
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

平成 28年 10月 29日作成 

映画 「ダゲレオタイプの女」 に関する新聞記事   

タイトル 新聞名 掲載年月日 

仏で全編撮影「土壌は育っていた」「ダゲレオタイプの女」 読売新聞 夕刊 2016.10.21 

黒沢清監督新作「ダゲレオタイプの女」公開 「これが映画の世界」信じ 毎日新聞 夕刊 2016.10.18 

「ダゲレオタイプの女」死も愛も、幻かもしれない 朝日新聞 夕刊 2016.10.14 

「ダゲレオタイプの女」詰まっている黒沢監督らしさ 産経新聞 朝刊 2016.10.14 

〔映画〕ダゲレオタイプの女＝仏、ベルギー、日  生活者か死者か 読売新聞 夕刊 2016.10.14 

シネマの週末・トピックス：ダゲレオタイプの女 毎日新聞 夕刊 2016.10.14 

日本と西洋、幽霊が競演 黒沢清監督、初海外作「ダゲレオタイプの女」 朝日新聞 朝刊 2016.10.7 

映画「ダゲレオタイプの女」に関する雑誌記事 

タイトル 雑誌名/巻号 出版年 

『ダゲレオタイプの女』を語る 黒沢清 文學界/11月号 2016.10 

◇インタビュー/黒沢清（監督）、タハール・ラヒム 

◇「ダゲレオタイプの女」が出来るまで 

キネマ旬報/10月下旬号(1730) 2016.10.15 

記者会見リポート 『ダゲレオタイプの女』で海外初進出となる黒沢

清監督と主演タハール・ラヒム 

週刊読書人/10月 14日号 2016.10.14 

キネマ旬報が選ぶ みんなが見たいいい映画 55 キネマ旬報/7月下旬号(1721) 2016.7.15 

映画監督・黒沢清に関する図書 

書名 著者 出版者 出版年 請 求 記 号 

年鑑代表シナリオ集 '15 日本シナリオ作家協会/編 日本シナリオ作家協会 2016 912.78/N64  

黒沢清と<断続>の映画 川崎 公平 水声社 2014 778.21/Ku76 

甦る相米慎二 木村 建哉/編 インスクリプト 2011 778.21/ So36 

映画長話 蓮實 重彦 リトルモア 2011 778.04/H39 

ゼロ年代+の映画 森 直人 河出書房新社 2011 778.04/Z3 

日本的想像力の未来 東 浩紀/編 日本放送出版協会 2010 361.5/ N71 

恐怖の対談 黒沢 清 青土社 2008 778.04/ Ky2 

映画のこわい話 黒沢 清 青土社 2007 778.04/Ku76 

恐怖の映画術 黒沢 清 キネマ旬報社 2006 778.21/W44 

現代映画講義 大寺 眞輔/編著 青土社 2005 778.04/O17 

映画の授業 黒沢 清/ほか 青土社 2004 778.4/ E37 

黒沢清の恐怖の映画史 黒沢 清 青土社 2003 778.04/ Ku76 

映画愛 監督編 武藤 起一/編 大栄出版 1993 778.21/ Mu93/2 

映像のカリスマ 黒沢 清 フィルムアート社 1992 778.04/ KU 

 

 



 

 

 

 

 

 

ダゲレオタイプに関する国立国会図書館デジタルコレクション（図書館送信限定）   

タイトル 著者  雑誌名/巻号 出版年 

ダゲレオタイプに写された日本人 ―グラント・ローマー氏による調査会報告    深川 雅文 
川崎市市民ミュー

ジアム紀要/ (11) 
1993.3 

咸臨丸の福澤諭吉と「写真屋の娘」 ―ダゲレオタイプとアンブロタイプ   中崎 昌雄 適塾/(18). 1985.12 

写真一二〇年史 ―ダゲレオタイプの完成  田中 雅夫  〈図書〉 1959 

ダゲールとダゲレオタイプ (カメラの選び方と使い方) アルス 
アルス写真講座./ 

第 1巻 
1954 

ダゲレオタイプからフォトプラスティックまで 坂田 稔 
アルス写真文庫./

第 48 
1941 

＊国立国会図書館デジタルコレクション図書館送信限定の閲覧（館内）には府立図書館カードが必要です。 

図書館カードの作成は、住所氏名等が確認できる保険証等をご持参の上お申し込みください。 

＊雑誌記事索引集成データベース「ざっさくプラス」、新聞データベースはご自由に閲覧できます。 

＊開架の図書・雑誌はご自由に閲覧できます。書庫の図書・雑誌はカウンターで出納を依頼してください。 

ご不明の点がありましたらお気軽にカウンターでおたずねください。   【写真：府立図書館らせん階段、地下閲覧室】 

 

 

 

ダゲレオタイプに関する図書     

書名 著者 出版者 出版年 請求記号 

50の名機とアイテムで知る図説カメラの歴史 マイケル・プリチャード 原書房 2015 535.85/P93 

ロマンスの迷宮 
日本ナサニエル・ホーソー

ン協会九州支部研究会/編 
英宝社 2013 930.268/H45 

ポウ研究 内田 市五郎 日本古書通信社 2007 930.268/P76 

完訳ダゲレオタイプ教本 L.J.M.ダゲール 朝日ソノラマ 1998 572.7/D 

ダゲレオタイプに関する雑誌記事    

タイトル 著者 雑誌名/巻号 出版年 

僕はなぜダゲレオタイプで撮ったのか 新井 卓 アサヒカメラ(1073) 2016.4 

ダゲレオタイプで記憶をとらえる 新井 卓 芸術新潮/66(12) 2015.12 

鏡の両岸で出会うこと ―ダゲレオタイプ、イメージの原初への旅(前編)  新井 卓 春秋/(525) 2011.1 

まなざすこと、希うこと ―ダゲレオタイプ、イメージの原初への旅(後編)  新井 卓 春秋/（527） 2011.4 

写真の前史 ―パノラマ・ディオラマ・ダゲレオタイプ 三宅 晶子  ユリイカ/20(3) 1988.3 

<ダゲレオタイプ>と<カロタイプ> (写真家名鑑 海外編～写真史の一〇一人

特集)  
飯沢 耕太郎 美術手帖/(478) 1981.3 

1時間は動いちゃダメ!―ダゲレオタイプで撮影実験に成功 小泉 定弘 科学朝日/36(7) 1976.7 

〒606-8343  京都市左京区岡崎成勝寺町 9 

TEL 075-762-4655  FAX 075-762-4653 

 

地下鉄「東山」駅下車 徒歩約 10 分 

市バス 5・32・46・100「岡崎公園 美術館・平安神宮前」下車すぐ 

市バス 31・201・203・206「東山二条・岡崎公園口」下車 徒歩約 5 分 


