
真崎守「単行本未収録まんが作品」掲載誌が読める図書館等施設 2015年3月25日作成

誌名 出版社 掲載号

【貸本誌発表作】

雨の白い平行線 街 セントラル文庫 39集（1960年） 明治大学現代マンガ図書館

暗い静かな夜 街 セントラル文庫 39集（1960年） 明治大学現代マンガ図書館

THE SUNSET 街 セントラル文庫 45集（1960年） 明治大学現代マンガ図書館

日ぐれに雪がふり出した… 街 セントラル文庫 46集（1960年） 明治大学現代マンガ図書館

波は何も云わない 街 セントラル文庫 51集（1961年） 明治大学現代マンガ図書館

わかれの季節に 青春 第一ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ No.11（1965年） 明治大学現代マンガ図書館

悲傷 刑事 東京トップ社 No.44（1965年） 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

【地獄狼無頼伝及び番外編】

狼・地獄へいそぐ サンデーＰ.Ｍ 一水社 1967年11月2日号 北海道立図書館

おくり火 サンデーＰ.Ｍ 一水社 1967年11月16日号 北海道立図書館

獣のとむらい風 サンデーＰ.Ｍ 一水社 1967年12月7日号 北海道立図書館

故郷で傷だらけ サンデーＰ.Ｍ 一水社 1967年12月28日号 北海道立図書館

こぼれ陽 サンデーＰ.Ｍ 一水社 1968年1月25日号 北海道立図書館

血まみれの墓標 サンデーＰ.Ｍ 一水社 1968年2月22日号 北海道立図書館

鎮魂歌 サンデーＰ.Ｍ 一水社 1968年3月21日号 北海道立図書館

砂の柩 劇画コミックSunday 一水社 1968年5月30日号 北海道立図書館

鉄の柩 劇画コミックSunday 一水社 1968年6月13日号 北海道立図書館

風の柩 劇画コミックサンデー 一水社 1968年6月27日号 北海道立図書館

続・風の柩 劇画コミックサンデー 一水社 1968年7月11日号 北海道立図書館

風の柩（その３） 劇画コミックサンデー 一水社 1968年7月25日号 北海道立図書館

風の柩　完結編 劇画コミックサンデー 一水社 1968年8月8日号 北海道立図書館

夜のためいき 劇画コミックサンデー 一水社 1968年8月22日号 北海道立図書館

続・夜のためいき 劇画コミックサンデー 一水社 1968年9月5日号 北海道立図書館

石の柩　第一回 劇画コミックサンデー 一水社 1968年9月19日号 北海道立図書館

石の柩　第二回 劇画コミックサンデー 一水社 1968年10月3日号 北海道立図書館

波の柩 劇画コミックサンデー 一水社 1968年11月14日号 北海道立図書館

夜の遠吠え 劇画コミックサンデー 一水社 1969年1月9日号 北海道立図書館

寒雷の狼葬 劇画コミックサンデー 一水社 1969年2月6日号 北海道立図書館

地獄へいそげ！ 劇画コミックサンデー 一水社 1969年3月20日号 北海道立図書館

【THE OUTLAW IN THIS JUNGLE】

傾斜地帯 漫画パンチ 芳文社 1969年9月10日号 明治大学米沢嘉博記念図書館
謎!!　ＣＩＡに狙われた元大統領夫
人

漫画パンチ 芳文社 1969年10月15日号 国立国会図書館

【錆びついた命・何もいわない三部作】

雪は何もいわない… コミックmagazine 芳文社 1968年4月9日号 北海道立図書館

波は何もいわない… コミックmagazine 芳文社 1968年5月14日号 北海道立図書館

雨は何もいわない… コミックmagazine 芳文社 1967年12月26日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

【燃えつきた奴ら・新撰組篇】

地獄で愛した コミックＶＡＮ 芸文社 1968年4月3日号 北海道立図書館

地獄の墓の淋しさを コミックＶＡＮ 芸文社 1968年5月1日号 北海道立図書館

地獄の陽炎 コミックＶＡＮ 芸文社 1968年5月30日号 北海道立図書館

地獄で吠えろ－芹沢鴨の死－ コミックＶＡＮ 芸文社 1968年6月27日号 北海道立図書館

続・地獄で吠えろ コミックＶＡＮ 芸文社 1968年8月8日号 北海道立図書館

地獄のとむらい唄 コミックＶＡＮ 芸文社 1968年11月28日号 北海道立図書館

地獄の血染め式 コミックＶＡＮ 芸文社 1968年12月12日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

地獄橋の血斗 コミックＶＡＮ 芸文社 1968年12月26日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

【燃えつきた奴ら・華と鞭篇】

鬼哭の鞭 コミックＶＡＮ 芸文社 1969年1月23日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

刺青悲願 コミックＶＡＮ 芸文社 1969年2月6日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

赤い創の記憶 コミックＶＡＮ 芸文社 1969年2月20日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

女のしたたり コミックＶＡＮ 芸文社 1969年3月20日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

女のかけら コミックＶＡＮ 芸文社 1969年4月17日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

狂乱の鞭 コミックＶＡＮ 芸文社 1969年5月1日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

【弥八無情狩り】

獄門しぐれ 漫画パンチ 芳文社 1968年6月11日号 北海道立図書館

おくり灯 漫画パンチ 芳文社 1968年8月14日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

狂乱ひでり 漫画パンチ 芳文社 1968年8月28日号 北海道立図書館

【プロフェッショナル列伝及び再録】

風塵 週刊漫画アクション 双葉社 1969年1月16日号 北海道立図書館

過ぎ去らぬ日々 週刊漫画アクション 双葉社 1969年4月17日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

過ぎ去らぬ日々（再録・加筆有） 劇画ゲンダイ 講談社 1973年8月25日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館

死にゆく奴の子守唄 週刊漫画アクション 双葉社 1969年5月22日号 北海道立図書館

破れ三度笠 週刊漫画アクション 双葉社 1970年4月2日号 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館

【こみっきすと列伝】
陽炎のように燃えた…　せくしょん
ONE　昨日のかけら（１）

ＣＯＭ 虫プロ商事 1969年10月号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

陽炎のように燃えた…　せくしょん
END　明日のかけら（１）

ＣＯＭ 虫プロ商事 1969年12月号 国立国会図書館 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

風の中から　せくしょん１～４ ＣＯＭ 虫プロ商事 1970年1月号～4月号 国立国会図書館 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

檻の中の叙事詩 ＣＯＭ 虫プロ商事 1970年5月号 国立国会図書館 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

【はみだし野郎の子守唄及び再録】

因果律なんて知らないよ ヤングコミック 少年画報社 1969年12月9日号 国立国会図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

その時わたしは ヤングコミック 少年画報社 1970年2月10日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館

遭難 ヤングコミック 少年画報社 1970年2月24日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

海の神話 ヤングコミック 少年画報社 1970年3月10日号 国立国会図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

海の神話（再録・修正有） 週刊漫画アクション 双葉社 1972年12月14日号 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館

ドスのあンちくしょお！ ヤングコミック 少年画報社 1970年4月14日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

現行犯 ヤングコミック 少年画報社 1970年5月13日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館

十字路 ヤングコミック 少年画報社 1970年5月27日号 国立国会図書館

【血の饗宴】

死乃美修羅 月刊タッチ タッチ社 1971年9月号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

波乱伴天連 月刊タッチ タッチ社 1971年10月号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館

吸血城異聞 月刊タッチ タッチ社 1971年11月号、12月号 明治大学現代マンガ図書館

【日本はみだし人物列伝】

華岡青洲の巻 ５年の科学 学習研究社 1972年5月号、6月号 東京都立多摩図書館

石の狩人 ５年の科学 学習研究社 1972年7月号～9月号 東京都立多摩図書館

空気をのぼった男 ５年の科学 学習研究社 1972年10月号～12月号 東京都立多摩図書館

【甦春記】

寂光院蝉しぐれ 週刊漫画サンデー増刊号 実業之日本社 1972年9月4日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

紫陽花寺・流謫 ヤングコミック 少年画報社 1972年9月13日号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館

【せくさんぶる】

残火寂寞 週刊プレイボーイ 集英社 1974年10月1日号 国立国会図書館

星のゆれる日 週刊プレイボーイ 集英社 1974年10月8日号 国立国会図書館

りびんぐ・おん 週刊プレイボーイ 集英社 1974年11月5日号 国立国会図書館

絶対地平 週刊プレイボーイ 集英社 1974年11月12日号 国立国会図書館

かいくぐる流れ 週刊プレイボーイ 集英社 1974年11月19日号 国立国会図書館

銀の花 週刊プレイボーイ 集英社 1974年12月10日号 国立国会図書館

眠りまで 週刊プレイボーイ 集英社 1974年12月24日号 国立国会図書館

俺とおまえの陽炎 週刊プレイボーイ 集英社
1975年1月1・7日合併
号

国立国会図書館

除夜 週刊プレイボーイ 集英社 1975年1月14日号 国立国会図書館

赤い地平線 週刊プレイボーイ 集英社
1975年1月21・28日合
併号

国立国会図書館

鳥道 週刊プレイボーイ 集英社 1975年2月11日号 国立国会図書館

【その他】

札束(ｾﾞﾆ)に別れの接吻を コミックmagazine 芳文社 1966年10月号 北海道立図書館

ながれ狼 劇画コミックSunday 一水社 1968年4月25日号 北海道立図書館

ナガレ無頼　地獄のどぶ鼠 ぐらこん(ＣＯＭ付録) 虫プロ商事
1968年5月号別冊ぐら
こん１

明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

夜の散り花 漫画ボイン 新星社 1968年6月号 国立国会図書館

夜に砕ける コミックＶＡＮ 芸文社 1968年7月11日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

引き裂かれた明日 コミックＶＡＮ 芸文社 1969年1月9日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館
THIS OVER SPLIT YOKE　絆　-きず
な-

劇画ヤング 明文社 1969年1月22日号 北海道立図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

そこだけの暗闇 ヤングコミック 少年画報社 1969年5月13日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

そこだけの暗闇（再録） ＣＯＭ 虫プロ商事 1970年10月号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

風に叛く日 女性コミックＥＬＬＥ 芸文社 1969年8月号 北海道立図書館

愛の廃墟 女性コミックＥＬＬＥ 芸文社 1969年9月号 北海道立図書館

人間みな兄弟 漫画パンチ 芳文社 1969年12月10日号 国立国会図書館

通り雨 別冊漫画アクション 双葉社 1970年4月11日号 北海道立図書館 明治大学現代マンガ図書館

俺だけの夜 明星 集英社 1970年5月号

水の底 ビッグコミック 小学館 1970年7月25日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

血の伝説 中二時代 旺文社
1970年9月号～1971年3
月号

東京都立多摩図書館

どしゃぶり 週刊少年チャンピオン 秋田書店 1970年9月7日号 明治大学現代マンガ図書館

リンネの輪 週刊漫画アクション 双葉社 1970年10月22日号 北海道立図書館

エデンの東 平凡 平凡出版 1970年11月号

冬ざれ 週刊少年チャンピオン 秋田書店 1970年11月23日号 明治大学現代マンガ図書館

雪の満月 希望の友 潮出版社 1971年1月号 明治大学現代マンガ図書館

作品名
掲載誌

施設名称



真崎守「単行本未収録まんが作品」掲載誌が読める図書館等施設 2015年3月25日作成

誌名 出版社 掲載号
作品名

掲載誌
施設名称

歪曲線 ビッグコミック増刊号 小学館
1971年2月1日号(異常ﾐ
ｽﾃﾘｰ特集号)

国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

影も光も ビッグコミック増刊号 小学館
1971年7月1日号(異常ﾐ
ｽﾃﾘｰ特集号)

国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

ロボット計画Ｚ ５年の科学 学習研究社 1971年9月号 東京都立多摩図書館

異聞楊貴妃 週刊アサヒ芸能 徳間書店
1971年10月28日号～12
月23日号

国立国会図書館

異聞楊貴妃（再録） 増刊コミックＶａｎ 芸文社 1972年5月16日号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館

ホモ・インベントル ５年の科学 学習研究社 1972年1月号 東京都立多摩図書館

とべっ!!　人力ヒコーキ ５年の科学 学習研究社 1972年4月号 東京都立多摩図書館

理によって流れそうろう ６年の科学 学習研究社 1972年4月号 東京都立多摩図書館

倒めがね 実話とマンガ 東京三世社 1972年4月号

無着成恭の帰郷 ヤングコミック 少年画報社 1973年5月9日号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館

アグダの伝説 ５年の科学 学習研究社 1973年9月号 東京都立多摩図書館

昇陽 高３コース 学習研究社 1974年4月号 東京都立多摩図書館

東京魔女伝説 ビッグコミック 小学館 1974年6月25日号 国立国会図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

花と狼 Mr.Action！ 双葉社 1975年1月号 国立国会図書館

予備さん ＧＯＲＯ 小学館
1976年6月10日号、6月
24日号

国立国会図書館

夏弔（なつのとむらい） ビッグゴールド 小学館
1979年夏の号（7月20
日号）

明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

DEMARCATION 0UT ポップコーン 光文社 1981年2月号 明治大学米沢嘉博記念図書館 京都国際マンガミュージアム

余花 ポップティーン 富士見書房 1981年5月号 国立国会図書館国際子ども図書館 明治大学米沢嘉博記念図書館

永遠の生　無限の死　夢のやどり ＳＦマンガ競作大全集 東京三世社 1984年1月号、3月号 明治大学米沢嘉博記念図書館 明治大学現代マンガ図書館 京都国際マンガミュージアム

キスしてくんなきゃ　めざめない！ コミックＭＯＭＯＣＯ 学習研究社 1986年10月5日号 明治大学米沢嘉博記念図書館

富士幻視行 コミック・ムー 学習研究社
VOL.1（1986年12月5日
号）

明治大学米沢嘉博記念図書館

調査対象施設：

　国立国会図書館、同左国際子ども図書館、東京都立多摩図書館、北海道立図書館、明治大学現代マンガ図書館、明治大学米沢嘉博記念図書館、京都国際マンガミュージアム

注1）上表の中には、時期により「データ入力等作業中のため閲覧不可能なもの」も含まれています。

注2）国立国会図書館の場合、雑誌類は1年単位ぐらいでバインダー綴じしてある場合が多く、コピー時にノドの部分が大きく曲って写ることを覚悟する必要があります。
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