
展示品リスト➋ 

壁展示 
「第 3回コミックマーケット配置図」（1976,個人蔵） 
「第 4回「コミックマーケット」ポスター」（絵：高橋祐子,1976,個人蔵） 

 ※展示期間：10/1～11/29 
「第 5回「コミックマーケット」ポスター」（絵：さべあのま,1977,個人蔵） 

 ※展示期間：10/1～11/29 
「「Comic market in 一橋祭」ポスター」（1978,個人蔵） 

 ※展示期間：12/1～1/30 
「第 10回「コミックマーケット」ポスター」（絵：朔原萠,1978,個人蔵） 

 ※展示期間：12/1～1/30 
パネル「コミックマーケットの拡大と会場の変遷」（2010） 
  

同人誌と印刷（テーブル型ケース展示作品） 
「ガリ版印刷用具一式（ポータブルタイプ）」（個人蔵） 
「ガリ版用原紙」「ガリ版用鉄筆」「ガリ版用ローラー」（個人蔵） 
肉筆同人誌「SSM 185」（作画グループ,1985,個人蔵）     ※展示期間：10/1～11/29 
肉筆同人誌「SSM 109 極道伝」（山本晃,作画グループ,1982,個人蔵）  ※展示期間：12/1～1/30 
ガリ版刷り同人誌「CRAFT-MAGAZINE MOB No.5 '76 NOVEMBER」 

（MOB企画海賊出版部,1976,個人蔵） 
青焼きコピー誌「METROPOLIS "MAGNIFICENT SEVEN"」（手塚治虫ファンクラブ"東京"） 
普通紙コピー同人誌「天津甘栗」（丹下拳闘倶楽部,1998） 
オフセット印刷同人誌「ルイス=ドッジソンの日記から ぼくだけのへや」 

（みにゃもと,2004） 
  

映像展示 
DVD「伝説のマンガ月刊誌「COM」を語る 休刊 38年目の座談会」 

（京都国際マンガミュージアム,2009,個人蔵） 
DVD「伝説のマンガ月刊誌「COM」を語る 1/2」（コミティア 92,2010,個人蔵） 
DVD「伝説のマンガ月刊誌「COM」を語る 2/2」（コミティア 92,2010,個人蔵） 
※発行年のないものは不明のものです。一部推定を含みます。 
※表示できない文字は代替の文字を入力しています。 
  

謝辞 
展示にあたりご助言、ご協力いただいた関係者の方々に深く感謝の意を表します。 
京都国際マンガミュージアム、コミックマーケット準備会、コミティア実行委員会、 
作画グループ、昭和漫画館青虫、伊能正明、門倉純一、小谷真理、真田幸治、式城京太郎、 
想田 四、巽 孝之、山本孝一、米澤英子 
他、多くの方々にご協力いただきました。                   （敬称略） 
 

展示期間 

2010年 10月 1日（金）～ 2011年 1月 30日（日） 
休館日：毎週火・水・木曜（但し祝日の場合は開館）。 
    2010年 11月 1日（月）、12月 28日（火）～2011年 1月 6日（木）、1月 17日（月) 
◎11 月 20 日（土）は 2 階閲覧室が利用できません。展示室は入場できます。 
◎臨時休館が入る場合もあります。当館サイトで確認されるか、開館日に電話などでお問い合わせください。 
※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 
※リストにある同人誌は、展示終了後に閲覧可能です。ただし、グッズ・閲覧に装置を必要とするもの・ 
 個人蔵および破損の恐れのある同人誌は、展示期間終了後も閲覧できません。 
※関連同人誌・単行本を 2 階閲覧室でご覧になれます。  
 

 

 

 

 

米沢嘉博記念図書館 

2010年度 第 2回 企画コーナー展示作品リスト 

 

コミックマーケットの源流 
ファンの、ファンによる、ファンのための市場は 

いかに生まれたのか？ 

 

 

 

 

 

 

 

1970年代は、まんがファンが、自ら発信する場や媒体

を獲得し始めた時代でした。同人誌を発行するサーク

ルが多数出現し、商業流通の外に自分たちの市場を作

りだしたのです。そしてその潮流の申し子が、1975年

に誕生した「コミックマーケット」でした。 

今や 3日間で約 56万人を集める、世界最大規模の同人

誌即売会へと発展したコミックマーケットは、当時、

いかに生み出されたのか。 

 

この企画展示コーナーでは、コミックマーケット準備

会の初代代表、霜月たかなか氏の監修協力をもとに、

初期コミックマーケットの姿を浮かび上がらせます。 

  



「コミックマーケットの源流 ファンの、ファンによる、ファンのための市場はいかに生まれたのか？」ケース別展示作品リスト➊ 
会場 
「コミックマーケット会場（虎ノ門消防会

館～晴海国際見本市会場）写真 8 点（パ

ネル）」（個人蔵） 

即売会（コミックマ

ーケット以外） 
「COMICA1REPORT パンフレット」 

（1978） 

「第 3回 同人誌ミニコミフェア」 

（東京文芸出版部,1978?(発行年不明)） 

「COMIC FAIR・2」（ミニコミ・フェスティ

バル実行委員会,1979,個人蔵） 

「COMICA REPORT VOL.3 ガイドブック」 

（1979） 

「MGM 8 メモリー」（MGM,1982,個人蔵） 

「コミカ 1リスト」 

創作系同人誌 
「闇の中の祝祭」（いわさき一樹,1973）／
「薔薇乃欹耶 創刊号」（集団薔薇乃欹
耶,1974）／「QUEEN 2」芳村紫苑 そうび
凛子 他（漫研 QUEEN,1976）／「月刊 楽
書館 5月号 NO.44」「ハチノス通信 第 1号,
第 3 号, 表紙集」（楽書館,1977-1992）／
「アカデミー VOL.5」（グループアカデミ
ー,1978）／「絵魔 VOL-2」（漫画愛好会絵
魔,1978）／「オペラハウス 通巻第 1 号」
「オペラハウス ナイト・ナイト増刊号」
むらさき・あい 高崎良 峠はるか 他 
（オペラハウス編集室,1978）／「コミケ
ル Vol.1」矢羅火句奈 ゆうきまさみ  
旅イルカ（コミケル共同体,1978）／「COMIC 
MAGAZINE ANGang Vol.4」真沙能利夫 なん
きん にしわきつよし 他  

以上、すべて個人蔵 

学漫 
「白い紙と黒い墨汁 VoL.1,VoL.2」宗岡泉 

伊東ミナ子 原田央男 三東宗一郎 指宿邦

彦 他（和光大学まんが研究会 まんぐ

わ,1972-1973,個人蔵）／ 

「MORE VOL.5」斉藤倫男 くぼたてるお い

しかわじゅん 他（明治大学漫画研究会, 

1973,個人蔵）／「早稲田漫（赤三角改題） 

第 2 巻（通算.8 巻）」ひめひめの ごみ・

としお 中川正 他（早稲田大学漫画研究

会,1973,個人蔵）／「Ed NO.1」斉藤かほ

り 山形彰吾 他（ED アマチュアプロダク

ション,1976,個人蔵）／「黒煮込 第 2号」

祟陽兵衛 くりのみみる いたはししゅう

ほう 他（京都芸術大学美術学部漫画研究

同好会,1976,個人蔵） 

SF研究会 
「GORI 3,5」（明治大学 SF研,1975）／／
「SF漫画考」（明治大学 SF研究会和泉支
部編集局,1975,個人蔵）／「アステロイド 
8」（ワセダ・ミステリ・クラブ,1976）／
「SF図書大系」（明治大学 SF研究会和泉
支部,1977,個人蔵）／「天狼 第 4号」（慶
応義塾大学 SF研究会日吉支部,1978）／
「ALEPH ZERO vol.2 No.3」（広島大学 SF
研究会）／「COSMOS 8」（お茶の水女子 SF
研究会）／「Divergence・1」（東北大学
SF研）／「MAXIMUM VOL.6」（埼玉大学 SF
研究会）／「Oookayama SF vol.2 ちゃわ
ん虫」（東京工業大学 SF研究会）／
「Oookayama SF vol.4」（東京工業大学 SF
研究会）／「アステロイド 10」（ワセダ・
ミステリ・クラブ）／「メトセトラ 6」（一
橋大学 SF研究会） 

「日本SF大会」(２) 
「MEICON 第 5 回日本 SF大会プログラム」
（中部日本 SF 同好会ミュータンツクラ
ブ,1966）／「SF ストーリィ 創刊号」眉
村卓 他（SF ストーリィ編集室,1971）／
「SF フェスティバル'71 プログラムブッ
ク」「EDOCONパンチ SFフェスティバル'74 
公式プログラムブック」（SFフェスティバ
ル実行委員会,1971-1974）／「ファンダム
ニュース 第 3 号」（日本 SF ファングルー
プ連合会 ,1972）／「黎明  第二号」
（ADO,1972）／「科学魔界 No.35」（SF・
SOCIETY THE・HUMANOIDS,1974）／「BAMU 16」
（BAMU,1975）／「SFクリスマス イン ト
ウキョウ '74」（第5回SFクリスマス実行
委員会,1975）／「SF大会写真 7点（パネ
ル）」 

以上、すべて個人蔵 

「日本 SF大会」(１) 
「宇宙塵 1957 年 5 月号 創刊号 復刻版」

（宇宙塵,1992,個人蔵）／「KYUKON プロ

グラム号 てんたくるす No.56」（九州 SF

クラブ,1969,個人蔵）／「KYUKON レポー

ト号 てんたくるす VOL.4 No.9」（九州 SF

クラブ,1969,個人蔵）／「TENTACLES DEC, 

1970 No.72」（松崎真治,1970,個人蔵）／

「ファンダムニュース 第 1 号」（日本 SF

ファングループ連合会,1972,個人蔵）／

「MIYACON 第 13 回日本 SF 大会 プログラ

ム」（MIYACON 実行委員会,1974,個人蔵）

／「HINCON 第 16回 SF大会 プログラムブ

ック」（HINCON実行委員会,1977,個人蔵）

／「SF大会写真 7点（パネル）」（個人蔵） 

『漫画少年』 
「漫画少年 復刻版 全 7巻」 

（国書刊行会,1983,個人蔵） 

「漫画研究」 

（日本児童漫画研究会,1954） 

サークル配置図 
「コミックマーケット サークル配置図 

第 5回,第 8回,第 11回,第 12回,第 14回,

第 15回,第 18回,第 19回,第 20回」（コミ

ケット準備会,個人蔵） 

コミケット前夜 
「月刊ぴあ 12月号」 

（ぴあ,1975,個人蔵） 

「第四回日本漫画大会 (秘)公式レポー

ト」（漫画大会を告発する会,1976,個人

蔵） 

「第 1 回コミックマーケットアンケート

用紙」（個人蔵） 

「まんが大会に異議あり」（個人蔵） 

「漫画大会を告発する会 原稿」 

（個人蔵） 

「迷宮」（２） 
「漫画新批評大系 vol.0 創刊準備号」 

（迷宮'75,1975） 
「漫画新批評大系 3・4合併号」 

（迷宮'76,1976） 
「漫画新批評大系 4・5合併号」 

（迷宮'76,1976） 
「漫画新批評大系叢書 vol.1 萩尾 
望都に愛をこめて」（迷宮'76,1976） 
「漫画新批評大系叢書 vol.2 ときめき」 

（迷宮'77,1977） 
「漫画新批評大系別冊 迷宮通信 No.2」 

（迷宮'78,1978） 

「迷宮」（１） 
「迷宮会議メモ 4 点（目次案・サークル

名案）」（個人蔵） 

「迷宮閻魔帳 迷宮'76 を記述する試み」

（個人蔵） 

「迷宮写真（パネル）」 

パネル 

2.「迷宮」結成の 

ころ（1973-75 年ごろ）(1) 
 

「漫画新批評大系 VOL.1 創刊号」（迷宮

'75,1975,個人蔵） 

「日本漫画大会」(2) 
「第三回日本漫画大会写真 （パネル）」

（個人蔵）／「第 4回 日本漫画大会 プロ

グラムブック」（第四回日本漫画大会運営

委員会,1975,個人蔵）／「漫画大会参加証 

第 4回」（個人蔵）／「第 5回 日本漫画大

会 プログラム」（第五回日本漫画大会運

営委員会,1976,個人蔵）／「第 5 回 日本

漫画大会 御案内」（第五回日本漫画大会

運営委員会,1976,個人蔵）／「第五回漫画

大会レポート」（漫画大会を告発する

会,1976,個人蔵）／「漫画世代」（漫画グ

ループ連合,1975,個人蔵）／「漫画世代」

（漫画グループ連合,1979,個人蔵）／「漫

画大会に異議あり! NO.2」（月刊 S・T 迷宮

'75 CPS 旧MJ マンガジャーナル,1975,個人蔵） 

「日本漫画大会」(1) 
「第 1 回 日本漫画大会 プログラムブッ

ク」（漫画大会運営委員会,1972,個人蔵）

／「第一回 日本漫画大会 公式レポート」

（漫画大会運営委員会,1973,個人蔵）／

「漫画大会参加証 第１回」（個人蔵）／

「第 2 回 日本漫画大会 プログラムブッ

ク」（漫画グループ連合大会委員会,1973,

個人蔵）／「漫画大会参加証 第 2回」（個

人蔵）／「第 3回 日本漫画大会 プログラ

ムブック」（第 3 回日本漫画大会運営委員

会,1974,個人蔵）／「第三回 日本漫画大

会 御案内」（不明,1974,個人蔵）／「漫画

大会参加証 第 3回」（個人蔵）／「あるふ

ぁ No.7,号数不明」（コミックＡ（エー

ス）,1972,個人蔵） 

『COM』（ぐら・こん） 
「COM 1967年 3月号」 
「COM 1968年 4月号」 
「COM 1969年 11月号」 
「COM 1971年 5月号」 
「COM 1973年 8月号」 
「ぐらこん 2（「COM」1968 年 6月号ふろく）」 
「ぐらこん 3（「COM」1968 年 7月号ふろく）」 
「ぐらこん 4（「COM」1968 年 8月号ふろく）」 
「ぐらこん 5（「COM」1968 年 9月号ふろく）」 
「ぐらこん 6（「COM」1968 年 10 月号ふろく）」 
「ぐらこん 7（「COM」1968 年 11 月号ふろく）」 
「ぐらこん 8（「COM」1968 年 12 月号ふろく）」 

（虫プロ商事） 
『コミケット年鑑』
（COMIC MARKET 年鑑） 
「コミックマーケット年鑑 第 1回-11回」

（コミケット準備会,個人蔵）／「コミケ

ット年鑑 Vol.3 12-14」（コミケット準備

会,個人蔵）／「コミケット年鑑 15-19」

（コミケット準備会,個人蔵）／「コミケ

ット・レポート号外版（COMIKET 年鑑'78

刊行のお知らせ）」（コミケット準備会,個

人蔵）／「コミックマーケット マニュア

ル 1」（コミケット準備会,個人蔵） 

パネル 

3.「コミックマー 

ケット」誕生以降 
（1975年以降） 

 

「COMIC MARKETチラシ」（コミケット準備

委員会,1975） 

「迷宮」のルーツに

なった同人誌 
「まんがジャーナル 創刊号（コピー）」

（どくろ仮面社,1973,個人蔵）／「漫画ジ

ャーナル Vol.2」村上智彦 高宮成河 他

（どくろ仮面社,1974,個人蔵）／「いちゃ

も ん  創 刊号」（ CPS 内ア ラーの 支

社,1973,個人蔵）／「この手のマンガシリ

ーズ 愛はバラ色」（CPS 内アラーの支

社,1973,個人蔵）／「いちゃもん 第 2号」

（CPS 内アラーの支社,1974,個人蔵）／

「この手のマンガシリーズ 恐怖新聞 日

曜版」（CPS 内アラーの支社,1974,個人

蔵）／「いちゃもん 第 3号」（CPS内アラ

ーの支社,1975,個人蔵）／「75 全国漫研

不完全リスト」（ CPS 内アラーの支

社,1975,個人蔵） 

ダイナビジョン 
「ファンダム・マガジン 0号」（CPS内 MJ

企画部,1973,個人蔵）／「ギムナジウム裏

話ルポ」（ばらとりんち,1974,個人蔵）／

「ダイナビジョン「11月のギムナジウム」

上映会リーフレット」（MJ,1974,個人蔵）

／「ばらとりんち 第 4 号」（ばらとりん

ち,1974,個人蔵）／「MAXIMUM VOL.4 萩尾

望都特集」（埼玉大学 SF 研究会,1975,個

人蔵）／「「エグドン・ヒース」台本」（和

光大学,1977,個人蔵）／「「エグドン・ヒ

ース」プログラムパンフレット 青版」

「「エグドン・ヒース」プログラムパンフ

レット 赤版」（和光大学,1977,個人蔵）／

「ちくわみかん vol.3, vol.4」（どぎゃ

ん会,1977,個人蔵） 

パネル 

2.「迷宮」結成の 

ころ（1973-75 年ごろ）(2) 
 

「月刊 楽書館 4月号 NO.31」 

（楽書館,1976） 

「月刊 楽書館 NO.55」 

（楽書館「e!」工房,1978,個人蔵） 

「ぐら・こん」 
参加漫画研究会 

「アイ 創刊号」岡田史子 和田彰信 木村

満男 他 [編集]奇人クラブ [編集責任]岡

田史子（東考社,1968,個人蔵）／「アイ 第

2号 フローリアの恋」和田彰信 村岡栄一 

八瀬晴江 他 [編集]奇人クラブ [編集責

任]岡田史子（東考社,1969,個人蔵）／「あ

ず 30」（アズ漫画研究会,1997,個人蔵）／

「あず漫画研究会 40 周年記念展 パンフ

レット」（あず漫画研究会 40 周年記念展

実行委員会,2006,個人蔵）／「ぐるーぷ 1」

五反田啓二 みなもと太郎 聖悠紀 他 [編

集]ばばよしあき（作画グループ and ぐ

ら・こん関西支部,1968,個人蔵）／「ユニ

オン 5」（作画グループ,1976）／「なかま 

35」（作画グループ,1979）／「なかま 44」

（作画グループ,1983） 

手塚治虫、石ﾉ森章太
郎ファンクラブおよ
び『まんがのむし』 
「ミュータント・サブ」（石森章太郎ファ

ンクラブ,1970）／「まんがのむし 2号 72

年」（全日本マンガファン連合書記

局,1972,個人蔵）／「風のたより 1月号」

（石森章太郎ファンクラブ,1972）／「漫

画新選組 創刊号」（戦後少年少女漫画雑

誌研究倶楽部,1973,個人蔵）／「まんがの

むし 1 号 74 年」（全日本マンガファン連

合書記局,1974,個人蔵）／「March Fool 

NO.3」（マーチハウスエンタープライ

ズ,1976,個人蔵）／「手塚治虫ファン

magazine 1980年 1 月号,1981年 2 月号,8

月号」（手塚治虫ファンクラブ,個人蔵）／

「ヒョウタンツムギタイムス 第 29 号」

（手塚治虫ファンクラブ京都,1990） 

パネル 

1.「日本漫画大会」

まで 
(1960 年代末-70 年代初め) 

 

「第 1 回 日本漫画大会 御案内」（漫画大

会運営委員会,1972,個人蔵） 

番外イベント 
「夜ケット 1st 案内」（コミケット準備

会,個人蔵）／「コミックマーケット in 一

橋祭」（コミケット準備会,個人蔵）／「コ

ミケット'78 SPECIAL 進行表」（コミケッ

ト準備会,1978,個人蔵）／「コミケット'78 

SPECIAL タイムスケジュール」（コミケッ

ト準備会,1978,個人蔵）／「コミケット'78 

SPECIAL プログラムパンフレット」（コミ

ケット準備会,1978,個人蔵） 

『コミックマーケ

ットレポート』 
「第 1 回 コミック=マーケット <WINTER> 

レポート (VOL-1)」（コミケット準備委員

会,1976,個人蔵）／「第 2 回 コミック=

マーケット レポート (VOL-2)」（コミケ

ット準備会,1976,個人蔵）／「コミック=

マーケット・2 レポート (VOL.3)」（コミ

ケット準備会,1976,個人蔵）／「コミック

=マーケット・4 レポート (VOL.4)」（コミ

ケット準備会,1977,個人蔵）／「コミック

=マーケット・5 レポート (VOL.5)」（コミ

ケット準備会,1977,個人蔵）／「コミッ

ク・マーケット 6 レポート (vol.6)」（コ

ミケット準備会,1977,個人蔵）／「コミッ

ク・マーケット 7 レポート (VOL.7)」（コ

ミケット準備会,1978,個人蔵）／「コミッ

ク・マーケット 10 レポート (VOL.10)」

（コミケット準備会,1979,個人蔵） 

評論・情報系同人誌 
「 漫画主義  No.5」（漫画 主義発 行

所,1968,個人蔵）／「MOB No.1」（MOB 出

版,1975,個人蔵）／「別冊 MOB１ 「岡元

敦子特集」」（MOB 企画海賊出版部,1976,

個人蔵）／「if Special '77 12月号」（グ

ループ IF,1977,個人蔵）／「別冊エカル

テ NO.1 11 人いてはるわ!総集編」（ユニ

ヨン・エカルテ,1977,個人蔵）／「CAPRICE 

VOL-2」（アネックス・オブ・アネック

ス,1978,個人蔵）／「週刊セブンティーン

インデックス 創刊号-74 年 12 月」（発行

元不明,1978）／「TUCS 1979 spring」（東

大まんがくらぶ,1979）／「弾道 創刊準備

号」（跋折羅社,1979,個人蔵）／「螺旋 創

刊号」かつかわかつし 片桐慎治 林文康 

他（東考社,1980,個人蔵） 

アニメ 

ファンクラブ 
「 FILM 1/24 16&17 合併号」（アニド

ウ,1977,個人蔵）／「エスカリブ 創刊号」

（アニメディア,1977,個人蔵）／「季刊 フ

ァントーシュ 第 6 号」（ファントーシュ

編集室,1977）／「試衛館 創刊号 特集ル

パン三世」（新撰組,1977,個人蔵）／

「Battle Jet 第 10 号」（アニメ研究会フ

ェードイン,1978,個人蔵）／「CONDOR 

VOL.9」（JOE FAN CLUB,1978,個人蔵）／「月

刊アニメロイド 20 号・最終号」（アニメ

ロイド,1978,個人蔵）／「GUNSIGHT PHASE 

1」（機動戦士ガンダム FC,1979,個人蔵）

／「海のトリトン後援会会誌 NO.13」（海

のトリトン後援会,1979,個人蔵）／「試衛

館 第五号 特集森康二の世界」（新撰

組,1979,個人蔵）／「「ルパン三世」 VOL.1」

（スタジオ・ルパン三世とその一味

+1,1980,個人蔵） 

少女まんが系 

ファンクラブ 
「少女界 第 3号」（戦後少女漫画史研究

会,1972,個人蔵） 

「少女界 第 4号」（戦後少女漫画史研究

会,1973,個人蔵） 

「はっぴねす 第 0号 入会のお誘い」（大

島弓子ファンクラブ,1968,個人蔵） 

「はっぴねす 第 1号」（大島弓子ファン

クラブ,1973,個人蔵） 

「ぷらねたりうむ 号外 No.2」（大島弓子

ファン・サークル「ミモザ」,1973,個人蔵） 

「さちこ 創刊号」（樹村みのりファンク

ラブ,1974,個人蔵） 

｢ぐら･こん｣以後のミニ

コミや同人誌など(2) 
「あんぐらああと VOL.2」（あんぐらああ

と編集部,1970,個人蔵） 

「まんがコミュニケーション No.1」（現

代子どもセンター（KK子ども調査研究所

企画部）／「まんがコミュニケーション」

編集室,1971,個人蔵） 

「まんがコミュニケーション No.2」（ま

んがコミュニケーション編集室,1971,個

人蔵） 

「跋折羅 NO.2」勝川克志 朋杳二 片桐慎

治 他（跋折羅社,1972,個人蔵） 

「跋折羅 NO.3」秋山真砂 勝川克志 眞読

久詩 他（跋折羅社,1973,個人蔵） 

「跋折羅 NO.4」秋山真砂 片桐慎二 勝川

克志 他（跋折羅社,1974,個人蔵） 

｢ぐら･こん｣以後のミニ

コミや同人誌など(1) 
「マンガジュマン」（マンガジュマン編集

部,1972,個人蔵）／「マンガジュマン NO.1 

春の号」（マンガジュマン編集部,1972,個

人蔵）／「マンガジュマン NO.2 夏の号」

（マンガジュマン編集部,1972,個人蔵）／

「マンガジュマン NO.3 秋の号」（マンガ

ジュマン編集部,1972,個人蔵）／「季刊 空

飛ぶまんが あっぷるこあ 第 1 号」（あっ

ぷる新社,1972,個人蔵）／「季刊 チャン

ネルゼロ 創刊号」どんぐり 田辺香 いし

いひさいち  他（チャンネルゼロ工

房,1975,個人蔵）／「季刊 空飛ぶまんが 

あっぷるこあ 第 5 号」（あっぷる新社 ア

イマンガ企画,1975,個人蔵）／「情報機関

誌 GRAND・COMPANION 創刊号」（新生ぐら

こん編集局,1975,個人蔵）／「情報機関誌 

GRAND・COMPANION 第 2号」（新生ぐらこん

編集局,1975,個人蔵） 

萩尾望都・竹宮惠子

ファンクラブ 
「さん・るーむ 創刊号」（竹宮恵子後援

会,1972,個人蔵）／「さんるーむ 第 3号」

（竹宮恵子後援会,1976）／「さんるーむ 

第 7号」（竹宮恵子後援会,1977）／「むら

さきまこのページ」（個人蔵）／「バタの

おはなし 第 1 号」（もーさまケーコタン

ファンクラブ,1972,個人蔵）／「別冊モト

のとも」（萩尾望都ファン連絡機関,1973,

個人蔵）／「三月兎通信 7月特大号 通巻

9 号」（三月兎集団,1974,個人蔵）／「萩

尾作品リスト No.1 1969-1973,8」（メは

メルヘンのメ,個人蔵） 
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