
東村アキコ原画展 ➊ 

壁展示 

■壁1 
【原画1枚】「ひまわりっ 健一レジェンド」3巻カバー (講談社，2007年)/【原画 2枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」12巻カバー (講談社，2009年)/【原画 1枚】「ひまわりっ 健一レジェンド」7巻カバー (講

談社，2008年)/【原画  8枚】「ひまわりっ 健一レジェンド」3話 (『モーニング』2006年5・6合併号/

講談社)/【原画 3枚】「かくかくしかじか」33話 (『Cocohana』2015年2月号,集英社)/【原画 8枚】「か

くかくしかじか」34話 (『Cocohana』2015年3月号,集英社) 

■壁2 

写真パネル8枚/【パネル】「石膏デッサンヘルメス胸像」(東村アキコ大学生時代作品)/「【原画 7枚】「探

偵ぷっつん物語」 (1984年)/【原画】「東村 ALL STARS」1枚(2015年) 

テーブル型ケース展示 
【単行本】『となりの関くん』1 巻,2 巻(森繁拓真/著,メディアファクトリー,2011 年)/【単行本】

『いいなりゴハン』1巻,2巻(森繁拓真/著,集英社,2012年,2014年)/【原画 2枚】「かくかくしか

じか」21 話 (『Cocohana』2014 年 1 月号，集英社)/【ネーム 1 枚】「かくかくしかじか」21 話 

(『Cocohana』2014年1月号，集英社) 

台つきケース 
DVD『海月姫』初回限定生産版 第1巻(東宝,2011年)/ DVD『劇場版 海月姫』(ハピネット,2015

年)/DVD-BOX『主に泣いてます』(ポニーキャニオン,2013年)/ぬいぐるみ「クララ」 

映像展示 
ドキュメンタリー「東村 ALL STARSのできるまで」15分(2015年) 

展示期間 

期間：2016年10月07日(金)～2017年02月12日(日) 

第1期：10月07日（金）- 10月31日（月）/第2期：11月03日（木・祝）-11月28日（月） 

第3期：12月02日（金）-12 月25日（日）/第4期：01月13日（金）-02 月12日（月） 
 
休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館）、年末年始(12月26日-1月9日) 

※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

関連トークイベント 
■東村アキコトークショー 

出 演：東村アキコ(マンガ家) 

聞き手：助宗佑美(講談社Kiss編集部、『海月姫』『東京タラレバ娘』担当) 

場 所：明治大学リバティタワー 1階1012教室  日 時：10月29日(土) 16:00-17:30 

料 金：無 料  
 

■ライバル編集者、東村アキコを語る！ 
出 演：助宗佑美(講談社)、北方早穂子(集英社)、生川遥(小学館)、満留綾子(小学館) 
場 所：米沢嘉博記念図書館2階閲覧室   日 時：11月12日(土) 16:00-17:30 
料 金：無 料 (※会員登録料金 1日会員300円～が別途必要です。)  

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 

 
 

米沢嘉博記念図書館 

2016年度 第 2回 企画コーナー展示品リスト 
 
 

東村アキコ原画展 
HIGASHIMURA Akiko  
Original Picture Exhibition 

 
展示期間 

2016年10月07日（金）- 2017年02月12日（日）  
第1期：2016年10月07日（金）- 2016年10月31日（月） 

第2期：2016年11月03日（木･祝）-2016年11月28日（月） 

第3期：2016年12月02日（金）-2016年12 月25日（日） 

第4期：2017年01月13日（金）-2017年02 月12日（日） 
 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 
協力 

横手市増田まんが美術館(秋田県) 

石ﾉ森萬画館(宮城県) 

講談社、集英社、小学館 
 
 

ファッション、育児、アラサー、おたく女子、芸能界、歴史、探偵ものなどの

様々な題材を、講談社・集英社・小学館というマンガ三大出版社で連載中のマ

ンガ家・東村アキコ。数々のヒット作を豊富な原画を通して紹介します。また、

後進の指導育成にも尽力する彼女の、突出したプロデュース力にも迫ります。 



東村アキコ【原画】展  ➋ 

Ver.20161103 

R008  
美食探偵明智五郎 

 
【原画 1枚】『Cocohana』

2008年8月号表紙(集英

社)/【原画 1枚】「失恋

ナビゲーション」(『ぶ～

けデラックス』1999年

SPRING増刊号,集英社) 

R007  
雪花の虎 

 
【原画 1 枚】『ヒバナ』

2015年12月10日号表紙

(小学館) 

R006  
東京タラレバ娘 

 

【原画 1枚】『Kiss』2014

年5月号表紙(講談社) 

R005  
主に泣いてます 

 

【原画 1枚】『モーニン

グ』2010年14号表紙(講

談社) 

R004  
メロポンだし！ 

 

【原画 2枚】「メロポンだ

し！」1話扉 (講談

社,2013年)/パネル1枚 

R003  
ママはテンパリスト 

 
【原画 1枚】「ママはテン

パリスト」1話扉 (集英

社,2007年) 

R002 
 

海月姫 

 

【原画 1枚】『Kiss』2010

年7号表紙(講談社) 

R001  
きせかえユカちゃん 

 

【原画 1枚】「きせかえ

ユカちゃん」10巻カバー

(集英社,2007年)/iPad 

R016  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 
 

【原画 2枚】「かくかく

しかじか」31話 

(『Cocohana』2014年12

月号,集英社)/【原画 1

枚】「かくかくしかじか」 

(『Cocohana』2012年9月

号,集英社) 

R015  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 
 

【原画 4枚】「かくかく

しかじか」21話 

(『Cocohana』2014年1月

号,集英社) 

R014  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 
 

【原画 2枚】「かくかく

しかじか」19話 

(『Cocohana』2013年11

月号,集英社) 

R013  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 
 

【原画 3枚】「かくかく

しかじか」17話 

(『Cocohana』2013年8月

号,集英社) 

R012  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 

 

【原画 2枚】「かくかく

しかじか」5話 

(『Cocohana』2012年5月

号,集英社) 

R011  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 
 

【原画 3枚】「かくかく

しかじか」3話 

(『Cocohana』2012年3月

号,集英社) 

R010  
日高先生の 

「描け描け」コーナー 

 

【原画 3枚】「かくかく

しかじか」11話 

(『Cocohana』2012年1月

号,集英社) 

R009 
 

かくかくしかじか 
 

【原画 2枚】「かくかくし

かじか」5巻カバー (集英

社,2015年)/【単行本】『か

くかくしかじか』5巻(集

英社,2015年3月) 

R024  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」2話 (『モーニ
ング』2006年3-4合併号,講談
社)/【原画 1枚】「ひまわりっ 
健一レジェンド」113話扉 (『モ
ーニング』2009年4・5合併号,
講談社)/【原画 1枚】「ドライ
アイス」 (『ヤングユー』2004
年2月号,集英社) 

R023  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」9巻カバー 
(講談社,2008年) 

R022  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」8巻カバー 
(講談社,2008年) 

R021  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」6巻カバー 
(講談社,2007年) 

R020  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」5巻カバー 
(講談社,2007年) 

R019  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」4巻カバー 
(講談社,2007年) 

R018  
公園のメリークリスマス 

 
【原画 2枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」2話 
(『モーニング』2006年
3-4合併号,講談社)/【原
画 1枚】「ひまわりっ 健
一レジェンド」2巻カバー 
(講談社,2006年) 

R017  
ひまわりっ 健一レジェ

ンド 
 

【原画 1枚】「ひまわり
っ 健一レジェンド」1巻
表紙 (講談社,2006年)/
【単行本】『ひまわりっ 
健一レジェンド』1巻(講
談社,2006年5月) 

R032 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

蒼星きまま / アビディ井上 / 伊
藤寿規 / 二平瑞樹 / ねぎっこ / 
萩原天晴 / はまさん 
 
【単行本】『ジャニヲタあるある』(二平瑞樹/

イラスト,みきーる/著,アスペクト,2012年)/

【単行本】『きのこいぬ』1巻(蒼星きまま/著,

徳間書店,2011年)/【単行本】『さぼリーマン

飴谷甘太朗』1巻(萩原天晴/原作,アビディ井

上/画,講談社,2015年)/【単行本】『中間管理

録トネガワ』1巻(萩原天晴/原作,橋本智広/

著,三好智樹/著,福本伸行/協力,講談社,2015

年)/【雑誌】『モーニング』2014年10号(講談

社,2014年)/【パネル 1枚】 

R031 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

鍬形ゆり 
 

【パネル 1枚】「雪花の虎」

第7話(小学館,2015年)/【雑

誌】『月刊！スピリッツ』2016

年10月号(小学館,2016年) 

R030 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

ひのでや参吉 
 

【パネル 1枚】「かくかくし

かじか」 (『Cocohana』2015

年2月号,集英社)/【単行本】

『Splatoon』(ひのでや参吉/

著,小学館,2016年) 

R029 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

森ヤマジ 
 

【原画 1枚】「海月姫」 

(『Kiss』2009年3号,講

談社)/【雑誌】『duet』

2016年10月号(ホーム社) 

R028 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

桜庭ゆい 
 
【原画 1枚】「海月姫」 

(『Kiss』2010年20号,講談

社)/【単行本】『なぎさ＠ホ

ーム』(桜庭ゆい/著,エンター

ブレイン,2012年) 

R027 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

春野まこと 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」 (『Cocohana』2014年

12月号,集英社)/【単行本】

『キツネの木ノ葉』(春野まこ

と/著,白泉社,2015年) 

R026 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

はるな檸檬 
 

【原画 1枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」 (『モーニング』

2006年5号,講談社)/【単行本】

『ZUCCA×ZUCA』1巻(はるな檸

檬/著,講談社,2011年)/【単行

本】『れもん、うむもん！』(は

るな檸檬/著,新潮社,2016年)/

【パネル 1枚】 

R025 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

渡辺静 
 

【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」 (『Cookie』2003年12

月号,集英社)/【単行本】『CHIMES

～チャイムズ～』1巻(渡辺静/

著,オクショウ/原作,講談

社,2007年)/【単行本】『リア

ルアカウント』1巻(渡辺静/著,

講談社,2014年) 

https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E6%9C%AC-%E4%BC%B8%E8%A1%8C/e/B003UW8U2A/ref=dp_byline_cont_book_1


東村アキコ【原画】展 ➊ 

壁展示 

■壁1 
【原画 1枚】「きせかえユカちゃん」8話扉イラスト(『Cookie』2001年8月号,集英社)/【原画 1枚】「き

せかえユカちゃん」おんせんスペシャル扉イラスト(『Cookie』2003年9月号,集英社)/【原画 1枚】「き

せかえユカちゃん」4巻カバーイラスト(集英社,2003年)/【原画 1枚】『Cookie』2007年3月号表紙(集

英社)/【原画 1枚】『Cookie』2001年12月号表紙(集英社)/【原画 1枚】「きせかえユカちゃん」うぇで

ぃんぐどれすスペシャル編扉イラスト(『Cookie BOX』2003年新春号,集英社)/【原画 1枚】「きせかえユ

カちゃん」35話扉イラスト(『Cookie』2003年6月号,集英社)/【原画 2枚】「海月姫」episode.1扉イラ

スト(『Kiss』2008年21号,講談社)/【原画 1枚】「海月姫」3巻カバーイラスト(講談社,2009年)/【原

画 2枚】「海月姫」episode.32扉イラスト(『Kiss』2010年16号,講談社)/【原画 2枚】「海月姫」episode.34

扉イラスト(『Kiss』2010年19号,講談社)/【原画 2枚】「海月姫」episode.7扉イラスト(『Kiss』2009

年3号,講談社)/【原画 1枚】「海月姫」14巻カバーイラスト(講談社,2014年)/【原画 2枚】「海月姫」

episode.31扉イラスト(『Kiss』2010年14号,講談社) 

■壁2 

写真パネル 8 枚/パネル「石膏デッサンヘルメス胸像」(東村アキコ大学生時代作品)/「【原画 7 枚】「探

偵ぷっつん物語」(1984年)/【原画 1枚】「東村 ALL STARS」(2015年) 

テーブル型ケース展示 
【単行本】『となりの関くん』1巻,2巻(森繁拓真/著,メディアファクトリー,2011年)/【単行

本】『いいなりゴハン』1巻,2巻(森繁拓真/著,集英社,2012年,2014年)/【雑誌】『Kiss』2013

年5月号(講談社) /【ネーム 1枚】「海月姫」『Kiss』2013年5月号表紙ラフ(講談社) 

台つきケース 
DVD『海月姫』初回限定生産版 第1巻(東宝,2011年)/ DVD『劇場版 海月姫』(ハピネット,2015

年)/DVD-BOX『主に泣いてます』(ポニーキャニオン,2013年)/ぬいぐるみ「クララ」 

映像展示 
ドキュメンタリー「東村 ALL STARSのできるまで」15分(2015年) 

展示期間 

期間：2016年10月07日(金)～2017年02月12日(日) 

第1期：10月07日（金）- 10月31日（月）/第2期：11月03日（木・祝）-11月28日（月） 

第3期：12月02日（金）-12 月25日（日）/第4期：01月13日（金）-02 月12日（月） 
 
休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館）、年末年始(12月26日-1月9日) 

※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

関連トークイベント 
■ライバル編集者、東村アキコを語る！ 

出 演：助宗佑美(講談社)、北方早穂子(集英社)、生川遥(小学館)、満留綾子(小学館) 

場 所：米沢嘉博記念図書館2階閲覧室  日 時：11月12日(土) 16:00-17:30 

料 金：無 料 (※会員登録料金 1日会員300円～が別途必要です。)  

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 

 
 

米沢嘉博記念図書館 

2016年度 第 2回 企画コーナー展示品リスト 
 
 

東村アキコ原画展 
HIGASHIMURA Akiko  
Original Picture Exhibition 

 
展示期間 

2016年10月07日（金）- 2017年02月12日（日）  
第1期：2016年10月07日（金）- 2016年10月31日（月） 

第2期：2016年11月03日（木・祝）-2016年11月28日（月） 

第3期：2016年12月02日（金）-2016年12 月25日（日） 

第4期：2017年01月13日（金）-2017年02 月12日（日） 
 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 
協力 

横手市増田まんが美術館(秋田県) 

石ﾉ森萬画館(宮城県) 

講談社、集英社、小学館 
 

ファッション、育児、アラサー、おたく女子、芸能界、歴史、探偵ものなどの

様々な題材を、講談社・集英社・小学館というマンガ三大出版社で連載中のマ

ンガ家・東村アキコ。数々のヒット作を豊富な原画を通して紹介します。また、

後進の指導育成にも尽力する彼女の、突出したプロデュース力にも迫ります。 



東村アキコ【原画】展  ➋ 

Ver.20161103 

R008  
美食探偵明智五郎 

 
【原画 1枚】「美食探偵
明智五郎」MENU4扉
(『Cocohana』2016年3月
号,集英社)/【原画 1枚】
「おひとよし劇場六法全
書」(『ぶ～けデラックス』
1999年初夏号,集英社) 

R007  
雪花の虎 

 
【原画 1枚】『ヒバナ』

2015年4月10日号表紙

(小学館) 

R006  
東京タラレバ娘 

 
【原画 1枚】「東京タラレ

バ娘」ACT4扉(『Kiss』2014

年8月号,講談社) 

R005  
主に泣いてます 

 

【原画 1枚】「主に泣いて

ます」1話扉(『モーニン

グ』2010年14号,講談社) 

R004  
メロポンだし！ 

 

【原画 2枚】「メロポンだ

し！」1話扉 (『モーニン

グ』2013年26号,講談社)/

パネル1枚 

R003  
ママはテンパリスト 

 
【原画 1枚】「ママは

テンパリスト」TP23話

扉 (『コーラス』2009

年6月号,集英社) 

R002 
 

かくかくしかじか 
 
【原画 2枚】「かくかくし

かじか」2巻カバー (集英

社,2013年) 

R001  
ひまわりっ 健一レジェンド 

 
【原画 1枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」7巻カバー 

(集英社,2008年) 

R016 
 

海月姫 
 

【原画 1枚】「海月姫」

episode.36「時計じかけの尼

～ず」 (『Kiss』2010年22

号,講談社)/【原画 1枚】「海

月姫」8巻カバー(講談社，

2011年) 

R015 
 

海月姫 
 

【原画 1枚】「海月姫」

episode.36「時計じかけ

の尼～ず」 (『Kiss』2010

年22号,講談社) 

R014 
 

海月姫 
 

【原画 1枚】「海月姫」

episode.36「時計じかけ

の尼～ず」 (『Kiss』2010

年22号,講談社) 

R013 
 

海月姫 
 

【原画 1枚】「海月姫」

episode.36「時計じかけ

の尼～ず」 (『Kiss』2010

年22号,講談社) 

R012 
 
表紙イラスト 
コレクション4 

 

【原画 1枚】『Kiss』
2010年24号表紙 (講
談社)/【雑誌】『Kiss』
2010年24号(講談社) 

R011 
 

表紙イラスト 
コレクション3 

 

【原画 1枚】『Kiss』2010

年19号表紙 (講談社)/

【雑誌】『Kiss』2010年

19号(講談社) 

R010 
 

表紙イラスト 
コレクション2 

 

【原画 1枚】『Kiss』2010

年7号表紙 (講談社)/【雑

誌】『Kiss』2010年7号(講

談社) 

R009 
 

表紙イラスト 
コレクション1 

 

【原画 1枚】『Kiss』2009

年3号表紙(講談社)/【単

行本】『海月姫』1巻(講

談社，2009年)/パネル  

R024 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション7 
 

【原画 1枚】「きせかえユカちゃ

ん」73話扉 (『Cookie』2007年4

月号,集英社)/【原画 1枚】「き

せかえユカちゃん」68話扉 

(『Cookie』2006年11月号,集英

社)/【原画 1枚】「きせかえユカ

ちゃん」74話扉 (『Cookie』2007

年5月号,集英社)/【原画 1枚】

「きせかえユカちゃん」52話扉 

(『Cookie』2005年6月号,集英社) 

R023 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション6 
 

【原画 1枚】「きせかえユカちゃ

ん」60話扉 (『Cookie』2006年3

月号,集英社)/【原画 1枚】「きせ

かえユカちゃん」69話扉 

(『Cookie』2006年12月号,集英

社)/【原画 1枚】「きせかえユカ

ちゃん」71話扉 (『Cookie』2007

年2月号,集英社) 

R022 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション5 
 

【原画 1枚】「きせかえユカちゃ

ん」46話扉 (『Cookie』2004年

12月号,集英社)/【原画 1枚】「き

せかえユカちゃん」8巻カバー (集

英社,2006年)/【原画 1枚】「き

せかえユカちゃん」49話扉 

(『Cookie』2005年3月号,集英社) 

R021 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション4 
 

【原画 1枚】「きせかえユカちゃ

ん」34話扉 (『Cookie』2003年10

月号,集英社)/【原画 1枚】「きせ

かえユカちゃん」うちゅうスペシ

ャル扉 (『Cookie BOX』2006年新

春号,集英社)/【原画 1枚】「きせ

かえユカちゃん」38話扉 

(『Cookie』2004年2月号,集英社) 

R020 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション3 
 

【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」28 話扉(『Cookie』2003

年4月号,集英社)/【原画 1枚】

「きせかえユカちゃん」20話扉

(『Cookie』2002年8月号,集英

社)/【原画 1枚】「きせかえユ

カちゃん」32 話扉(『Cookie』

2003年8月号,集英社) 

R019 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション2 
 

【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」24話扉(『Cookie』2002

年12月号,集英社)/【原画 1枚】

「きせかえユカちゃん」2巻カ

バー(集英社,2002年)/【原画 1

枚】「きせかえユカちゃん」26

話扉(『Cookie』2003年2月号,

集英社) 

R018 
ユカちゃんの 

おしゃれコレクション1 
 

【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」13 話扉(『Cookie』2002

年1月号,集英社)/【原画 1枚】

「きせかえユカちゃん」1 話扉

(『Cookie』2001年1月号,集英

社)/【原画 1枚】「きせかえユ

カちゃん」19 話扉(『Cookie』

2002年7月号,集英社) 

R017  
きせかえサマー 

 

【原画 1枚】「きせかえサ

マー」扉(『Cookie』2000

年8月号，集英社)/iPad 

R032 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

蒼星きまま / アビディ井上 / 伊
藤寿規 / 二平瑞樹 / ねぎっこ / 
萩原天晴 / はまさん 
 
【単行本】『ジャニヲタあるある』(二平瑞樹/

イラスト,みきーる/著,アスペクト,2012年)/

【単行本】『きのこいぬ』1巻(蒼星きまま/著,

徳間書店,2011年)/【単行本】『さぼリーマン

飴谷甘太朗』1巻(萩原天晴/原作,アビディ井

上/画,講談社,2015年)/【単行本】『中間管理

録トネガワ』1巻(萩原天晴/原作,橋本智広 /

著,三好智樹/著,福本伸行/協力,講談社,2015

年)/【雑誌】『モーニング』2014年10号(講談

社)/パネル1枚 

R031 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

鍬形ゆり 
 

【原画 2枚】「雪花の虎」第

7話 (小学館,2015年)/【雑

誌】『月刊！スピリッツ』2016

年10月号(小学館) 

R030 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

ひのでや参吉 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2015年2

月号,集英社)/【単行本】

『Splatoon』(ひのでや参吉/

著,小学館,2016年) 

R029 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

森ヤマジ 
 

【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2009年3号,講

談社)/【雑誌】『duet』

2016年10月号(ホーム社) 

R028 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

桜庭ゆい 
 
【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2010年20号,講談

社)/【単行本】『なぎさ＠ホ

ーム』(桜庭ゆい/著,エンター

ブレイン,2012年) 

R027 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

春野まこと 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2014年

12月号,集英社)/【単行本】

『キツネの木ノ葉』(春野まこ

と/著,白泉社,2015年) 

R026 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

はるな檸檬 
 

【原画 1枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」(『モーニング』

2006年5号,講談社)/【単行本】

『ZUCCA×ZUCA』1巻(はるな檸

檬/著,講談社,2011年)/【単行

本】『れもん、うむもん！』(は

るな檸檬/著,新潮社,2016年)/

パネル 

R025 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

渡辺静 
【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」(『Cookie』2003年12月

号,集英社)/【単行本】『CHIMES

～チャイムズ～』1巻(渡辺静/

著,オクショウ/原作,講談

社,2007年)/【単行本】『リア

ルアカウント』1巻(渡辺静/著,

講談社,2014年) 

https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E6%9C%AC-%E4%BC%B8%E8%A1%8C/e/B003UW8U2A/ref=dp_byline_cont_book_1


東村アキコ【原画】展 ➊ 

壁展示 

■壁1 
【カラー原画1枚】「ママはテンパリスト」TP23 血の教訓編 扉(『コーラス』2009年6月号,
集英社)/ 【カラー原画1枚】「ママはテンパリスト」巻頭折込口絵(『コーラス』2007年8月
号,集英社)/ 【カラー原画 1枚】『モーニング』2010年 14号表紙(講談社)/ 【カラー原画 1
枚】「主に泣いてます」第 1話 DON'T MIND涙 扉(『モーニング』2010年 14号,講談社)/【原
画 2枚】「メロポンだし！」第 21話世界狙える系だし！ 扉(『モーニング』2013年 47号,講
談社)/【パネル1枚】「「メロポンだし！」第21話世界狙える系だし！ 扉(『モーニング』2013
年47号,講談社) / 【カラー原画1枚】『Cocohana』2015年11月号表紙(集英社)/【原画4枚】
「ママはテンパリスト」TP23 血の教訓編(『コーラス』2009年6月号,集英社)/ 【原画1枚】
「主に泣いてます」第2話Crazy Muta ～キミ・ハ・ムテキ～(『モーニング』2010年15号,
講談社)/ 【原画2枚】「主に泣いてます」第39話Naked. (『モーニング』2011年6号,講談
社)/ 【原画 1 枚】「主に泣いてます」第 61 話 Take me faraway (『モーニング』2011 年 29
号,講談社)/ 【原画4枚】「メロポンだし！」第1話ハロー メロポンだし! (『モーニング』
2013年26号,講談社)/ 【原画1枚】「美食探偵明智五郎」MENU00「美食探偵」(『Cocohana』
2015 年 8 月号,集英社)/ 【原画 1 枚】「美食探偵明智五郎」MENU03 (『Cocohana』2016 年 1
月号,集英社)/ 【原画1枚】「美食探偵明智五郎」MENU04(『Cocohana』2016年3月号,集英社)/ 
【原画1枚】「美食探偵明智五郎」MENU05(『Cocohana』2016年4月号,集英社) 

■壁2 

写真パネル8枚/パネル「石膏デッサンヘルメス胸像」(東村アキコ大学生時代作品)/「【原画 7

枚】「探偵ぷっつん物語」(1984年)/【原画 1枚】「東村 ALL STARS」(2015年) 

テーブル型ケース展示 
【単行本】『となりの関くん』1巻,2巻(森繁拓真/著,メディアファクトリー,2011年)/【単行

本】『いいなりゴハン』1巻,2巻(森繁拓真/著,集英社,2012年,2014年)/ 【原画1枚】「メロ

ポンだし！」1話(『モーニング』2013年26号,講談社)/ 【カラー原画1枚】「メロポンだし！」

1話(『モーニング』2013年26号,講談社)/ 【パネル1枚】「メロポンだし！」1話(『モーニ

ング』2013年26号,講談社) 

台つきケース 

DVD『海月姫』初回限定生産版 第1巻(東宝,2011年)/ DVD『劇場版 海月姫』(ハピネット,2015

年)/DVD-BOX『主に泣いてます』(ポニーキャニオン,2013年)/ぬいぐるみ「クララ」 

映像展示 

ドキュメンタリー「東村 ALL STARSのできるまで」15分(2015年) 

展示期間 

期間：2016年10月07日(金)～2017年02月12日(日) 

第1期：10月07日（金）- 10月31日（月）/第2期：11月03日（木・祝）-11月28日（月） 

第3期：12月02日（金）-12 月25日（日）/第4期：01月13日（金）-02 月12日（月） 
 
休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館）、年末年始(12月26日-1月9日) 

※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 

 
 

米沢嘉博記念図書館 

2016年度 第 2回 企画コーナー展示品リスト 
 
 

東村アキコ原画展 
HIGASHIMURA Akiko  
Original Picture Exhibition 

 
展示期間 

2016年10月07日（金）- 2017年02月12日（日）  
第1期：2016年10月07日（金）- 2016年10月31日（月） 

第2期：2016年11月03日（木・祝）-2016年11月28日（月） 

第3期：2016年12月02日（金）-2016年12 月25日（日） 

第4期：2017年01月13日（金）-2017年02 月12日（日） 
 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 
協力 

横手市増田まんが美術館(秋田県) 

石ﾉ森萬画館(宮城県) 

講談社、集英社、小学館 
 

ファッション、育児、アラサー、おたく女子、芸能界、歴史、探偵ものなどの

様々な題材を、講談社・集英社・小学館というマンガ三大出版社で連載中のマ

ンガ家・東村アキコ。数々のヒット作を豊富な原画を通して紹介します。また、

後進の指導育成にも尽力する彼女の、突出したプロデュース力にも迫ります。 



東村アキコ【原画】展  ➋ 

Ver.20161212 

  R008  
雪花の虎 

 
【原画 1枚】『ヒバナ』
2015年10/10号表紙
(小学館) 

R007  
東京タラレバ娘 

 

【原画 1枚】「ACT6回転寿

司女」扉(『Kiss』2015年

3月号,講談社) 

R006  
BARAKURA 

 
【原画 1枚】「BARAKURA」

単行本1巻表紙 (講談

社,2012年) 

R005  
海月姫 

 

【原画 2枚】「episode.77

カジノ・ロワイヤル」扉 

(『Kiss』2014年12月号,

集英社) 

R004  
きせかえユカちゃん 

 

【原画 1枚】「きせかえ

ユカちゃん」単行本5巻

総扉 (集英社,2003年) 

R003  
きせかえユカちゃん 

 

【原画 1枚】「第57話ま

んがみち」 扉(『クッキ

ー』2005年12月号,集英

社)/iPad 

R002 
 

かくかくしかじか 

 

【原画 2枚】「かくかくし

かじか」3巻カバー (集英

社,2014年)/【単行本】「か

くかくしかじか」3巻(集

英社,2014年) 

R001  
ひまわりっ 健一レジェンド 

 

【原画 1枚】「ひまわり

っ 健一レジェンド」9巻

カバー (集英社,2008年) 

R016 
 

メロポンだし！ 
「軟骨だし！」コーナー 

 
【原画１枚】第57話「皆

でファミレスだし！」

(『モーニング』2014年

36・37合併号，講談社)/

【原画１枚】「八月の庭」

(未発表)/【パネル】1枚 

R015 
 

メロポンだし！ 
「軟骨だし！」コーナー 

 
【原画１枚】第57話
「皆でファミレスだ
し！」(『モーニング』
2014年36・37合併号，
講談社) 
【パネル】１枚 

R014 
 

メロポンだし！ 
「軟骨だし！」コーナー 

 
【原画2枚】第56話「う
な重はまだ早いんだ
し!」(『モーニング』
2014年35号，講談社) 
【パネル】１枚 

R013 
 

メロポンだし！ 
「軟骨だし！」コーナー 

 
【原画１枚】第37話
「憧れのロケ弁だ
し！」(『モーニング』
2014年13号，講談社) 
【パネル】１枚 

R012 
 

ママはテンパリスト 
TP.6断乳プロジェクト 後編より抜粋 

 
【原画１枚】TP.6「断
乳プロジェクト 後編」 
(『コーラス』2008年1
月号，集英社) 
 

R011 
 

ママはテンパリスト 
TP.6断乳プロジェクト 後編より抜粋 

 
【原画１枚】TP.6「断
乳プロジェクト 後編」 
(『コーラス』2008年1
月号，集英社) 
 

R010 
 

ママはテンパリスト 
TP.6断乳プロジェクト 後編より抜粋 

 
【原画１枚】TP.6「断
乳プロジェクト 後編」 
(『コーラス』2008年1
月号，集英社) 
 

R009 
 

ママはテンパリスト 
TP.6断乳プロジェクト 後編より抜粋 

 
【原画１枚】TP.6「断
乳プロジェクト 後編」 
(『コーラス』2008年1
月号，集英社) 
 

R024 
 

美食探偵明智五郎 
「やあ」コーナー 

 
【原画2枚】
MENU05(『Cocohana』2016
年4月号,集英社)/【原画
1枚】MENU06(『Cocohana』
2016年5月号,集英社)/
【パネル】2枚 

R023 
 

美食探偵明智五郎 
「やあ」コーナー 

 
【原画1枚】

MENU03(『Cocohana』2016年1

月号,集英社)/【原画1枚】

MENU04(『Cocohana』2016年3

月号,集英社)/【原画1枚】

MENU05(『Cocohana』2016年4

月号,集英社)/【パネル】3枚 

R022 
 

美食探偵明智五郎 
「やあ」コーナー 

 
【原画1枚】
MENU01(『Cocohana』2015年
11月号,集英社)/【原画1枚】

MENU03(『Cocohana』2016年1
月号,集英社)/【原画1枚】
MENU04(『Cocohana』2016年3

月号,集英社)/【パネル】3枚 

R021 
 

美食探偵明智五郎 
「やあ」コーナー 

 
【原画2枚】MENU00「美
食探偵」(『Cocohana』2015
年8月号,集英社)/【原画
1枚】MENU01(『Cocohana』
2015年11月号,集英社)/
【パネル】2枚 

R020 
主に泣いてます 
コスプレ・泉さん 

 
【原画1枚】第9話Kizuから
はじめよう(『モーニング』
2010年23号,講談社)/【原画

1枚】第89話愛してるといえ
ない(『モーニング』2012年
14号,講談社)/【原画1枚】

第107話僕らの向島で(『モー
ニング』2012年37・38合併
号,講談社)/【パネル】2枚 

R019 
主に泣いてます 

絶世の美女・泉さん 
 

【原画1枚】第73話One 
Love(『モーニング』2011年

42号,講談社)/【原画1枚】
第73話One Love(『モーニン
グ』2011年42号,講談社)/【原

画1枚】第46話Do my 
best(『モーニング』2011年
13号,講談社)/【パネル】2

枚 

R018 
主に泣いてます 
コスプレ・泉さん 

 
【原画1枚】第5話

Yabai-Yabai-Yabai(『モーニン

グ』2010年18号,講談社)/【原

画1枚】第6話コモモチラリ(『モ

ーニング』2010年19号,講談社)

原画1第11話旅立ちの夜(『モ

ーニング』2010年25号,講談

社)/【パネル】4枚 

R017 
主に泣いてます 

絶世の美女・泉さん 
 

【原画2枚】第2話Crazy Muta 

～キミ・ハ・ムテキ～(『モー

ニング』2010年15号,講談

社)/【原画1枚】第14話愛と

パブロとベリーパイ(『モーニ

ング』2010年28号,講談社)/

【パネル】2枚 

R032 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

蒼星きまま / アビディ井上 / 伊
藤寿規 / 二平瑞樹 / ねぎっこ / 
萩原天晴 / はまさん 
 
【単行本】『ジャニヲタあるある』(二平瑞樹/

イラスト,みきーる/著,アスペクト,2012年)/

【単行本】『きのこいぬ』1巻(蒼星きまま/著,

徳間書店,2011年)/【単行本】『さぼリーマン

飴谷甘太朗』1巻(萩原天晴/原作,アビディ井

上/画,講談社,2015年)/【単行本】『中間管理

録トネガワ』1巻(萩原天晴/原作,橋本智広 /

著,三好智樹/著,福本伸行/協力,講談社,2015

年)/【雑誌】『モーニング』2014年10号(講談

社)/パネル1枚 

R031 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

鍬形ゆり 
 

【原画 2枚】「雪花の虎」第

7話 (小学館,2015年)/【雑

誌】『月刊！スピリッツ』2016

年10月号(小学館) 

R030 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

ひのでや参吉 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2015年2

月号,集英社)/【単行本】

『Splatoon』(ひのでや参吉/

著,小学館,2016年) 

R029 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

森ヤマジ 
 

【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2009年3号,講

談社)/【雑誌】『duet』

2016年10月号(ホーム社) 

R028 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

桜庭ゆい 
 
【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2010年20号,講談

社)/【単行本】『なぎさ＠ホ

ーム』(桜庭ゆい/著,エンター

ブレイン,2012年) 

R027 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

春野まこと 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2014年

12月号,集英社)/【単行本】

『キツネの木ノ葉』(春野まこ

と/著,白泉社,2015年) 

R026 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

はるな檸檬 
 

【原画 1枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」(『モーニング』

2006年5号,講談社)/【単行本】

『ZUCCA×ZUCA』1巻(はるな檸

檬/著,講談社,2011年)/【単行

本】『れもん、うむもん！』(は

るな檸檬/著,新潮社,2016年)/

パネル 

R025 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

渡辺静 
【原画 1枚】「きせかえユカち

ゃん」(『Cookie』2003年12月

号,集英社)/【単行本】『CHIMES

～チャイムズ～』1巻(渡辺静/

著,オクショウ/原作,講談

社,2007年)/【単行本】『リア

ルアカウント』1巻(渡辺静/著,

講談社,2014年) 

https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E6%9C%AC-%E4%BC%B8%E8%A1%8C/e/B003UW8U2A/ref=dp_byline_cont_book_1


東村アキコ【原画】展 ➊ 

壁展示 

■壁1 

【原画9枚】『東京タラレバ娘』ACT.1タラレバ女(『Kiss』2014年5月号,講談社) 

【カラー原画1枚】『雪花の虎』第一話扉(『ヒバナ』2015年4/10号，小学館) 

【カラー原画1枚】『雪花の虎』第七話扉(『ヒバナ』2015年10/10号，小学館) 

【原画8枚】『雪花の虎』第五話(『ヒバナ』2015年8/10号，小学館) 

■壁2 

【写真パネル】8枚 

【パネル】「石膏デッサンヘルメス胸像」(東村アキコ大学生時代作品) 

【原画 7枚】「探偵ぷっつん物語」(1984年) 

【原画 1枚】「東村 ALL STARS」(2015年) 

テーブル型ケース展示 

【単行本】『となりの関くん』1巻,2巻(森繁拓真/著,メディアファクトリー,2011年) 

【単行本】『いいなりゴハン』1巻,2巻(森繁拓真/著,集英社,2012年,2014年) 

【ネーム・キャラクター設定表1枚】「東京タラレバ娘」 

【雑誌】『KISS』2014年5月号(講談社) 

【雑誌】『KISS』2017年2月号(講談社) 

【パネル】1枚 

台つきケース 

【DVD】『海月姫』初回限定生産版 第1巻(東宝,2011年) 

【DVD】『劇場版 海月姫』(ハピネット,2015年) 

【DVD-BOX】『主に泣いてます』(ポニーキャニオン,2013年) 

【ぬいぐるみ】「クララ」 

映像展示 

ドキュメンタリー「東村 ALL STARSのできるまで」15分(2015年) 

展示期間 

期間：2016年10月07日(金)～2017年02月12日(日) 
 
第1期：10月07日（金）- 10月31日（月）/第2期：11月03日（木・祝）-11月28日（月） 

第3期：12月02日（金）-12 月25日（日）/第4期：01月13日（金）-02 月12日（月） 
 

休館日：毎週火・水・木曜（ただし祝日は開館）、年末年始(12月26日-1月9日) 
 

※特別整理などで休館する場合があります。当館HP、もしくは開館日に電話にてご確認ください。 

※スケジュール・内容については変更の可能性があります。 

 
 

米沢嘉博記念図書館 

2016年度 第 2回 企画コーナー展示品リスト 
 
 

東村アキコ原画展 
HIGASHIMURA Akiko  
Original Picture Exhibition 

 
展示期間 

 
2016年10月07日（金）- 2017年02月12日（日）  

第1期：2016年10月07日（金）- 2016年10月31日（月） 

第2期：2016年11月03日（木・祝）-2016年11月28日（月） 

第3期：2016年12月02日（金）-2016年12 月25日（日） 

第4期：2017年01月13日（金）-2017年02 月12日（日） 
 
 

主催 
明治大学 米沢嘉博記念図書館 

 
協力 

横手市増田まんが美術館(秋田県) 

石ﾉ森萬画館(宮城県) 

講談社、集英社、小学館 
 

ファッション、育児、アラサー、おたく女子、芸能界、歴史、探偵ものなどの

様々な題材を、講談社・集英社・小学館というマンガ三大出版社で連載中のマ

ンガ家・東村アキコ。数々のヒット作を豊富な原画を通して紹介します。また、

後進の指導育成にも尽力する彼女の、突出したプロデュース力にも迫ります。 



東村アキコ【原画】展  ➋ 

Ver.20170219 

  R008  
美食探偵明智五郎 

 

【原画1枚】『Cocohana』

2015年11月号表紙(集

英社) 

【原画1枚】MENU4扉

(『Cocohana』2016年3

月号,集英社) 

R007  
メロポンだし！ 

  
【原画1枚】第21話世界

狙える系だし！ 扉(『モ

ーニング』2013年47号,

講談社) 

R006  
主に泣いてます 

   
【原画1枚】『モーニング』

2010年14号表紙(講談社) 

R005  
ママはテンパりスト 
 

【原画1枚】『コーラス』

2007年8月号折込口絵(集

英社) 

R004  
海月姫 

 

【原画1枚】『Kiss』2009

年3号表紙(講談社) 

R003  
きせかえユカちゃん 

 

【原画1枚】単行本9巻

カバー(2006年,集英社) 

【単行本】『きせかえユカ

ちゃん』9巻(集英社，2006

年) 

R002 
 

かくかくしかじか 
 

【原画1枚】単行本1巻

カバー(2012，集英社) 

【原画1枚】canvas01扉

(『Cocohana』2012年1月

号，集英社) 

【単行本】『かくかくし

かじか』1巻(集英社，2012

年) 

R001  
ひまわりっ 
健一レジェンド 

 
【原画1枚】単行本4

巻カバー(2007年, 講

談社) 

【単行本】『ひまわり

っ 健一レジェンド』4

巻 (講談社，2007年) 

R016 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第五話(『ヒ

バナ』2015年8/10号,小

学館) 

R015 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第五話(『ヒバ

ナ』2015年8/10号,小学館) 

R014 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第五話(『ヒバ

ナ』2015年8/10号,小学館) 

R013 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第五話(『ヒバ

ナ』2015年8/10号,小学館) 

R012 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第六話(『ヒバ

ナ』2015年9/10号,小学館) 

R011 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第六話(『ヒバ

ナ』2015年9/10号,小学館) 

R010 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】第六話(『ヒバ

ナ』2015年9/10号,小学館) 

R009 
 

雪花の虎 
 

【原画1枚】『ヒバナ』

2015年4/10号表紙(小学

館) 

【雑誌】『ヒバナ』2015

年4/10号(小学館) 

R024 
東京タラレバ娘 

 

【原画3枚】ACT12スーダラ

女(『Kiss』2015年9月号,

講談社) 

R023 
東京タラレバ娘 

 

【原画1枚】ACT9ジェット

コースター女(『Kiss』2015

年6月号,講談社) 

【原画2枚】ACT11うれし

い！楽しい！大好き!女

(『Kiss』2015年8月号,講

談社) 

R022 
東京タラレバ娘 

 

【原画2枚】ACT5戦線離脱

女(『Kiss』2015年2月号,

講談社) 

【原画1枚】ACT7〆鯖女

(『Kiss』2015年4月号，

講談社) 

R021 
東京タラレバ娘 

 

【原画1枚】ACT.4貯金女

と年下男(『Kiss』2014年8

月号,講談社) 

【原画2枚】ACT6回転寿司

女(『Kiss』2015年3月号,

講談社) 

R020 
東京タラレバ娘 

 

【原画1枚】ACT3ハニート

ースト女(『Kiss』2014年7

月号,講談社) 

【原画2枚】ACT.4貯金女

と年下男(『Kiss』2014年8

月号,講談社) 

R019 
東京タラレバ娘 

 
【原画3枚】ACT2タラレ

バ女と金髪男(『Kiss』

2014年6月号,講談社) 

R018 
東京タラレバ娘 

 
【原画2枚】ACT.1タラレ

バ女(『Kiss』2014年5月

号，講談社) 

R017 
東京タラレバ娘 

 

【原画1枚】『Kiss』2014

年5月号表紙(講談社) 

R032 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

蒼星きまま / アビディ井上 / 
伊藤寿規 / 二平瑞樹 / ねぎっ
こ / 萩原天晴 / はまさん 
 
【単行本】『ジャニヲタあるある』(二平瑞

樹/イラスト,みきーる/著,アスペク

ト,2012年)/【単行本】『きのこいぬ』1巻(蒼

星きまま/著,徳間書店,2011年)/【単行本】

『さぼリーマン飴谷甘太朗』1巻(萩原天晴

/原作,アビディ井上/画,講談社,2015年)/

【単行本】『中間管理録トネガワ』1巻(萩

原天晴/原作,橋本智広 /著,三好智樹/著,

福本伸行/協力,講談社,2015年)/【雑誌】『モ

ーニング』2014年10号(講談社)/パネル1

枚 

R031 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

鍬形ゆり 
 

【原画 2枚】「雪花の虎」第

7話 (小学館,2015年)/【雑

誌】『月刊！スピリッツ』2016

年10月号(小学館) 

R030 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

ひのでや参吉 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2015年2

月号,集英社)/【単行本】

『Splatoon』(ひのでや参吉/

著,小学館,2016年) 

R029 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

森ヤマジ 
 

【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2009年3号,講

談社)/【雑誌】『duet』

2016年10月号(ホーム社) 

R028 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

桜庭ゆい 
 
【原画 1枚】「海月姫」

(『Kiss』2010年20号,講談

社)/【単行本】『なぎさ＠ホ

ーム』(桜庭ゆい/著,エンター

ブレイン,2012年) 

R027 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

春野まこと 
 

【原画 1枚】「かくかくしか

じか」(『Cocohana』2014年

12月号,集英社)/【単行本】

『キツネの木ノ葉』(春野まこ

と/著,白泉社,2015年) 

R026 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

はるな檸檬 
 

【原画 1枚】「ひまわりっ 健

一レジェンド」(『モーニング』

2006年5号,講談社)/【単行本】

『ZUCCA×ZUCA』1巻(はるな檸

檬/著,講談社,2011年)/【単行

本】『れもん、うむもん！』(は

るな檸檬/著,新潮社,2016年)/

パネル 

R025 
東村プロダクション 
スタッフ＆作家紹介 

 

渡辺静 
【原画 1枚】「きせかえユ

カちゃん」(『Cookie』2003

年12月号,集英社)/【単行

本】『CHIMES～チャイムズ～』

1巻(渡辺静/著,オクショウ/

原作,講談社,2007年)/【単

行本】『リアルアカウント』

1巻(渡辺静/著,講談社,2014

年) 

https://www.amazon.co.jp/%E7%A6%8F%E6%9C%AC-%E4%BC%B8%E8%A1%8C/e/B003UW8U2A/ref=dp_byline_cont_book_1

