再改訂版

練馬区

アニメ・イチバンのまち

1966（昭和41）

1958（昭和33）

アニメ・イチバン！
練馬区は「アニメ・イチバンのまち」と
言えます。それは日本のアニメ製作がイチ
バン最初に本格的に始まった《ジャパン
アニメーション発祥の地》
であるからです。
そしてアニメ産業に関わる会社の集積数
も日本トップクラスだからです。

日本のアニメ 本格的に始まる

「魔法使いサリー」c 光プロ・東映アニメーション

1969（昭和44）

1963（昭和38）

「白蛇伝」c 東映

日本で最初に作られた劇場用長編ア
ニメは1958（昭和33）年公開の「白蛇
伝」です。製作したのは練馬区の大泉に
ある東映動画（現・東映アニメーション）
で、本格的なアニメ作品の製作はここか
ら始まりました。
東映動画には後のアニメの発展を支え
る人材が集まりました。
日本を代表する映

「長靴をはいた猫」c 東映

画監督となった宮崎駿さんや高畑勲さん、

1970（昭和45）

プロダクション

1963（昭和38）

「鉄腕アトム」c 手

数々のキャラクターをデザインした大塚康
生さん、小田部羊一さんをはじめとするそ
うそうたる面々に加え、人気マンガ家の手
治虫さんも作品づくりに参加しました。

連続TVアニメ放送開始
1963（昭和38）年1月、アニメ界に大き

1965（昭和40）

な転機が訪れます。日本初の連続TVア

c 高森朝雄・ちばてつや／TMS
「あしたのジョー」アニメ
ーション制作：虫プロダクション

1972（昭和47）

「狼少年ケン」c 東映アニメーション

ニメ「鉄腕アトム」の放送が始まったので
す。手

治虫さんが富士見台に作った虫

プロダクションが製作しました。
「鉄腕アトム」は大ヒットし、
TV各局は
こぞってアニメ作品を求めました。東映動
画もTVアニメ製作に乗り出し、11月に
「狼少年ケン」の放送が始まりました。
TV
長編作品とともに多数製作される中で、

「マジンガーZ」c ダイナミック企画・東映アニメーション

1973（昭和48）

アニメは瞬く間に拡がりをみせ、劇場用

プロダクション

1966（昭和41）

「ジャングル大帝」c 手

多彩な表現が追及されていきました。
その
中でファンも増え、新たな制作者も育ち、
日本のアニメは大きく発展しました。

原作となるマンガも練馬発
「鉄腕アトム」など人気マンガ作品が
原作のアニメの数は非常に多く、練馬区
「サイボーグ009」c 石森プロ・東映

内には松本零士さん、
ちばてつやさん、高

「キューティーハニー」c ダイナミック企画・東映アニメーション

1979（昭和54）

橋留美子さんをはじめとするマンガ家の
方が大勢いらっしゃいます。都心へのアク
セスもよく、
しかも緑豊かで住みやすい練
馬から、感性あふれるマンガが多数生ま
れてきました。その作品たちがアニメ発展

1999（平成11）

〜あのアニメもこのアニメも練馬から〜

の大きな原動力となりました。

多数のアニメ関連会社も集結
アニメ製作の中心であった練馬区には
アニメ関連の会社が数多く集まりました。
アニメ制作の工程は分業が可能ですが、
最終的にひとつの作品にするため、協力
し合う会社は近くに集まる方が効率的な

「デジモンアドベンチャー」c 本郷あきよし・東映アニメーション

2003（平成15）

1984（昭和59）

劇場版「銀河鉄道999」c 松本零士・東映アニメーション

のです。練馬区内のアニメ関連事業者数
は、100社を超えています。
これは区市町
村単位で全国1,2を争う数です。
練馬区は、アニメを「区の特徴的な産
業」と考え、更なる振興のために様々な
取組を行っています。アニメと区の強い
繋がりをご理解いただく本冊子もその取
組のひとつです。

「こまねこ」c TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

2004（平成16）

1986（昭和61）

「北斗の拳」

練馬で生まれたアニメ作品たち
「アニメ・イチバンのまち 練馬区」では
「白蛇伝」
「鉄腕アトム」
「狼少年ケン」
以降にも、日本のアニメの歴史に深く関
わる作品が数多く生まれました。
初のカラーT Vアニメ「ジャングル大
帝」。現在でもリメイクされるSF作品「サ
イボーグ009」。初の少女向けアニメ「魔
法使いサリー」。スポーツアニメの名作

「ふたりはプリキュア」c ABC・東映アニメーション

2015（平成27）

1998（平成10）

「ドラゴンボール」

「あしたのジョー」。巨大ロボットものの礎
「マジンガーZ」。70年代に巻き起こった

1999（平成11）

NHKキャラクター
「どーもくん」c NHK・TYO

S Fアニメブームの代 表 作「 銀 河 鉄 道
999」。ヒットアニメであり続ける不動の

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ」
（原作：ブロッコリー 制作：A-1 Pictures） c UTA☆PRI-R PROJECT

人気作「ワンピース」。少女たちに支持さ
れ続ける「プリキュア」シリーズ。
これまでも。
そしてこれからも。
「アニメ・イチバンのまち 練馬区」から、
多くの方の心に残る素晴らしい作品が生

アニ
メと
練

馬
区
深〜い
の
つなが
りを紹
介!

まれ、
さらに日本のアニメの歴史を輝かし
いものにしていくことでしょう。
「ワンピース」
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アニメ・イチバン 重点CHECK!

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

東映アニメーション

「太陽の王子 ホルスの大冒険」c 東映

現在も日本を代表するアニメ製作会社
である東映アニメーションは1956
（昭和31）
年、練馬区の大泉に創立しました
（当時・東
映動画）
。1958
（昭和33）
年に公開した
「白
蛇伝」
は、
日本で最初の劇場用長編アニメ
映画です。以来60年以上にわたって日本
のアニメの歴史に関わる数多くの作品を
製作しています。高畑勲さんが監督し、宮
「ワンピース」

「スター☆トゥインクルプリキュア」c ABC-A・東映アニメーション

崎駿さんも参加した「太陽の王子 ホルス
の大冒険」、痛快なまんが映画で現在東映
アニメのシンボルマークにもなっているペ
ロが主人公の「長靴をはいた猫」
などの劇
場用長編。TV作品では、海外でも人気が
高い
「ドラゴンボール」や、女の子に圧倒的
な人気を誇る
「プリキュア」
シリーズなども
ここで作られました。老舗の風格を持つ東
映アニメでは、様々なジャンルの、時代を
代表する作品が製作され続けています。

「マジンガーZ」c ダイナミック企画・東映アニメーション
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「一休さん」c 東映アニメーション

劇場用長編アニメも連続 TVアニメも。はじまりは練馬区 !

治虫＆虫プロダクション

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

手

写真提供：手 プロダクション

「マンガの神様」手

治虫さんも練馬区

で創作活動を行いました。
1960
（昭和35）
年から富士見台に住み、
マンガ執筆の一
方で東映動画のアニメ制作にも参加しまし
た。虫プロは、手 さんが1962（ 昭和37）
年に設立したアニメ製作会社で、
日本で初
めての連続TVアニメ
「鉄腕アトム」を製
作。
その後「ジャングル大帝」
など本人原作
「鉄腕アトム」c 手

プロダクション

「ジャングル大帝」c 手

プロダクション

の作品を中心に人気アニメを次々と作りま
した。
またその中で出崎統さんや富野由悠
季さんなど後のアニメ界をけん引する優れ
た人材を数多く輩出しました。

PROFILE
手

治虫（てづか おさむ）

昭和3年大阪府生まれ。現代マンガの表現方
法を開拓した。
「鉄腕アトム」
「火の鳥」
「ブラック・
「リボンの騎士」c 手

プロダクション

「どろろ」c 手

プロダクション

ジャック」など数多くの傑作をのこし平成元年没。
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アニメ・イチバン 重点CHECK!

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

石ノ森章太郎

写真協力：石森プロ

ギネスブックに記録されるほど数多くの
まんが か

作品を生んだ萬画家・石ノ森章太郎さん
は、1966
（昭和41）
年から練馬区桜台で精
力的に創作を行いました。多様なマンガ表
現を追求し、
その無限の可能性をあらわす
まんが

言葉「萬画」
を提唱しました。石ノ森さんの
作品は、何度もリメイクされた
「サイボーグ
009」
などアニメ化作品も多数ありますが、
「サイボーグ009」c 石森プロ・東映アニメーション

「佐武と市捕物控」c 石森プロ

「仮面ライダー」
「ロボット刑事」
「秘密戦隊
ゴレンジャー」
など特撮作品の制作にも大
きく貢献し、現在の日本のエンタテインメ
ントの礎を築いたひとりです。

PROFILE
石ノ森章太郎（いしのもり しょうたろう）
昭和13年宮城県生まれ。本文記載作品のほか
「章太郎のファンタジーワールド ジュン」
「 佐武
と市捕物控」
「HOTEL」
「マンガ日本経済入門」
「原始少年リュウ」c 石森プロ・東映アニメーション

「仮面ライダージオウ」

c 2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

2018
（平成30）
年9月テレビ朝日系にて放送スタート
※アニメ作品ではありませんが、
石ノ森章太郎先生の重要な作品として紹介しています
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など多数の傑作をのこし平成10年没。

名作アニメの原作マンガも練馬区から！

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

松本零士

1970年代の熱狂的なアニメブームの代
表作「銀河鉄道999」や「宇宙海賊キャプ
テンハーロック」
の原作マンガを描いたのが
松本零士さんです。緑が多くて自然環境が
良く、
また都心への交通利便性も高くて仕
事がしやすいと、50年以上も練馬区の大泉
に住み、多様なジャンルにおいて膨大な数
の傑作マンガを生んできました。
その松本さ
「キャプテンハーロック」c LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners

劇場版「銀河鉄道999」c 松本零士・東映アニメーション

んは、作品の創作に重要なのは、
「 画力」
と
「物語の創出力」
と
「何のために描くのか」
という目的意識である、
と語っています。

PROFILE
松本零士（まつもと れいじ）
昭和13年福岡県生まれ。著名SF作品の他、
四畳半
もの
「男おいどん」
戦場もの
「スタンレーの魔女」
など
「宇宙海賊キャプテンハーロック」c 松本零士・東映アニメーション

「惑星ロボ ダンガードA」c 松本零士・東映アニメーション

幅広い作品を著す。
平成20年から練馬区名誉区民。
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アニメ・イチバン 重点CHECK!

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

ちば てつや

スポーツマンガの名匠・ちばてつやさ
ん。半世紀以上を練馬区で過ごし、ボクシ
ングマンガの金字塔「あしたのジョー」や少
女マンガ「みそっかす」
（「あかねちゃん」の
題でアニメ化）
など、数多くの作品を練馬
区で生み出してきました。練馬区の魅力
は、体を動かすことが好きだから近所にテ
ニスや野球が出来る施設が多いことだと
「あしたのジョー」 c 高森朝雄・ちばてつや／TMS

アニメーション制作：虫プロダクション

「国松さまのお通りだい」c ちばてつや／虫プロダクション

語ります。夢や希望が持てるような作品を
心がけていると語るちばさんの多彩な作品
群は今でも色あせることはありません。

PROFILE
ちば てつや
昭和14年東京生まれ。少女マンガから青年マン
ガまで幅広く活躍。代表作に「あしたのジョー」
「おれは鉄兵」
など。平成29年、
日本漫画家協会
会長に就任。第22回手塚治虫文化賞特別賞を
「あかねちゃん」c ちばてつや・東映アニメーション
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「あしたのジョー2」c 高森朝雄・ちばてつや／講談社・TMS

受賞。同年から練馬区名誉区民。

練馬区生まれの原作マンガがいっぱい！

ANIME-ICHIBAN KEY POINT CHECK!

高橋留美子

「うる星やつら」c 高橋留美子／小学館

少年マンガ史を鮮烈に塗り替えた
「うる
星やつら」の作者・高橋留美子さん。
「読み
やすく、気楽に楽しんでいただけるマンガを
心がけています」
と語る高橋さんの描く作
品には、女性ならではの視点と細やかさが
あふれています。それが読者の心を大きく
揺さぶり、長期連載の大ヒット作を連発。
30年近くも練馬区で活動されており、お気
「めぞん一刻」c 高橋留美子／小学館

に入りのポイントは「適度に便利で、住宅

「らんま1/2」c 高橋留美子／小学館

地は静かで、春は桜が綺麗。毎年楽しみに
しています」
なのだそうです。

PROFILE
高橋留美子（たかはし るみこ）
代表作は
「うる星やつら」
「めぞん一刻」
「らんま
1/2」
「犬夜叉」
「境界のRINNE」
「人魚シリー
ズ」
など。多数の作品が映像化されている。平成
31年には、第46回アングレーム国際漫画フェス
「犬夜叉」c 高橋留美子／小学館・読売テレビ・サンライズ2000

「高橋留美子劇場 人魚の森」 c 高橋留美子／小学館

c 高橋留美子劇場製作委員会

ティバルでグランプリを受賞。
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このアニメも練馬区で!

「多田くんは恋をしない」
制作：動画工房
（製作：
「多田くんは恋をしない」製作委員会）
「多田くんは恋をしない」は2018（ 平成30）年４月〜６月まで放送されたオリジナルＴＶアニ
メーション。まだ《恋》を知らない少年と少女を中心に繰り広げられる、笑って泣けるドタバタ青
春ラブコメディです。

THIS ANIME MADE FROM NERIMA CITY

制作の動画工房は1973（ 昭和48）年に練馬区で作画スタジオとして設立。東映アニメー
ションやスタジオジブリをはじめ、数々のアニメーション作品に携わっています。近年では「刀剣
乱舞 - 花丸- 」や「私に天使が舞い降りた！」
などで知られる実力派の制作会社です。
c TADAKOI PARTNERS

「こま撮りえいが こまねこ」
制作：ドワーフ
人形や小道具、時にはカメラも少しずつ動かしながら撮影する伝統
的手法、
「こま撮り」。
「こまねこ」はこの手法で制作された作品です。愛
らしいキャラクター造形と、
とても温かみのある動きが人気で、世界各地
で公開されて話題を呼んでいます。制作したのはＮＨＫの「どーもくん」
を生み出したことでも知られるドワーフ。
ドワーフはアニメーション作家
の合田経郎さんが2003（ 平成15）年に設立。その後、練馬区にスタジ
オ兼オフィスを構え、いろいろな作品がここから生まれました。
c TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ」
原作：ブロッコリー（制作：A-1 Pictures）
（製作：うた☆プリR 製作委員会）
「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ」
は、恋愛アドベ
ンチャーゲーム「うたの☆プリンスさまっ♪」
を原作とし、TVアニメ化された人
気シリーズの第3期です。2010
（ 平成22）
年に発売された原作ゲームは多数
の続編が製作され、
さらにアニメだけでなく、
キャラクターソングCDやグッズ
などにも展開。女性を中心に絶大な支持を得ています。原作のブロッコリー
は、練馬区が拠点のコンテンツ制作会社です。
トレーディングカードゲーム
「Z/X」
などの人気コンテンツを手掛けています。
c UTA☆PRI-R PROJECT
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原作・制作・美術・撮影・・・いろいろな仕事が人気アニメを作る!

「ゾンビランドサガ」
美術：草薙
（制作：MAPPA）
2018
（平成30）
年10月から12月まで放送の「ゾンビランドサガ」。
ゾンビがアイドルになるという奇想天外なストーリーと同時に、劇中の楽曲や佐賀の風景、
３Dラ
イブシーンなど見どころ満載の本作品は放送直後から大きな話題となりました。
本作の美術監督、美術設定、背景を担当するのは、練馬区にある精鋭美術制作集団の草薙。
THIS ANIME MADE FROM NERIMA CITY

近年では、劇場用アニメ
「ONE PIECE GOLD」
（美術監督、美術設定）
、
「ドラゴンボール超ブ
ロリー」
（ 美術監督、美術設定）
、TVアニメ
「宇宙よりも遠い場所」
（ 美術監督、美術設定）
などを
手がけています。
c ゾンビランドサガ製作委員会

「コードギアス 復活のルルーシュ」
美術背景担当：ステロタイプスマーチル
（制作：サンライズ）
2006
（ 平成18）
年に放送されたTVアニメ
「コードギアス 反逆のルルーシュ」
から始まり、TVシ
リーズ続編やスピンオフ作品、劇場版3部作など、根強い人気を誇る
「コードギアス」
シリーズ。
その続編であり、完全新作の劇場版アニメ
「コードギアス 復活のルルーシュ」
が、2019（ 平成
31）年2月に公開され、大きな話題となりました。
本作の美術背景を担当したのは練馬区のステロタイプスマーチル。本作をはじめ、TVアニメ
「メジャー」や「実は私は」
など数々の作品の美術監督を手がけた加藤靖忠さんを中心とし、作画
を含めた総合制作会社へと変貌しつつある注目の会社です。
c SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design c 2006-2018 CLAMP・ST

ミニコラム
原作・
原案

企画

アニメの基本的な制作工程
原画

脚本
キャラクター
設定
美術設定

絵
コンテ

レイ
アウト

動画
色彩設計

背景美術

彩色
撮影（コンポジット）

キャスティング

アニメの制作工程を大まかに分類すると
「物語を作る」
「 演出を固める」
「キャラクターなど手前で
動くものを描く」
「背景美術を描く」
「撮影する」
「声・音楽など音を作る」
といった部門に分かれます。練

アフレコ

ダビング

完成

音楽
音響効果

馬区には、アニメ製作全般に関わる会社だけでなく、
それぞれ得意なパートを担当する会社も数多く
あります。
多くの会社・スタッフが力を出し合って、
最終的にひとつの魅力的な作品に仕上げていきます。

ANIME - ICHIBAN NO MACHI NERIMA
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INTERVIEW TO YOICHI KOTABE

別世界に入り込める、
それがアニメの魅力

「少年忍者風のフジ丸」c 東映アニメーション

c ZUIYO

「空飛ぶゆうれい船」c 東映

INTERVIEW
作画監督・キャラクターデザイン（「空飛ぶゆうれい船」
「アルプスの少女ハイジ」）

小田部羊一

僕は父親の影響で子どものころから絵が好きだったんです。アニメも好き

後に高畑さん、宮崎さんとともにAプロダクションに移って「パンダコパン

でした。アニメというよりまんが映画。ディズニーの「白雪姫」
とかソ連の「イワ

ダ」
を作り、
その後はズイヨー映像に移って
「アルプスの少女ハイジ」に参加

ンの子馬」
とかですね。長じて芸大を受けたらたまたま受かりまして。でも、いざ

するんですが、
これははじめてテレビアニメで海外ロケハンをやった作品なん

卒業する段になったら、就職先がなにもないんですよ。そこにたまたま東映

です。僕は現場でスケッチをしましたけど、宮崎さんはまったくスケッチはして

動画（現・東映アニメーション）
から募集があってなんとか受かりました。それ

いませんでした。彼は建物でも家具でも
「どういう仕組みか」
っていうのを大

が1959（ 昭和34）年ですね。高畑勲さん
（「かぐや姫の物語」監督）
とか池

事にして、
それを頭に入れていくみたいですね。

田宏さん
（「どうぶつ宝島」監督）
などが同期でした。ちなみに宮崎駿さんは
5年遅れて入ってきます。
そのころの作画は、7〜8の班体制だったんですが、僕は楠部大吉郎さん
という、
その後Aプロダクション
（のちのシンエイ動画）
を立ち上げた方の班

その後任天堂に行った池田宏さんに誘われてスーパーマリオなどに関わる
んですが、
「小田部さんが入った年からマリオは変わりましたね」
とか言われて
（笑）
。もしそうだとすればうれしいですけど。アニメーションとゲームをつなげ
られたという意味で。

に入りました。その頃先輩に言われたのは「まるで群雄割拠の時代よ」
と

僕は子どものころ、絵本を見ているとその絵の中に入っていきたくなったり

（笑）
。才能のある人が班を持っていて、一国一城の主なんですよね。なるほ

したけど、
アニメーションも現実ではない別世界に入り込める。
それが魅力じゃ

どと納得できました。
当時はとにかくおもしろかったですね。いい意味の徒弟制度があって、現場
でみんな教えてもらえた。いまでも
「まるでアニメーションの学校みたいだった
ね」
と仲間と話をしたりするんですが、
よくできた作画のシステムがありました。
その後テレビアニメがスタートしたんですが、
リミテッド
（註：1秒間に使用する
動画の枚数を減らして制作する手法）
なので「こんな楽でいいのか」
と、
まった
く気楽でしたね。苦労した覚えがないんです。東映動画のあった大泉は田畑と

ないかと思っています。アニメーションって全てなんにもないところからつくり
だす。神様以外にはできないことができるんですよね。
こんなすごい仕事はな
いんじゃないかと思いますね。

PROFILE

小田部羊一（こたべ

よういち）

昭和11年台北市生まれ。東京藝術大学日本画科卒。東映動画に入社後、
Ａプロ
ダクションなどを経て、ズイヨー映像に移籍後「アルプスの少女ハイジ」のキャラ

か草むらが多くてね。休み時間になったらそこで相撲をとったり散歩したりして

クターデザインなどを担当。その後はフリーランスとしてさまざまな作品に参加後、

ました。よくアオダイショウとかも出て、楠部さんなどは捕まえちゃあブンブン振

任天堂に入社してスーパーマリオ他のビジュアルなどに携わる。現在も大学の講

り回したりして
（笑）
。ほんとに田舎だったんですね。

師やポケモンのアニメーション監修に携わるなど、精力的に活動中。
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よりジェット・リンク
「サイボーグ009」
c 2001石森プロ／サイボーグ009製作委員会

INTERVIEW TO SHOWTARO MORIKUBO

役者として日々進化していきたい

「おろしたてミュージカル 練馬大根ブラザーズ」
c 2006アニプレックス／スタジオ雲雀

INTERVIEW
声優（「NARUTO - ナルト-」奈良シカマル役・
「弱虫ペダル」巻島裕介役）

森久保祥太郎

もともと僕は、実は声優を目指してはいなくて、俳優志望だったんです。だ

話を子どもでも食いつくような世界観に落とし込んでいて、大人になってみた

から、声優という職業があるのは知っていたんですけど、
「まさか」
ですよね。最

らこんな深い話だったんだ、とわかる。時を経てもそういう感慨を抱ける作品

初は嫌だったんですよ、
うまくできないから。映像にあわせてしゃべる、
というの

を描いていらっしゃる方ですよね。すごいなーって思うんですよ。

にすごくストレスがあって。でも数年やっていくうちに、大ベテランの方々がす

アニメって、日本人だからこそできた文化で、丁寧に長い時間をかけて培っ

ごく楽しそうにお仕事されている姿を見て
「あのお年までいきいき伸び伸びと

てきたからこそ、いま世界で評価される作品が多いと思うんですね。それに誰

されているということは、
この仕事はすごく魅力的なんだろうな」
と思って心を

もが一度は通るじゃないですか。男の子も女の子も。だからすごく影響力があ

入れ替えまして。下手だから楽しくないんだ、
と思って独学で勉強したんです。

る。そして自由ですよね。限界がないっていうか。大人から子どもまで楽しめる

後から声優の世界に飛び込んだから、テクニックなどは後から埋めていったと

間口の広さがあって。

いうか。僕は声自体にコンプレックスがあって、
その声が仕事になるとはまった

まだまだアニメ自体のクオリティも進化していくから、僕らも役者として、
日々

く思っていませんでした。だから本当に意外でした。
「なった」
というより
「なれ

いろいろなものを吸収して進化していかなきゃいけないなと。
いつまでも先輩た

た」
という感じですかね。

ちにおんぶにだっこではなくて、僕たちも先輩たちと一緒に背負います！っていう

僕自身の感触としては、すごくいいタイミングで声優という職業に出会えた
なぁと思っていて。
というのは、先代たちがジャンルでも文化でもなかったとこ

年代にはきてると思いますから、練馬区から産声を上げ、脈々と受け継がれてき
たアニメという素晴らしい文化を背負える人間になっていきたいなと思います。

ろから切り拓いてつくってきていただいた、
きれいに舗装された道が僕らの前
にはあったから。
その数世代下の僕たちが新しい感覚で歩いて、
しかも広げる
こともできたんじゃないかなと。すでにしっかりと舗装されていたからこそ拡張
工事もできたと。そういうバトンをすごくいい時期にもらえている世代かな、
と
いう自覚はあります。
僕は平成版「サイボーグ009」
（TV）にジェット・リンク役で出させていただ
いたのですが、自分が子どものころに見ていた作品に出るというのはものす

PROFILE

森久保祥太郎（もりくぼ しょうたろう）

昭和49年2月25日東京都生まれ。アドナインス所属。声優の仕事のみならず、
舞台俳優やラジオパーソナリティ、
ミュージシャンなどとしても活躍。練馬が舞台
となった
「おろしたてミュージカル 練馬大根ブラザーズ」に出演。代表作として
「メジャー」
（ 茂野吾郎役）
、
「NARUTO-ナルト-疾風伝」
（ 奈良シカマル役）
、
「弱虫
ペダル」
（ 巻島裕介役）
、
「劇場版マジンガーZ/INFINITY」
（ 兜甲児役）
、
「クリミ

ごくプレッシャーでしたね。石ノ森さんの作品って、人としての尊厳とか、善と

ナル・マインド」
（ Dr.スペンサー・リード役）
他多数。自身ソロ名義のアーティスト活

か悪ってなんだろうとか、いろんな葛藤がでてくる。そういうスケールの大きい

動に加え、
「buzz★Vibes」のボーカルとしても活躍中。

ANIME - ICHIBAN NO MACHI NERIMA
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COLUMN

アニメが日本にもたらしたもの
文：櫻井孝昌

いま世界が「メイド・イン・ジャパン」
と聞いて、頭にもっとも描くの
はアニメだろう。家電でも自動車でもなく、
なぜアニメなのか？
COLUMN OF ANIME

私は2008
（平成20）
年、サウジアラビア、
ミャンマーといった諸国
での講演活動をきっかけに、
「アニメ文化外交」
を提唱し、文化外

扉なのである。伝統文化の普及とアニメ等ポップカルチャーの普
及は文化外交において二律背反するものではないし、相互補完す
るものだ。
たとえば、いま世界でブームになっているものに「お弁当」があ

交活動でこれまでに25カ国のべ120都市以上で講演活動や、

る。
「OBENTO」
とアルファベットで表記され、
かわいいデザインの

ファッションショーをはじめ、
さまざまな日本イベントをプロデュース

お弁当箱も人気になっている。アニメは中高生が主人公なことが

してきた。そして、
この活動を通して、
日本を愛してやまない世界の

多く、必然的に学校でお弁当を食べるシーンが登場する。その1秒

たくさんの人たちと話してきた。

映るか映らないものを描きこむのが日本のアニメーターであり、
そ

彼らが考える日本。それはこんな国だ。日本は日本にしかないも
のを創り出す国である。
そう考える世界の人たちにとって、
その代表がアニメなのである。
彼らはこうも言う。
日本はモノづくりに真摯な国だ。
そして、
それは
日本人が伝統を大事にしてきたからだ。
その根底にあるのは、
日本のものづくりを支えてきた
「匠」の精
神だ。世界は日本のアニメに、
まさにその匠を見ているのである。

れを見てさらに日本への興味をかきたてるのが世界なのである。日
本人クリエイターの「匠」への世界の共鳴だ。
いま世界には、アニメ中心に日本文化を紹介するイベントが無
数にあり、1万人以上動員するイベントは世界津々浦々で珍しくも
なんともない。
こうしたイベントのほとんどは、現地の人による現地
の人のためのイベントだ。
こんなふうに他の国にしてもらえる国が日
本以外にあるだろうか。

アニメ文化外交を提唱し始めた当初、霞が関の文化外交活動

世界がお互いを理解しあえる日は来るのか。争い合う世界の

における主流の考え方はこうだった。アニメを好きになる人は、アニ

報道を見ながら考えることが多いなかで、希望はアニメにこそあ

メが好きなのであって、
日本を好きになるわけではない。だから、文

る。日本のアニメで育った若者たちの価値観の共有。彼らの気持

化外交では伝統文化を用いるべきだ。

ちに日本人はもっと寄り添うべきであり、
そしてなぜ世界がメイド・

私はさまざまな場面でこの考えがいかに間違っているかを指摘
してきた。アニメには現代だけでなく、
日本のありとあらゆる社会、
文化、生活が描かれている。アニメを通して将棋を好きになった。
アニメで日本食に出会った。アニメはいまや世界と日本との大きな

イン・ジャパンでアニメを思い浮かべるのかの本質を考えるときが
きている。
練馬にはアニメ関連の会社がたくさんある。練馬がどう動くか、
考えるかは、
日本にとっても大事なことなのではないだろうか。

PROFILE
櫻井孝昌（さくらい たかまさ）
昭和40年東京生まれ。
コンテンツメディアプロデューサー、作
家、デジタルハリウッド大学・大学院特任教授。外務省アニメ
文化外交に関する有識者会議委員、外務省ポップカルチャー
（ファッション分野）
における対外発信に関する有識者会議委員
等の役職も歴任。27カ国・地域、
のべ150都市以上で講演・
ファッションショープロデュース等の文化外交を実施。
『アニメ
文化外交』
（ちくま新書）
『日本が好きすぎる中国人女子』
（ PHP
新書）
「世界カワイイ革命」
（PHP新書）
ほか著書多数
スペイン バルセロナ「サロン・デル・マンガ」にて
日本のアニメのコスプレを楽しむ現地の若者たち
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※櫻井孝昌氏は、本原稿再確認後の 2015 年に逝去されました

アニメ・イチバン楽しむ！

む
楽し !
メを
ろ
ニ
ア
い
ろ
い
ット
ポ
ス

LET'S ENJOY ANIME MOST!

練馬アニメカーニバル

練馬アニメカーニバル2018ステージにて

毎年秋に練馬駅北口周辺施設を会場として開催される《練馬アニメカーニバル》。本イベントは練馬区にとって重要な産業であるアニメー
ションを、
より深く、楽しく、身近に感じていただくことを目的としたイベントです。
ジャパンアニメーション発祥の地 と呼ばれる練馬区らしく、アニメーション作品にこめられたクリエイターたちの「知恵」
「技術」
「魂」を知り、
作品がさらに面白くなるプログラムをお届けします。

アニメプロジェクト in 大泉

HUGっと
！プリキュアショー

アニメ産業と教育の連携

c ABC-A･東映アニメーション

アニメで地域を盛り上げるために、地元の東映アニメーション
などの協力を得ながら、大泉地域の商店会が中心となって毎

練馬区の特徴的な産業であるアニメを活用した教育活動に取

年開催するアニメイベントです。大泉ゆめーてる商店街をはじ

り組んでいます。アニメ文化を通じて地域への愛を深め、作る

めとする複数の会場で、アニメ関係者のトークイベント、商店会

楽しさやプロの仕事を学ぶ体験による成長促進を目指します。

による露店、プロのアニメーターによるアニメ制作体験教室な

2018（平成30）年には、
事業開始から10周年を迎えました。

ど、バラエティ豊かな企画が盛りだくさん。アニソンライブやキャ
ラクターショーも楽しめます。

ANIME - ICHIBAN NO MACHI NERIMA
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まだまだこんな取組も！

APPROACH OF NERIMA CITY

大泉アニメゲート

c 手塚プロダクション

c 松本零士・東映アニメーション

c 高森朝雄・ちばてつや
／講談社

c 高橋留美子／小学館

2015
（平成27）
年4月に、
「アニメ
・イチバンのまち 練馬区」
を象徴する新名所として、大泉学園駅の北口ペデストリアンデッキにオープンしました。
ジャパンアニメーション発祥の地・大泉の玄関口として、練馬区ゆかりのキャラクターたちが等身大でお出迎えします。
「鉄腕アトム」のアトム、
「あしたのジョー」の矢吹丈、
「銀河鉄道999」の星野鉄郎とメーテル、
「うる星やつら」のラムのブロンズ像のほか、
「ねりまアニメ年表」や「グラ
フィックウォール」
など、練馬のアニメを体感できる空間になっています。

東映アニメーションミュージアム

大泉ゆめーてる商店街

2018
（平成30）
年7月にオープンした《東映アニメーションミュー
ジアム》。1956
（ 昭和31）
年の創立から現在まで数多くのアニ

c 松本零士・東映アニメーション

メーション作品を生み出してきた
「東映アニメーション
（旧・東映

練馬区の西に位置する緑豊かな大泉学園。西武池袋線大泉

動画）
」大泉スタジオの一画に誕生した施設です。館内には、東

学園駅北口から東映アニメーション方面に拡がる大きな商店街

映アニメーションが制作した作品を検索できる大型パネルを設

が「ゆめーてる商店街」
です。大泉在住のマンガ家・松本零士さ

c 松本零士

置。制作資料の展示や、企画展のコーナーのほか、
ミュージア

んの全面協力を得て「夢＋メーテル」
で名付けられました。アニ

ムショップなども併設されています。

メプロジェクトへの参加や盆踊りなどのイベントも盛んに行われ

公式サイト https://museum.toei-anim.co.jp/

ており、
オリジナルキャラクター
「ゆめーてるちゃん」
も大活躍！
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ワクワクする取組がいっぱい！WEBサイトも見てねり!

https://animation-nerima.jp/

ツイッターアカウント：@anime_nerima

APPROACH OF NERIMA CITY

練馬アニメーションサイト

練馬区ゆかりのアニメ関係者を、
インタビューや研究者によるトークで紹介するほ
か、練馬区内で開催されるイベントやアニメスポット情報、公式アニメキャラクター・
ねり丸の最新情報など、練馬区とアニメの関わりを発信するサイトです。他にも練馬
区内外で実施されるアニメ関連イベントや事業の情報など、練馬区とアニメへの理
解が深まるコンテンツが盛りだくさん。
ぜひチェックしてみてください。

練馬区の取組について
日本の首都東京の北西部に位置する練馬区は、1947
（昭和22）
年に誕生して以降、みど
り豊かなまちとして発展し、現在では約73万人の区民が暮らす大住宅都市となりました。
また、練馬区は日本のアニメ生誕の地であり、アニメを育んできたまちでもあります。練馬
区から数々のアニメの名作が生まれ、いまや練馬発のアニメは世界に誇る素晴らしい文化
となりました。
まさにアニメ発展の歴史は、練馬区の歴史でもあるわけです。
練馬区では、様々な取組を通じて、アニメを
「産業」
と
「文化」の両面から盛り上げ、区内
経済の活性化とアニメが区民の誇りとなることを目指しています。
これからも、
「アニメ・イチバンのまち」で生まれた作品とともに、練馬区はさらに魅力的な
まちとして発展していきます。

ANIME - ICHIBAN NO MACHI NERIMA

15

発見！練馬区アニメMAP

西武池袋線

練馬区でアニメを楽しもう！

西武新宿線
都営大江戸線

光が丘公園
谷原のガスタンク

東映東京撮影所

14

映画会社東映の撮影所。
「仮面ライダー」など特撮

の舞台。劇場版第1作で

T・ジョイSEIBU大泉

©本郷あきよし・東映アニメーション

全9スクリーンの映画館。話題

11

のアニメや特撮作品が充実！

ション方面に広がる商店街。街路

NERIMA CITY ANIME MAP

はここでの激しい戦いも！

東映東京撮影所に隣接する

大泉学園駅北口から東映アニメー

大泉アニメゲート
キでは、練馬区ゆかりのキャラクタ

発車メロディももちろん
「999」
です
© 松本零士・東映アニメーション

c 高橋留美子
／小学館

© Leiji Matsumoto

手

大泉サロン

石神井公園

少女マンガを飛躍的に発展させた

アパート。女性版「トキワ荘」でした。
1970年ころ大泉にあったそうです

で主人公とヒロインがデートに訪れる遊
園地のモチーフになりました

を作った会社です
（見学不可）

© 増田英二（週刊少年チャンピオン）／じつわた製作委員会

豊島園

02

05

「のだめカンタービレ」の舞

全9スクリーンの映画館。

台・桃ヶ丘音楽大学は、
ここ

IMAXも1スクリーンあり

武蔵野音楽大学がモデル

練馬

お問合せ TEL 03-3996-4060

03

公式サイト https://www.
neribun.or.jp/furusato.html

富士見台

石神井公園

04

17
07

06

レーン撮影台などアニメ関連展示もあります

メ関係の卒業生も多い！

武蔵野音楽大学

ユナイテッド・シネマ
としまえん

大迫力映画が楽しめます

練馬高野台

練馬の歴史や文化を知る博物館。マルチプ

氷川台

16

区内唯一の遊園地。
「 実は私は」第5話

治虫さんが創設し、
日本初

石神井公園ふるさと文化館

志夫さん、小野大輔さんなどアニ

としまえん

のTVアニメ
「鉄腕アトム」など

20

竹宮惠子さんと萩尾望都さんが同
居し、数々の女性マンガ家が集った

世界の片隅に」）、声優の古川登

練馬春日町

12

は施設まで03-3995-6711）

虫プロダクション

大泉学園

富野由悠季監督（「機動戦士ガ

（展示スペース見学可能。詳しく

01

日本大学芸術学部
ンダム」）、片渕須直監督（「この

メーテルが描かれています

できるスペースです
c 手塚プロダクション c 松本零士・東映アニメーション c 高森朝雄・
ちばてつや
／講談社

平和台

中心施設。
「銀河鉄道999」の

メ・イチバンのまち練馬区」を体感

改札内には車掌さんの等身大フィ

15

資源を回収し再利用するための

ー達が等身大でお出迎え。
「アニ

ギュア、北口には大型壁画、
そして

光が丘

資源循環センター
（谷原）

大泉学園北口ペデストリアンデッ

「銀河鉄道999」に満ちています。

東武練馬

「デジモンアドベンチャー」

られています
（見学不可）

大泉ゆめーてる商店街

19

地下鉄赤塚

光が丘

TV作品も現在はここで作

小竹向原

18
新桜台
江古田

08

桜台
新江古田

中村橋

13

「ど根性ガエル」の原作では石神井公園がたびたび登場
© 吉沢やすみ／オフィス安井・TMS

練馬文化センター
「四月は君の嘘」第1話で、主人公

上石神井

09

10

武蔵関
上石神井周辺

を疾走する場面も
© 増田英二（週刊少年チャンピオン）
／じつわた製作委員会

ました。各話に登場するほか、エン

© 新川直司・講談社／「四月は君の嘘」製作委員会

ディングのタイトルバックにも使わ
れています
（見学不可）

02 練馬高野台駅
あしたのジョー

ション

／講談社・TMS

© 松本零士・東映アニメー

16 ANIME-ICHIBAN NO MACHI NERIMA

© 高森朝雄・ちばてつや

03 富士見台駅
鉄腕アトム

© Tezuka Productions

04 中村橋駅
ゲゲゲの鬼太郎

© 水木プロ・フジテレビ・東
映アニメーション

05 豊島園駅
Yes！プリキュア5GoGo!
© ABC・東映アニメーション

06 練馬駅
白蛇伝
© 東映

07 桜台駅
サイボーグ009
© 石森プロ・東映

頻繁に登場。作品には石

「GRIDMAN」製作委員会

© 二ノ宮知子・講談社／

のだめカンタービレ製作委
員会

イラストレーション

練馬区役所
練馬大根ブラザーズ」で

© 円谷プロ
© 2018 TRIGGER・雨宮哲／

08 江古田駅
のだめカンタービレ

道、石神井公園、
カタクリの花など

神井公園が登場する回も
© 2006アニプレックス／スタジオ雲雀

09 武蔵関駅
一休さん

© 東映アニメーション

10 上石神井駅
超時空要塞マクロス
© 1982 ビックウエスト

11 光が丘駅
デジモンアドベンチャー

© 本郷あきよし・東映アニ

メーション

12 練馬春日町駅
おろしたてミュージカル
練馬大根ブラザーズ

© アニプレックス/スタジオ
雲雀

久保田誓
（作画監督・キャラクターデザイナー）

「おろしたてミュージカル

駅周辺のスポットをアニメのキャラクターがご案内します。駅に降りたら探してみて下さい！

01 大泉学園駅
銀河鉄道999

地、石神井公園ふるさと文化館、
としまえん、西武鉄

ヒロインがサンツ中村橋商店街

公たちの通う高校のモデルとなり

電車も

アニメーション旧社屋、虫プロダクション、光が丘団

© 新川直司・講談社／「四月は君の嘘」製作委員会

「実は私は」に登場。第5話では
「SSSS.GRIDMAN」では、主人

に設定されています。西武鉄道の

練馬区の風景が描かれています。練馬区役所、東映

の場所として度々登場します

中村橋
東京都立 井草高等学校

「四月は君の嘘」は練馬区が舞台

この冊子の表紙

がヒロインに出会う場所。演奏会

13 新江古田駅
こまねこ

14 地下鉄赤塚駅
ひみつのアッコちゃん

フィルムパートナーズ

メーション

© TYO・dwarf/こまねこ

© フジオプロ・東 映アニ

東映アニメーション研究所出身。
「おジャ魔女どれみ
ドッカ〜ン！」
「明日のナージャ」
など東映アニメ作品

区役所20階の展望ロビーでは

にも参加。細田守監督作品「時をかける少女」やTV

ねり丸フィギュアがお出迎え。

アニメ
「ワンパンマン」
などで作画監督を務める

絶景が楽しめます

15 平和台駅
ジャングル大帝

© Tezuka Productions

16 氷川台駅
さるとびエッちゃん

© 石森プロ・東映アニメー

ション

17 新桜台駅
おジャ魔女どれみ
© 東映アニメーション

18 小竹向原駅
ブレイブストーリー

19 東武練馬駅
魔法使いサリー

／GONZO／ワーナーエン
ターテイメントジャパン／電
通／スカパーJSAT

ション

© 2006 フジテレビジョン

© 光プロ・東 映アニメー

20 石神井公園駅
ど根性ガエル

© 吉沢やすみ／オフィス
安井

NERIMA CITY ANIME MAP

園光子力町
（架空の町）
が舞台
©ダイナミック企画・東映アニメーション

大泉学園駅

ニメを楽しむスポットを紹介します

© 練馬区

「ロボットガールズZ」は大泉学

灯には
「銀河鉄道999」の装飾も

方法があります。
「現実にあるもの」
を楽しむことと
「作品に

が展開します

公式サイト https://museum.toei-anim.co.jp/

© 松本零士・東映アニメーション

「アニメ・イチバンのまち」でアニメを楽しむには大きく2つの
描かれたもの」
を楽しむことができるのです。
このマップでア

東武東上線

に、男女の爽やかな物語

登場

や企画展示、
グッズショップなどがあります

西武有楽町線

四季折々の練馬をバック

「帰ってきたウルトラマン」にも

東映アニメーションが制作した作品の資料展示

大泉学園

区が制作した短編アニメ。

印象的な風景で、特撮ドラマ

東映アニメーションミュージアム

東京メトロ有楽町線・副都心線

「タイムカプセル+」
は練馬

ボク 練馬区公式アニメキャラクター ねり丸! よろしくねり♪

「アニメ・イチバンのまち 練馬区」
を日本中・世界中に広くPRするため
に生まれた自称ヒーロー。練馬の「ねり」
と愛らしく丸みのある容姿から
「ねり丸」
と名付けられました。
「練馬大根」
と区名の「馬」
をイメージした容姿はかわいさバツグン。

PR 頑張ってます！
練馬区のアニメをPRするため、
区の告知物に数多く登場してい
るほか、アニメイベントやお祭り
などにも出演し、会場を盛り上
げています。

c 練馬区

ねり丸アニメ 配信中！
ねり丸の日常や練馬区内の
施設・イベントをゆる〜く紹介
しています。オフィシャルペー
ジやYouTubeで公開中。

ねり丸グッズも販売中！
ストラップやクリアファイルをはじめと
したかわいいグッズが盛りだくさん。
詳しくはWEBをチェック！

CHECKねり！

情報発信中！

ぬいぐるみストラップ

ツイッターアカウント：@nerimaru_nerima

クリアファイル

オフィシャルページ：https://animation-nerima.jp/nerimaru.html

「アニメ・イチバンのまち 練馬区」再改訂版
発行 練馬区商工観光課
初版 2013（平成 25）年11月
再改訂版 2019（平成 31）年3月
〒176-8501 東京都練馬区豊玉北 6-12-1 TEL 03-5984-1032（直通）
練馬区ホームページ https：//www.city.nerima.tokyo.jp/
練馬アニメーションサイト https：//animation-nerima.jp/
編集・制作 有限会社ライトスタッフ
掲載内容は発行日時点のもので、変更となる可能性があります。
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