫

0112363627 ディズニーアニメーション大全集 東京：講談社 書庫

0114362213 ディズニーアニメーション大全集 ディズニーファン編集部／編 東京：講談社 芸術      

0113594154 手塚治虫劇場 手塚プロダクション／編集 東京：手塚プロダクション 書庫

0117302026 テトリス・エフェクト ダン・アッカーマン／著 東京：白揚社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0113083174 電視遊戯時代 テレビゲーム・ミュージアム・プロジェクト／編 東京：ビレッジセンター出版局 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117770644 伝説のアーケードゲームを支えた技術 松浦　健一郎／著 東京：技術評論社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117257469 ど田舎うまれ、ポケモンGOをつくる 野村　達雄／著 東京：小学館集英社プロダクション 工学      

0117220483 東大卒プロゲーマー ときど／著 東京：PHP研究所 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽



0117390880 トトロの生まれたところ 宮崎　駿／監修 東京：岩波書店 芸術      

0114761190 ドラことば 小学館ドラえもんルーム／編 東京：小学館 芸術      

0117370494 懐かしの電子ゲーム大博覧会 山崎　功／著 東京：主婦の友インフォス 工学      

0116958422 ニッポンのマンガ*アニメ*ゲームfrom 1989 メディア・アート国際化推進委員会／編 東京：国書刊行会 芸術      

0117758763 日本アニメ誕生 豊田　有恒／著 東京：勉誠出版 芸術      

0115072746 日本アニメーションの力 津堅　信之／著 東京：NTT出版 書庫

0117424184 日本懐かしアニソン大全 腹巻猫／著 東京：辰巳出版 芸術      

0115965329 任天堂Wiiのすごい発想 溝上　幸伸／著 東京：ぱる出版 書庫

0115751349 ニンテンドーDSが売れる理由 サイトウ　アキヒロ／著 東京：秀和システム 書庫

0116055203 ネトゲ廃人 芦崎　治／著 東京：リーダーズノート 書庫

0116592577 ネトゲ脳、緊急事態 森　昭雄／著 東京：主婦と生活社 医学      

0115208092 ハウルの動く城 東京：徳間書店 書庫

0114924558 人形(パペット)アニメーションの魅力 おかだ　えみこ／著 東京：河出書房新社 書庫

0117213553 光のお父さん マイディー／著 東京：講談社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117571877 PIXAR ローレンス・レビー／著 東京：文響社 芸術      

0116237082 ピクサー成功の魔法 ビル・カポダイ／著 東京：PHP研究所 芸術      

0115147936 ひとりから始めるアニメのつくり方 おかだ　えみこ／文 東京：洋泉社 書庫

0116552860 漂流するソニーのDNA 西田　宗千佳／著 東京：講談社 工学      

0117634329 ファミコンコンプリートガイドデラックス 山崎　功／著 東京：主婦の友インフォス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117756791 ファミコンドット絵の素晴らしき世界 レトロゲーム愛好会／編 東京：主婦の友インフォス ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117396994 ファミコンに育てられた男 フジタ／著 東京：双葉社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115019143 フランダースの犬その愛と涙 「フランダースの犬」を愛する会／編 東京：JTB 書庫

0117498899 プロのeスポーツプレーヤーになる! 岸　大河／監修 東京：河出書房新社 ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0117586974 プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道 藤津　亮太／インタビュー 東京：河出書房新社 芸術      

0115486003 ぼく、ドラえもんでした。 大山　のぶ代／著 東京：小学館 書庫

0117621284 ぼくらがアニメを見る理由 藤津　亮太／著 東京：フィルムアート社 芸術      

0114241615 ポケモン・ストーリー 畠山　けんじ／著 東京：日経BP社 書庫

0115717019 星山博之のアニメシナリオ教室 星山　博之／著 東京：雷鳥社 書庫

0116964305 細田守とスタジオ地図の仕事 日経エンタテインメント!／編 [東京]：日経BP社 芸術      

0116964297 細田守の世界 氷川　竜介／著 東京：祥伝社 芸術      

0117411041 細田守ミライをひらく創作のひみつ 松嶋　雅人／著 東京：美術出版社 芸術      

0114808918 マイクロソフトの蹉跌 ディーン・タカハシ／著 東京：ソフトバンクパブリッシング 書庫



0113763387 Mickey Mouse ラッセル・シュローダー／著 小金井：徳間書店　スタジオジブリ・カンパニー 芸術      

0117460709 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 東京：講談社 芸術      

0115204315 宮崎駿のアニメ世界が動いた 上島　春彦／著 東京：清流出版 書庫

0117621334 みんなが知りたかった最新eスポーツの教科書 岡安　学／著 東京：秀和システム ｽﾎﾟｰﾂ娯楽

0115035644 虫眼とアニ眼 養老　孟司／著 小金井：徳間書店スタジオジブリ事業本部 書庫

0116312844 名作アニメの風景50 東京：ピエ・ブックス 芸術      

0116566175 名作アニメ・マンガ明日を変える魔法の言葉 東京：パイインターナショナル 芸術      

0113018808 名作アニメもうひとつの物語 世界名作親子の会／著 東京：ワニブックス 書庫

0116835018 名作に学ぶアニメのつくり方 トムス・エンタテインメント／協力 東京：玄光社 芸術      

0115495491 名探偵コナン10yearsシネマガイド 青山　剛昌／著 東京：小学館 芸術      

0117156406 もう一つの「バルス」 木原　浩勝／著 東京：講談社 芸術      

0117637561 元社長が語る!セガ家庭用ゲーム機開発秘史 佐藤　秀樹／著 東京：アンビット 工学      

0113804694 「もののけ姫」はこうして生まれた。 浦谷　年良／著 東京：徳間書店 書庫

0115575458 歴史をつくったアニメ・キャラクターたち おかだ　えみこ／著 東京：キネマ旬報社 書庫

0117355198 若い読者のためのサブカルチャー論講義録 宇野　常寛／著 東京：朝日新聞出版 社会科学  


