
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1 手塚治虫  僕はマンガ家 手塚 治虫／著 日本図書センター 1999.2 72610/14 一般書庫

2 手塚治虫 漫画の奥義 手塚 治虫／著 講談社 1992.12 72610/TE95 西部

3 ぼくのマンガ人生 手塚 治虫／著 岩波書店 1997.5 72610/1 中央

4 手塚治虫とっておきの話 手塚 治虫／著 新日本出版社 1990.2 7261/11 一般書庫

5 観たり撮ったり映したり 手塚 治虫／著 キネマ旬報社 1987.1 77804/TE95 書庫ＣＬ

6 昆虫つれづれ草 手塚 治虫／著 小学館 1996.12 48604/4 中央

7 天使と怪物 種村 季弘／ほか著 青土社 2002.1 704/128 一般書庫

8 もう一席うかがいます。 古今亭 志ん朝／著 河出書房新社 2006.8 77913/78 一般書庫

9 戦後の巨星二十四の物語 本田 靖春／著 講談社 2006.1 28104/254 一般書庫

10 阿久悠のいた時代  戦後歌謡曲史
篠田 正浩／責任編
集

柏書房 2007.12 91166/40/2 一般開架

11 小松左京全集完全版    33 小松 左京／著 城西国際大学出版会 2011.6 91868/ｺｻ2 一般書庫

12 マンガのあなた SFのわたし 萩尾 望都／著 河出書房新社 2012.2 72610/124 一般開架

13 文化とは何だろうか 鶴見 俊輔／著 晶文社 1996.5 9146/ﾂｼ2 一般書庫

14 心理臨床プロムナード  こころをめぐる13の対話 山中 康裕／著 遠見書房 2015.2 14604/12 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

15 天才の息子  ベレー帽をとった手塚治虫 手塚 真／著 ソニー・マガジンズ 2003.4 72610/56/ 一般書庫

16 神様の伴走者  手塚番13+2
佐藤 敏章／インタ
ビュー

小学館 2010.1 72610/114 一般書庫

千葉県立東部図書館　ガラス展示コーナー資料リスト

自伝・対談

　平成30(2018)年は、漫画家・手塚治虫（てづか　おさむ）が誕生してからちょうど90周年に当
たります(昭和3 (1928)年11月3日生－平成元(1989)年２月9日没)。
　手塚治虫は大阪帝国大学附属医学専門部在学中の昭和21(1946)年に「少国民新聞」(現在の「毎
日小学生新聞」)に連載した『マアチャンの日記帳』でデビューします。その後、昭和22(１９４７)
年に作画を担当した赤本＊漫画『新寳島(しんたからじま)』が刊行されると、映画の演出手法を取り
入れた躍動感あふれる画面構成が読者に衝撃を与え、ベストセラーとなります。これにより一躍人気
漫画家になると、次々に作品を発表し続けその地歩を固めていきます。
　1950年代に入り、雑誌連載へと活躍の場を移すと、『鉄腕アトム』『ジャングル大帝』『リボン
の騎士』『火の鳥』『ブラックジャック』『ブッダ』『アドルフに告ぐ』等数々の作品を世に送り出
し、晩年まで常に第一線で活躍しました。手塚治虫とその作品は後進の漫画家達に非常に大きな影響
を与え、「漫画の神様」と評されるようになりました。
　また、アニメーション制作にも情熱を燃やし、昭和36(1961)年に手塚治虫プロダクション動画部
(後の虫プロダクション)を立ち上げ、日本初の連続テレビアニメ『鉄腕アトム』を始めとして、自身
の作品を中心にアニメ制作を行いました。同プロは次第に経営に行き詰まり結局昭和48(1973)年に
倒産してしまいますが、その中から数多くのアニメ制作者が育ち、現在に至る日本のアニメ文化を
担っています。

評伝・人物論

手塚治虫　生誕90周年

　＊赤本…通常の書籍販売ルートではなく、玩具問屋等を通じて販売された少年向けの本のこと

中央：県立中央図書館（千葉市）所蔵

西部：県立西部図書館（松戸市）所蔵

それ以外は　東部図書館 所蔵
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17 手塚治虫  アーチストになるな 竹内 オサム／著 ミネルヴァ書房 2008.9 72610/84 一般開架

18 手塚治虫少年の実像 泉谷 迪／著 人文書院 2003.4 72610/55 一般書庫

19 夫・手塚治虫とともに  木洩れ日に生きる 手塚 悦子／著 講談社 1995.1 72610/TE95 西部

20 手塚治虫がいなくなった日
手塚プロダクション
／編

潮出版社 1995.1 72610/TE95 西部

21 手塚治虫氏に関する八つの誤解 長谷川 つとむ／著 柏書房 1994.1 72610/H36 西部

22 手塚治虫  時代と切り結ぶ表現者 桜井 哲夫／著 講談社 1990.6 72610/SA47 西部

23 未発掘の玉手箱手塚治虫  Works 1946-1989 手塚 治虫／著 立風書房 1998.8 72610/8 一般書庫

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

24 手塚治虫全史  その素顔と業績
手塚プロダクション
／共同編集

秋田書店 1998.8 72610/9 一般開架

25 手塚治虫の芸術
ヘレン・マッカー
シー／著

ゆまに書房 2014.1 72610/67 中央

26 手塚治虫の軌跡  全作品リスト
まんが資料センター
／編集

山本やすひこ 1992.7 7261/17 一般書庫

27 僕らが愛した手塚治虫    [1] 二階堂 黎人／著 小学館 2006.12 72610/66 一般書庫

28 僕らが愛した手塚治虫    2 二階堂 黎人／著 小学館 2008.12 72610/66 一般書庫

29 僕らが愛した手塚治虫    [3] 二階堂 黎人／著 原書房 2012.1 72610/66 一般書庫

30 僕らが愛した手塚治虫    [4] 二階堂 黎人／著 南雲堂 2016.1 72610/66 一般開架

31 手塚治虫--少年まんがの世界 石子 順／作 童心社 2000.9 J726/ｲｼ 中央

32 手塚治虫-少女まんがの世界 石子 順／作 童心社 2012.3 J726/ﾃｵ 中央

33 手塚治虫-未来からの使者 石子 順／作 童心社 2012.3 J726/ﾃｵ 中央

34 手塚治虫作品集    1　ハトよ天まで 手塚 治虫／著 文民社 1975.8 726/TE95/1 中央

35 手塚治虫作品集    2　ジャングル大帝 手塚 治虫／著 文民社 1976.2 726/TE95/2 中央

36 手塚治虫作品集    3　オズマ隊長 手塚 治虫／著 文民社 1976.1 726/TE95/3 中央

37 手塚治虫作品集    4　リボンの騎士 手塚 治虫／著 文民社 1977.6 726/TE95/4 中央

38
手塚治虫作品集    5　 少女まんが集
　　　　　　　　　　（火の鳥、ミニヨン他）

手塚 治虫／著 文民社 1978.9 726/TE95/5 中央

39
手塚治虫作品集    6　児童まんが１
　　　　　　　　　　（ガムガムパンチ）

手塚 治虫／著 文民社 1979.8 726/TE95/6 中央

40
手塚治虫作品集    7　児童まんが２
　　　　　　　　　　（ぼんご、ロップくん）

手塚 治虫／著 文民社 1980.4 726/TE95/7 中央

41 手塚治虫作品集    8　カラー作品集 手塚 治虫／著 文民社 1981.6 726/TE95/8 中央

42 手塚治虫中期傑作集    1　スリル博士 手塚 治虫／著 小学館 1995.11 726/TE95/1 中央

43 手塚治虫中期傑作集    2　キャプテンKEN 手塚 治虫／著 小学館 1995.12 726/TE95/2 中央

44 手塚治虫中期傑作集    3　白いパイロット 手塚 治虫／著 小学館 1996.1 726/TE95/3 中央

45 手塚治虫中期傑作集    4　勇者ダン 手塚 治虫／著 小学館 1996.2 7261/3/4 中央

46 手塚治虫中期傑作集    5　0マン    上 手塚 治虫／著 小学館 1996.3 7261/3/5 中央

47 手塚治虫中期傑作集    6　0マン    下 手塚 治虫／著 小学館 1996.4 7261/3/6 中央

48 手塚治虫中期傑作集    7　鉄の道 手塚 治虫／著 小学館 1996.7 7261/3/7 中央

49 手塚治虫中期傑作集    8　ふしぎな少年 手塚 治虫／著 小学館 1996.8 7261/3/8 中央

50 手塚治虫中期傑作集    9　フィルムは生きている 手塚 治虫／著 小学館 1996.9 7261/3/9 中央

作品紹介
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51 手塚治虫中期傑作集    10　旋風Z 手塚 治虫／著 小学館 1997.5 7261/3/10 中央

52 手塚治虫中期傑作集    11　夜明け城 手塚 治虫／著 小学館 1997.6 7261/3/11 中央

53 手塚治虫中期傑作集    12　ケン1探偵長 手塚 治虫／著 小学館 1997.7 7261/3/12 中央

54 鉄腕アトム    1 手塚 治虫／著 講談社 1992.11 72610/46/1 中央

55 鉄腕アトム    2 手塚 治虫／著 講談社 1992.11 726/TE95/2 中央

56 鉄腕アトム    3 手塚 治虫／著 講談社 1992.12 726/TE95/3 中央

57 鉄腕アトム    4 手塚 治虫／著 講談社 1993.1 726/TE95/4 中央

58 鉄腕アトム    5 手塚 治虫／著 講談社 1993.2 726/TE95/5 中央

59 鉄腕アトム    6 手塚 治虫／著 講談社 1993.3 726/TE95/6 中央

60 鉄腕アトム    7 手塚 治虫／著 講談社 1993.4 726/TE95/7 中央

61 鉄腕アトム    8 手塚 治虫／著 講談社 1993.5 726/TE95/8 中央

62 鉄腕アトム    9 手塚 治虫／著 講談社 1993.6 726/TE95/9 中央

63 鉄腕アトム    10 手塚 治虫／著 講談社 1993.7 726/TE95/10 中央

64 鉄腕アトム    11 手塚 治虫／著 講談社 1993.8 726/TE95/11 中央

65 鉄腕アトム    12 手塚 治虫／著 講談社 1993.9 726/TE95/12 中央

66 鉄腕アトム    13 手塚 治虫／著 講談社 1993.1 726/TE95/13 中央

67 鉄腕アトム    14 手塚 治虫／著 講談社 1993.11 726/TE95/14 中央

68 鉄腕アトム    15 手塚 治虫／著 講談社 1993.12 726/TE95/15 中央

69 火の鳥    No.1 手塚 治虫／著 角川書店 1986 7261/TE95 書庫ＣＬ

70 火の鳥    No.2 手塚 治虫／著 角川書店 1986 7261/TE95 書庫ＣＬ

71 火の鳥    No.3 手塚 治虫／著 角川書店 1986 7261/TE95 書庫ＣＬ

72 火の鳥    No.4 手塚 治虫／著 角川書店 1986 7261/TE95 書庫ＣＬ

73 アドルフに告ぐ    第1巻 手塚 治虫／著 文芸春秋 1985 726/TE95 書庫ＣＬ

74 アドルフに告ぐ    第2巻 手塚 治虫／著 文芸春秋 1985 726/TE95 書庫ＣＬ

75 アドルフに告ぐ    第3巻 手塚 治虫／著 文芸春秋 1985 726/TE95 書庫ＣＬ

76 アドルフに告ぐ    第4巻 手塚 治虫／著 文芸春秋 1985 726/TE95 書庫ＣＬ

77 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-1 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/1 中央

78 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-2 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/2 中央

79 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-3 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/3 中央

80 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-4 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/4 中央

81 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-5 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/5 中央

82 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-6 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/6 中央

83 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-7 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/7 中央

84 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-8 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/8 中央

85 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-9 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/9 中央

86 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1]-10 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/10 中央

87 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1別巻1] 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/11 中央
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88 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1別巻2] 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/12 中央

89 手塚治虫・創作ノートと初期作品集    [1別巻3] 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2010.12 72610/47/11-ﾌ-1 中央

90 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-11 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/11 中央

91 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-12 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/12 中央

92 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-13 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/13 中央

93 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-14 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/14 中央

94 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-15 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/15 中央

95 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-16 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/16 中央

96 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-17 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/17 中央

97 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-18 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/18 中央

98 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-19 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/19 中央

99 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-20 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/20 中央

100 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-21 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/21 中央

101 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2-22 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/22 中央

102 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2[別巻1] 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/11-ﾌ-2 中央

103 手塚治虫創作ノートと初期作品集    2[別巻2] 手塚 治虫／著 小学館クリエイティブ 2012.2 72610/47/11-ﾌ-2 中央

作品論
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

104 鉄腕アトム大事典 沖 光正／著 晶文社 1996.5 7261/2 一般書庫

105 手塚治虫の『新宝島』  その伝説と真実 野口 文雄／著 小学館クリエイティブ 2007.12 72610/70 一般書庫

106 マンガ批評大系    第1巻 竹内 オサム／編 平凡社 1989.2 726/MA43 書庫ＣＬ

107 マンガ批評大系    別巻 竹内 オサム／編 平凡社 1989.6 726/MA43 書庫ＣＬ

108 手塚治虫論 竹内 オサム／著 平凡社 1992.2 72610/TA67 書庫ＣＬ

109 アトムは僕が殺しました  手塚治虫のこころ 田中 弥千雄／著 サンマーク出版 2002.4 72610/43 一般書庫

110 アトムの命題  手塚治虫と戦後まんがの主題 大塚 英志／著 徳間書店 2003.4 72610/57 一般書庫

111 手塚治虫・<変容>と<異形> 大野 晃／著 翰林書房 2000.7 72610/28 一般書庫

112 手塚治虫=ストーリーマンガの起源 竹内 一郎／著 講談社 2006.2 72610/63 一般書庫

113 図説鉄腕アトム 森 晴路／著 河出書房新社 2003.5 72610/58 一般書庫

114 ブラック・ジャックの眼差し  手塚治虫の世界 木谷 光江／著 KTC中央出版 1998.4 72610/5 西部

115 テヅカ・イズ・デッド  ひらかれたマンガ表現論へ 伊藤 剛／著 NTT出版 2005.9 72610/62 一般書庫

116 手塚治虫のオキナワ 本浜 秀彦／著 春秋社 2010.7 72610/111 一般書庫

117 手塚治虫クラシック音楽館 手塚 治虫／著 平凡社 2008.11 72610/89 一般開架

118 手塚治虫博物館 手塚 治虫／著 講談社 1998.7 480/2 一般書庫

4 ページ


