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概要
若者が海外へ移動する動機には外国への憧れが関わっていると考えられる。
その憧れを形成する要因の一つとして、外国を描いたメディア上の物語の愛好
があげられる（例えば、近年、韓流ドラマの影響で韓国旅行に行く女性が話題
になったように、大好きな物語の舞台になった憧れの国に行ってみたいという
思いは海外への移動の強い動機づけとなりえ、その傾向は女性の間で特に強い
と考えられる）。そこで、本研究は女性向けの物語メディアの中でも、女性が幼

少期に接することの多い外国を少女向けのテレビアニメを取り上げる。日本の
少女向けテレビアニメで描かれる外国イメージにはどのよう な特徴があるの
か、またテレビアニメの放映が開始された 1960 年 代から現代に至るまで、そ
の外国 イメージはどのように変化してきたのかを、外国を舞台にした少女向け
テレビアニメの内容分析と、それに対して外国人が抱く印象についてのインタ
ビュー調査を通して明らかにするものである。
We think that many young Japanese women go to overseas because they yearn
to the stories which are written about foreign countries through
some media.
Our research focuses on the television anime for girls in Japan. We try
to find the foreign image drawn by the television anime, in the term of
“content analysis”. And we investigate the way of foreignersʼ
interpretation of the television anime for girls in Japan by the interview
And questionnaire for foreigners.
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