
<展示リスト>　マンガで知る札幌ものがたり 展示期間： 令和元年６月１３日(木)～７月９日(火)

■札幌・北海道に関わりの深い人物や歴史
タイトル 著者名 出版者 資料番号 請求記号

島義勇伝
「島義勇伝」製作委員会
／[編]

Dybooks 0119547347 KR289.1/ｼ/

漫画鍋島直正 佐賀県／編著 梓書院 0180246803 KR289.1/ﾅ/
松浦武四郎道をあるき、道をつくる。 松阪市教育委員会／編集 松阪市教育委員会 0180143950 KR289.1/ﾏ/
円空　マンガで見る日本まん真ん中おもしろ人物史シリーズ 木村 直巳／作画 岐阜　岐阜県 0113178008 KR718.3/ｴ/
北海を翔けた男　まんが・高田屋嘉兵衛ものがたり クニ トシロウ／著 有楽出版社 0115681660 KR726.1/ｸ/

マンガ白石の歴史ものがたり
札幌市白石区市民部地域
振興課／編

札幌市白石区市民部地
域振興課

0118636414 KR211.51/ｼ/

マンガで学ぶ東区の歴史札幌村開拓の祖 大友亀太郎
札幌市東区市民部総務企
画課広聴係／編

札幌市東区市民部総務
企画課広聴係

0180032302 KR211.51/ﾏ/

わたしたちのまち 西野マンガ 西野の歴史
西野ものがたり編集委員
会／［編］

西野ものがたり編集委
員会

0117713602 KR211.51/ﾜ/

マンガ青函トンネル 石ノ森 章太郎／著 日本放送出版協会 0111945630 KR514.9/ｲ/

まんが赤レンガ物語 佐藤　忠史／著
札幌　ＣＲＩＰメディ
アサービス

0114785777 KR521.8/ｻ/

原野に星は光る　開拓絵物語 山村　輝夫／著 北海道新聞社 0115066235 KR726.1/Y32/

■札幌・北海道の風土や文化
タイトル 著者名 出版者 資料番号 請求記号

まんが47都道府県研究レポート1　北海道・東北地方の巻 おおはし よしひこ／作 偕成社 0180280448 KR291/ｵ/
新旅ボン北海道編 ボンボヤージュ／著 主婦と生活社 0119008811 KR291.09/ﾎﾞ/
旅ボン北海道編 ボンボヤージュ／著 ゴマブックス 0117997577 KR291.09/ﾎﾞ/
マンガでわかる道民も知らない北海道 山吹 たくの／著 泰文堂 0119738755 KR291.09/ﾔ/



じゃあ、またあした。熱血・山田先生の分校ものがたり 関口 シュン／漫画 共同文化社 0113487490 KR370.4/ｾ/

札幌乙女ごはん。[Series1] 松本 あやか／著
札幌商工会議所推奨店
協会

0119263812 KR596/ｻ/1

札幌乙女ごはん。Series2 松本 あやか／著
札幌商工会議所推奨店
協会

0119476968 KR596/ｻ/2

札幌乙女ごはん。Series3 松本 あやか／著
札幌商工会議所推奨店
協会

0119597318 KR596/ｻ/3

札幌乙女ごはん。Series4 松本 あやか／著
札幌商工会議所推奨店
協会

0119597334 KR596/ｻ/4

札幌乙女ごはん。Series5 松本 あやか／著
札幌商工会議所推奨店
協会

0119673028 KR596/ｻ/5

札幌乙女ごはん。特別番外編 松本 あやか／著
さっぽろオータムフェ
スト実行委員会

0119688638 KR596/ｻ/

札幌乙女ごはん。Vol.2コミックス版 松本 あやか／著 Dybooks 0180168635 KR596/ﾏ/2
札幌乙女ごはん。Vol.3コミックス版 松本 あやか／著 Dybooks 0180392821 KR596/ﾏ/3
札幌乙女ごはん。[Vol.1]コミックス版 松本 あやか／著 Dybooks 0119811735 KR596/ﾏ/
きみと食べると、 松本 あやか／著 ぶんか社 0180411654 KR596/ﾏ/
まんぷく札幌 松本 あやか／著 KADOKAWA 0119607067 KR596/ﾏ/
狩りガールが旅するおいしいのはじまり あり／著 講談社 0119608404 KR659/ｱ/
銀の魚銀の波 北海道鰊漁三代記 板本　こうこ／著 講談社 0115830937 KR661/ｲ/
シュマリ上　角川文庫 手塚 治虫／[作] 角川書店 0115066292 KR726.1/ﾃ/
シュマリ中　角川文庫 手塚 治虫／[作] 角川書店 0115066318 KR726.1/ﾃ/
シュマリ下　角川文庫 手塚 治虫／[作] 角川書店 0115066334 KR726.1/ﾃ/
ウッシーとの日々　1　集英社文庫 はた 万次郎／著 集英社 0119267607 KR726.1/ﾊ/1
ウッシーとの日々　2　集英社文庫 はた 万次郎／著 集英社 0119267615 KR726.1/ﾊ/2
ウッシーとの日々　3　集英社文庫 はた 万次郎／著 集英社 0119267623 KR726.1/ﾊ/3
ウッシーとの日々　4　集英社文庫 はた 万次郎／著 集英社 0119267631 KR726.1/ﾊ/4
北海道青空日記 はた 万次郎／著 集英社 0110175312 KR726.1/ﾊ/



ふるさと銀河線 深沢 かすみ／作画 双葉社 0119402501 KR726.1/ﾌ/
北のダンナと西のヨメ 横山 了一／著 飛鳥新社 0180075285 KR726.1/ﾖ/1
北のダンナと西のヨメ 2 横山 了一／著 飛鳥新社 0180131112 KR726.1/ﾖ/2
鳥・ストーリー　鳥漫画家とその妻が北海道で鳥ざんまい よはきて・エウ／著 イーフェニックス 0180227209 KR726.1/ﾖ/
写真甲子園シャッターガール 桐木 憲一／原作 小学館 0180430522 KR740.6/ｷ/
マンガほっかいどう弁 北海道新聞社／編 北海道新聞社 0112156849 KR818.1/ﾏ/

■札幌の車の歴史
タイトル 著者名 出版者 資料番号 請求記号

業界NO.1の会社を志した柿本胤二とトヨタカローラ札幌物語 佐藤 公／取材・編集 イベント工学研究所 0119776193 KR537/ｷﾞ/

札幌トヨタ物語
イベント工学研究所／企
画・編集

札幌トヨタ自動車 0119777258 KR537/ｻ/

札幌ホンダグループ物語
イベント工学研究所／企
画・編集

ホンダカーズ札幌中央 0119776177 KR537/ｻ/

北海道マツダ物語
イベント工学研究所／企
画・編集

北海道マツダ販売 0119777241 KR537/ﾎ/

札幌トヨペット物語 [石川 寿彦／作・画] イベント工学研究所 0180073082 KR537/ﾏ/
まんが北のくるま物語 石川　寿彦／著 イベント工学研究所 0111385183 KR685.2/ｲ/

■アイヌ民族に関する作品
タイトル 著者名 出版者 資料番号 請求記号

わしズム　Vol.28(2008秋)
小林 よしのり／[著]責任
編集長

小学館 0117786558 AR051.6/ｺ/

知里幸恵とアイヌ　学習まんが人物館 ひきの 真二／まんが 小学館 0180254526 AR289.1/ﾁ/
守美まんが昔ばなし3　コロポックル物語 村野　守美 蝸牛社 0113934012 AR388.1/ﾑ/
ハルコロ（１） 石坂　啓／著 潮出版社 0114048457 AR726.1/ｲ/
ハルコロ（２） 石坂　啓／著 潮出版社 0114048440 AR726.1/ｲ/



北の残響シャクシャイン伝 有光 涼／原作 財界さっぽろ 0180349672 AR726.1/ｷ/
ゴールデンカムイ　1 野田 サトル／著 集英社 0119908069 AR726.1/ﾉ/1
ゴールデンカムイ　2 野田 サトル／著 集英社 0119908051 AR726.1/ﾉ/2
ゴールデンカムイ　3 野田 サトル／著 集英社 0119908077 AR726.1/ﾉ/3
ゴールデンカムイ　4 野田 サトル／著 集英社 0119908085 AR726.1/ﾉ/4
ゴールデンカムイ　5 野田 サトル／著 集英社 0119908093 AR726.1/ﾉ/5
ゴールデンカムイ　6 野田 サトル／著 集英社 0119908101 AR726.1/ﾉ/6
ゴールデンカムイ　7 野田 サトル／著 集英社 0119998425 AR726.1/ﾉ/7
ゴールデンカムイ　8 野田 サトル／著 集英社 0119998433 AR726.1/ﾉ/8
ゴールデンカムイ　9 野田 サトル／著 集英社 0180046229 AR726.1/ﾉ/9
ゴールデンカムイ　10 野田 サトル／著 集英社 0180131997 AR726.1/ﾉ/10
ゴールデンカムイ　11 野田 サトル／著 集英社 0180149767 AR726.1/ﾉ/11
ゴールデンカムイ　12 野田 サトル／著 集英社 0180267791 AR726.1/ﾉ/12
ゴールデンカムイ　13 野田 サトル／著 集英社 0180288904 AR726.1/ﾉ/13
ゴールデンカムイ　14 野田 サトル／著 集英社 0180342032 AR726.1/ﾉ/14
ゴールデンカムイ　15 野田 サトル／著 集英社 0180344947 AR726.1/ﾉ/15
獣剣伝説 村上　もとか／著 中央公論新社 0113377964 AR726.1/ﾑ/
カムイの剣　1 矢野 徹／原作 富士見書房 0111709531 AR726.1/ﾔ/1
カムイの剣　2 矢野 徹／原作 富士見書房 0111709549 AR726.1/ﾔ/2
THE カムイ BOOK　角川アニメ「カムイの剣」オール徹底ガイド 角川書店 0111695953 AR726.1/ｶ/

■札幌・北海道ゆかりの漫画家作品
タイトル 著者名 出版者 資料番号 請求記号

まんが　世界食の祭典 聖　日出夫／著
東急エージェンシー出
版事業部

0112357207 KR606.9/ﾋ/

おーい!動物キャラバン上 いがらし ゆみこ／著 東京書籍 0119088011 KR726.1/ｲ/1
おーい!動物キャラバン下 いがらし ゆみこ／著 東京書籍 0119088037 KR726.1/ｲ/2



北のまんが大賞 第1回受賞作品決定!!
エアーダイブ／編集・制
作

北海道 0180135170 KR726.1/ｷ/1

北のまんが大賞 第2回受賞作品決定!! エアーダイブ／編集･制作 北海道 0180447732 KR726.1/ｷ/2

北のまんが大賞 第3回受賞作品決定!! 北海道 0180444259 KR726.1/ｷ/3
コミックふるさと北海道 安彦 良和／著 マガジンハウス 0119000560 KR726.1/ｺ/
少女まんがの世界展［図録］ 池田　理代子／画 読売新聞社 0111358040 KR726.1/ｼ/
ふんばれ、がんばれ、ギランバレー たむら あやこ／著 講談社 0119995991 KR726.1/ﾀ/
ありがとうほのぼの君 佃 公彦／著 北海道新聞社 0118473321 KR726.1/ﾂ/
ほのぼの君 佃　公彦／著 北海道新聞社 0110156221 KR726.1/ﾂ/
くも漫。 中川 学／著 リイド社 0119997757 KR726.1/ﾅ/
気ままにアニマル まるはま／著 北海道新聞社 0113838023 KR726.1/ﾏ/1
気ままにアニマル　3 まるはま／著 北海道新聞社 0113888234 KR726.1/ﾏ/3
気ままにアニマル　2 まるはま／著 北海道新聞社 0113869069 KR726.1/ﾏ/
日刊くまぬりえ もずく／著 イースト・プレス 0119224533 KR726.1/ﾓ/
のほほん亭主、がんになる。 日野 あかね／著 ぶんか社 0118939602 KR916/ﾋ/
義男の空　volume1　誕生編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0117807974 KR726.1/ﾖ/1
義男の空　volume2　少年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0117900936 KR726.1/ﾖ/2
義男の空　volume3　少年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0117900951 KR726.1/ﾖ/3
義男の空　volume4　少年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0118191196 KR726.1/ﾖ/4
義男の空　volume5　少年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0118625466 KR726.1/ﾖ/5
義男の空 volume6 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0118976224 KR726.1/ﾖ/6
義男の空 volume7 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0119238616 KR726.1/ﾖ/7
義男の空 volume8 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0119475655 KR726.1/ﾖ/8
義男の空 volume9 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0119693760 KR726.1/ﾖ/9
義男の空 volume10 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0180004939 KR726.1/ﾖ/10
義男の空 volume11 青年編 エアーダイブ／制作 Dybooks 0180288581 KR726.1/ﾖ/11


