(3)映像資料（アニメーション、劇映画、ドキュメンタリー及び専門分野別映像資料）紹介
白山図書館地下 1 階のまなぴには、英語学習に活用できるアニメーションや劇映画、それ
にドキュメンタリーや専門分野別映像資料などが所蔵されています。
英語を聞き取れるようになるために、また覚えて使えるようになるために、繰り返し視聴し
たくなるような映像資料に、このコーナーで出会うことができるかもしれません。是非のぞ
いてみてください。
本学の全ての図書館の所蔵映像資料は、OPAC の詳細検索画面で「資料区分」を DVD もし
くは Blu-ray とし検索すれば総覧でき、他館からの取り寄せも可能です。また、音声言語が
英語なのか、日本語など他の言語なのか、あるいは英語や日本語の字幕の有無については、
OPAC や DVD と Blu-ray ケースの裏面などで確認することができます。
DVD と Blu-ray は、題名と請求番号から配架場所を探し当てるのが難しい場合があるかも
しれません。その際はカウンターで尋ねてください。
（１）アニメーション
アニメーションの DVD と Blu-ray は、「アニメーション」と表示されている書架に、邦題
（日本語の題名）のアイウエオ順に配架されています。
スタジオジブリやウォルト・ディズニー・スタジオによる、英語音声や英語字幕付きのアニ
メーションを多数所蔵しています。OPAC の詳細検索画面「書名･著者･出版社･番号など」
の欄に「スタジオジブリ」、または「ウォルト・ディズニー」ないし「Disney DVD」と入れ
検索すれば、それぞれ一覧できます。
スタジオジブリのシリーズでは、英語字幕は付いていても音声は日本語のみの DVD もあり
ますが、以下は、英語音声と英語字幕がある所蔵 DVD です。英語音声は概して聞き取り易
いのですが、英語字幕は、英語音声通りではない場合が多々あります。
『風の谷のナウシカ』
（ 宮崎駿原作・脚本・監督）、
『紅の豚』
（ 宮崎駿原作・脚本・監督）、
『ゲド戦記 : tales from Earthsea 』（ 宮崎吾朗監督 ; 宮崎吾朗, 丹羽圭子脚本 ; アーシュ
ラ・K.ル=グウィン原作）
、
『天空の城ラピュタ』
（宮崎駿原作・脚本・監督）、
『となりのトト
ロ』
（ 宮崎駿原作・脚本・監督 ）、
『平成狸合戦ぽんぽこ』
（ 高畑勲原作・脚本・監督）、
『魔
女の宅急便』
（角野栄子原作 ; 宮崎駿プロデュース・脚本・監督）、
『もののけ姫』
（ 宮崎駿
原作・脚本・監督）。これらの中で『ゲド戦記 : tales from Earthsea 』は原著の日本語訳を、
『魔女の宅急便』は日本語の原著と、アニメ絵本を所蔵しています。
『ルパン三世 : カリオ
ストロの城』
（宮崎駿脚本・監督 ; モンキー・パンチ原作）は、英語音声どおりの英語字幕
になっていますが、英語音声・字幕は、日本語音声・字幕と完全に対応しているわけではあ
りません。
ウォルト・ディズニーのアニメーションには、
「英語, 日本語音声 ; 日本語, 英語字幕付」
が多く、
『塔の上のラプンツェル』
（ネイサン・グレノ, バイロン・ハワード監督）、
『アナと

雪の女王』
（クリス・バック, ジェニファー・リー監督）、
『Pinocchio : special edition 』
（ベ
ン・シャープスティーン, ハミルトン・ラスク監督 ; カルロ・コロディ原作）、
『Cinderella
= シンデレラ』（ ウォルト・ディズニー製作総指揮 ; シャルル・ペロー原作）、
『ピーター
パン』
（ウォルト・ディズニー製作 ; ジェームズ・M・バリー原作）、
『ふしぎの国のアリス』
（ウォルト・ディズニー製作 ;ルイス・キャロル原作）、
『くまのプーさん』
（ウルフガング・
ライザーマン製作 ; ウルフガング・ライザーマン, ジョン・ラウンズベリー監督 ; A. A. ミ
ルン原作）などを所蔵しています。
特に原著が著名な場合は、英語の原著と、その日本語訳の他に、グレイディッド・リーダ
ー（CD 付もあり）、絵本、研究書など、関連した学習素材を多数所蔵しています。原著や
映画化作品の理解をさまざまの角度から深めるとともに、同様の趣旨の異なる英語表現を
読んだり聞いたりすることで復習しつつ新出の語彙を習得することもできますので、OPAC
で関連資料を検索してみてください。
たとえば、
『塔の上のラプンツェル』には、関連した学習素材として、
『ディズニーの英語』
シリーズの『塔の上のラプンツェル』
（石原真弓英文解説）が、
『アナと雪の女王』には、
『デ
ィズニーの英語』シリーズの『アナと雪の女王』
（石原真弓英文解説）のほかに、
『英語シナ
リオで楽しむアナと雪の女王』
（高橋基治英文解説監修）が、
『ふしぎの国のアリス』には、
『『ふしぎの国のアリス』を観るだけで英語の基本が身につく DVD ブック』（藤田英時著）
があります。
『ディズニーの英語』シリーズは、ディズニーのアニメを簡約化した学習書で、
語（句）や文法などの解説が充実しています。CD 付です。
他のアニメーションのシリーズとして、
『世界名作アニメ : The fantastic world』シリーズを
所蔵しています。『三人の騎士 = The three caballeros』（ノーマン・ファーガソン監督総指
揮）、
『シンデレラ = Cinderella』
（シャルル・ペロー原作）
、
『バンビ= Bambi』
（フェリック
ス・ザルテン原作）、『ピノキオ = Pinocchio』
（カルロ・コロディ原作）、『ふしぎの国のア
リス = Alice in wonderland』
（ルイス・キャロル原作）の五作品です。音声は英語と日本語
で、字幕は日本語のみです。
（２）劇映画
劇映画の DVD は、「外国映画」と表示されている書架に、邦題のアイウエオ順に配架され
ています。
「スクリーンプレイ・シリーズ」（株式会社フォーイン、スクリーンプレイ事業部）の「完
全セリフ集」では、約 200 本の名作映画について、全ての英語の台詞とト書きが文字化さ
れ、日本語訳が付けられ、語句・文法の解説、
「コラム」記事もあるので、映画を選ぶのに
も、また選んだ映画を正確に深く理解するのにも役立ちます。OPAC 詳細検索画面の「書
名」欄に「名作映画完全セリフ集」と入れ検索すると、シリーズ中の本学所蔵の図書を総覧
できます。また、
「スクリーンプレイ」のウェブサイトでは、
「スクリーンプレイ・シリーズ」
の全ての映画について、聞き取る上での難易度が示されていますので、映画を選ぶ際に参考

にすることができます。難易度が「初級」とされているものの中では、『サウンドオブミュ
ージック』
（ロバート・ワイズ製作・監督 ; アーネスト・リーマン脚色 ; リチャード・ロジ
ャース作曲 ; オスカー・ハマースタイン II 作詞）
、
『スター・ウォーズ（Star Wars）』
（ジョ
-ジ・ル-カス監督・脚本）、
『バック・トゥ・ザ・フューチャー（Back to the future）』
（ Steven
Spielberg presents ; a Robert Zemeckis film）などを所蔵しています。『プラダを着た悪魔』
（デイビッド・フランケル監督 ; アライン・B・マッケンナ脚本 ; ローレン・ワイズバーガ
ー原作）の「完全セリフ集」（『プラダを着た悪魔 = The devil wears Prada 』亀山太一 [ほ
か] 翻訳・解説 ; スクリーンプレイ事業部英文構成）は、同シリーズ中のベストセラーズ
の一つですが、関連学習素材の所蔵が多く、映画の DVD 以外に、簡約版（CD 付）、原著、
日本語訳、そしてこの映画を素材にした大学英語教科書を所蔵しています。このため、いく
つかの学習素材を組み合わせて、レベルを上げ下げしつつ学習を深めることも可能です。大
学英語教科書を所蔵しているものとしては、他に『Love actually』
（リチャード・カーティ
ス監督・脚本）があります。こちらは、DVD 以外に、簡約版（CD 付）、そして、スクリー
ンプレイの「完全セリフ集」のほかに、
『DHC 完全字幕シリーズ』
（字幕原稿付き完全翻訳
&原文等を掲載）の『ラブ・アクチュアリー』（字幕監修: 岡山徹）も所蔵しています。
『映画化された英米文学 24 : そのさわりを読む』（ 行方昭夫, 河島弘美編著）では、映画
化された英米文学の名作 24 作品について、作家と作品の概要を紹介し、
「さわり」の原文を
引用し注を付しています。また、「英文法ガイド」も巻末にあります。イギリスの作品中、
『ロミオとジュリエット』（by William Shakespeare ; producer, Cedric Messina ; directed by
Alvin Rakoff）、
『ガリバー旅行記』
（ デイヴ・フライシャー監督 ; ジョナサン・スウィフト
原作）
『Pride & prejudice（高慢と偏見、プライドと偏見）』
（サイモン・ラングトン監督 ; ジ
ェイン・オースティン原作、及び、ジョー・ライト監督 ; ティム・ビーヴァン, エリック・
フェルナー, ポール・ウェブスター製作 ; ジェーン・オースティン原作）、
『ジェーン・エア』
（キャリー・ジョージ・フクナガ監督 ; モイラ・バフィーニ脚本 ; アリソン・オーウェン,
ポール・トライビッツ製作

原著者: シャーロット・ブロンテ）、
『嵐が丘』
（サミュエル・ゴ

ールドウィン製作 ; ウイリアム・ワイラー監督 ; エミリー・ブロンテ原作、及び、ピータ
ー・コズミンスキー監督 ; アン・デヴリン脚色 ; エミリー・ブロンテ原作）、
『大いなる遺
産』
（ジュリアン・ジャロルド監督 ; チャールズ・ディケンズ原作）、
『テス』
（ロマン・ポラ
ンスキー監督・脚本 ; トマス・ハーディ原作 ; クロード・ベリ製作）、
『シャーロック・ホ
ームズの冒険（A scandal in Bohemia）』
（ポール・アネット監督 ; アレキサンダー・バロン
脚色 原作: サー・アーサー・コナン・ドイル）、『マイ・フェア・レディ（ピグマリオン）』
（ジャック・L・ワーナー製作 ; ジョージ・キューカー監督 ; バーナード・ショウ原作）に
ついては、DVD を所蔵しています。また、アメリカの作品中、
『若草物語』
（ジョージ・キ
ューカー監督 ; ルイザ・メイ・オルコット原作、及び、パディ・ラッセル監督 ; ルイザ・
メイ・オールコット原作）
『グレート・ギャツビー（The great Gatsby）
』
（based on the novel
by F. Scott Fitzgerald ; screenplay by Baz Luhrmann & Craig Pearce ; directed by Baz

Luhrmann）、
『風と共に去りぬ』
（デビッド・O・セルズニック製作 ; ビクター・フレミング
監督 ; マーガレット・ミッチェル原作）については、DVD を所蔵しています。
『映画とドラマで学ぶ』
（大石和欣編著）は、放送大学の教材で、巻末に解答・スクリプト
が付いていて便利です。OPAC で検索すると、画面の下の方に「日外アソシエーツ bookplus
より」として、取り上げられている映画の作品名が英語で記載されています。制作年代の少
し古い古典的名作映画を選ぶ際の参考になります。
『カサブランカ』
（マイケル・カーチス監
督）、
『風と共に去りぬ』
、
『高慢と偏見』については、DVD を所蔵しています。
『レベッカ』
（アルフレッド・ヒッチコック監督；ダフネ・デュ・モーリア原作）については、『レベッ
カ = Rebecca』
（ 名作映画で英会話編集室編）に、
『ローマの休日』
（ウィリアム・ワイラー
監督）については、
『ローマの休日 : 名作映画を英語で読む : 字幕対訳付』
（藤田英時編著）
に、DVD が付いています。
『フランケンシュタイン』については、ケネス・ブラナー監督に
よる 1994 年の作品を、『ハムレット』については、『The Shakespeare collection 』（シェイ
クスピア全集

全 37 巻、BBC 2007 年制作）の『Hamlet』を所蔵しています。

『映画化された英米文学 24 : そのさわりを読む』や『映画とドラマで学ぶ』で取り上げら
れている映画の多くは、著名な古典的文学作品を映画化したものですので、DVD のほかに、
関連のある資料として、原著や脚本、その日本語訳、グレイディッド・リーダー(CD 所蔵
の場合もあります)はもちろんのこと、原著に訳注や対訳をつけた書籍や、英語学習用書籍、
そして研究書など数多く所蔵しています。OPAC での検索の際には、映画の英語の題名だ
けではなく、日本語の題名でも検索すると、関連資料をもれが少なく探すことができます。
映画から入って、グレイディッド・リーダーで映画のあらすじを確認したり、注釈書の訳注
や日本語訳を利用しながら、英語の原著を読んだり、あるいは、本学が契約している電子ジ
ャーナルなども活用し雑誌論文、研究書へと学習を発展させることもできます。ほんの一例
ですが、OPAC で検索すると、原著に訳注や対訳をつけた、自学自習に便利な本として、
『フランケンシュタイン』については、「直読直解アトム英文双書」シリーズ中の『フラン
ケンシュタイン物語』（シェリー[原著] ; 池田勝彦註解）を、
『第三の男』については、「英
和対訳英語文庫」シリーズ中の『第三の男』
（ グレアム・グリーン原作・脚本 ; 小林庸浩訳
注）を所蔵していることがわかります。また、
『ジェーン・エア』、『大いなる遺産』、『フラ
ンケンシュタイン』については、映画と関連した映像資料として、『イギリス文学名作秘話
= The secret life of books

』（原版制作: BBC）というシリーズ物の DVD を所蔵している

こともわかります。
『スクリーンプレイ・シリーズ』と同様に、映画の原著ではなく、一本の映画そのものを素
材に、台詞の英語について解説し、使えるようになるよう工夫した英語学習用書籍として、
『カサブランカ』については、
『めざせ!600 名作映画で TOEIC カサブランカ』
（Kay Nakago
[ほか] 著）を、『風と共に去りぬ』については、
『英語でひもとく『風と共に去りぬ』』（大
井龍著）を、
『レベッカ』については『レベッカ (名作映画であっという間に英会話)』（名
作映画で英会話編集室編

DVD 付き)を、『ローマの休日』については、『『ローマの休日』

を観るだけで英語の基本が身につく DVD ブック』（藤田英時著

DVD 付き）等々を所蔵

しています。類書に『映画「シャレード」で学ぶ英語パーフェクト・ワークブック』（角山
照彦, 山内圭著 ; Timothy F. Hawthorne 英文校閲/協力

DVD 付き）があります。

『映画で学ぶビジネス英語 = Business English in Movies』
（ 鶴岡公幸, Matthew Wilson, 早
川知子著）は、比較的近年の１７本の映画を取り上げ、「ストーリー」や「英語学習のポイ
ント」について記述し、TOEIC 形式の問題と解答を付しています。１７本の映画の中で、
『サンキュー・スモーキング』
（ジェイソン・ライトマン監督・脚本 ; デイビッド・サック
ス製作 ; クリストファー・バックリー原作）、
『アイ・アム・サム』
（ ジェシー・ネルソン監
督・製作・脚本）、
『スーパーサイズ・ミー』(モーガン・スパーロック監督・製作・被験者)、
『ダークナイト』（based upon batman characters created by Bob Kane ; story by Christopher
Nolan & David S. Goyer ; screenplay by Jonathan Nolan and Christopher Nolan ; directed by
Christopher Nolan）、
『プラダを着た悪魔』については、DVD と『スクリーンプレイ・シリ
ーズ』のセリフ集をともに所蔵しています。なお『スーパーサイズ・ミー』は、ドキュメン
タリー映画です。
『エリン・ブロコビッチ』
（スティーブン・ソダーバーグ監督 ; ダニー・デ
ビート [ほか] 製作）、
『 L.A.コンフィデンシャル』
（カーティス・ハンソン監督 ; ジェイム
ズ・エルロイ原作）については、DVD を所蔵しています。
『ワーキング・ガール』
（マイク・
ニコルズ監督）、『メイドインマンハッタン』（ウェイン・ワン監督）、
『スクール・オブ・ロ
ック』
（リチャード・リンクレイター監督）については、
『スクリーンプレイ・シリーズ』の
セリフ集を所蔵しています。
『先生が薦める英語学習のための特選映画 100 選』
（久米和代[ほか] 著）と『映画英語アカ
デミー賞』（秋好礼子 [ほか] 著）は、英語学習用として活用しやすい多数の映画について
簡潔に紹介しているので、映画を選ぶ際の参考になります。
映画英語アカデミー学会や映像メディア英語教育学会は、ウェブサイトで英語学習向け映
画や、映画を使用した近年の英語教育について情報を発信しています。
専攻分野など特定の関心に沿う映画を集めて紹介している書籍としては、以下のものがあ
ります。
英語学関係として、
『映画で学ぶ英語学 = English linguistics through movies 』
（倉田誠編）
は、
「音声学」
「語法と文法」
「形態論と音韻論」
「統語論」
「意味論と構文文法論」
「言語と文
化」の各章で、映画のセリフを引用しながら英語学の初歩を解説し、巻末では、項目別の参
考文献と英語学習向けの映画データベースを紹介しています。
また、
『世界の英語を映画で学ぶ』
（山口美知代編著 ; 浅井学 [ほか] 著）では、いくつかの
国・地域の英語の特徴を映画とともに紹介しています。イギリス英語の特徴が表れている映
画として『日の名残り』が、アメリカ英語は『クラッシュ』が、アイルランド英語は『ザ・
コミットメンツ』が、オーストラリア英語は『オーストラリア』が、南アフリカ英語は『第
9 地区』が、インド英語は『モンスーン・ウェディング』が、シンガポール英語は『フォー

エバー・フィーバー』が、それぞれ取り上げられています。この中で『日の名残り』
（監督：
ジェームズ・アイヴォリー

原作: カズオ・イシグロ）と『クラッシュ』
（ポール・ハギス監

督・原案 ; ポール・ハギス, ボビー・モレスコ脚本・製作）は、DVD を所蔵しています。
法学関係では、『シネマで法学』（野田進, 松井茂記編著）、『アメリカ法廷映画ガイド』（尾
崎哲夫著）が、経済学関係では、
『映画に学ぶ経営管理論』
（松山一紀著）、
『未来への経済論 :
映画で読み解く私たちの行方』
（小村智宏著）、
『ローマの休日とユーロの謎 : シネマ経済学
入門』
（宿輪純一著）が、歴史関係では、
『DVD 映画で楽しむ世界史』
（大串夏身著）、
『新・
映画でまなぶ世界史』（家長知史著）などがあり、特定の分野や題材に関連した映画を選ぶ
際に参考になります。
映画を使用した英語学習の方法論に関する図書も多数所蔵しています。OPAC 詳細検索画
面の「書名」欄に「映画

英語」と入れ検索してください。たとえば、『スクリーンプレイ

で学ぶ映画英語シャドーイング : シャドーイング・マネジャーでらくらく音読練習』
（岡崎
弘信著）は、八本の映画について、場面を切り取り、シャドーイングのポイントを解説して
います。CD-ROM 付きです。『魔法の英語耳づくり : 映画のセリフもどんどんキャッチで
きる : 聞き取れない音をゼロにする集中耳トレ 120』
（リサ・ヴォート著）は、映画のセリ
フ中の基本単語が、必ずしも辞書の発音記号どおりに発音されているわけではなく、実際に
はどのように発音されているか、また後続の単語とつながってどのように発音が変化する
かを示し、映画の英語が聴き取れない理由の一つが明らかにされています。また、
『『ローマ
の休日』で学ぶ英会話』
（村川義郎）著と『あの名作映画『ローマの休日』に学ぶ』
（村川義
郎, 三田弘美著）は、
「映画 英語」では検索できませんが、前者は、最初に映画のリスニン
グの学習法について論じた後、映画中のセリフを抜き出し解説し、他のシチュエーションで
の応用例を示していますし、後者は、前編が注釈付きの英和対訳映画台本で、後編では抜粋
した映画中のセリフと応用会話文が学べます。
『博士の愛した数式』(小泉堯史監督・脚本 ; 小川洋子原作)は、日本の劇映画ですが、英語
字幕が付いています。私たちが日常使っている日本語を、どのように簡潔な英語に直せるの
かを知ることができます。また、原著の英訳も所蔵していますので、映画と組み合わせて学
習することもできます。
（３）ドキュメンタリー及び専門分野別映像資料
ドキュメンタリーは、フィクションの劇映画とは異なり、多くの記録映像を取り入れ、まと
まりをつけた映像作品で、現代の人間・社会・自然の実相や、歴史的真実について知ること
ができます。
このような広義のドキュメンタリーは、まなぴの「ドキュメンタリー・歴史」と表示された
書架以外にも散在しています。配架の仕方は、パッケージの題名（シリーズの場合はシリー

ズ名）が、日本語であればアイウエオ順に、英語であればアルファベット順に配架されてい
るのが原則ですが、探し当てるのが難しければカウンターで尋ねてください。
英語のドキュメンタリーは、一般的に劇映画と比べて発話量が多いという点と、ナレーショ
ンやインタビュー形式での会話が多く、なまりやスラングの少ない標準的な英語で明瞭に
話されていることが多いため英語が比較的聞き取り易いという点が、英語のリスニング学
習力の利点です。ヒトラーやナチスを題材としたドキュメンタリーは多数所蔵しています
が、たとえば、
『ヒトラーと 4 人の女たち』
（パトリック・ジェウディ監督

英語音声、日本

語字幕）など、ナレーターの発音が明瞭なので、発話の速さと語彙の難しさという壁があっ
ても、聴き取る意欲が掻き立てられるかもしれません。
学習者にドキュメンタリーの題材について予備知識があれば、さらに聞き取り易くなるで
しょう。
また、ドキュメンタリーは、扱う対象を限定したうえで主張と検証が行われる場合や同一の
題目について複数の出演者が意見を述べる場合、あるいは同一の題目についてシリーズに
なっている場合が多く、類縁性のある語彙群や類似の命題が繰り返し使われることになる
ので、英語が記憶に残りやすいという利点もあります。たとえば、『遺伝子組み換えルーレ
ット : 私たちの生命のギャンブル』
（ ジェフリー・M・スミス原作 ; Institute for Responsible
Technology (IRT)制作

英語音声、日本語字幕）は、遺伝子組み換え食品の人体への影響を

テーマに、
『ザ・コーポレーション』
（ マーク・アクバー, ジェニファー・アボット監督 ; ジ
ョエル・ベイカン原作 英語音声、日本語字幕）は、大企業の利益至上主義をテーマに、さ
まざまの出演者が、さまざまの主張を展開しているので、類縁性のある語彙群が異なる文脈
で繰り返し出てきます。
本学図書館では、様々な題材のドキュメンタリーを多数所蔵していますので、DVD ケース
の題目と簡単な紹介文などから、知的関心に合致するドキュメンタリーを探し出すのが比
較的容易です。ドキュメンタリーの DVD は、概して高価で、公共図書館での所蔵も少ない
ので、是非本学図書館を活用してください。
英語学習用にドキュメンタリーを利用するといっても、題材や内容に関心があれば、完全に
「英語音声」であることにこだわることもないと思われます。たとえば、『ピョンヤンダイ
アリー : 1994-1997』
（ スールン・ホアス製作・監督・脚本）は、OPAC や DVD ケースに、
「音声: 英語 (一部韓国語) 日本語字幕」と表示され、
『ベルリン・フィル最高のハーモニ
ーを求めて : コレクターズ・エディション』
（ トマス・グルベ監督）は、
「音声:独/英

字

幕：日」と表示されていますが、国籍の異なる者同士が国際共通語である英語で意思疎通を
図る場面が英語学習に利用できるほど十分にあります。
『出稼ぎの女たち : インドネシアか
らマカオにきた女性たちのドキュメンタリー』
（ セシリア・ホー監督）は、音声の言語は表
示されず、日本語字幕とあるのみですが、実際には英語が多く話されています。また、『イ
エローケーキ クリーンなエネルギーという嘘』（ ヨアヒム・チルナー監督

日本語字幕）

は、ナレーションは独語ですが、登場人物は英語を話している場合があります。このように

監督が英語圏以外の出身であって、作品中で英語を含めた２カ国語以上が話されている場
合、発話全体の中で英語が使われている割合が多い場合が相当ありますので、十分英語学習
用に利用することができます。また、ノンネイティブの英語の方が聞き取り易い場合も多々
あります。
反対に、『アッラーと私とスカーフと』（横間恭子監督）は、
「英語音声、日本語字幕」と表
示されていますが、実際は英語音声以外の言語も使用されています。また、
『La liste de Carla
（カルラのリスト）』（ [producteurs,] Jean-Louis Prochet & Gérard Ruey ; montage, David
Monti ; [scénario et réalisation,] Marcel Schüpbach

日本語字幕）は、「In English, French,

Croatian, Serbian and Italian」とありますが、実際は英語音声が少ないという場合もありま
す。その場合は、題材と内容に関心があれば、その貴重な英語音声のみ繰り返し聴いて理解
をする、という学習方法を採ることもできるかもしれません。
ただし、ドキュメンタリーは、英語字幕のないものが多く、また『スクリーンプレイ・シリ
ーズ』のような解説付きの「セリフ集」などはほとんど無いので、正確に英語を聞き取れて
いるかどうかを確認するのが困難ですし、学習を展開させるのに便利な、グレイディッド・
リーダーズや注釈書や原著とその日本語訳などの関連学習素材も、概して乏しいと言わざ
るを得ません。しかし、たとえば、
『An inconvenient truth : a global warning』
（ デイビス・
グッゲンハイム監督・製作総指揮 ; ローリー・デイヴィッド, ローレンス・ベンダー, スコ
ット・Z・バーンズ製作 英語・日本語音声、英語・日本語字幕）については、出演者によ
る類似の内容の『An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and
what we can do about it』
（ Al Gore 著）と、その日本語訳『不都合な真実 : 切迫する地球
温暖化、そして私たちにできること 』を所蔵していますし、『幸せの経済学 = The
economics of happiness』
（ ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ, スティーブン・ゴーリック, ジョ
ン・ページ監督

英語音声、日本語字幕）については、監督の著書『懐かしい未来 : ラダッ

クから学ぶ』
（ ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ著）と共著『いよいよローカルの時代 : ヘレナ
さんの「幸せの経済学」
』
（ ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ, 辻信一著）を所蔵していることか
らも伺えるように、ドキュメンタリーや専門分野別映像資料の場合は、出演者や監督の著書
を所蔵している場合があります。
もう一つの弱点となりうるのは、何度も視聴したくなるようなドキュメンタリーを探し出
すのに一苦労するだろうという点であり、学習者は興味を持てる題材と内容のものを、でき
るだけ多くの選択肢の中から慎重に選ぶ必要があると思われます。ドキュメンタリーのど
こに繰り返し視聴したくなるような面白さを見出すかは学習者それぞれでしょうが、たと
えば、『Enron : the smartest guys in the room （エンロン : 巨大企業はいかにして崩壊した
のか?）』
（アレックス・ギブニー監督・脚本・製作 ; べサニー・マクリーン, ピーター・エ
ルキンド原作）のように、記録映像とインタビューを、あたかも劇映画であるかのようにド
ラ マ 風 に 再 構 成 し た ド キ ュ メ ン タ リ ー も あ り ま す し 、『 ジ ャ マ イ カ 楽 園 の 真 実
(LIFE&DEBT)』
（ステファニー・ブラック製作・監督）のように、ボブ・マーリィなど音楽

を多用しているドキュメンタリーもあります。
本学では、BBC、Discovery channel 及び National geographic のドキュメンタリーを多数所
蔵しています。OPAC での検索の際は、詳細検索画面で「資料区分」を DVD とし、
「書名･
著者･出版社･番号など」の欄に、BBC、Discovery channel、または National geographic と
入力すれば、それぞれ一覧することができます。BBC のドキュメンタリーは約 300 件、
Discovery Channel のドキュメンタリーは約 170 件、National geographic のドキュメンタリ
ーは約 70 件です。いずれも驚くほど多種多様な題材を扱っています。BBC は、一つの題材
について数巻からなるシリーズ物を多数制作しています。BBC のドキュメンタリーの場合
は、書架に散在していますが、ケースの背面の「BBC」を目印に探すことができます。
Discovery channel の DVD には、英語と日本語の音声、及び英語と日本語の字幕がついて
います。National geographic の DVD は、英語と日本語の音声がありますが、字幕はありま
せん。
ドキュメンタリー映画を題材にした大学用授業テキストに、『Documentary America :
Food, arms, and financial industries = ドキュメンタリー、アメリカ : 食品、武器と銃規制、
金融』（ Yuko Hosokawa 著）と『Energy, education and war : the United States of America
through documentary films = ドキュメンタリー映画が伝えるアメリカ : エネルギー、教育、
戦争』（ 細川祐子, Keith Wesley Adams 編著）があり、後者は所蔵しています。
上記二冊で取り上げられているドキュメンタリーの中で、
『フード・インク : ごはんがあぶ
ない』
（エリック・シュローサー原作・脚本 ; ロバート・ケナー監督）
、
『ボウリング・フォ
ー・コロンバイン = Bowling for Columbine』
（マイケル・ムーア監督・製作・脚本）、
『イン
サイド・ジョブ : 世界不況の知られざる真実』
（チャールズ・ファーガソン監督・製作 ; ジ
ェフリー・ルーリー製作 ; チャド・ベック原案・脚本）、
『Sicko (シッコ）』
（written, produced
and directed by Michael Moore ; produced by Meghan O'Hara）
、及び、『誰が電気自動車を
殺したか? 』
（クリス・ペイン監督）
、
『フォッグ・オブ・ウォー : マクナマラ元米国防長官
の告白』
（エロール・モリス監督・製作 ; ジュリー・アルバーグ, マイケル・ウィリアムズ
製作 ; ロバート・フェルナンデス共同製作）を所蔵しています。本学に所蔵がない場合で
も、英語字幕付きの無料動画が観られる場合があります。
本学所蔵のドキュメンタリーの中で、同一の題材についての、比較的巻数の多いシリーズ物
として、
『２０世紀に輝いた世界の女性たち（Extraordinary Women）』があります。伝記物
で、全 12 巻です。英語音声、英語・日本語字幕です。第１巻「マリア・モンテッソーリ」
第２巻「ココ・シャネル」第３巻「アガサ・クリスティー」第４巻「ウォリス・シンプソン」
第５巻「宋美齢」第６巻「アメリア・イアハート」第７巻「マーサ・ゲルホーン」第８巻「ヘ
ディ・ラマー」第９巻「インディラ・ガンディー」第 10 巻「ルース・ウェストハイマー」

第 11 巻「グレース・ケリー」第 12「オードリー・ヘップバーン」です。
『世界に衝撃を与えた日』は、歴史ドキュメンタリーで、全 30 巻です。英語・日本語音声、
日本語字幕です。「エリザベス II 世の戴冠とダイアナ妃の死」「オーストリア皇太子の暗殺
とアドルフ・ヒトラーの最期」
「銃弾に倒れたキング牧師とマンデラの解放」
「ヒロシマ」
「マ
ンハッタン計画の始まりとチェルノブイリ原発事故」
「ケネディ大統領暗殺事件とニクソン
大統領の辞任」などの巻があります。
『Disappearing World』は、人類学のドキュメンタリーで、全 57 巻です。英語音声のみで、
日本語の音声も字幕もありませんが、充実した英文スクリプトが付属しています。「パナレ
族」「クィーヴァ族」「エンベラ族」「トゥアレグ族」「マク族とバラサナ族」「北アルバニア
人」
「カクチケル・マヤ族」
「隣人との対立」
「スーダンの内線南部ウドゥック族」
「カレン族
の闘い」などの巻があります。
ドキュメンタリーには、社会問題や、歴史や、普段私たちが目にしない世界などを題材とし
たもの以外に、さまざまなジャンルがあります。『寿命 100 歳を実現する科学』（ director,
Colin Barratt

英語音声、日本語・英語字幕

全 4 巻）や『シリーズ性の多様性と人権を考

える』
（制作元 BBC 英語音声、日本語・英語字幕 全 3 巻）といった現代的な題材のドキュ
メンタリーも、歌手や画家やファッションなど、より柔らかな題材のドキュメンタリーも所
蔵しています。
ジョン・レノンやマイケル・ジャクソンは、本学所蔵のグレイディッド・リーダーズの題材
にもなっていますが、
『愛と平和への祈り : ジョン・レノン&オノ・ヨーコ（John & Yoko's
Year of peace ）』（Paul McGrath 監督 ; Alan Lysaght プロデューサ

英語音声、日本語字

幕）、『マイケル・ジャクソン : This is it（Michael Jackson's This is it）』（ケニー・オルテガ
監督 ; ランディ・フィリップス製作

英語音声、英語・日本語字幕）
、及び『マイケル・ジ

ャクソン : 衝撃の死の真相』（ソニア・アンダーソン監督・製作

英語音声、日本語字幕）

を所蔵しています。
『AMY = エイミー』
（アシフ・カパディア監督 ; ジェームズ・ゲイ=リ
ース製作

英語音声、英語・日本語字幕）は、アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞受賞作

品です。巻数の多いシリーズ物ということでいえば、
『JAZZ
バーンズ監督

英語音声、日本語字幕

A film by Ken Burns』
（ケン・

全 10 巻）があります。
『ターシャ・テューダー : 静

かな水の物語』（松谷光絵監督）は、絵本作家の生活と生涯を追ったドキュメンタリーで、
英語音声、日本語字幕です。
『英国 VOGUE100 年目の闘い（ Inside British VOGUE）』
（制
作元

BBC）は、英国のファッション誌 VOGUE 編集部の内側を描いたドキュメンタリー

で、英語音声、英語・日本語字幕です。
日本のドキュメンタリーですが、英語字幕付きのものに、
『Project X』
（NHK インターナシ
ョナル制作）のシリーズ、『戦場ぬ止み』、『犬と猫と人間と』があります。

以下は、専門分野別映像資料の紹介です。巻数の多いシリーズ物を中心に紹介します。
経済分野の『アショカ DVD . 社会起業家シリーズ』（企画: 紀伊國屋書店

製作: ポルケ

制作協力: コーポレートシチズンシップ）は、英語音声・日本語字幕で、全 16 巻です。
「貧
困なき世界をめざす銀行家」
（ムハマド・ユヌス）、
「社会に貢献する起業家」
（ビル・ドレイ
トン）、「企業責任の実践とは」（アリス・テッパー・マーリン）、「貧困層のための改革者」
（ファザル・H・アベド）、
「企業責任(CSR)を超えて」
（オデッド・グラジェウ）、
「説明責任
の推進者」（ピーター・アイゲン）などの巻があります。
『Ethics markets 6』
（制作: Films media group 『倫理的な市場・経済・金融 シリーズ ６』
英語の元の表題は『ETHICAL MARKETS 6』です。) は、英語音声、英語字幕で、全 15
巻です。「砂漠緑化に投資する」「投資と事業の新潮流・新分野」「格付けが揺らぎ始めた」
「リンダ・クロンプトンと学生たち」
「古典再読が誤解を糺す」
「スミスの道徳論と WS ヒー
ローたち」「格差拡大時代の教育問題」「ビジネススクールの反社会性」
「企業が負担すべき
社会的費用」
「アジアが潮流を変える」
「人工知能と人間」
「プライバシーという人権の危機」
「個人情報収集の目的はなにか」などの巻があります。
『THE NEW GLOBAL ECONOMICS: A REAL WORLD GUIDE』（『マクロ編：新時代の
経済政策』 欧州放送連合共同制作）は、英語音声、字幕なしで、全１０巻です。各巻の題
名は、
「ヨーロッパ経済の変容」
「経済指標」
「市場メカニズム」
「 規制と競争」
「市場介入と
企業」 「投資と経済成長」
「成長のための金融システム」
「雇用の促進」
「国際貿易」
「欧州
の経済統合」です。字幕はありませんが、ナレーションは比較的聴き取りやすいと思われま
す。
『世界のブランドマーケティング : Secrets of branding』
（BBC 制作）は、英語音声、英語・
日本語字幕で、全 8 巻です。英語と日本語の字幕付きなので正確な聴き取りを目標に学習
できます。各巻の題名は、
「 ブランドのパワー」
「伝統ブランドのこだわり」
「ブランド革新」
「ブランドとマーケティング」「ブランドのグローバル化」
「ブランド拡張」「ブランドの危
機管理」「ブランドの知的財産管理」です。
『マネーの進化史: The ascent of money』（written and presented by Niall Ferguson）は、英
語音声、日本語字幕で、全６巻です。各巻の題名は、
「一獲千金の夢 －マネーと銀行－」
「人
間と債券の絆 －権力の誘惑－」「バブルと戯れて －株式の熱狂と崩壊－」「リスキー･ビジ
ネス －保険とヘッジ－」
「家のごとく安全？ －揺れる不動産神話－」「チャイメリカ －金
融グローバル化の世界－」です。脚本と案内役を担当しているニーアル・ファーガソンの同
名の著書の日本語訳『マネーの進化史』も所蔵しています。
『The bubble trouble : 日本のバブル経済再考』
（BBC 制作）は、英語音声、日本語字幕で、
全 3 巻です。各巻の題名は、「バブル崩壊」「変化する日本型システム : 終身雇用の終焉」
「立ち直る日本 : 新しい世代」です。日本のバブルの崩壊が題材なので、予備知識があれ
ば英語が理解しやすいかもしれません。
技術・工学と、経済など他の専門分野との学際的領域を扱った『AI 人工知能シリーズ』(

制作：米国 FFH 社国際配給）は、英語音声、英語字幕で、全八巻です。各巻の題名は、
「生
きたロボット：知性を持つ自律システムを目指す AI 研究」「心を持つ機械：完全な AI へ
のディープラーニングの貢献」
「人工知能が約束する未来：AI を巡る討論会」
「日本のロボ
ット：日本文化、アート、テクノロジーの事例研究」「人工知能：人間が機械に追い越され
る日」「ロボットの台頭：人間はどう対応すべきか？」「ロボットに奪われる仕事」
「論理学
の愉しみ」です。
以下の二つは、歴史分野のシリーズ物です。
『A history of Britain』（written and presented by Simon Schama）は、英語音声、日本語字
幕で、全 15 巻です。「黎明期」「ノルマン朝時代の幕開け」「ヘンリー2 世と息子たち」
「死
の王の襲来とバラ戦争」
「宗教改革」
「清教徒革命と名誉革命」
「連合王国の成立」
「ヴィクト
リア時代の女性たち」
「善意の帝国支配」
「ウィンストン・チャーチルとジョージ・オーウェ
ル」などの巻があります。脚本と案内役を担当しているサイモン・シャーマの著書の所蔵が
あります。
『大英帝国の功罪』(BBC, the Open University 原版制作 ; 丸善日本語字幕版制作 ;)は、英
語音声、日本語字幕で、全 5 巻です。各巻の題名は、
「覇権の味 」
「英国式の生活を求めて」
「フェアプレー精神」
「富の追求」
「帝国の功罪」です。ジェレミー・パクスマンの著書と日
本語訳を所蔵しています。
法学分野の『生と死刑のはざまで』
（BBC 制作）は、英語音声、英語・日本語字幕で、全 6
巻です。各巻の題名は、
「執行 」「審判」「切迫」「量刑 」「執行願望 」「真実 」です。
心理学分野の『心理学への招待』（ホスト：フィリップ・ジンバルドー）は、英語・日本語
音声で、全 29 巻です。
「宇宙で、そして平和を目指して」
「学習」「子供の発達 」「心理療
法 」
「自己」
「 生活に生かす心理学」
「 精神病理学」
「性別とジェンダー」
「 認知過程」
「文
化心理学」などの巻があります。
哲学分野の『GREAT IDEAS OF PHILOSOPHY』（Films for the Humanities & Sciences 制
作）は、英語音声、英語字幕で、全 13 巻です。各巻の題名は「美学」
「倫理学」
「分析哲学」
「大陸の哲学」
「ギリシャ哲学」
「形而上学」
「心の哲学」
「科学哲学」
「現代哲学」
「論理学」
「認識論」「政治哲学」「宗教哲学」です。
言語学分野の『Fry’s planet word』（BBC 制作）は、英語音声、日本語・英語字幕で、全 5
巻です。各巻の題名は、
「言語のはじまり : 起源・発達」
、
「言語と、アイデンティティー :
方言・危機言語」
「言語は乱れているか : スラングとその効用」
「言語を広げたもの : 文字
言語・印刷」
「心をゆさぶる言語 : 演劇・文学」です。
美術分野では、「Exhibition on screen」のシリーズ中、『Vincent van Gogh : a new way of
seeing』（director, David Bickerstaff ; executive producer, Phil Grabsky

英語音声、英語・

日本語等字幕）、『Leonardo from the National Gallery London』（ written, produced &
directed by Phil Grabsky ; presented by Tim Marlow

英語音声、英語・日本語等字幕）、

『Painting the modern garden : Monet to Matisse』
（filmed and directed by David Bickerstaff ;

produced by Phil Grabsky

英語音声、英語等字幕ですが、日本語字幕はありません）を所

蔵しています。
『Masterpieces from the Collection on the Ishibashi Foundation』では、財団所蔵の 50 点の
絵画について、英語と日本語の音声で簡潔に解説しています。
地学分野の『地球を探る』（オリジナル版制作: INTELECOM）は、英語・日本語音声で、
全 26 巻です。
「地震 」
「火山活動 」
「鉱物」
「堆積岩」
「風、塵埃、砂漠」
「地下水」
「波、浜、
海岸」「海洋底」「地球の遺産を守る」
「氷河」などの巻があります。
脳科学分野の『人間の脳と精神』
（BBC 制作）は、英語・日本語音声で、全 6 巻です。各巻
の題名は、
「全ては脳から始まる」
「感情のメカニズム」
「視覚の不思議」
「サルから人へ」
「脳
は人格をつくる」「意識が生まれるとき」です。
以下は、今回紹介した本学所蔵資料の一覧です。詳しくは、OPAC 詳細検索の「書名」欄
に、書名または DVD ・Blu-ray の題名を入れ検索してください。
宮崎駿原作・脚本・監督『風の谷のナウシカ』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン,
2014, 白山・川越所蔵
宮崎駿原作・脚本・監督『紅の豚』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン, 2014, 白
山所蔵
宮崎吾朗監督 ; 宮崎吾朗, 丹羽圭子脚本 ; アーシュラ・K.ル=グウィン原作『ゲド戦記 :
tales from Earthsea 』ブエナビスタホームエンターテイメント , 2007, 白山・川越所蔵
宮崎駿原作・脚本・監督『天空の城ラピュタ』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン,
2014, 白山所蔵
宮崎駿原作・脚本・監督 『となりのトトロ』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン,
2014, 白山所蔵
高畑勲原作・脚本・監督『平成狸合戦ぽんぽこ』ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパ
ン, 2015, 白山所蔵
角野栄子原作 ; 宮崎駿プロデュース・脚本・監督『魔女の宅急便』ブエナビスタホームエ
ンターテイメント, 2001, 白山・川越所蔵
宮崎駿原作・脚本・監督『もののけ姫』ブエナビスタホームエンターテイメント , 2001, 白
山・川越所蔵
宮崎駿脚本・監督 ; モンキー・パンチ原作『ルパン三世 : カリオストロの城』ブエナビス
タホームエンターテイメント , 2001, 白山・川越所蔵
ネイサン・グレノ, バイロン・ハワード監督『塔の上のラプンツェル』ウォルト・ディスニ
ー・スタジオ・ジャパン, 2011, 白山・川越・赤羽台所蔵
クリス・バック, ジェニファー・リー監督『アナと雪の女王』ウォルト・ディスニー・スタ
ジオ・ジャパン, 2013, 川越・赤羽台所蔵
ベン・シャープスティーン, ハミルトン・ラスク監督 ; カルロ・コロディ原作『Pinocchio :

special edition 』ブエナビスタホームエンターテイメント, 2003, 川越・赤羽台所蔵
ウォルト・ディズニー製作総指揮 ; シャルル・ペロー原作『Cinderella = シンデレラ』ブ
エナビスタホームエンターテイメント, 2005, 川越・赤羽台所蔵
ウォルト・ディズニー製作 ; ジェームズ・M・バリー原作『ピーターパン』ブエナビスタホ
ームエンターテイメント, 2000, 白山・赤羽台所蔵
ウォルト・ディズニー製作 ;ルイス・キャロル原作『ふしぎの国のアリス』ブエナビスタホ
ームエンターテイメント, 200-, 川越所蔵
ウルフガング・ライザーマン, ジョン・ラウンズベリー監督 ; A. A. ミルン原作『くまのプ
ーさん』ブエナビスタホームエンターテイメント, 199-, 川越所蔵
石原真弓英文解説『塔の上のラプンツェル』KADOKAWA , 2017, 白山所蔵
石原真弓英文解説『アナと雪の女王』KADOKAWA , 2014, 白山所蔵
高橋基治英文解説監修『英語シナリオで楽しむアナと雪の女王』学研プラス , 2016, 白山所
蔵
藤田英時著『『ふしぎの国のアリス』を観るだけで英語の基本が身につく DVD ブック』ア
スコム , 2017, 白山所蔵
ノーマン・ファーガソン監督総指揮『三人の騎士 = The three caballeros』1944 年作品,ケイ
メディア, 20--,

白山・川越所蔵

シャルル・ペロー原作『シンデレラ = Cinderella』1950 年作品, ケイメディア, 20--, 白山
所蔵
フェリックス・ザルテン原作『バンビ = Bambi』1942 年作品, ケイメディア, 20--, 白山
所蔵
カルロ・コロディ原作『ピノキオ = Pinocchio』1941 年作品, ケイメディア, 20--, 白山所
蔵
ルイス・キャロル原作『ふしぎの国のアリス = Alice in wonderland』1951 年作品, ケイメ
ディア, 20--, 白山所蔵
ロバート・ワイズ製作・監督『サウンドオブミュージック』1965 年アメリカ映画, 20 世紀
フォックスホームエンターテイメントジャパン, 200-, 白山・川越所蔵
ジョ-ジ・ル-カス監督・脚本『Star Wars』20 世紀フォックスホームエンターテイメント,
2001-2005, 板倉・川越所蔵
Steven Spielberg presents ; a Robert Zemeckis film『Back to the future』NBC ユニバーサル・
エンターテイメント, 2015, 白山所蔵
Directed by David Frankel ; screenplay by Aline Brosh McKenna ; based upon the novel by
Lauren Weisberger『The devil wears Prada 』20 世紀フォックスホームエンターテイメント
ジャパン, 2007, 白山・板倉所蔵
亀山太一 [ほか] 翻訳・解説 ; スクリーンプレイ事業部英文構成『プラダを着た悪魔 = The
devil wears Prada』フォーインスクリーンプレイ事業部, 2011,

板倉所蔵

リチャード・カーティス監督・脚本『ラブ・アクチュアリー』ユニバーサル・ピクチャーズ・
ジャパン, 2004, 白山・川越所蔵
字幕監修: 岡山徹『DHC 完全字幕シリーズ

ラブ・アクチュアリー』DHC , 2004, 白山・

川越・板倉所蔵
行方昭夫, 河島弘美編著『映画化された英米文学 24 : そのさわりを読む』音羽書房鶴見書
店, 2016, 白山所蔵
by William Shakespeare ; producer, Cedric Messina ; directed by Alvin Rakoff『ロミオとジュ
リエット』提供:BBC Active 初回放送:1978 年, Telesis International [distributor] , 2007, 白
山所蔵
デイヴ・フライシャー監督 ; ジョナサン・スウィフト原作『ガリバー旅行記』1939 年アメ
リカ映画, カルチュア・パブリッシャーズ (発売), 1998,赤羽台所蔵
サイモン・ラングトン監督 ; ジェイン・オースティン原作『高慢と偏見』1995 年イギリス
作品, 提供: BBC Worldwide, アイ・ヴィー・シー (発売), 2001, 白山所蔵
サイモン・ラングトン監督 ; ジェイン・オースティン原作、及びジョー・ライト監督 ; テ
ィム・ビーヴァン, エリック・フェルナー, ポール・ウェブスター製作 ; ジェーン・オース
ティン原作『プライドと偏見』ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント(発売), 200-,
白山所蔵
キャリー・ジョージ・フクナガ監督 ; モイラ・バフィーニ脚本 ; アリソン・オーウェン, ポ
ール・トライビッツ製作

原著者: シャーロット・ブロンテ『ジェーン・エア』2011 年イギ

リス・アメリカ合作映画, ギャガ (発売) 2012, 白山所蔵
サミュエル・ゴールドウィン製作 ; ウイリアム・ワイラー監督 ; エミリー・ブロンテ原作
『嵐が丘』1939 年アメリカ映画, アイ・ヴィー・シー (発売), 2000, 白山所蔵
ピーター・コズミンスキー監督 ; アン・デヴリン脚色 ; エミリー・ブロンテ原作）
『嵐が丘』
1992 年イギリス映画, パラマウントホームエンタテインメントジャパン(発売),
2004, 川越所蔵
ジュリアン・ジャロルド監督 ; チャールズ・ディケンズ原作『大いなる遺産』1999 年イギ
リス映画, BBC ワールドワイドジャパン, アイ・ヴィー・シー (発売), 1999, 板倉所蔵
ロマン・ポランスキー監督・脚本 ; トマス・ハーディ原作 ; クロード・ベリ製作『テス』
IMAGICA (発売), 2005, 川越所蔵
ポール・アネット監督 ; アレキサンダー・バロン脚色 原作: サー・アーサー・コナン・ド
イル『シャーロック・ホームズの冒険（A scandal in Bohemia）』国際メディア・コーポレー
ションビームエンタテインメント (発売), 2001, 赤羽台所蔵
ジャック・L・ワーナー製作 ; ジョージ・キューカー監督 ; バーナード・ショウ原作『マ
イ・フェア・レディ（ピグマリオン）』1964 年アメリカ映画, ワーナー・ホーム・ビデオ (発
売), 1999, 白山所蔵
ジョージ・キューカー監督 ; ルイザ・メイ・オルコット原作『若草物語』1933 年アメリカ

映画, カルチュア・パブリッシャーズ (発売), 1998,

赤羽台所蔵

パディ・ラッセル監督 ; ルイザ・メイ・オールコット原作『若草物語』1970 年 イギリス作
品, BBC Worldwide/丸善 (提供), IVC (アイ・ヴィー・シー 企画・制作・発売), 2001, 白山
所蔵
based on the novel by F. Scott Fitzgerald ; screenplay by Baz Luhrmann & Craig Pearce ;
directed by Baz Luhrmann『グレート・ギャツビー（The great Gatsby）』ワーナー・ホーム・
ビデオ [distributor], 2013, 白山所蔵
デビッド・O・セルズニック製作 ; ビクター・フレミング監督 ; マーガレット・ミッチェ
ル原作『風と共に去りぬ』1939 年アメリカ映画, ワーナー・ホーム・ビデオ (発売), 1999,
白山・川越所蔵
マイケル・カーチス監督『カサブランカ』1943 年製作映画, Warner Bros.(Japan), 1999,川越
所蔵
大石和欣編著『映画とドラマで学ぶ』放送大学教育振興会, 2010, 白山所蔵
名作映画で英会話編集室編『レベッカ = Rebecca』電波実験社, 2014, 白山所蔵
藤田英時編著『ローマの休日 : 名作映画を英語で読む : 字幕対訳付』宝島社, 2009, 白山所
蔵
ケネス・ブラナー監督 ; フランシス・フォード・コッポラ, ジェームズ・V.ハート, ジョン・
ビーチ製作『フランケンシュタイン』1994 年作品, ポニー・キャニオン(発売), 2003, 板倉
所蔵
By William Shakespeare ; producer, Cedric Messina ; director, Rodney Bennett『ハムレット
= Hamlet 』BBC 2007 年制作, Telesis International [distributor], 2007, 白山所蔵
シェリー[原著] ; 池田勝彦註解『フランケンシュタイン物語』学生社, 19--, 板倉所蔵
グレアム・グリーン原作・脚本 ; 小林庸浩訳注『第三の男』 南雲堂, 1984, 白山所蔵
原版制作: BBC(英国放送協会)/The Open University 2014 年『イギリス文学名作秘話』丸善
出版株式会社映像メディア部, 2015, 白山所蔵
Kay Nakago [ほか] 著『めざせ!600 名作映画で TOEIC カサブランカ : Boost your skills for
the TOEIC test with Casablanca』英宝社, 2013, 白山所蔵
大井龍著『英語でひもとく『風と共に去りぬ』
』スクリーンプレイ, 2004, 白山所蔵
名作映画で英会話編集室編『レベッカ (名作映画であっという間に英会話)』電波実験社,
2014, 白山所蔵
藤田英時著『『ローマの休日』を観るだけで英語の基本が身につく DVD ブック』アスコム,
2016, 白山所蔵
角山照彦, 山内圭著 ; Timothy F. Hawthorne 英文校閲/協力『映画「シャレード」で学ぶ英
語パーフェクト・ワークブック』国際語学社, 2013, 白山所蔵
鶴岡公幸, Matthew Wilson, 早川知子著『映画で学ぶビジネス英語 = Business English in
Movies』フォーインスクリーンプレイ事業部, 2014, 白山所蔵

ジェイソン・ライトマン監督・脚本 ; デイビッド・サックス製作 ; クリストファー・バッ
クリー原作『サンキュー・スモーキング』2006 年劇場公開作品, 20 世紀フォックスホーム
エンターテイメントジャパン (発売), 2007, 白山所蔵
ジェシー・ネルソン監督・製作・脚本『アイ・アム・サム』2001 年アメリカ映画, 東芝デジ
タルフロンティア (発売), 2002, 白山・川越・赤羽台所蔵
モーガン・スパーロック監督・製作・被験者『スーパーサイズ・ミー』2004 年作品, クロッ
クワークス (発売・販売), 2005, 白山所蔵
based upon batman characters created by Bob Kane ; story by Christopher Nolan & David S.
Goyer ; screenplay by Jonathan Nolan and Christopher Nolan ; directed by Christopher Nolan
『ダークナイト』ワーナー・ホーム・ビデオ [distributor], 2009, 白山所蔵
スティーブン・ソダーバーグ監督 ; ダニー・デビート [ほか] 製作『エリン・ブロコビッチ』
ソニー ピクチャーズ エンタテインメント (発売), 2000, 白山・川越所蔵
カーティス・ハンソン監督 ; ジェイムズ・エルロイ原作『 L.A.コンフィデンシャル』日本
ヘラルド映画 (発売), 1997, 板倉・赤羽台所蔵
久米和代[ほか] 著『先生が薦める英語学習のための特選映画 100 選』フォーインスクリー
ンプレイ事業部, 2014-2017, 白山所蔵
秋好礼子 [ほか] 著『映画英語アカデミー賞』フォーインスクリーンプレイ事業部, 2012-,
白山所蔵
倉田誠編『映画で学ぶ英語学 = English linguistics through movies 』くろしお出版, 2011,
白山・川越所蔵
山口美知代編著 ; 浅井学 [ほか] 著『世界の英語を映画で学ぶ』松柏社, 2013, 白山所蔵
ジェームズ・アイヴォリー監督『日の名残り』1993 Columbia Pictures, ソニー・ピクチャ
ーズエンタテインメント (発売), 2002, 白山所蔵
ポール・ハギス監督・原案 ; ポール・ハギス, ボビー・モレスコ脚本・製作『クラッシュ』
2004 年アメリカ映画, 東宝 (発売), 2006, 川越・板倉所蔵
野田進, 松井茂記編著『シネマで法学』有斐閣, 2006, 川越所蔵
尾崎哲夫著『アメリカ法廷映画ガイド』自由国民社, 2006, 板倉所蔵
松山一紀著『映画に学ぶ経営管理論』中央経済社, 2014-19, 白山・川越・E ブック白山所蔵
小村智宏著『未来への経済論 : 映画で読み解く私たちの行方』弘文堂, 2007, 白山所蔵
宿輪純一著『ローマの休日とユーロの謎 : シネマ経済学入門』 東洋経済新報社, 2009, 白
山所蔵
大串夏身著『DVD 映画で楽しむ世界史』青弓社, 2005, 白山所蔵
家長知史著『新・映画でまなぶ世界史』地歴社, 2003, 白山所蔵
岡崎弘信著『スクリーンプレイで学ぶ映画英語シャドーイング : シャドーイング・マネジ
ャーでらくらく音読練習』フォーインスクリーンプレイ事業部 , 2008, 白山所蔵
リサ・ヴォート著『魔法の英語耳づくり : 映画のセリフもどんどんキャッチできる : 聞き

取れない音をゼロにする集中耳トレ 120』J リサーチ出版, 2012, 白山所蔵
村川義郎著『『ローマの休日』で学ぶ英会話』南雲堂, 2005, 白山所蔵
村川義郎, 三田弘美著『あの名作映画『ローマの休日』に学ぶ』創英社 : 三省堂書店, 2012,
白山所蔵
小泉堯史監督・脚本 ; 小川洋子原作『博士の愛した数式』2005 年日本映画 (2006 年公開),
角川エンタテインメント (販売), 2006, 赤羽台所蔵
パトリック・ジェウディ監督『ヒトラーと 4 人の女たち』2005 年フランス映画, マクザム
(発売・販売), 2006, 白山所蔵
ジェフリー・M・スミス原作 ; Institute for Responsible Technology (IRT)制作『遺伝子組み
換えルーレット : 私たちの生命のギャンブル』 2012 年アメリカ映画, アジア太平洋資料
センター(PARC), 2015, 白山所蔵
マーク・アクバー, ジェニファー・アボット監督 ; ジョエル・ベイカン原作『ザ・コーポレ
ーション』2004 年カナダ映画, アップリンク (発売・販売), 2006, 白山所蔵
スールン・ホアス製作・監督・脚本『ピョンヤンダイアリー : 1994-1997』1997 年劇場公開,
マクザム, 200-, 白山所蔵
トマス・グルベ監督 ; ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,サイモン・ラトル出演『ベル
リン・フィル最高のハーモニーを求めて : コレクターズ・エディション』1997 年劇場公開
作品, マクザム, 200-, 白山所蔵
セシリア・ホー監督 ; ホン・インホー撮影『出稼ぎの女たち : インドネシアからマカオに
きた女性たちのドキュメンタリー』2008 年マカオ作品, ビデオ工房 AKAME, 2009, 白山所
蔵
ヨアヒム・チルナー監督『イエローケーキ クリーンなエネルギーという嘘』2010 年ドイツ
映画, 発売・販売元マクザム, 2012, 白山所蔵
横間恭子監督『アッラーと私とスカーフと』コネクテッドアース, 2015, 白山所蔵
[producteurs,] Jean-Louis Prochet & Gérard Ruey ; montage, David Monti ; [scénario et
réalisation,] Marcel Schüpbach『La liste de Carla （カルラのリスト）』Uplink [distributor],
2007, c2006, 白山所蔵
デイビス・グッゲンハイム監督・製作総指揮 ; ローリー・デイヴィッド, ローレンス・ベン
ダー, スコット・Z・バーンズ製作『An inconvenient truth : a global warning』 2006 年アメ
リカ映画, パラマウントホームエンタテインメントジャパン (発売), 2007, 白山・川越・赤
羽台所蔵
Al Gore 著『An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we
can do about it』Rodale Press, 2006, 白山所蔵
アル・ゴア著, 枝廣淳子訳『不都合な真実 : 切迫する地球温暖化、そして私たちにできるこ
と』ランダムハウス講談社, 2007, 白山・板倉所蔵
ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ, スティーブン・ゴーリック, ジョン・ページ監督『幸せの経済

学 = The economics of happiness』 An ISEC Production, ユナイテッドピープル (発売),
2010, 白山所蔵
ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ著,『懐かしい未来』翻訳委員会翻訳『懐かしい未来 : ラダッ
クから学ぶ』懐かしい未来の本, 2011, 白山所蔵
ヘレナ・ノーバーグ=ホッジ, 辻信一著『いよいよローカルの時代 : ヘレナさんの「幸せの
経済学」』大月書店, 2009, 白山所蔵
アレックス・ギブニー監督・脚本・製作 ; べサニー・マクリーン, ピーター・エルキンド原
作『Enron : the smartest guys in the room （エンロン : 巨大企業はいかにして崩壊したの
か?）』2005 年アメリカ映画, ジェネオンエンタテインメント (発売), 2007, 白山所蔵
ステファニー・ブラック製作・監督『ジャマイカ楽園の真実(LIFE&DEBT)』2001 年アメリ
カ映画, アップリンク, 2005, 白山所蔵
細川祐子, Keith Wesley Adams 編著『Energy, education and war : the United States of
America through documentary films = ドキュメンタリー映画が伝えるアメリカ : エネルギ
ー、教育、戦争』開文社, 2016, 白山所蔵
エリック・シュローサー原作・脚本 ; ロバート・ケナー監督『フード・インク : ごはんが
あぶない』2008 年アメリカ映画, 紀伊国屋書店 (販売), 2011, 白山所蔵
マイケル・ムーア監督・製作・脚本『ボウリング・フォー・コロンバイン = Bowling for
Columbine』2002 年カナダ映画, 東芝デジタルフロンティア (発売), 2002,白山・川越所蔵
チャールズ・ファーガソン監督・製作 ; ジェフリー・ルーリー製作 ; チャド・ベック原案・
脚本『インサイド・ジョブ : 世界不況の知られざる真実』ソニー・ピクチャーズエンター
テインメント (販売), 2011, 白山所蔵
written, produced and directed by Michael Moore ; produced by Meghan O'Hara『Sicko (シ
ッコ）』Dog Eat Dog Films, 2007, 白山所蔵
クリス・ペイン監督『誰が電気自動車を殺したか? 』2006 年作品, ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント (発売), 2008, 白山所蔵
エロール・モリス監督・製作 ; ジュリー・アルバーグ, マイケル・ウィリアムズ製作 ; ロ
バート・フェルナンデス共同製作『フォッグ・オブ・ウォー : マクナマラ元米国防長官の
告白』ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント (発売), 2005, 白山所蔵
『２０世紀に輝いた世界の女性たち（Extraordinary Women）』提供: BBC Active, 丸善 (発
行), 2011, 白山所蔵
『世界に衝撃を与えた日』提供: BBC Active, キュービカル・エンタテインメント (発売),
2006-2007, 白山所蔵
『Disappearing World』Granada International Media1, 1970-1993, 白山所蔵
director, Colin Barratt『寿命 100 歳を実現する科学』ディスカバリーチャンネル,

角川

書店 (発売), 2001, 白山・板倉所蔵
『シリーズ性の多様性と人権を考える』原版制作: a Rondo Media Company for Channel4,

2015, 丸善出版, 2016, 白山所蔵
Paul McGrath 監督 ; Alan Lysaght プロデューサ『愛と平和への祈り : ジョン・レノン&オ
ノ・ヨーコ（John & Yoko's Year of peace ）』カナダ 2000 年作品, アイ・ヴィー・シー (発
売), 2000, 白山所蔵
ケニー・オルテガ監督 ; ランディ・フィリップス製作『マイケル・ジャクソン : This is it
（Michael Jackson's This is it）』アメリカ映画 2009 年作品, ソニー・ピクチャーズエンタテ
インメント (発売), 2010, 川越所蔵
ソニア・アンダーソン監督・製作『マイケル・ジャクソン : 衝撃の死の真相』アメリカ映画
2009 年作品, ギャガ (発売), 2009, 白山所蔵
アシフ・カパディア監督 ; ジェームズ・ゲイ=リース製作『AMY = エイミー』イギリス・
アメリカ映画 2015 年作品, KADOKAWA (発売), 2017, 白山所蔵
ケン・バーンズ監督『JAZZ

A film by Ken Burns』 ジェネオンエンタテインメント(発売) ,

2000, 白山所蔵
松谷光絵監督『ターシャ・テューダー : 静かな水の物語』 KADOKAWA (発売・販売), 2017,
白山所蔵
『英国 VOGUE100 年目の闘い（ Inside British VOGUE）』提供: BBC Active, 丸善出版株
式会社映像メディア部, 2016, 白山所蔵
NHK インターナショナル制作・出版『Project X』200-, 白山所蔵
三上智恵監督『戦場ぬ止み』東風 (発売), 紀伊國屋書店 (販売), 2015, 白山所蔵
飯田基晴監督『犬と猫と人間と』映像グループローポジション (発売), 紀伊國屋書店 (販
売), 2009, 白山所蔵
企画: 紀伊國屋書店

製作: ポルケ

制作協力: コーポレートシチズンシップ『アショカ

DVD 社会起業家シリーズ』紀伊國屋書店, 2008, 白山所蔵
制作: Films media group『Ethics markets 6』(『ETHICAL MARKETS 6』）販売: グローバ
ル・リンケージ, 2015, 白山所蔵
欧州放送連合共同制作『THE NEW GLOBAL ECONOMICS: A REAL WORLD GUIDE』
(『マクロ編：新時代の経済政策』) Films for the Humanities & Sciences, 2004,
BBC 制作『世界のブランドマーケティング : Secrets of branding』丸善出版, 2015, 白山所
蔵
written and presented by Niall Ferguson『マネーの進化史: The ascent of money』原版制作：
CHIMERICA MEDIA 2007 年, 提供：BBC ACTIVE, 発行：丸善株式会社 2010, 白山所蔵
ニーアル・ファーガソン著; 仙名紀訳『マネーの進化史』早川書房, 2009, 白山所蔵
BBC 制作『The bubble trouble : 日本のバブル経済再考』丸善出版事業部映像メディア部,
2006, 白山所蔵
制作：米国 FFH 社国際配給『AI 人工知能シリーズ』グローバル・リンケージ [distributor] ,
2016, 川越所蔵

written and presented by Simon Schama『A history of Britain』BBC ドキュメンタリーシリ
ーズ, 丸善出版, 2013, 白山所蔵
ジェレミー・パクスマン原作・プレゼンター『大英帝国の功罪』BBC, the Open University
原版制作; 丸善日本語字幕版制作, 2013, 白山所蔵
BBC 制作『生と死刑のはざまで』丸善出版, 2014-2016, 白山所蔵
ホスト：フィリップ・ジンバルドー『心理学への招待』オリジナル版制作：WGBH Boston,
丸善出版株式会社映像メディア部, 2011, 白山所蔵
Films for the Humanities & Sciences 制作『GREAT IDEAS OF PHILOSOPHY』Films for
the Humanities & Sciences2015, 白山所蔵
『Fry’s planet word』提供: BBC Active, 丸善出版, 2011, 白山所蔵
director, David Bickerstaff ; executive producer, Phil Grabsky『Vincent van Gogh : a new way
of seeing』Seventh Art Productions, グローバル・リンケージ [distributor] , 2015, 白山所
蔵
written, produced & directed by Phil Grabsky ; presented by Tim Marlow『Leonardo from
the National Gallery London 』 Seventh Art Productions, グ ロ ー バ ル ・ リ ン ケ ー ジ
[distributor] , 2014, 白山所蔵
filmed and directed by David Bickerstaff ; produced by Phil Grabsky『Painting the modern
garden : Monet to Matisse』Seventh Art Productions, グローバル・リンケージ [distributor] ,
2016, 白山所蔵
『Masterpieces from the Collection on the Ishibashi Foundation』石橋財団, 2006, 白山所蔵
『地球を探る』オリジナル版制作: INTELECOM, 丸善出版映像メディア部, 1995, 白山所
蔵
『人間の脳と精神』BBC 制作, 丸善出版事業部映像メディア部, 2001, 白山・川越所蔵
以上
※所蔵情報や検索方法については 2021 年 8 月時点での情報です。

