
BEASTARS原画展 ～板垣巴留の世界～　　展示品リスト

明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.2.28

第1期：肉食と草食：2019年2月22日～3月18日　　　　　　　　　　　　　　　※下記★は「BEASTARS」(秋田書店)より
ケースNo.01 【原画】★第1巻カバーイラスト　1点(2017年)
ケースNo.02 【原画】★第2巻カバーイラスト　1点(2017年)
ケースNo.03 【原画】★第3巻カバーイラスト　1点(2017年)
ケースNo.04 【原画】★第52話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年44号)
ケースNo.05 【原画】★第62話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年2+3号)
ケースNo.06 【原画】★第9巻カバーイラスト　1点(2018年)
ケースNo.07 【原画】★第20話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年10号)
ケースNo.08 【原画】★第42話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年33号)
ケースNo.09 【原画】★第1話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2016年41号)
ケースNo.10 【原画】★第1話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年41号)
ケースNo.11 【原画】★第1話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年41号)
ケースNo.12 【原画】★第6話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2016年46号)
ケースNo.13 【原画】★第3話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2016年43号)
ケースNo.14 【原画】★第4話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年44号)
ケースNo.15 【原画】★第5話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年45号)
ケースNo.16 【原画】★第8話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年48号)
ケースNo.17 【原画】★第11話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2016年51号)
ケースNo.18 【原画】★第11話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2016年51号)
ケースNo.19 【原画】★第13話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年1号)
ケースNo.20 【原画】★第14話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年2号)
ケースNo.21 【原画】★第15話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年3+4号)
ケースNo.22 【原画】★第15話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年3+4号)
ケースNo.23 【原画】★第17話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年7号)
ケースNo.24 【原画】★第30話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年20号)
ケースNo.25 【DVD】「生きる」(黒澤明、2009年リマスター版)

【DVD】「ターザン」(ケヴィン・リマ、クリス・バック、2014年MovieNEX版)
【DVD】「ボーダーライン」(ドゥニ・ヴィルヌーヴ、2016年)
【書籍】「セキララ結婚生活」(けらえいこ、1991年)
【書籍】「あたしンち」1巻(けらえいこ、1995年)
【書籍】「あたしンち」2巻(けらえいこ、1996年)
【書籍】「あたしンち」3巻(けらえいこ、1997年)
【書籍】「誰も寝てはならぬ」(サラ・イネス、2012年)
【書籍】「塩素の味」(バスティアン・ヴィヴェス、2013年邦訳)
【書籍】「ブラックサッド 黒猫探偵」
　　　　　(フアンホ・ガルニド[画]、フアン・ディアス・カナレス[作]、2014年邦訳)

ケースNo.26 【原画】★第20話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年10号)
ケースNo.27 【原画】★第20話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年10号)
ケースNo.28 【原画】『BEAST COMPLEX』「ワニとガゼル」より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)
ケースNo.29 【原画】『BEAST COMPLEX』「ワニとガゼル」より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)
ケースNo.30 【原画】『BEAST COMPLEX』「ワニとガゼル」より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)
ケースNo.31 【原画】『BEAST COMPLEX』「ワニとガゼル」より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)
ケースNo.32 【書籍】『週刊少年チャンピオン』2017年41号

【書籍】『anan』No.2114(2018年)
【書籍】『週刊漫画ゴラク』No.2628(2018年)
【書籍】『ガチチャーハン Entry book』(2018年)
【書籍】『月刊事業構想』2018年11月号
【書籍】『AERA』2018年No.43
【書籍】『プロフ帳カード』(アニメイト店舗特典、2018年)

壁面 【原画】★第29話より　3点(『週刊少年チャンピオン』2017年19号)
【原画】★第41話より　5点(『週刊少年チャンピオン』2017年32号)
【原画】★第47話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)

フロア レゴシのかぶりもの(2018年制作)
テーブルケース 【原画】★第88話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年31号)

【原画】★第88話ネーム　10点
【原画】★本展示描き下しモノクロ原画　1点(2018年制作)

モニタ 【映像】本展示描き下しイラスト制作風景(2018年制作)



BEASTARS原画展 ～板垣巴留の世界～　　展示品リスト

明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.3.31

第2期：思春期と大人：2019年3月21日～4月15日　　　　　　　　　　　　　※下記★は「BEASTARS」(秋田書店)より
ケースNo.01 【原画】★『BEASTARS』5巻総扉(2017年)
ケースNo.02 【原画】★第65話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年7号)
ケースNo.03 【原画】★第26話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年16号)
ケースNo.04 【原画】★第52話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年44号)
ケースNo.05 【原画】★第5巻カバーイラスト 1点(2017年)
ケースNo.06 【原画】★第78話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年20号)
ケースNo.07 【原画】★第10巻カバーイラスト 1点(2018年)
ケースNo.08 【原画】★第40話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年31号)
ケースNo.09 【原画】★第22話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年12号)
ケースNo.10 【原画】★第22話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年12号)

【原画】★第23話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年13号)
ケースNo.11 【原画】★第23話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年13号)
ケースNo.12 【原画】★第23話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年13号)
ケースNo.13 【原画】★第23話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年13号)
ケースNo.14 【原画】★第25話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年15号)
ケースNo.15 【原画】★第25話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年15号)
ケースNo.16 【原画】★第25話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年15号)
ケースNo.17 【原画】★第35話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年26号)
ケースNo.18 【原画】★第35話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年26号)
ケースNo.19 【原画】★第36話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年27号)
ケースNo.20 【原画】★第39話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年30号)
ケースNo.21 【原画】★第48話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年40号)
ケースNo.22 【原画】★第53話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年45号)
ケースNo.23 【原画】★第65話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年7号)
ケースNo.24 【原画】★第69話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年11号)
ケースNo.25 全期共通
ケースNo.26 【原画】★第86話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年29号)
ケースNo.27 【原画】★第86話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年29号)
ケースNo.28 【原画】★第86話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年29号)
ケースNo.29 【原画】『BEAST COMPLEX』「キツネとカメレオン」より　1点(『別冊少年チャンピオン』2017年11号)

ケースNo.30 【原画】『BEAST COMPLEX』「キツネとカメレオン」より　1点(『別冊少年チャンピオン』2017年11号)

ケースNo.31 【原画】『BEAST COMPLEX』「キツネとカメレオン」より　2点(『別冊少年チャンピオン』2017年11号)

ケースNo.32 全期共通
壁面 【原画】★第24話より　3点(『週刊少年チャンピオン』2017年14号)

【原画】★第39話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年30号)
【原画】★第42話より　4点(『週刊少年チャンピオン』2017年33号)

フロア 全期共通
テーブルケース 全期共通
モニタ 全期共通



BEASTARS原画展 ～板垣巴留の世界～　　展示品リスト

明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.4.30

第3期：女性と男性：2019年4月19日～5月13日　　　　　　　　　　　　　※下記★は「BEASTARS」(秋田書店)より
ケースNo.01 【原画】★『BEASTARS』5巻総扉(2017年)
ケースNo.02 【原画】★第65話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年7号)
ケースNo.03 【原画】★第26話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年16号)
ケースNo.04 【原画】★第6巻カバーイラスト 1点(2017年)
ケースNo.05 【原画】★第62話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年2+3号)
ケースNo.06 【原画】★第78話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年20号)
ケースNo.07 【原画】★第59話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年51号)
ケースNo.08 【原画】★『anan』描き下しイラスト　1点(『anan』2018年15・22日合併号)
ケースNo.09 【原画】★第9話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年49号)
ケースNo.10 【原画】★第17話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年7号)
ケースNo.11 【原画】★第27話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年17号)
ケースNo.12 【原画】★第45話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年36+37号)
ケースNo.13 【原画】★第19話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年9号)
ケースNo.14 【原画】★第25話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年15号)
ケースNo.15 【原画】★第28話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年18号)
ケースNo.16 【原画】★第44話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年35号)
ケースNo.17 【原画】★第50話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年42号)
ケースNo.18 【原画】★第83話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年26号)
ケースNo.19 【原画】★第18話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年8号)
ケースNo.20 【原画】★第38話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年29号)
ケースNo.21 【原画】★第31話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年21号)
ケースNo.22 【原画】★第37話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年28号)
ケースNo.23 【原画】★第57話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年49号)
ケースNo.24 【原画】★第105話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年50号)
ケースNo.25 全期共通
ケースNo.26 【原画】★第64話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年29号)
ケースNo.27 【原画】★第64話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年29号)
ケースNo.28 【原画】★第70話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年12号)
ケースNo.29 【原画】★第70話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年12号)
ケースNo.30 【原画】★第70話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年12号)
ケースNo.31 【原画】★第70話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年12号)
ケースNo.32 全期共通
壁面 【原画】★第59話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年51号)

【原画】★第47話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年39号)
【原画】★第69話より　3点(『週刊少年チャンピオン』2018年11号)
【原画】★第79話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年21号)

フロア 全期共通
テーブルケース 全期共通
モニタ 全期共通



BEASTARS原画展 ～板垣巴留の世界～　　展示品リスト

明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.5.17

第4期：レゴシとルイ：2019年5月17日～6月9日　　　　　　　　　　　　　※下記★は「BEASTARS」(秋田書店)より
ケースNo.01 【原画】★広告用カラーイラスト　1点(2019年)
ケースNo.02 【原画】★広告用カラーイラスト　1点(2019年)
ケースNo.03 【原画】★第26話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年16号)
ケースNo.04 【原画】★第52話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年44号)
ケースNo.05 【原画】★第62話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年2+3号)
ケースNo.06 【原画】★第11巻カバーイラスト　1点(2018年)
ケースNo.07 【原画】★第22話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年12号)
ケースNo.08 【原画】★第88話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年31号)
ケースNo.09 【原画】★第49話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年41号)
ケースNo.10 【原画】★第33話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年24号)
ケースNo.11 【原画】★第3話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2016年43号)
ケースNo.12 【原画】★第16話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年5+6号)
ケースNo.13 【原画】★第17話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年7号)
ケースNo.14 【原画】★第36話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年27号)
ケースNo.15 【原画】★第50話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2017年42号)
ケースNo.16 【原画】★第56話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年48号)
ケースNo.17 【原画】★第60話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2017年52号)
ケースNo.18 【原画】★第84話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年27号)
ケースNo.19 【原画】★第74話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年16号)
ケースNo.20 【原画】★第76話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年18号)
ケースNo.21 【原画】★第80話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年22+23号)
ケースNo.22 【原画】★第92話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年35号)
ケースNo.23 【原画】★第82話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年25号)
ケースNo.24 【原画】★第93話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年36号)
ケースNo.25 全期共通
ケースNo.26 【原画】★第77話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年19号)
ケースNo.27 【原画】★第77話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年19号)
ケースNo.28 【原画】★第77話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年19号)
ケースNo.29 【原画】★第103話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年48号)
ケースNo.30 【原画】★第103話より　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年48号)
ケースNo.31 【原画】★第103話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年48号)
ケースNo.32 全期共通
壁面 【原画】★第75話扉　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年17号)

【原画】★第92話扉　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年35号)
【原画】★第95話より　4点(『週刊少年チャンピオン』2018年35号)
【原画】★第80話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年22+23号)
【原画】★第97話より　2点(『週刊少年チャンピオン』2018年41号)
【原画】★第97話扉　1点(『週刊少年チャンピオン』2018年41号)

フロア 全期共通
テーブルケース 全期共通
モニタ 全期共通


	明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.2.28
	明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.3.31
	明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.4.30
	明治大学 米沢嘉博記念図書館　2019.5.17

