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本町図書館では、『文化・芸術・芸能』に関する資料を、絵画や音楽、工芸、伝統芸能など

幅広い分野にわたって収集・展示をしてまいります。 

 

第 38 回目となる今回は、「日本映画のすすめ」と題して、「日本映画」をテーマにした展示

をお届けします。 

 

あなたは「映画」はお好きですか？ 

映画にはさまざまなジャンルがあります。時代劇、ＳＦ、ミ

ステリー、ホラー、コメディ、恋愛映画、任侠映画など･･･。

興味のあるジャンルの映画を見たり、好きな監督の作品を見た

り、と映画はさまざまな楽しみ方があります。 

日本映画の歴史はおよそ 120年。近年、テレビやインターネ

ットの普及で映画産業は厳しい状況ですが、映画は私たちにと

って身近なエンターテインメントです。 

今回の特集では、日本映画の歴史を振り返るとともに、映画の原作本やノベライズ本も紹

介します。 

秋の夜長に「映画」と「読書」、両方を楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

 

  

    

 

      

 

 

      

            ※  展示資料は貸出もできます。 

 

 

展示場所：本町図書館 ２階書架 

展示期間：平成 29 年 8 月 26 日(土) ～ 10 月 26 日(木) 

   第３８回 本町図書館 個性づくりテーマ展示 

日本映画のすすめ 

本町ほのぼのだより 第３８号 



日本映画・主な出来事 1977～2016年 

日本映画の歴史 
日本で映画が最初に上映されたのは、1890 年代です。最初「無声映画」で、当時は「活動写真」と呼ばれていました。

上映中にスクリーン横でセリフを語る「弁士」という人たちが活躍しました。また、女性の役は女優ではなく、「女方」と呼ば

れる男性の俳優が演じています。 

1912 年、日活（当時は日本活動写真株式会社、後に「日活」や「にっかつ」に社名変更）が設立されました。日活は

「映画製作」「配給」「興行」という、普通のメーカーに例えると、「製造」「卸」「販売」を一手に引き受けるスタイルを創りま

す。これ以降、映画会社は増えていきます。 

日本映画には黄金期が二度あります。一度目は昭和初期から第二次世界大戦直前まででした。1920年代後半、活

気のある立ち回りシーンが特徴的なチャンバラ映画や、小津安二郎の「大学は出たけれど」などの個性的な映画が競っ

て製作されます。また、音のある「トーキー映画」も製作されはじめます。この頃、製作費が膨張したため、大手映画会社

による量産体制が確立しました。 

二度目の黄金期は戦後から 1960年代初めまでです。前出の小津安二郎のほか、溝口

健二、成瀬巳喜男などの映画監督がそれぞれに個性的な題材や様式で秀作を発表しました。

1951年には、黒澤明の「羅生門」がベネチア国際映画祭でグランプリを受賞。以降、海外の映

画祭などで日本映画は高い評価を受けます。また、国内でも日本映画の製作本数は年間

500本を超え、活況を呈していました。

年 その年の主な出来事 『キネマ旬報』ベストテン・1位 日本アカデミー賞 

1977年 日本アカデミー賞が始まる（授賞式は翌年）。 幸福の黄色いハンカチ 幸福の黄色いハンカチ 

1978年 カンヌ映画祭で「愛の亡霊」が監督賞。 サード 事件 

1979年 「銀河鉄道９９９」が邦画興行収入１位。 復讐するは我にあり 復讐するは我にあり 

1980年 カンヌ映画祭で「影武者」が最高賞。 ツィゴイネルワイゼン ツィゴイネルワイゼン 

1981年 ”映画の日“に半額興行が実施され、大成功。 泥の河 駅 ＳＴＡＴＩＯＮ 

1982年 「機動戦士ガンダムⅢ」が公開。 蒲田行進曲 蒲田行進曲 

1983年 「南極物語」が大ヒット。 家族ゲーム 楢山節考 

1984年 「風の谷のナウシカ」が公開。 お葬式 お葬式 

1985年 第 1回東京国際映画祭が開催。 それから 花いちもんめ 

1986年 「子猫物語」が大ヒット。 海と毒薬 火宅の人 

1987年 ベルリン国際映画祭で「海と毒薬」が銀熊賞。 マルサの女 マルサの女 

1988年 にっかつがロマンポルノ路線に終止符。 となりのトトロ 敦煌 

1989年 「魔女の宅急便」が邦画興行収入 1位。 黒い雨 黒い雨 

1990年 「天と地と」が邦画興行収入 1位。 櫻の園 少年時代 

1991年 「ドラえもん」「ドラゴンボール Z」などアニメ映画人気。 息子 息子 

1992年 バブル崩壊により、映画界も不況。 シコふんじゃった。 シコふんじゃった。 

1993年 株式会社にっかつが事実上の倒産。 月はどっちに出ている 学校 

1994年 ミニシアターが続々と設立。 全身小説家 忠臣蔵外伝 四谷怪談 

1995年 戦後 50年にちなみ多くの戦争映画が公開。 午後の遺言状 午後の遺言状 

1996年 「寅さん」役の渥美清急逝により、シリーズに幕。 Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？ Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？ 



 

日本映画の歴史 
しかし、1960 年代後半から、テレビの急激な普及により、映画産業は斜陽の時代に入ります。苦境をしのごうと、ロマ

ンポルノややくざ映画などを大量製作しますが、かえって観客層を狭めてしまいました。もっとも、自由な製作現場のロマ

ンポルノに携わった中から、後年、根岸吉太郎や金子修介、相米慎二ら新しい才能が花開きます。また、この頃、山田

洋次の「男はつらいよ」シリーズが始まり、観客を何とかつなぎとめようとしました。 

1970年代後半、「宇宙戦艦ヤマト」が公開されると、爆発的ヒットとなり、アニメーション映画の地位の向上に貢献しま

した。また、1970 年代後半から 1980 年代にかけて、出版社の角川書店が映画製作を行い、日本映画を席巻します。

「角川映画」はそれまでの“映画は映画会社が作るもの”という常識を破り、書籍、映画、音楽を連携させたメディアミック

スを仕掛け、原作も映画もヒットさせました。 

1993年、日活は倒産し、ゲーム会社やテレビ局の傘下に入りました。 

2000年代に入ると、映画製作は映画会社単独ではなく、「製作委員会」という方式がとられます。 

近年の日本映画は、北野武監督作品を始め、いくつかの作品が国際的な賞をとったり、ジブリをはじめとしたアニメー

ション映画が好調など、明るい話題もあります。また、漫画の実写映画も増えています。2016 年は、アニメ「君の名は。」

や怪獣映画「シン・ゴジラ」が日本映画界を牽引しました。 

 参考文献：『キネマ旬報ベスト・テン８５回全史 1924→2011』 キネマ旬報社 ２０１２年 

『表紙でふりかえるキネマ旬報』 キネマ旬報社 ２０１４年 

年 その年の主な出来事 『キネマ旬報』ベストテン・1位 日本アカデミー賞 

1997年 ベネチア国際映画祭で「HANA-BI」がグランプリ。 うなぎ もののけ姫 

1998年 「踊る大捜査線」が記録的ヒット。 ＨＡＮＡ―ＢＩ 愛を乞うひと 

1999年 「鉄道員」が映画会社主導の作品として久々にヒット。 あ、春 鉄道員（ぽっぽや） 

2000年 「御法度」「雨あがる」など時代劇映画が多数公開。 顔 雨あがる 

2001年 「千と千尋の神隠し」が大ヒット。 ＧＯ 千と千尋の神隠し 

2002年 ベルリン国際映画祭で「千と千尋の神隠し」金熊賞受賞。 たそがれ清兵衛 たそがれ清兵衛 

2003年 ベネチア国際映画祭で北野武が監督賞を受賞。 美しい夏キリシマ 壬生義士伝 

2004年 カンヌ映画祭で柳楽優弥が最優秀男優賞受賞。 誰も知らない 半落ち 

2005年 韓国映画が１年間で６０本劇場公開。 パッチギ！ ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日 

2006年 過去の邦画名作のリメイクが流行。 フラガール フラガール 

2007年 河瀨直美監督、カンヌ映画祭でグランプリ受賞。 それでもボクはやってない 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 

2008年 「崖の上のポニョ」が邦画興行収入 1位。 おくりびと おくりびと 

2009年 「おくりびと」がアカデミー賞外国語映画賞受賞。 ディア・ドクター 沈まぬ太陽 

2010年 ベルリン国際映画祭で寺島しのぶが銀熊賞受賞。 悪人 告白 

2011年 「コクリコ坂から」が邦画興行収入 1位。 一枚のハガキ 八日目の蝉 

2012年 高倉健最後の主演作「あなたへ」公開。 かぞくのくに 桐島、部活やめるってよ 

2013年 宮崎駿監督作「風立ちぬ」公開。 ペコロスの母に会いに行く 舟を編む 

2014年 高倉健死去。 そこのみにて光輝く 永遠の０ 

2015年 松竹創業１２０周年。 恋人たち 海街 diary 

2016年 「君の名は。」などアニメ・特撮映画が邦画を牽引。 この世界の片隅に シン・ゴジラ 

※映画賞は公開年を基準にしています。 

授賞式は翌年に開催されます。 



 

 

  

 

 

 映画化された本はたくさんあります。小説だけではなく、絵本やエッセイ、実用書なども映像作品と

なりました。今回は、映画原作本のほか、映画をノベライズした本も紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画原作本(小説編) 

『羅生門  蜘蛛の糸  杜子春 

外十八篇（文春文庫）』 

芥川龍之介 著 文藝春秋 1997年 

  

黒澤明が監督した映画「羅生門」

は、1951 年ベネチア国際映画祭

でグランプリを獲得。 

 映画「羅生門」は芥川の「羅生

門」と「藪の中」を題材に、製作

された。 

『告白』  

湊かなえ 著 双葉社 2008年 

 

2009 年に本屋大賞を受賞。

2010 年には、中島哲也監督によ

り、映画化され、第 34 回アカデ

ミー賞最優秀作品賞に選ばれた。 

終業式のホームルーム、我が子

を校内で亡くした女性教師は、あ

ることを生徒たちに告げる…。 

 

『伊豆の踊子（新潮文庫）』 

川端康成 著 新潮社 2003年 

 

ノーベル賞文学賞を受賞した

著者の代表作。6 度の映画化のみ

ならず、ドラマ化もされた傑作。

ヒロインの踊子役には、美空ひば

りや山口百恵などのアイドルが

選ばれた。 

『関ヶ原（新潮文庫）』 全三巻 

司馬遼太郎 著 新潮社 2003年 

 

今年の夏に映画公開。 

秀吉没後、石田三成は天下取り

の野望を抱く徳川家康を倒すた

め、戦を起こす。しかし、日本を

真っ二つにした合戦は、数時間で

決着がつく…。 

『雨月物語 現代語訳付き（角川

ソフィア文庫）』 

上田秋成 著 角川学芸出版 2006年 

 

 1953 年公開の溝口健二による

映画は、ベネチア国際映画祭で高

い評価を受け、準グランプリを受

賞。「雨月物語」の二編「浅茅が

宿」「蛇性の婬」が原作。 

※ この作品は、中央図書館にビ

デオがあります。   

『セーラー服と機関銃（角川文

庫）』  

赤 川 次 郎  著  角 川 書 店 （ 現

KADOKAWA） 2006年 

 赤川次郎の同名小説を映画化。

1980 年代に日本映画界を席巻し

た角川映画と主演の薬師丸ひろ子

の代表作。 

星泉は父親を亡くしたばかりな

のに、ヤクザの跡目を継ぐ羽目に

なってしまった！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本映画興行収入ランキング ＢＥＳＴ１０（2017年 7月現在 ※上映中作品は除く） 

 

 タイトル 公開年 興行収入(億) 

１ 千と千尋の神隠し 2001 308 

２ ハウルの動く城 2004 196 

３ もののけ姫 1997 193 

４ 
踊る大捜査線 THE MOVIE 2 

レインボーブリッジを封鎖せよ！ 
2003 173.5 

５ 崖の上のポニョ 2008 155 

６ 風立ちぬ 2013 120.2 

７ 南極物語 1983 110 

８ 踊る大捜査線 1998 101 

９ 子猫物語 1986 98 

１０ 借りぐらしのアリエッティ 2010 92.5 

 御覧の通り、アニメ作品など家族で楽しめる作品が多いですね。ちなみに、昨年封切された「君の名

は。」は、現在公開中のため除外しましたが、すでに「ハウルの動く城」の興行収入を上回っています。

映画原作本(小説以外)と映画ノベライズ本 

『ツレがうつになりまして。(幻冬

舎文庫)』 

細川貂々 著 幻冬舎 2009年 

 

イラストレーターの妻とエリー

トサラリーマンの夫。うつ病を患

った夫の闘病記をユーモアに描く

コミックエッセイ。2011年に映画

化された。 

『体脂肪計タニタの社員食堂』 

タニタ 著 大和書房 2010年 

 

健康機器メーカー・タニタの社

員食堂のレシピを書籍化。驚異の

売上を誇り、続編も出版された。 

社会現象となり、ついには 2013

年に映画化された。 

 

『武士の家計簿（新潮新書）』 

磯田道史 著 新潮社 2003年 

 

新潮新書で発刊された本書を

2010年に森田芳光監督が映画化。

加賀藩の下級武士の家に残された

書簡などに記載された出費などを

読み解き、幕末の武士の暮らしを

丹念に描いている。 

『おくりびと（小学館文庫）』 

百瀬しのぶ 著 小学館 2008年 

 

米・アカデミー賞外国語映画賞

を受賞した同名映画のノベライ

ズ。青木新門著「納棺夫日記」に

影響されている。 

 



 

展示図書リスト 
 

 

映画について調べてみよう！ 
 

今回ご紹介した他にも日本映画に関する図書はたくさんあります。また、図書のほかに、雑誌記事、新聞などでも調

べられます。いろいろな情報源を使って、調べてみましょう。 

 

1.キーワードを使って調べよう   

 

次のキーワードを参考にして調べよう。 

 

日本映画 邦画 映画音楽 特撮 アカデミー賞 映画館 

映画監督 俳優 映画製作 脚本 映画産業 ノベライズ 

 

2.基本的な情報源を使って調べよう 

   

 辞書・事典類を使って、テーマについての基本的な事柄を押さえよう。 

 

書名 請求記号 所蔵館 

映画の賞事典 R778.0 ｴ 中央 

日本映画原作事典 R778.2 ﾆ 中央 

映画大全集 778.0 ｴ 本町・中央・江古田 

 

書名 著者 出版者 出版年 分類記号 

映画評論・入門！ モルモット吉田 著 洋泉社 2017 778.0 ﾓ 

映画の間取り ＷＯＷＯＷ「映画の間

取り」編集部 著 

扶桑社 2016 778.2 ｴ 

映画秘宝オールタイム・ベスト１０ 映画秘宝編集部 編 洋泉社 2017 778.2 ｴ 

映画の黄金時代 キネマ旬報 編 キネマ旬報社 2016 778.21 ｴ 

鬼才五社英雄の生涯 春日 太一 著 文藝春秋 2016 778.21 ｺﾞ 

東京映画地図 宮崎 祐治 著 キネマ旬報社 2016 778.21 ﾐ 

手作りアニメレシピＢＯＯＫ 大高 那由子 著 技術評論社 2011 778.7 ｵ 

特撮の匠 「特撮の匠」取材班 

編 

宝島社 2017 778.8 ﾄ 



 

3.図書を探そう 

 

図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいる。【テーマの棚】を実際に見て、図書を探そう。 

 

図書館のホームページやＯＰＡCを使って、図書を探そう。 

【中野区内に図書があるか】 

●中野区立図書館ホームページを使って調べよう。 

                        → http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

【東京都内に図書があるか】 

●東京都立図書館のホームページを使って調べよう。 

                       → http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

【国内に図書があるか】 

●国立国会図書館のホームページを使って調べよう。 

                        → http://www.ndl.go.jp/ 

4.雑誌・新聞記事を探そう 

 

●関連の雑誌を調べよう。 

雑誌名 出版者 所蔵館 

映画秘宝 洋泉社 本町 

キネマ旬報 キネマ旬報社 中央・野方・東中野 

ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 近代映画社 野方・江古田・上高田 

※他にも、「ＣＵＴ」や「ＳＷＩＴＣＨ」などの雑誌で、映画の特集が組まれることがあります。    

 

●中央図書館参考室の雑誌新聞記事索引データベースを使って調べよう。 

日経テレコン２１ 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文や企業情報

などが検索可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞のほか、知恵蔵・ＡＥＲAなどが検索可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬＵＳ 雑誌記事や論文情報検索が可能。 

ＷＨＯ ＰＬＵＳ 歴史上の人物から現在活躍中の人物について検索可能。 

官報情報検索サービス 1947年から当日までの官報が検索可能。 

Ｄ1－Ｌａｗ.com 判例などの法律情報が検索可能。 

 

5.インターネットを使って調べよう 

 

・ＫＩＮＥ ＮＯＴＥ（http://www.kinenote.com/） 

  

キネマ旬報社が運営する映画データベース。作品名・俳優名、役名などで、映画作品を検索することが可能です。 

 

分野 請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 

映画音楽 764.7 映画 778 映画史 778.2 

映画監督 778.3 日本映画・脚本 912.7 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.kinenote.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町図書館個性づくり展示｢日本映画のすすめ｣はお楽しみいただけましたでしょうか。こ

れからもみなさまの身近にある、お役に立つ図書館、新しい発見のある図書館を目指して、

スタッフ一同取り組んでまいります。 

 

 

 

☆おはなし会☆ 

毎週土曜日 11:00～11:30 

第４水曜日 15:30～16:00 

児童室にて開催中！ 

第４土曜日は乳幼児向けの 

 「おひざでだっこのおはなし会」 

 

『本町ほのぼのだより』 

第３９号は１０月２８日 

発行予定です。 

本町図書館からのお知らせ 

児童コーナー 

秋の子ども会 

平成２９年１０月７日(土) 

11:00～12:00 

 

 

 

 

☆個性づくり展示☆ 

下記の個性づくりの本は展示しています。 

 

   第三十四回・禅と水墨画    

   第三十五回・シルクロード 

   第三十六回・博物学 

   第三十七回・洋楽 

第一回～第三十三回の 

個性づくりの本は 

一般書架にあります。 

是非ご覧下さい！ 

☆９月・１０月の休館日のご案内☆ 

<９月> 

１１日（月） 

２９日（金）・館内整理日 

<１０月> 

１０日（火） 

２７日（金）・館内整理日   

 

 

 


