
展示品リスト➋ 

壁展示作品 
同人誌『ラブひなの思ひ出』p.4,p.15 より／赤松健原稿（2002） 

同人誌『ラブひな三昧』p.5 より／Ｍａｘ（赤松健スタッフ）原画（1999） 

同人誌『STOL』vol.3 表紙より／園田健一原画（1981） ※展示期間：6/4～7/26 

同人誌『朝鮮飴』VER,5.0 p.11 より／園田健一原画（1994） 
※展示期間：6/4～7/26 

同人誌『朝鮮飴』VER.20 p.6 より／園田健一原画（2001）  
※展示期間：7/30～9/27 

同人誌『メガトンパンチ』No.1 p.6 より／園田健一原画（2002） 
※展示期間：7/30～9/27 

パッケージ用イラスト／高河ゆん原画（1991）      ※展示期間：6/4～8/16 

同人誌『ピグマリオン』１号より／花郁悠紀子原画（1976） 
※展示期間：8/27～9/27 

以上、すべて個人蔵 
  

へんな装幀本（テーブル型ケース展示作品） 
「Fault Lines」村田蓮爾（PASTA,S ESTAB,2000） 
「始まり」山城あつこ（単独ンガ,1976） 
「ぽぷりのぽぷり」さとう聖崇（1998） 
「天球儀」仙人掌工房（仙人掌工房,2003） 
「Rainy Unlucky Day」ミウラミホ（メリィメイカー,2004） 
「マイ・リトルグレイ・ラヴァー」S吉（仮名）（田中さんち,2005） 
「襟巻忍者絵巻」天邪鬼（R-device,2008,個人蔵） 
「EGG」「MATCH BOOKS」YANAGI（YABGI,2001） 
「薔薇姫」HONOKA（Doll HONOKA,2006,個人蔵） 
「10番目の招待状」HONOKA（Doll HONOKA,2009,個人蔵） 
「davi Mukden」yuusuke nakaguchi（middle mouth house,2004,個人蔵） 
「ちびちび」東桐吾（こけし茶屋,2006,個人蔵） 
「をとめ事変」（発行元不明,個人蔵） 
「華舎」安田かや（ちましゃ,1985） 
「笑う月 project-1」向平真、河村塔（『笑う月』計画,2002） 
※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。 

  

展示期間 

2010年 6月 4日（金）～ 9月 27日（月） 

休館日：毎週火・水・木曜（但し祝日の場合は開館）。 

    8月 1日（日）・8月 20日（金）～23日（月） 
◎6 月 26 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。  
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当館に多数収蔵されている同人誌の内、約 3,000冊分

の整理作業がすみ、2 階閲覧室での公開が、今年 3 月

よりはじまっています。そこで、当館所蔵の同人誌資

料を中心に、一部借用資料を交えて、1 階コーナーに

展示いたしました。さまざまな同人誌を通して、同人

誌には実際どのようなものがあるのか、同人誌はジャ

ンルを生みだす場としてどのような機能を果たしてき

たのか、現在プロとして活躍している作家たちが同人

誌とそれを支える場によって何を得てきたのか……。 

総じて「同人誌とはどういったものなのか」を、感じ

取っていただけると幸いです。 

  



グッズ 2 
「スキトキメキトキス スティックポスター4

枚セット」２Ｃ＝がろあ（ホンノキモチ

ヤ,2006）／「習慣 わたしの G ごっこ」有馬啓

太郎（日本ワルワル同盟,2004）／「田丸浩史

クリアファイル」田丸浩史（甲冑娘）／「A 七

瀬 葵 ル ー ズ リ ー フ 」 七 瀬 葵 （ POWER 

GRADATION,1998,個人蔵）／「AOI NANASE ILLUST 

COLLECTION side Holy 」 七 瀬 葵 （ POWER 

GRADATION,1999 ） ／ 「 AOI NANASE ILLUST 

COLLECTION side Holy 」 七 瀬 葵 （ POWER 

GRADATION）／「みーこちゃんスク水フィギュ

ア」ぽよよんろっく 宮川武（ぽこぴー&てぃー

ず,2007）／「Little Bird Cafe ボトルキャッ

プフィギュア あんず&インコ」みつみ美里（Cut 

a Dash!!,2006）／「Jane 便箋セット」橘水樹 櫻

林子（紫宸殿 INTERFACE）／「あいすとちょこ ク

リアファイル」七尾奈留 九尾（あいすとちょこ 

ぽてねこ,2002）／「あいすとちょこ 2007 

SUMMER グッズセット」七尾奈留 九尾（あいす

とちょこ ぽてねこ,2007）／「Primary Color 

Pict Book」秋月亮（郵便馬車,2006）／「絵馬 

いぬ」（いもむや本舗,2006） 

メディア 
「OUTSIDE "Y"」D'MAX（D'MAX）／「PSYBER 

DOLL」PSY-DOLL（タイレル社,1998）／「豪

快な怪獣総進撃」相川宏達（不気味社音

響基礎研究所,2002）／「愛奴狩り」ダー

ティ・松本（DC プロジェクト,2005）／

「マジック・ペニス・マン」永井敦（永

井敦,1999）／「声優大百科 '93 年冬の

号」（MUK2,1993）／「基礎チューニング

講座」（不気味放送 BBC出版局,1998）／

「 RAGNAROK ONLINE SOUND STORIES 」

（TRIUMPHAL RECORDS,2002）／「KiraKira 

Renewal」（JEWEL MASTER,2004）／「第三

回 日本オタク大賞」（日本オタク大賞実

行委員会）／「死体部 VOL.2」夫人（ひ

のみや,2002） 

90 年代以降 
「ももたね白書 三巻」PEACH-PIT 

（2002,個人蔵）／「シードの神様」い

ちば仔牛（UGO,2005,個人蔵）／「ノス

フェラトゥの涙 第 1章」袁藤沖人（70

年式悠久機関,2000,個人蔵）／「大嶋

優木原画集」大嶋優木（はやと屋,2004,

個人蔵）／「DARK SIDE」七瀬葵（POWER 

GRADATION,1996）／「Love Doll-Party 

らぶドル・ラジオ化記念」西又葵（JOKER 

TYPE,2003,個人蔵）／「Stroll Delay 

Auto Blub」ばらスィー（SWeet ROSE, 

2005,個人蔵）／「GALS PROJECT」みつ

み美里 甘露樹（CUT A DASH!! Blazer 

One,1998）／「流星画帳」安倍吉俊（む

てけいロマンス,1996,個人蔵） 

90年代以降 
「ナツノヒカリ」蒼樹うめ 

（apricot+,2006） 

「5年目コレクション」カントク 

（5年目の放課後,2007） 

「ROUGH SKETCH」なかじまゆか 

（Digital Lover,2006） 

「QPChick10b」ぴめこ トメ太 

（QP:FLAPER,2006） 

「DIALOGUE」大槍葦人 

（INKPOT,1998,個人蔵） 

「REPEAT AGAIN」 

（残虐行為手当,2002） 

エステティック・

センス 
「 PG CHRONICLE」 CHOCO（ CHOCOLATE 

SHOP,1999）／「HIGE FIX 2」CHOCO 

（チョコレートショップ,2001）／「The 

Approach to the IVALICE prologe」 

伊 藤 ベ ン （ Ben's Works,2006 ） ／

「 futurecode」村田蓮爾（ PASTA'S 

ESTAB.,2006）／「TSUKASABULLET  

SPECIAL 2000」村田蓮爾（ PASTA'S 

ESTAB.,2000） 

エステティック・

センス 
「muZz vol.1」FSc（EPO本舗,2004,個

人蔵）／「muZz vol.10」FSc（EPO 本

舗,2009,個人蔵）／「スキゾ paroxysm」

FSc （ EPO 本 舗 ,2008, 個 人 蔵 ）／

「Tomatika12」toma（Tomatika,2004）

／「NICOMONO」ウエダハジメ（貧血エ

レベーター,2005,個人蔵）／「rosette」

高屋未央（NEWM:KZ,2004）／「CORRIDOR」

萩原征弥（クロスロード,2001,個人蔵）

／「WILD FROWERS」村田蓮爾（PASTA'S 

ESTAB.,1995,個人蔵）／「水燐」安倍

吉俊（むてけいロマンス,1998） 

エステティック・

センス 
「APOCRYPHA 1 日付けのない夜と朝」

内田善美 くじらい意玖子 柘植さくみ

（幻想夢社,1977）／「幻想の彼方へ」

（ROSE CROSS,1979）／「松苗あけみ 

Special Collection」松苗あけみ（ス

クランブル残党 ,1984）／「 SEXY 

CREATURES」加藤洋之 山本貴嗣 他

（PARADOX,1997,個人蔵）／「魔女っ子

通信」ワダアルコ（鉄腕ニトロ,2004）

／「Baroque」佳嶋（ECHO,2010,個人蔵） 

／「ドコへ行クノ?」音子（音々堂本

舗,2001,個人蔵） 

グッズ 1 
「らぶもと オリジナル イラストびん

せん」坂田靖子 小泉千恵子 鈴木みさ

を 上原みゆき 福島亜矢子 柳ヶ瀬英

美子（らぶもと）／「CALENDAR」野々

花瀬里 他（発行元不明）／「CALENDAR 

1984 7-12」森野うさぎ 折原みと 他

（きゃらめるらんど編集部）／「ぼく

らは青年探偵団 SEAL」（まつざきあけみ

FC&まんが研究会,1981）／「FANCIETTE 

SEAL」（まつざきあけみ FC&まんが研究

会）／「77 まんがカレンダー」（ネコ

バーグ）／「ぼくらは青年探偵団 SEAL」

（まつざきあけみ FC&まんが研究会） 

園田健一 
「STOL VOL.3,8,9」園田健一 他（コミ

ックサークル VTOL,1981-1983,個人蔵）

／「朝鮮飴」園田健一他（元祖園田

屋,1992）／「朝鮮飴 Ver.3.0」園田健

一他（元祖園田屋,1993）／「朝鮮飴 

Ver.20」園田健一  他（元祖園田

屋,2001）／「朝鮮飴 Ver.16.0」園田

健一 猫弦 他（元祖園田屋,1999）／「朝

鮮飴 Ver.18.0」園田健一 海明寺裕 他

（元祖園田屋 ,2000）／「朝鮮飴 

Ver.19.0」園田健一 Dr.モロー 他（元

祖園田屋,2001）／「メガトンパンチ 1

号」園田健一 新田真子 他（元祖園田

屋,2002,個人蔵） 

吉崎観音／野火ノ

ビタ・榎本ナリコ 
「MINEDマテリアル 吉崎観音全イラスト集」吉

崎観音（M5,2001）／「8 ビットファイター紫炎」

吉崎観音（吉崎観音社,1995）／「パーフェク

トセレクション 観音 '96」吉崎観音（吉崎観音

社,1996）／「32 偶像サタンちゃん COMPLETE 

FILE」吉崎観音（吉崎観音社,1997）／「める

てぃでらっくす」吉崎観音（吉崎観音社,1998）

／「夢みる機械」野火ノビタ（月光盗賊,1995,

個人蔵）／「雨月の使者」野火ノビタ（月光盗

賊,1996）／「うらわかぐさのなやみより」野

火ノビタ（月光盗賊,1999）／「時計仕掛けの

りんご」野火ノビタ タカハシマコ（月光盗賊 

PIKAPIKA,1996）／「深い深い水たまり」野火

ノビタ タカハシマコ（月光盗賊 PIKAPIKA, 

1997,個人蔵） 

島本和彦／ 

新谷かおる 
「超熱血 ! イベントカレンダー2003」

島本和彦（URASIMAMOTO,2002）／「こ

れが俺のザ・ファースト」島本和彦

（URASIMAMOTO,2006）／「ふゆじぇね」

島本和彦 他（月刊シャイニング編集

部,2002） 

「ドラゴン株式会社 完全版」新谷かお

る（八十八夜,1998）／「トラップダン

ス 砂の薔薇 VS ガンスミスキヤッツ」

新谷かおる 園田健一（八十八夜,2000）

／「炎の USA 砂の薔薇 VS炎の転校生」

新谷かおる 島本和彦（八十八夜,2000）

／「黒い子守歌 砂の薔薇 VS.スケバン

刑事」新谷かおる 和田慎二（八十八

夜,1999） 

美少女 
「シベール Vol.1」沖由科雄 れおなる

ど・だ・ちんぽ（無気力プロ,1979）／「ミ

ャアちゃん官能写真集 第 1 集」（発行元

不明,1981）／「鏡 No.1, No.9」（VAMPIRE 

CLUB,1973-1983）／「ALICE IN  

UNDERGROUND」NEKOIRUTOTO 千之ナイフ 

（発行元不明,1998）／「OMUSHIN 梨蘭の

号」内山亜紀（内山亜紀FC,1981）／「人

形姫 III」しゅうあいはら 破李拳竜 千之

ナイフ 他（サーカス.マッド.カプセ

ル,1981）／「人形姫」しゅうあいはら 破

李拳竜 千之ナイフ 他（サーカス.マッド.

カプセル,1982）／「夜中の病院」千之ナ

イフ（タイレル社,2004）／「FUCK OFF! 1」

ダーティ松本 内山亜紀（D.C.プロジェク

ト,1994）／「クラリスまがじん 2号」（三

賀通詐欺 J.S. 鈴木麻子,1980,個人蔵） 

美少年 
「ラヴリ 11 号」せきねときこ 安藤智子 

加賀谷恭子 他（マンガ研究会ラヴ

リ,1980）／「ラヴリ 12 号」うめだひろ

こ 坂田靖子 立花るの 森川久美 他（マン

ガ研究会ラヴリ,1980）／「ラヴリ 13号」

久掛彦見 波津彬子 童夢梨乃 他（マンガ

研究会ラヴリ,1981）／「ラヴリ 14・15

合併号」久掛彦見 せきねときこ TAROU 高

口里純 他（マンガ研究会ラヴリ,1981）／

「らっぽり やおい特集号」（らっぽり編

集事務局,1979）／「特選歌唱集」森川久

美 高橋玲井子 久掛彦見 坂田靖子 橋本

多佳子（マンガ研究会ラヴリ,1980）／「兄

弟仁義」森川久美 青池保子 花郁悠紀子 

坂田靖子 橋本多佳子 他「兄弟仁義 完全

脚本」（らっぽり編集事務局,1981） 

学漫 
「ばるぼら 2」芽裳里衣 柴門 他（お

茶の水女子大漫画研究会,1975,個人

蔵）／「びびっと 創刊号」けもみとめ 

他 （ 日 本 女 子 大 学 漫 画 研 究 会 

(没),1976）／「びびっと vol.4」けも

こびる 目白花子 他（日本女子大学漫

画研究会 (没),1979）／「MORE VOL.7」

（明治大学漫画研究会,1978）／「やっ

はるーっ 第 10 号」森川久美 今市子 

他（東京女子大学漫画研究会,1981）／

「LOST・SHEEP 18」青山剛昌 きむらた

つや あべゆたか 他（日本大学芸術学

部熱血漫画根性会,1984） 

同人誌の小宇宙 
米沢コレクション 

を中心に 

 

ケース別展示作品

リスト➊ 

赤松健 
「ラブひな三昧」赤松健（LEVEL-X, 

1999）／「ラブひなの謎?」赤松健

（LEVEL-X,2000）／「ラブひな・コン

プリート」赤松健（LEVEL-X,2001）／

「ラブひなって何?…うまい?」赤松健

（LEVEL-X,2001）／「lingerie 2001」

赤松健（LEVEL-X,2001）／「陸上防衛

隊まおちゃん原案設定資料集完全版」

赤松健（LEVEL-X,2002）／「ラブひな

の思ひ出」赤松健（LEVEL-X,2002） 

パロディ 
「氷河すくらんぶる」池田ゆき 工藤文子

（聖闘士氷河,1988）／「ブロック長 島耕

作」宇奈無英雄（90 分 15,000 円,1995）

／「振り逃げ」宇奈無英雄（90 分 15,000

円,2006）／「神嵐封印」椎名華緯 川崎(す

け)せいや（浪花の心T,T,A,信用組合大阪

本社,1989）／「機動戦士介錯」セブン レ

オ（介錯,1998）／「VS THE WORLD WARRIOR」

内藤泰弘 伊達春（FUNKY MONKS,1992）／

「げってんチンプ」みろくじ宇一郎（少年

チンプ,1998）／「ベルサイユの即売会 4」

里透みどり（世紀末 SPECIAL,1992）／

「PARTY JOKE. 2」（おぢろう組,1988）／

「C.DARWIN」橘水樹 櫻林子（紫宸殿,1995） 

作画グループ 
「ユニオン 5」大谷小夜子 いけださとみ 他 

（作画グループ,1976）／「なかま 35,44,47,50, 

55,58,61,64,71,74」岩城知子 悠紀濡 寿限無 

兎茶ましろ 他（作画グループ,1979-1991）／「グ

ループ 1」（作画グループ,1978）／「グループ 

2」聖悠紀 みなもと太郎 小林賢（作画グルー

プ,1980）／「グループ 3」中田雅喜 みなもと

太郎 カブト虫太郎（作画グループ,1979）／「グ

ループ 4」聖悠紀 みなもと太郎 このま和歩（作

画グループ,1980）／「グループ 5」中田雅喜 み

なもと太郎 このま和歩（作画グループ,1980）

／「ルイス=ドッジソンの日記から ぼくだけの

へや」みなもと太郎（みにゃもと,2004）／「野

生のウナジ」みなもと太郎（みにゃもと）／「作

画グループ まんがイラスト展」（作画グルー

プ） 

楽書館 
「楽書庵 9,10,12」（楽書館,1975）／ 

「月刊楽書館 31,44」（楽書館,1976- 

1977）／「月刊 楽書館 55」（楽書館

「e!」工房,1978,個人蔵）／「楽書館 

VOL.2」青木俊直 加藤小夜子 他（楽 

書館,1983）／「竹とんぼ Vol.5」高橋

弘子 ちあきサン 他（楽書館,1978,個

人蔵）／「楽書車 11月号」水野るふ さ

べあのま 他（楽書館,1978）／「楽書

風 南風の号」青木俊直 千明初美 他

（新世紀楽書館,1991）／「楽書風 北

風の号」SHIVA エンドウノリコ 他（新

世紀楽書館,1993）／「コミック・ラク

ガキカン」堀内満里子 谷口敬 青木俊

直 他（楽書館,2003） 

森博嗣 

（GROUP DEGAS） 
「DEGAS FIRST」森博嗣 

（グループ ドガ,1977） 

「DEGAS APPEAL」森博嗣 

（グループ ドガ,1977） 

「DEGAS KLEIN」森博嗣 

（グループ ドガ,1977） 

「DEGAS RAEL」森博嗣 

（グループ ドガ,1978） 

「DEGAS THIRD」森博嗣 

（グループ ドガ,1978） 

美青年 
「コメディー !」BELNE（ヴァルカン社,1985）

／「蒼の眩暈」belne（kanzi-do.com,2006,個

人蔵）／「PALL.MALL」gishu 水城安寿他（マン

ケン Pall.mall）／「 EROTICAL LULLABY」

HIROSHIIRIE（発行元不明,1978）／「Rip - Off 

'80春の号」瀬戸敏子 沢口紀子 他（ブラック・

パレット社,1980）／「ばらあど」＋ふろく「悪

夢」高木摩利 高宮弥麗 他（漫研ばらあど）「Bad 

Friend 1」高口里純 折原ちあき他（漫画研究会

BADFRIEND,1978）／「ネオロマン」高邑未玖 森

沢理都 宮城朊緒 他（マンガ同人ネオ・ロマ

ン,1978）／「GITANES VOL.1」田螺景子 奈蒔野

馬呼人 すみはらりお 他（GITANES,1979）／ 

「MAGICIAN VOL.II」ほっぺ スパンコール TOM 

他（漫研 RLIGHTWAY,1977）／「Presence III」

槇原黎 あさかわ雅 他（漫研 MayQueen,1979） 

尾崎南 
「透視図面下の乱反射」尾崎南 

（彼烈火,1987） 

「稲妻 INAZUMA」尾崎南 

（怒悪流,1989,個人蔵） 

「渇望」尾崎南（CLUBDOLL[ZX],1991） 

「東邦列伝 1992」尾崎南 

（怒悪流,1992） 

「楽園崩壊」尾崎南（Kreuz,1995） 

「クロイツハーツ」尾崎南 

（クロイツ,1995） 

「悪辣」尾崎南（Kreuz,1995,個人蔵） 

「帝国神典 レッド」尾崎南 

（ZX Kreuz,1996） 

「PAPAMYU MAMAJ 2」尾崎南 

（Kreuz,1998） 

高河ゆん 
「ASIA」高河ゆん（CLUB Y,1987）／「魔

王伝 第 2 巻」高河ゆん 千蔵マキ（夜

嬢帝国,1987）／「夜嬢帝国 第 5 巻」

高河ゆん  Dr.モロー  他（夜嬢帝

国,1988）／「千才 SEN-SAI」高河ゆん

（INSIDE-EDITION,1992）／「F」たつ

ねこ 高河ゆん（炬燵屋,1993）／「M」

たつねこ 高河ゆん（炬燵屋,1993）／

「手捺染 1」高河ゆん（TENASSEN実行

委員会,1994）／「LOVELESS ポスター」

高河ゆん（九重,2006）／「Voleur de 

Rose vol.3 PHANTASM」高河ゆん（Voleur 

de Rose Project,2006） 

よしながふみ 
「ハマラジ」「そして僕は病気になっ

た」「CONGRATULATIONS!」「CHOCOLATE 

PANIC」「バイバイラヴァー」「お休み

は二人で過ごそう。」「夜、星を見る」

「ちょっとこまったぼうやだわ」「夜

にスーツ」「そしてぼくらには青春が

あった。」 

「好事家の絵本」「そっとしておいて」 

「それからのアンティーク 2」 

よしながふみ 

（大沢家政協会,1994-2006,個人蔵） 

評論・情報 
「テレビアニメーション 放映リスト No.1」鈴

木克伸（テレビッ子センター,1976）／「りぼ

にすと」（東大りぼんの会,1977）／「児童漫画

研究 第一号」竹内オサム 藤本芳則 武庫守男

（発行元不明,1980）／「月刊はんぷてぃだん

ぷてぃ 1982年9月号,同10月号,1983年2月号,

同 4 月号,同 5月号,同 8月号」水上潤 明都さと

み 細沢仁 阿坡羅 伊山考一 T.IWATA 他（少女

まんが愛好会 Humpty-Dumpty,1982-1983）／「季

刊はんぷてぃだんぷてぃ 1984 年 No.1,1985 年

No.3(休刊号)」明都さとみ 阿坡羅 朱坂想花 

annette 岩田次夫 他（はんぷてぃ・だんぷてぃ

編集部,1984-1985）／「少女まんが研究」岩田

次夫 Rocinante 細沢仁 他（少女まんが愛好会

Humpty-Dumpty,1982）／「漫画春秋 創刊準備号」

小森象介（漫画春秋社,1983）／「女性による

女性のための男同士の恋愛物語について」とみ

いミカ（るるー♪,1994）／「週刊少年 JUNP目

次ランキング」古川悦史（裏球委員会,1995）

／「起承転結 第 5号 4コママンガ 18誌データ

ベース 2006」（4 研,2006）／「ぶーけまんがコ

ース受賞者リスト」（目次屋） 

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。 

 

米澤英子 

コミックマーケット準備会 

コミティア実行委員会 

想田四 

H.N 

 

他、多くの方々にご協力い

ただきました。 
（敬称略） 

SF・特撮 
「STAF 第 4 号」新井素子 大和真也 夢枕漠 他

（STAF,1981）／「アステロイド 8」加藤弘一 佐

川俊彦 他（ワセダ・ミステリ・クラブ,1976）

／「アステロイド 10」井沢昭夫 西山義行 他（ワ

セダ・ミステリ・クラブ）／「ガメラが来た!」

開田祐治（STUDIO銀河帝国,1995）／「ULTRAMAN」

開田裕治（ガメラが来た,2005）／「ULTRAMAN B・

B」きりしまたける（日本たばこ産業,1998）／

「アマチュア 8mm 特撮映画資料集 79～84」クリ

スマス・ピポ（2015 年紀解読委員会,2003）／

「夏冬至点 2005 年冬号」須賀勝 竹岡啓 静川

龍宗 森瀬繚（大砲倶楽部,2005）／「天狼 第 4

号」溝呂木真 麻々治時化 よしだまさし 他（慶

応義塾大学 SF 研究会日吉支部,1978）／「GoRi 

3」よねざわよしひろ 日鳥赤 しまねながむ 他

（明治大学 SF 研,1975）／「1/49 計画 II 決定

版スペル星人大全集」（12 話会,2004） 

石森 FC、竹宮 FC 
「ミュータント・サブ」石森章太郎（石

森章太郎ファンクラブ,1970）／「DELUXE 

風のたより 石森章太郎ファンクラブ

No.9」（石森章太郎ファンクラブ,1971）

／「ショートショートショート」（石森

章太郎ファンクラブ,1972）／「THE シ

ークレット MAN」石ノ森章太郎（石ノ森

章太郎ファンクラブ,2002）／「さんる

ーむ 第 3 号」（竹宮恵子後援会,1976）

／「さんるーむ 第 5号」（竹宮恵子後援

会,1977）／「さんるーむ 第 7 号」（竹

宮恵子後援会,1977）／「さんるーむ復

刻シリーズ ここのつの友情」竹宮恵子

（竹宮恵子後援会さんるーむ,1976） 

コレクター系 

データベース 
「まんがのむし 79年 1号」（全日本ま

んがファン連合書記局,1979）／「まん

がのむし 79年 2号」（全日本まんがフ

ァン連合書記局,1979）／「if TWO」め

るへん・めーかー いしがみよしたか 

他（グループ if,1979）／「if DELUXE 

part2」清住英治 早田秀康 美坂良 他

（ GROUP if,1978 ） ／ 「 METROPOLIS 

"MAGNIFICENT SEVEN"」（手塚治虫ファ

ンクラブ"東京"）／「週刊セブンティ

ーンインデックス 創刊号-74年 12月」

杉田健一（発行元不明,1978）／「改訂 

少女マンガ総リスト '71-'80」（知佳

舎,1983）／「ミステリ・マガジン 70

年代フィクション・インデックス(1/3) 

テスト版第一版」藤元直樹（藤元直

樹,1995） 

迷宮 
「漫画新批評大系 vol.0,vol.1,3・4

合併号,4・5合併号,vol.6,vol.7,vol.8, 

vol.9,vol.10, vol.11,vol.12, vol.13, 

vol.14vol.15」（迷宮,1975-1980）／

「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）／同

改訂版（迷宮'76,1976）／「漫画新批

評大系叢書 vol.2 ときめき」千明初美

（迷宮'77,1977）／「漫画新批評大系

叢書 vol.3 シングル・ピジョン」さべ

あのま（迷宮'79,1979）／「漫画新批

評大系別冊 迷宮通信 第 1号,No.2, 

No.3」（迷宮,1978-1979）／「ティー・

タイム」（発行元不明,1976） 

作家 FC 
「飛鳥幸子の世界 1,2,3」飛鳥幸子（飛

鳥幸子プロジェクトチーム,1980-1981）

／「ゼロゼロ 5 ゼロゼロ合併号」（飛鳥

幸子ファンクラブ,1982）／「ゼロゼ

ロ.6」飛鳥幸子（飛鳥幸子ファンクラ

ブ,1983）／「ミワ☆プラネット」酒井

美羽（ネコ通信社,1980）／「みわっこ 

No.1」酒井美羽（酒井美羽 FC・分派,1982）

／「美羽情報 第 3号」（酒井美羽ファン

クラブ・分派,1982）／「アンジュ あん

そろじい Part.1」松崎昂（FC アンジ

ュ,1978）／「J」三原順（テン,1998）

／「Messge」（テン,1997,個人蔵）／「第

III 惑星 VOL.4」（キャプテンハーロッ

クファンクラブ本部,1979） 

藤子不二雄 FC 
「月刊 ユートピア 9・10合併号」藤子不

二雄（ユートピア,1983）／「NEO UTOPIA 第

24 号」（ネオユートピア,1996）／「NEO 

UTOPIA ReMIX 第一期復刻総集編,第二期復

刻総集編,第三期復刻総集編 上巻,同下

巻」（ネオユートピア,1995-1999）／「ド

ラえもん 完全作品リスト」（ネオユート

ピア,2000,個人蔵）／「129.3 特集ドラえ

もん」（ネオユートピア,1999,個人蔵）／

「少女の魅力」（たのしい UTOPIA 総本

部,1989,個人蔵）／「エスパー魔美 オー

ル全百科 -原作漫画版-」（エスパー電撃

隊,1994）／「モジャ公」Moo.念平（Moo.

念平版モジャ公刊行委員会,1997,個人蔵） 
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