
「すがやみつる展 ゲームセンターあらしとホビーマンガ」展示品リスト➊ 

壁展示 
『ゲームセンターあらし』の最初の絵(「コロコロコミック」1978年NO.9表紙カット) 
『ゲームセンターあらし』カラー原画 
『ゲームセンターあらし』2色カラー原画 
『ゲームセンターあらし』2色カラー原画 
『ラジコン探偵団』カラー原画 
『チャレンジ一平』2色カラー原画 
『マイコン電児ラン』2色カラー原画 
「水魚のポーズ」発動シーン原画(「コロコロコミック」1979年9月号) 
「炎のコマ」発動シーン原画（「コロコロコミック」1980年夏休み増刊号） 
「月面宙返り」連続技発動シーン原画（「コロコロコミック」1980年3月号） 
「エレクトリックサンダー」発動シーン原画（「コロコロコミック」1980年9月号） 
「グレート・タイフーン」発動シーン原画（「別冊コロコロコミック」1981年2号） 
『ゲームセンターあらし』ができるまで 
『ゲームセンターあらし』以降のホビーマンガ年表 
テーブル型ケース展示 
『マイコン電児ラン』原画(『別冊コロコロコミック』1983年11月号) 
『こんにちはマイコン』原画(描き下ろし,1982年) 
『こんにちはマイコン』(1982年,小学館) 
パーソナルコンピューター NEC PC-6001(メーカー：日本電気,発売：1981年9月) 

映像展示 
「すがやみつるのマンガの描き方」 制作：すがやみつる (2013年) 
『コミック・ガンボ』NO.30,31合併号 (2007年8月,株式会社デジマ) 

ゲーム筐体 
「スペースインベーダー」(アップライト版) プレイ可能時間：土日祝 12：00～14：00 
「スペースインベーダー」（テーブル型）   プレイ可能時間：終日プレイできます 
＊混雑・取材などでプレイできないことがございます。係りの者にご確認ください。 

※表示できない文字は代替の文字を入力しています。 
※原画は全てすがやみつる作・所蔵です。 

 

展示期間 
2013年2月1日（金）～ 2013年6月2日（日） 
休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日の場合は開館）。 
◎臨時休館となる場合もあります。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。 

関連トークイベント 
■『ゲームセンターあらし』とホビーマンガの勃興 
講師：すがやみつる(マンガ家) 

平山隆(「ゲームセンターあらし」初代担当編集、現・小学館常務取締役) 
日時：2月16日(土) 16：00～17：30 
会場：米沢嘉博記念図書館2階閲覧室 
料金：無料 ＊会員登録料金(１日会員300円～)が別途必要です 
＊会場が混み合う場合入場をお断りすることがあります。 

■『ゲームセンターあらし』＆『こんにちはマイコン』裏話 
講師：すがやみつる(マンガ家) 
日時：3月16日(土) 16：00～17：30 
会場：明治大学アカデミーコモン 9階309E教室 
料金：無料 

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 
※関連雑誌・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 

2012年度 第3回 企画コーナー展示品リスト 

 

 

すがやみつる展 

ゲームセンターあらしとホビーマンガ 
 
 

展示期間 
2013 年 2 月 1 日(金) ～ 2013 年 6 月 2 日(日) 

 

協力 
株式会社タイトー 

株式会社バンダイナムコゲームス 
シンエイ動画株式会社 
任天堂株式会社 

 
 マンガ家すがやみつる氏の代表作『ゲームセンターあらし』（連載：
1978～83年）は、ビデオゲームを主題に据えた世界初のマンガです。
ファミコンが登場する以前の時代に、アーケードゲームの魅力を作品
に導入し、当時の少年たちの憧れを大いにかきたて、コロコロコミッ
ク誌で『ドラえもん』と人気を二分する大ヒットとなりました。その
成功は後に、玩具メーカーなどとのタイアップにより特定のホビーを
フィーチャーする「ホビーマンガ」のジャンルを、男児誌で成立させ
ることになりました。 
 すがや氏は『あらし』のほかにも、ホビーマンガの先駆となるさま
ざまな作品を展開しました。ラジコンやプラモデル、パソコンなど、
扱われたホビーも多岐に渡ります。とりわけ『こんにちはマイコン』
（1982年）はホビー向けパソコンの黎明期に、多くの少年たちをパソ
コン趣味へと誘いました。 
 この展示では『ゲームセンターあらし』を中心に、後のホビーマン
ガへとつながるすがや氏の作品群を原画で展示するとともに、そこに
描かれたゲームやホビーを紹介し、当時の少年文化の一角とマンガと
の関係に光をあてます。 
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R008 
 
『ゲームセンターあら
し』DVD-BOXセット
(2011年,メディアファ
クトリー) 
初回限定版ふろく 
Tシャツ 

R007 
 
『ゲームセンターあら
し』第1巻 
(2000年,太田出版) 
『熱血!!コロコロ伝説
1979-1980』Vol.2，ふ
ろく『ゲームセンター
あらし』1巻復刻版 
(2007年,小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1983年6月号～
10月号,小学館) 

R006 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1982年10月号,
小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1982年8月号～9
月号，1982 年 11 月号
～1983 年 5 月号,小学
館) 

R005 
 
『別冊コロコロコミッ
ク』(1982年7月1日
号,小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1981年11月号～
1982年7月号,小学館) 

R004 
 
『コロコロコミック 
あらし/怪物くん増刊
号』(1980年,小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1981 年 2 月号～
1981 年 10 月号,小学
館) 

R003 
 
『ゲームセンターあら
し』てんとう虫コミッ
クス 第1巻(1980年,
小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1980年4月号～
1981年1月号,小学館) 

R002 
 
『コロコロコミック』
(1978年No.9,小学館) 
 
『月刊コロコロコミッ
ク』(1979年6月号～
1980年3月号,小学館) 

R001 
 

『コロコロコミック』 

創刊号(1977年No.1,

小学館) 
 
『コロコロコミック』 
(1977年NO.2～NO.3,  
1978年NO.4～NO.8, 
1979年NO.10～NO.11, 
1979年4月号～5月号,
小学館) 

R023 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「クイックス」登場回 

(『別冊コロコロコミッ

ク』1982年2月号) 

R021 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「ミサイルコマンド」登

場回（『月刊コロコロコミ

ック』1980年11月号） 

R019 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「ドンキーコング」登場

回（『月刊コロコロコミッ

ク』1981年11月号） 

R017 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「ラリーX」登場回 

（『別冊コロコロコミッ

ク』1981年6月号） 

R015 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「パックマン」登場回 

（『月刊コロコロコミッ

ク』1981年1月号,小学館） 

R013 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「ギャラクシアン」登場

回(『月刊コロコロコミッ

ク』1980年9月号,小学館) 

R011 
 
 

『ゲームセンターあら

し』原画 

「インベーダー」登場回

(『コロコロコミック』

1979年春の特別増刊号,

小学館) 

R009 
 
 

『コロコロコミック』

(1978年NO.9,小学館) 

『ゲームセンターあら

し』「ブロックくずし」

登場回掲載雑誌ページ 

R024 
 
 
 

iPad動画 
「クイックス」 

R022 
 
 
 

iPad動画 
「ミサイルコマンド」 

R020 
 
 
 

iPad動画 
「ドンキーコング」 

R018 
 
 
 

iPad動画 
「ラリーX」 

R016 
 
 
 

iPad動画 
「パックマン」 

R014 
 
 
 

iPad動画 
「ギャラクシアン」 

R012 
 
 
 

iPad動画 
「インベーダー」 

R010 
 
 
 

iPad動画 
「ブロックくずし」 

R032 
 
 
 

ラジコン「コンピュータ

ーコントロールタンク 

M4シャーマン」105mm榴

弾砲(1980年,田宮模型) 

R031  
 
 

 

『チャレンジ一平』原画

「コンピューターコント

ロールタンク M4シャー

マン」登場回 

（『小学三年生』1982年 

2月号，小学館） 

R030 
 
 

 

電子ゲーム 

「デジコムベーダー」 

(1980年,株式会社エポッ

ク) 

R029 
 
 

 

『チャレンジ一平』原画

「デジコムベーダー」 

登場回(『小学三年生』

1980年5月号,小学館) 

R028 
 
 

 

ラジコン「童夢・零」

1/15scale(1978年，株式

会社I.C.モリタニ) 

R027 
 
 

 

『チャレンジ一平』原画

「童夢・零」登場回 

（『小学三年生』1980年 

5月号,小学館） 

R026 
 

 

 

ラジコン 

「ポルシェ ターボ RSR 

934」(1976年,田宮模型) 

R025 
 
 

 

『ラジコン探偵団』原画

「ポルシェ934」登場回 

(『ラジコン探偵団』 

第2巻,描き下し,1979年，

講談社) 


