
「第 180 回アニメスタイルイベント 沓名健⼀の作画語り 
 ［ネットで観られる若⼿の注⽬アニメ］」紹介動画⼀覧 
 
2021 年 10 ⽉ 10 ⽇(⽇) に⾏われた「第 180 回アニメスタイルイベント沓名健⼀の作画語り［ネットで
観られる若⼿の注⽬アニメ］」のサブテキストです。 
イベントではゲストの沓名健⼀さん、⽟川真吾さん、平岡政展さん、⼭⽥遼志さんにそれぞれ注⽬してい
るアニメーションを紹介していただきました。このサブテキストでは、イベント中に紹介されたアニメ
ーションの作品名と閲覧できるサイトの URL を⼀覧にしてまとめています。 
（）は作者あるいはアニメーションの主なスタッフ情報。［］はイベントのアーカイブ動画内で紹介され
ている再⽣時間。掲載している作品に説明が必要なものについては、○の部分で記しました。作品を観な
がらイベントのアーカイブ動画をお楽しみください。 
 
【第 1 部】 
<ゲストが担当したアニメーション作品> 
 
『PUPARIA』（⽟川真吾）［アーカイブ動画：8 分 7 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=CWnqX41JHuM 
 
『リトルウィッチアカデミア』第 2 クールノンクレジット ED（平岡政展）［アーカイブ動画：14 分 46 秒より］ 

https://www.youtube.com/watch?v=5wvTs-1jUFE 
 
『オッドタクシー』ノンクレジット OP（⼭⽥遼志）［アーカイブ動画：18 分 43 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=jX-Ry1VxeDQ 
 
＜沓名健⼀が注⽬するネットで観られるアニメーション MV＞ 
 
「勘ぐれい」MV（こむぎこ 2000）［アーカイブ動画：24 分 24 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=ugpywe34_30 
 
「不⾰命前夜」MV（こむぎこ 2000）［アーカイブ動画：27 分 14 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=Dm2O_W6Rrss 
 
「暗く⿊く」MV（はなぶし）［アーカイブ動画：38 分 59 秒より］   
https://www.youtube.com/watch?v=dcOwj-QE_ZE 
 
「秒針を噛む」MV（Waboku）［アーカイブ動画：40 分 54 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=GJI4Gv7NbmE 
 



「シオン」MV （Waboku × A-1 Pictures “BATEN KAITOS“）［アーカイブ動画：42 分 23 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=LR8WmY7j0oU 
 
『夢が覚めるまで』予告編（loundraw）［アーカイブ動画：44 分 44 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=u79x7HzB9SQ 
 
『⼀番近くて遠い星』フルバージョン（loundraw）［アーカイブ動画：46 分 4 秒より］  
https://www.youtube.com/watch?v=3fRJ9nJiuag 
 
「僕らまだアンダーグラウンド」 MV（依⽥伸隆(10GAUGE)、浅野直之）［アーカイブ動画：47 分 35 秒より］ 

https://www.youtube.com/watch?v=nBteO-bU78Y 
 
「砂の惑星 feat.初⾳ミク」MV（南⽅研究所）［アーカイブ動画：50 分 4 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=AS4q9yaWJkI 
 
「天国⼤魔境」1 巻発売記念アニメ PV（南⽅研究所）［アーカイブ動画：51 分 22 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=b34p204HQO0 
 
「冒険隊 森の勇者」MV（四宮義俊、南⽅研究所）［アーカイブ動画：52 分 45 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=SNIE80rJRiM 
 
「⽇本橋⾼架下 R 計画」MV  (細⾦卓⽮）［アーカイブ動画：54 分 41 秒より］ 
 https://www.youtube.com/watch?v=EqogKMxhpT4 
 
「群⻘讃歌」MV（くっか）［アーカイブ動画：56 分 55 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=sgZjbk9eH6g 
 
「⼼海」MV（まりやす）［アーカイブ動画：59 分 7 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=vRPCAAUBMms 
 
「The Naked King 美しき我が⼈⽣を」MV（rapparu）［アーカイブ動画：60 分 49 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=_QQHM5qXuBg 
 
「More (feat. Anderson .Paak)」MV（渡辺信⼀郎）［アーカイブ動画：63 分 28 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=ylqBPksn36A 
 
 
 



【第 2 部】 
＜⽟川真吾が選んだおすすめのアニメーション作品＞  
 
「Hématome」MV（Roxane Lumeret、Jocelyn Charles）［アーカイブ動画：69 分 13 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=FOs7wtSiJnQ 
 
『やわらかなしろ』（Ne Mi）［アーカイブ動画：73 分 18 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=WpsO4W666kw 
 
「それを愛と呼ぶだけ」MV（ちな、もああん）［アーカイブ動画：79 分 59 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=bMwLJHWP1UE 
 
『呪術廻戦』ノンクレジット OP（⼭下清悟）［アーカイブ動画：85 分 52 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=v8bZVdTgXoY 
 
『若おかみは⼩学⽣！』公式 PV（⾼坂希太郎）［アーカイブ動画：89 分 4 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=8iKP1luZhGs 
 
「アニメーションの神様、その美しき世界」予告編（ユーリー・ノルシュテイン）［アーカイブ動画：126 分 9 秒より］ 

https://www.youtube.com/watch?v=L7X0qwGzCeo&t=20s 
○紹介する作品は『霧の中のハリネズミ』だったが、ネット上に公式の動画がないため、 
会場では代わりにユーリー・ノルシュテインの他の作品が流れる上記 URL の動画を流した。 
 
「変態アニメーションナイト 2014」予告編（ブルース・ビックフォード、他）［アーカイブ動画：132 分 32 秒より］ 

https://www.youtube.com/watch?v=nVg27oQtPA4 
○紹介する作品は『プロメテウスの庭』（ブルース・ビックフォード）だったが、ネット上に公式の動画
がないため、会場では代わりに同作品の⼀部が映る上記 URL の動画を流した。 
 
『下校』（ajisa Asai）［アーカイブ動画： 140 分 18 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=MvWlPuQtwYY 
 
＜平岡政展が選んだおすすめのアニメーション作品＞  
 
「Yumegaoka」MV（おーくボ）［アーカイブ動画：94 分 54 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=g_SG8wd1ZT0 
 
『四⾓いサラリーマンの計画通り』（⼩島海次郎）［アーカイブ動画：97 分 52 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=EkaZV5YdGiE 



「GLAS Animation Festival 2021 Signal Film」（Jonathan Djob Nkondo）［アーカイブ動画：103 分 41 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=katfBL89I7g 
 
「ケダモノのフレンズ」MV（Sonny'e Lim）［アーカイブ動画：144 分 9 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=vVI9UqyxRdQ 
 
「Stoning(돌팔매)」MV（Jinpyo Kim(김진표)）［アーカイブ動画：150 分 6 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=B8DYUf14ufc 
 
『BALLPIT』（kvmowat）［アーカイブ動画：151 分 8 秒より］ 
https://vimeo.com/49178869 
 
<⼭⽥遼志が選んだおすすめのアニメーション作品> 
 
『My trip to Japan / Viaje a Japón』（Dante Zaballa、Juan Molinet）［アーカイブ動画：107 分 12 秒より］ 
https://vimeo.com/304156637 
 
「Blow To The Head 」MV（Caleb Wood）［アーカイブ動画：112 分 0 秒より］ 
https://vimeo.com/374451491 
 
『AUGENBLICKE - a blink of an eye』（Kiana Naghshineh）［アーカイブ動画：115 分 35 秒より］ 
https://vimeo.com/523020044 
 
『About you』（CHOI Seo Yeon）［アーカイブ動画：120 分 50 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=GnUE0Pxf_6E 
 
『Love & Theft』（Andreas Hykade）［アーカイブ動画：154 分 45 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=rEUxlwb2uFI 
 
『La Coda』（Gianluigi Toccafondo）［アーカイブ動画：158 分 3 秒より］ 
https://vimeo.com/235343086 
 
「プリート・パルン作品集」 （プリート・パルン）［アーカイブ動画：160 分 33 秒より］ 
https://www.youtube.com/watch?v=FWRMk6N2jUA 


