
作品名 発行社・販売社・巻数・その他

清水勲　芳賀徹

前田愛　酒井忠康

編集

近代漫画（幕末維新、自由民権

期、日清戦争期、日露戦争期、

大正前期、大正後期）

筑摩書房近代漫画全６巻

島田啓三 冒険ダン吉漫画全集 講談社（少年俱楽部昭和6-14年）

田河水泡 のらくろ上等兵～少尉他 講談社（少年俱楽部昭和年）全１０巻

手塚治虫 鉄腕アトム サンコミックス全２１巻＋別巻

手塚治虫 鉄腕アトム、アトム誕生 朝日ソノラマ月刊マンガ少年別冊

鉄腕アトムの世界 宝島社

手塚治虫 火の鳥

月間マンガ少年別冊全９巻

朝日ソノラマ１０－１１（太陽編）と別巻

（ギリシャ・ローマ編）

手塚治虫 火の鳥 角川書店全１１巻

手塚治虫 火の鳥
太陽編、「乱世編/生命編/異形編」「黎明

編/未来編」秋田書店

手塚治虫 ブッダ 潮出版オリジナル全１４巻

手塚治虫 ブラックジャック 秋田書店手塚厳選オリジナル全２５巻

手塚治虫 陽だまりの樹 小学館巌書全７巻

手塚治虫 陽だまりの樹
小学館ビッグコミック創刊４０周年記念

全６巻

手塚治虫 リボンの騎士 講談社手塚治虫漫画全集全3巻

手塚治虫 リボンの騎士 講談社KCSP全２巻

手塚治虫 リボンの騎士 講談社漫画文庫２巻＋少女クラブ版

手塚治虫 三つ目が通る 講談社ＳＰ全８巻

手塚治虫 きりひと賛歌 大都社全３巻

手塚治虫 ジャングル大帝 講談社手塚治虫漫画全集全3巻

手塚治虫 バンパイヤ 秋田書店オリジナル全４巻

手塚治虫 海のトリトン 講談社手塚治虫漫画全集全4巻

手塚治虫 Ｗ３ワンダースリー 秋田書店オリジナル全２巻

手塚治虫 ＳＦファイブ 大都社全１巻

手塚治虫 ビッグＸエックス 秋田書店オリジナル全４巻

手塚治虫 マグマ大使 秋田書店オリジナル全２巻

手塚治虫 マグマ大使
手塚治虫漫画全集全３巻

手塚治虫 ミクロイドＳ 手塚治虫漫画全集全３巻

手塚治虫 どろろ 手塚治虫漫画全集全４巻

手塚治虫 鬼丸大将 双葉社　POWER　COMICCS全２巻

手塚治虫 僕の孫悟空 手塚治虫漫画全集全８巻



手塚治虫 ドン・ドラキュラ 秋田書店オリジナル全３巻

ノーマン サンコミック全３巻

手塚治虫 魔神ガロン 秋田書店オリジナル全１巻

手塚治虫 アトムキャット 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ふじぎなメルモ 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 人間昆虫記 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 ロップくん 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 アラバスター 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 一輝まんだら 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 グリンゴ 手塚治虫漫画全集全３巻

手塚治虫 プライム・ローズ 手塚治虫漫画全集全４巻

手塚治虫 Ｉ・（アイエル）Ｌ 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 地球を呑む 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 化石島 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 サボテン君 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 大地の顔役バギ 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 冒険狂時代 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 魔法屋敷 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ＳＦファンシーフリー 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ピピちゃん 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 鉄の道 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 虹のとりで 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 サスピション 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ナスビ女王 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 紙の砦 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 とんから谷物語 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 平原太平記 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ジェットキング 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ファウスト 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ネオ・ファウスト 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 奇子（あやこ） 手塚治虫漫画全集全３巻

手塚治虫 ブルンガ１世 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 白いパイロット 手塚治虫漫画全集全２巻

手塚治虫 グランドール 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 未来人カオス（第一部） 手塚治虫漫画全集全３巻

手塚治虫 漫画大学 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 アリと巨人 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 地球の悪魔 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 大暴走 手塚治虫漫画全集全１巻



手塚治虫 黄金のトランク 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ゴッドファーザーの息子 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 虹のプレリュード 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 火の山 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ひょうたん駒子 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 ボンバ 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 珍アラビアンナイト 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 鉄の旋律 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫 フースケ 手塚治虫漫画全集全１巻

手塚治虫

手塚治虫
地底国の怪人

魔法屋敷
桃源社全１巻

手塚治虫
手塚治虫ランド

手塚治虫ランド２
大和書房

手塚治虫 この短編がすごい 双葉社

手塚治虫 日本発狂 秋田書店、初出誌高1コース

手塚治虫 上を下へのジレッタ 実業之日本社（漫画サンデー連載）

手塚治虫 人間ども集まれ 実業之日本社（漫画サンデー連載）

手塚治虫 どついたれ（未完） 集英社ＳＨＲ

手塚治虫
夜明け城（オリジナル版と単行

本化時改訂版）
学研

手塚治虫
少女まんが傑作選（S30-33年

の雑誌「少女」に掲載の４作品
光文社

手塚プロダクション

池田啓晶
手塚治虫キャラクター図鑑 朝日新聞社全６巻

米沢嘉博 手塚治虫マンガ大全 平凡社別冊太陽子どもの昭和史×２

手塚治虫 手塚治虫マンガ１，２ マガジンハウス

手塚治虫 ぼくはマンガ家 毎日新聞社

手塚治虫 虫られっ話 潮出版

手塚治虫 手塚治虫のさらに泣ける話２ 主婦の友社、生誕９０周記念

ちばてつや

高森朝雄
あしたのジョー 講談社コミック豪華愛蔵版全１６巻

ちばてつや

高森朝雄
あしたのジョー 講談社ＫＣコミック完全復刻版全２０巻

あしたのジョーアニメ公開記念

号
近代映画社スクリーン臨時増刊

ちばてつや

福本和也
ちかいの魔球 秋田書店版全７巻



ちばてつや

福本和也
ちかいの魔球 秋田と虫プロ混合１－７巻

ちばてつや 紫電改のタカ 講談社オリジナル全６巻

ちばてつや 紫電改のタカ 講談社ＫＣＳＰ全３巻

ちばてつや ハリスの旋風
ＫＣコミックオリジナル全８巻

復古版混合

ちばてつや ハリスの旋風 講談社KCSP全５巻

ちばてつや 俺は鉄平 講談社漫画文庫全１２巻

ちばてつや 俺は鉄平 講談社ＫＣスペシャル全１８巻

ちばてつや 明日天気になあれ 講談社オリジナルＫＣ全５８巻

ちばてつや のたり松太郎
小学館ＢＩＧ ＣＯＭＩＣＳ全３６巻＋

（1-24,26-32）

ちばてつや のたり松太郎

ちばてつや 短編傑作集 講談社オリジナル全３巻

ちばてつや 少年ジャイアンツ 双葉社PowerComincs全３巻+ｶﾊﾞｰなし全3

ちばてつや 餓鬼 講談社オリジナル全２巻

餓鬼 集英社ちばてつや全集全２巻

ちばてつや モサ 朝日ソノラマサンコミックス全１巻

ちばてつや 男たち 集英社ちばてつや全集２巻

ちばてつや 練馬のイタチ 講談社ＹＭＫＣ全1巻

ちばてつや ママのバイオリン 虫コミック3,４巻

ちばてつや ママのバイオリン 講談社ちばてつや漫画文庫全４巻

ちばてつや ユカを呼ぶ海 虫コミック全４巻

ちばてつや アリンコの歌 朝日ソノラマサンコミックス全３巻

ちばてつや リナ 朝日ソノラマサンコミックス全３巻

ちばてつや 島っ子 汐文社復刻版全４巻

ちばてつや テレビ天使 秋田書店全３巻

ちばてつや １・２・３と４・５・ロク 汐文社復刻版全３巻

ちばてつや ユキの太陽 集英社ちばてつや全集全３巻

ちばてつや みそっかす 講談社ちばてつや漫画文庫全３巻

ちばてつや みそっかす 講談社ＫＣコミックス

ちばてつや ハチのす大将 集英社ちばてつや全集全１巻

ちばてつや ハチのす大将 講談社オリジナルKC全１巻

ちばてつや 漫画家生活５５周年記念号 河出書房新社

ちばてつや ちばてつや追走短編集 小学館

ちばあきお キャプテン 集英社完全版全１８巻

ちばあきお プレーボール 集英社オリジナル全２２巻



コージィ城倉

ちばあきお原作
プレーボール２ 集英社１－９巻（続く）

川三番地 男ぞ硬介 講談社オリジナルKCM全２巻

川三番地 おれは万太郎 講談社オリジナルKCM全３巻

川三番地 あしたのジョーに憧れて 講談社月マガ全３巻

あべ善太

倉田よしみ
味いちもんめ 小学館オリジナル全３３巻

清コン社持田幸雄 まんが専門誌ぱふ 特集メモランダム手塚治虫

本宮ひろ志・ひろし 男一匹ガキ大将 集英社オリジナル全２０巻

本宮ひろ志・ひろし 男一匹ガキ大将 ＪＣコミックス復古版全１２巻

本宮ひろ志 大ぼら一代 ＪＣコミックス復古版全６巻

本宮ひろ志 大ぼら一代 集英社漫画文庫全１１巻

本宮ひろ志 硬派銀次郎 集英社オリジナル全９巻

本宮ひろ志 山崎銀次郎 集英社オリジナル全５巻

本宮ひろ志 姿三四郎 集英社オリジナル全７巻

本宮ひろし 万年雪の見える家 集英社ＪＣＳ全１巻

本宮ひろし 群竜伝 集英社オリジナル全４巻

本宮ひろし ゼロの白鷹 集英社オリジナル全４巻

本宮ひろし 極道水滸伝 小学館BIG COMICS全３巻

本宮ひろし 男樹 小学館BIG COMICS全６巻

本宮ひろし 武蔵伝 創美社発行集英社販売版全二巻

本宮ひろし ガクラン仁義 講談社ＫＣスペシャル全１巻

やぶれかぶれ 集英社本宮ひろし傑作集４・５

本宮ひろし 春爛漫 集英社ＰＢＣ全１巻

本宮ひろし 山吹の標 集英社本宮ひろ志傑作集１

本宮ひろし 嵐の海まっただ中 集英社本宮ひろ志傑作集２

本宮ひろし 大飢饉 集英社本宮ひろし傑作集７

本宮ひろ志と

チューリップ組
俺の空 集英社オリジナル全９巻

本宮ひろ志 俺の空刑事編 集英社オリジナル全７巻

本宮ひろ志 大いなる完
講談社モーニングKCオリジナル

全４巻

柴田錬三郎

本宮ひろ志
真田十勇士 集英社オリジナル全６巻

横山光輝 鉄人２８号 潮出版社復古版全２４巻



横山光輝
魔法使いサリー（リボン連載原

作の完全復刻版）
講談社

横山光輝 レアコレクション 小学館前巻

横山光輝 水滸伝 潮出版文庫版全６巻

横山光輝 水滸伝 潮出版社オリジナル全８巻

水滸外伝 潮出版社オリジナル全１巻

横山光輝 三国志 潮出版ワイド版全２４巻　

横山光輝 三国志おもしろゼミナール 潮出版社　

横山光輝 　「三国志」大百科 潮出版社　

横山光輝 項羽と劉邦 潮出版オリジナル全２１巻　

横山光輝 風盗伝 秋田コミックスセレクト全１巻

横山光輝 鬼火 双葉社全１巻

横山光輝 伊賀の影丸 秋田書店オリジナル全１５巻

横山光輝 伊賀の影丸 文庫1-10

横山光輝 時の行者 講談社ＫＣスペシャル全４巻

横山光輝 仮面の忍者赤影 秋田書店オリジナル全３巻×３

横山光輝 バビル二世 秋田書店復刻版全８巻

横山光輝 ダイモス 小学館（1973年小学年生連載）

横山光輝 マーズ 秋田書店オリジナル全５巻

横山光輝 片目猿 集英社ＳＨＲ復刻版全１巻

横山光輝

葉山伸
少年忍者風よ

少年マガジン連載、初の文庫化

講談社漫画文庫原作完全版上下

横山光輝

葉山伸
長征

ビッグコミックオリジナル連載

講談社漫画文庫上下

横山光輝

辻真先
戦国獅子伝 双葉社ActionComics復刻版全７巻

横山光輝 血笑鴉 双葉社全３巻

米沢嘉博 横山光輝マンガ大全 平凡社別冊太陽子どもの昭和史

雁屋哲

かざま鋭二
海商王 講談社ＫＣオリジナル全７巻

雁屋哲

池上遼一
男組 小学館オリジナル全２５巻

雁屋哲

池上遼一
男大空 小学館オリジナル全１５巻

工藤かずや

池上遼一
信長

小学館オリジナル７巻＋メディア

ファクトリー復刻版第８巻

辻真先

池上遼一
追跡者　拳銃野郎 立東舎、少年キング連載



小池一夫

小島剛夕
半蔵の門

STUDIO SHIP GEKIGA KING SERIES全１９

巻

小池一夫

小島剛夕
子連れ狼 小池書院愛蔵版全２０巻

梶原一騎

園田光慶
赤き血のイレブン 廣済堂復刻版全５巻

梶原一騎

辻なおき
タイガーマスク 講談社オリジナル全１４巻

梶原一騎

辻なおき
タイガーマスク 講談社完全復刻版全１４巻

高森朝雄

辻なおき
ジャイアント台風 少年画報社復刻版全１２巻

梶原一騎

原田久仁信
プロレススーパースター列伝 小学館オリジナル全１７巻

梶原一騎

つのだじろう影丸譲

也

空手バカ一代 講談社漫画文庫全17巻

梶原一騎

つのだじろう影丸譲

也

空手バカ一代 講談社KCコミックスオリジナル全29巻

梶原一騎

中城けんたろう
キックの鬼

道出版梶原一騎原作漫画傑作選

全３巻

高森朝雄

中城健
紅の挑戦者 講談社オリジナルＫＣ全１０巻

梶原一騎

中城健
ボディガード牙カラテ地獄変 サンケイコミックス全５巻

梶原一騎

中城健
カラテ地獄変牙 サンケイコミックス全１０巻

梶原一騎

中城健
新カラテ地獄変牙 サンケイコミックス全１５巻

梶原一騎

永島慎二
柔道一直線

少年画報社キングコミックス

オリジナル１－１１巻

梶原一騎

永島慎二
柔道一直線 講談社ＫＣＳＰ全８巻

梶原一騎

川崎のぼる
巨人の星 講談社オリジナル全１９巻

梶原一騎

川崎のぼる
新巨人の星 講談社オリジナル全１１巻



川崎のぼる いなかっぺ大将
日本文藝社 GORAKU COMICS全４巻＋

１,3,4

川崎のぼる フットボール鷹 講談社オリジナル全１０巻

川崎のぼる てんとう虫の歌 小学館TCL全２巻

梶原一騎

貝塚ひろし
柔道讃歌 若木書房オリジナル全１６巻

梶原一騎

貝塚ひろし
柔道讃歌 １、４－１１，１３、１４

貝塚ひろし 赤い牙
秋田書店オリジナル１巻（未完）

貝塚ひろし 赤い牙 マンガショップＭＳＳ復刻版２巻（完結）

貝塚ひろし 父の魂 、

貝塚ひろし 烈風 秋田書店オリジナル全４巻

貝塚ひろし ゼロ戦行進曲 秋田書店オリジナル全２巻

貝塚ひろし 太陽に打て 秋田書店オリジナル全5巻

真樹日佐夫

一峰大二
プロレス悪役シリーズ ＭＭＳ完全版全４巻

真樹日佐夫

影丸譲也
ワル 講談社オリジナルＫＣコミック6,7,11

真樹日佐夫

影丸譲也
ワル 講談社漫画文庫全１３巻

福本和也

一峰大二
黒い秘密兵器 秋田書店オリジナル全８巻

永井豪 ハレンチ学園 講談社ＫＣスペシャル復刻版全７巻

永井豪 ガクエン退屈男
角川書店ヤマトコミックススペシャル全２

巻

永井豪 キューティーハニー 秋田書店オリジナル第二巻

永井豪と

ダイナミックプロ

キューティーハニー

the ORIGIN

小学館キューティーハニー生誕４０周年企

画復刻完全版全１巻×２

永井豪と

ダイナミックプロ

キューティーハニー

７０’ｓ[誕生伝説]
双葉社

永井豪と

ダイナミックプロ

キューティーハニー

９０’ｓ[激闘伝説]
双葉社

永井豪と

ダイナミックプロ

ドロロンえん魔くん（完全愛蔵

版）
角川書店

永井豪 けっこう仮面 リイド社新装版全２巻

永井豪 けっこう仮面 ＪＣデラックス１－２巻（全４巻）

永井豪 あばしり一家 秋田書店オリジナル全１５巻

永井豪 まいるど７ リイド社新装版全１巻



永井豪 オモライくん ＪＩＣＣ問題のCOMICS全１巻

永井豪 マジンガーＺ 大都社STComics復刻版全３巻

永井豪 グレートマジンガー 大都社全１巻

凄ノ王 講談社ロジナルＫＣコミック全９巻

永井豪と

ダイナミックプロ
手天童子 講談社オリジナル全８巻

永井豪と

ダイナミックプロ
デビルマン 講談社ＫＣスペシャル全３巻

永井豪と

ダイナミックプロ
魔王ダンテ　ザ・ファースト

小学館永井豪画業５０周年企画復刻完全版

全２巻

永井豪と

ダイナミックプロ
バイオレンスジャック 講談社KCスペシャル全６巻

永井豪と

ダイナミックプロ
怖すぎる永井豪 徳間書店

永井豪と

ダイナミックプロ
怖すぎる永井豪~くずれる編~ 徳間書店

白土三平 カムイ伝 保存版全４巻

白土三平 カムイ外伝 小学館ビッグコミックス全２０巻

白土三平 忍者武芸超　影丸伝 小学館文庫全１７巻

白土三平 忍者武芸超　影丸伝 小学館全９巻

白土三平 サスケ 小学館文庫全１５巻

白土三平 サスケ 小学館オリジナル全１５巻

白土三平 ワタリ 小学館文庫全７巻

白土三平 ワタリ 講談社オリジナルＫＣコミック全７巻

白土三平 ワタリ 秋田書店白土三平全集１４－１６

白土三平 忍法秘話 小学館全８巻

白土三平 真田剣流 汐文社ホームコミック全３巻

白土三平 忍者街道 復古版全２巻

白土三平赤目プロ
白土三平異色作品集2-

12,14,16,18
小学館ビッグコミックス（4-8はバッコス）

桑田次郎

平井和正
８マン 秋田書店版全５巻

水木しげる ゲゲゲの鬼太郎 講談社完全復刻版全９巻

水木しげる
鬼太郎のベトナム戦記

（鬼太郎対悪魔くん他収録）
文藝春秋

水木しげる 悪魔くんイッキ読み1000P 講談社

水木しげる 悪魔くん千年王国 講談社ＫＣＭオリジナル全３巻

水木しげる 悪魔くん世紀末大戦 徳間書店

水木しげる 貸本版悪魔くん 小学館限定ＢＯＸ付き全３巻



水木しげる 貸本版河童の三平 チクマ秀販社上下２巻

水木しげる
貸本傑作大全Ⅰ（①墓場の鬼太

郎②⑤
人類文化社

水木しげる
貸本傑作大全Ⅱ（①悪魔くん②

⓷河童の三平④⑤）
人類文化社

白土三平

水木しげる

さいとうたかお他

幻の貸本マンガ大全集 文藝春秋編

水木しげる 敗走記 筑摩書房版

水木しげる 総員玉砕せよ 講談社文庫

水木しげる 白い旗 講談社文庫

水木しげる 姑娘ウーニャン 講談社文庫

水木しげる ああ玉砕 宙出版水木しげる戦記選集

水木しげる ラバウル戦記 太平洋戦争５０周年記念版

水木しげる
水木しげる戦記選集ああ太平洋

上
宙出版

水木しげる 水木しげるの戦記選集 宙出版

水木しげる 完全版水木しげる伝 講談社漫画文庫上中下３巻

水木しげる
私はゲゲゲ

神秘家水木しげる伝
角川文庫

水木しげる 不思議草子 角川文庫

水木しげる コミック昭和史 講談社文庫全８巻

水木しげる 雨月物語（愛蔵復刻版） 復刊ドットコム

水木しげる 妖怪１００物語 小学館入門百科シリーズ１９７９年編集

水木しげる 妖怪大画報 １９９７年編集

水木しげる 日本妖怪めぐり ＪＴＢ２００１年発行

水木しげる あの世の事典 東京堂出版

水木しげる 水木しげる不思議な世界 講談社版４巻

水木しげる 鬼太郎 小学館入門百科シリーズ

藤子不二雄Ａ
まんが道立志編星雲編あすなろ

編
講談社愛蔵版全４巻

藤子不二雄Ａ まんが道第二部春雷編 中央公論社全２巻

藤子不二雄Ａ
愛・・・しりそめし頃に・・・

満賀道雄の青春
小学館全１２巻

藤子不二雄Ａ 劇画・毛沢東伝 オリジナル漫画サンデー増刊

藤子不二雄Ａ 劇画・毛沢東伝 実業之日本社復刻版



藤子不二雄Ａ 少年時代 中央公論社新装版全２巻

藤子不二雄Ａ 笑ウせぇるすまん 中央公論社全６巻＋１－３巻

藤子不二雄Ａ プロゴルファー猿 中央公論社新版全２２巻

藤子不二雄Ａ 魔太郎がくる 秋田書店新装版全１２巻

藤子不二雄Ａ 忍者ハットリくん 小学館てんとう虫コミックス全１６巻

藤子不二雄Ａ 怪物くん新編集 中央公論社藤子不二雄ランド全２１巻

藤子不二雄 異色短編集 小学館ゴールデンコミックス全６巻

藤子不二雄Ａ

ブラックユーモア短編集

不思議町怪奇通り

ぶきみな５週間

中央公論社愛蔵版ブラックユーモア短編集

全２巻

藤子不二雄 短編集宇宙人 朝日ソノラマサンコミックス

藤子不二雄 短編集創世日記 朝日ソノラマサンコミックス

藤子不二雄 オバケのＱ太郎傑作選 虫コミックス全６巻

藤子不二雄 オバケのＱ太郎 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全１２巻

藤子Ｆ不二雄 新オバケのＱ太郎 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全４巻

藤子Ｆ不二雄 パーマン 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全５巻

藤子Ｆ不二雄 ドラえもん 小学館オリジナル全４５巻

藤子Ｆ不二雄 ドラえもん＋ 小学館オリジナル全６巻

藤子Ｆ不二雄 ドラえもん 小学館藤子Ｆ不二雄大全集1-16,18,20

藤子Ｆ不二雄 大長編ドラえもん 小学館藤子Ｆ不二雄大全集１ー６巻

藤子Ｆ不二雄 ウメ星デンカ 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全４巻

藤子Ｆ不二雄 エスパー魔美 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全５巻

藤子Ｆ不二雄 キテレツ大百科 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全２巻

藤子Ｆ不二雄 ジャングルくろべえ 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全１巻

藤子Ｆ不二雄 中年スーパー左江内氏 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全１巻

藤子Ｆ不二雄 ポコニャン 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全１巻

藤子Ｆ不二雄 ロケットけんちゃん 小学館藤子Ｆ不二雄大全集１巻

藤子Ｆ不二雄 初期ＳＦ作品 小学館藤子Ｆ不二雄大全集全１巻

藤子Ｆ不二雄
まんがゼミナール/恐竜ゼミ

ナール
小学館藤子Ｆ不二雄大全集別巻

藤子Ｆ不二雄の世界 小学館改訂新版

藤子不二雄
二人で少年漫画ばかり描いてき

た
毎日新聞社

山田克郎

石森章太郎
怪傑ハリマオ モッツ出版名作コミックAGAIN上下２巻

平井和正

石森章太郎
幻魔大戦 秋田書店オリジナル全２巻

幻魔大戦 徳間書店ＡＣ全４巻



比佐芳武　小池和夫

石森章太郎
多羅尾伴内 講談社ＫＣスペシャル全３巻

石森章太郎 サイボーグ００９ 秋田書店オリジナル全１５巻

石森章太郎 人造人間キカイダー 秋田書店オリジナル全６巻

石森章太郎 ＨＯＴＥＬ 小学館BIGCO MICCS1-2628,29

石森章太郎 怪人同盟 秋田書店オリジナル全１巻

石森章太郎 大侵略 大都社

石ノ森章太郎 変身忍者嵐 大都社全２巻

石ノ森章太郎 石ノ森萬画集 メディアファクトリー

石森章太郎 マンガ家入門 秋田書店

石森章太郎 続マンガ家入門 秋田書店

石井いさみ くたばれ！！涙くん 秋田書店オリジナル全８巻

梶原一騎

石井いさみ
ケンカの聖書 扶桑社全４巻

望月三起也 秘密探偵ＪＡ 少年画報社

望月三起也 隼 大都社

手塚治虫

ちばてつや他
漫画が語る戦争 小学館２０１３年発行

漫画が語る戦争 戦場の挽歌 小学館２０１３年発行

漫画が語る戦争　焦土の鎮魂歌 小学館２０１３年発行

中沢啓治 はだしのゲン 汐文社全１０巻

北沢しげる 真珠湾攻撃 立風書房劇画太平洋戦争

武内つなよし 赤胴鈴之助
アース出版社漫画名作館全１３巻

＋（7,8,9,10,12,13）

仁田信夫　足立明

楠高治
遊星仮面 マンガショップ上中下完全版

加太こうじ

一峰大二
黄金バット 大都社復刻版全２巻

辻なおき ０戦はやと 朝日ソノラマサンコミックス全５巻

辻なおき ０戦はやと マンガショップ完全版上下２巻

辻なおき ０戦太郎 マンガショップ完全版全６巻

辻なおき ０戦あらし マンガショップ完全版上下２巻

吉田竜男 少年忍者部隊月光 マンガショップ完全版全４巻

高森朝雄

吉田竜男
大空三四郎 マンガショップ完全版全２巻

川内康範

桑田次郎
月光仮面

マンガショップ完全版平和の章、慈愛の

章、の章各上中下３巻



川内康範

一峰大二
七色仮面 マンガショップ完全版上中下３巻

寺田ヒロオ スポーツマン金太郎
マンガショップ完全版

第一章上中下第二小上中下最終章上中下

小沢さとる 青の６号 マンガショップ完全版上下２巻

小沢さとる 海底戦隊 マンガショップ完全版上中下

山川惣治

石川球太
少年ケニア マンガショップ上下完全版

ジョージ秋山 銭ゲバ ソフトマジック全１巻

ジョージ秋山 アシュラ 日本文芸社版上中下３巻

ジョージ秋山 浮浪雲 小学館１－４２巻

花登

水島新司
エースの条件 ひばり書房全５巻

佐々木守

水島新司
男どアホウ甲子園 」」」」」

水島新司 野球狂の詩 講談社オリジナルＫＣ全１７巻

水島新司 ドカベン 秋田書店オリジナル４８巻

水島新司 あぶさん 小学館オリジナル１～４２巻

水島新司 一球さん 小学館オリジナル全１４巻

水島新司 玉道くん 小学館オリジナル全１９巻

江口 すすめパイレーツ 集英社オリジナル全１１巻

横溝正史

つのだじろう
八つ墓村 秋田書店

横溝正史

影丸譲也
八つ墓村 講談社オリジナル全２巻

つのだじろう うしろの百太郎 講談社オリジナルＫＣ全８巻

つのだじろう 霊劇画真夜中のラヴ・レター 主婦と生活社愛蔵版上下２巻

つのだじろう ５五の龍 中央公論社愛蔵版上下２巻

手塚治虫＆１１人 トキワ荘物語 翠楊社

加藤謙一 少年倶楽部時代編集長の回想 講談社

毎日新聞社 漫画大図鑑 別冊1億人の昭和史

毎日新聞社
昭和マンガ史1926－1977

楽天・一平からがきデカまで
別冊1億人の昭和史

毎日新聞社 昭和新聞漫画史 別冊1億人の昭和史

文藝春秋 懐かしのヒーローマンガ大全集

赤胴鈴之助、まぼろし探偵、イガグリく

ん、ナショナル・キッド、矢車剣之助、月

光仮面、鉄人28号、猿飛佐助、エイトマ

ン、怪傑ハリマオ、少年ジェット、七色仮

面、鉄腕アトム



荒俣宏

高山宏

少年マガジン大博覧会（創刊号

からあしたのジョー最終回ま

で）

講談社

70年代マンガ大百科 宝島社別冊宝島


