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油彩 真鍋博 湿地区 1953
油彩 真鍋博 蒲団 1955

書籍 真鍋博 真鍋博漫画集　寝台と十字架[復刻] 2007.2 トムズボックス 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 真鍋博漫画集　寝台と十字架 （カバー表紙） 1958.3 ユリイカ
原画 真鍋博 真鍋博漫画集　寝台と十字架 1958.3 ユリイカ
書籍 真鍋博 動物園 1959.3 ユリイカ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 動物園 12点 1959.3 ユリイカ
書籍 モルデカイ・ロシュワルト レベルセブン　第七地下壕 1960.9 弥生書房 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
朝日ジャーナル
レベルセブン　第七地下壕

4月24日号・5月22日号（2点）・6月
12日号

1960.4.1
7‐9.11

朝日新聞社

書籍 アラン・ロブ＝グリエ 消しゴム 1959.10. 河出書房新社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 消しゴム （カバー表紙） 1959.10. 河出書房新社
書籍 真鍋博 愛媛の昔語り 1960.1 朝日出版 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 愛媛の昔語り

鶴ワンブチ・古木の精
キツネのちょうちん・タヌキのあだ
うち・熊谷桜・夜がけ馬・自慢ばな
し・石になったもち・力持ちの嫁

1960.1 朝日出版

３．星×真鍋＝本
雑誌 星新一 宝石 1958年10月号 おーい でてこーい 1958.10. 宝石社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 宝石 1958年10月号 おーい でてこーい 1958.10. 宝石社
書籍 星新一 悪魔のいる天国 1961.12 中央公論社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 悪魔のいる天国 （カバー表紙） 1961.12 中央公論社
原画 真鍋博 悪魔のいる天国 （扉） 1961.12 中央公論社

原画 真鍋博 悪魔のいる天国

もたらされた文明・合理主義者・黄
金のオウム・デラックスな金庫・相
続・肩の上の秘書・サーカスの旅・
殉職

1961.12 中央公論社

書籍　 星新一 午後の恐竜（ハヤカワSFシリーズ） 1968.1 早川書房 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 午後の恐竜（ハヤカワSFシリーズ） （カバー表紙） 1968.1 早川書房
書籍 星新一 悪魔のいる天国（新潮文庫） 1975 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 悪魔のいる天国（新潮文庫） （カバー表紙） 1975 新潮社

原画 真鍋博 悪魔のいる天国（新潮文庫）
合理主義者・黄金のオウム・肩の上
の秘書・サーカスの旅・殉職

1975 新潮社

原画 真鍋博 SFマガジン　1963年12月号 夢魔の標的 1963.12 早川書房
書籍　 星新一 夢魔の標的（日本ＳＦシリーズ３） 1964.7 早川書房 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 夢魔の標的（日本ＳＦシリーズ３） （カバー表紙） 1964.7 早川書房
書籍　 星新一 夢魔の標的（ハヤカワJA文庫） 1973.3 早川書房 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 夢魔の標的（ハヤカワJA文庫） （カバー表紙） 1973.3 早川書房
書籍　 星新一 夢魔の標的（新潮文庫） 1977.12 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 夢魔の標的（新潮文庫） （カバー表紙）、6点 1977.12 新潮社
書籍　 星新一 ボンボンと悪魔 1962.7 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 ボンボンと悪魔

第一部　夜のかたすみ（扉）・椅
子・雪の夜・処方・夢の男・すばら
しい食事・循環気流・目撃者・夜の
侵入者・賢明な女性たち・むだな時
間

1962.7 新潮社

書籍　 星新一 ボンボンと悪魔（新潮文庫） 1974.1 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 ボンボンと悪魔（新潮文庫）
椅子・不運・囚人・すばらしい食
事・循環気流・目撃者・夜の侵入
者・賢明な女性たち・むだな時間

1974.1 新潮社

書籍 星新一 ボッコちゃん（新潮文庫） 1971.5 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 ボッコちゃん（新潮文庫）
よごれている本・ツキ計画・悲しむ
べきこと・変な薬

1971.5 新潮社

書籍 星新一 ボッコちゃん（新潮文庫） 1987.5 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 ボッコちゃん（新潮文庫） （カバー表紙） 1987.5 新潮社
原画 真鍋博 ボッコちゃん（新潮文庫） 悪魔・変な薬 1987.5 新潮社
書籍 星新一 ようこそ地球さん（新潮文庫） 1972.6 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 ようこそ地球さん（新潮文庫） （カバー表紙） 1972.6 新潮社
原画 真鍋博 ようこそ地球さん（新潮文庫） （カバー裏表紙） 1972.6 新潮社

原画 真鍋博 ようこそ地球さん（新潮文庫）
復讐・しぶといやつら・弱点・探検
隊・宇宙からの客・天使考

1972.6 新潮社

原画 真鍋博 ようこそ地球さん（新潮文庫）
弱点・探検隊・宇宙からの客・天使
考

1982.8 新潮社

書籍 星新一 おのぞみの結末（新潮文庫） 1976.3 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 おのぞみの結末（新潮文庫） （カバー表紙） 1976.3 新潮社

愛媛県美術館　企画展示室　コレクション展

「星新一×真鍋博＝本、ふたりの仕事」出品リスト

2018.6.26［tue］‐8.19［sun］
協力：星ライブラリ、真鍋真

＊所蔵先が明記されていない作品は、愛媛県美術館蔵です。
＊現在刊行中の書籍については、出版社名の横に「刊＊」と付しました。（装幀が展示作品と異なる書籍もあります。）
＊都合により展示作品が変更されることがあります。

１．真鍋画始

２．真鍋本始



原画 真鍋博 おのぞみの結末（新潮文庫）
おのぞみの結末・一年間・ひとつの
目標・現実・親しげな悪魔・わが子
のために・空の死神

1976.3 新潮社

書籍 星新一 妖精配給会社（新潮文庫） 1976.11 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 妖精配給会社（新潮文庫）

アフターサービス・おそるべき事
態・三角関係・妖精配給会社・遠大
な計画・ごきげん保険・ボタン星か
らの贈り物

1976.11 新潮社

書籍 星新一 妄想銀行（新潮文庫） 1978.3 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 妄想銀行（新潮文庫） （カバー表紙） 1978.3 新潮社

原画 真鍋博 妄想銀行（新潮文庫）
敏感な動物・大黒さま・あるスパイ
の物語・陰謀団ミダス・海のハープ
声・長生き競争

1978.3 新潮社

書籍 星新一 おせっかいな神々（新潮文庫） 1979.5 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 おせっかいな神々（新潮文庫） （カバー表紙） 1979.5 新潮社

原画 真鍋博 おせっかいな神々（新潮文庫）
古代の秘法・マスコット・権利金・
歴史の論文・商売の神・午後の出来
事・そそっかしい相手

1979.5 新潮社

書籍 星新一 ひとにぎりの未来
1980.7

(23刷）
新潮社刊＊ 愛媛県立図書館

原画 真鍋博 ひとにぎりの未来 （カバー表紙） 1969.3 新潮社
原画 真鍋博 ひとにぎりの未来 （扉） 1969.3 新潮社
書籍 星新一 ひとにぎりの未来（新潮文庫） 1980.5 新潮社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 ひとにぎりの未来（新潮文庫） （カバー表紙） 1980.5 新潮社

原画 ひとにぎりの未来（新潮文庫）
塔・愛の作用・新しい装置・犯罪の
舞台・自信にみちた生活

1980.5 新潮社

書籍 星新一 だれかさんの悪夢（新潮文庫） 1981.7 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 だれかさんの悪夢（新潮文庫） （カバー表紙） 1981.7 新潮社

原画 真鍋博 だれかさんの悪夢（新潮文庫）
空白の行動・たのしい毎日・女とふ
たりの男・ごねどく屋・おせっか
い・テレビの神

1981.7 新潮社

書籍 星新一 未来いそっぷ（新潮文庫） 1982.8 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 未来いそっぷ（新潮文庫） （カバー表紙） 1982.8 新潮社

原画 真鍋博 未来いそっぷ（新潮文庫）

ある夜の物語・いそっぷ村の繁栄
カラスとキツネ・頭の大きなロボッ
ト・利口なオウム・やさしい人柄・
熱中・ねらった金庫

1982.8 新潮社

書籍 星新一 エヌ氏の遊園地（新潮文庫） 1985.7 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 エヌ氏の遊園地（新潮文庫） （カバー表紙） 1985.7 新潮社

原画 真鍋博 エヌ氏の遊園地（新潮文庫）
けちな願い・あこがれの朝・危険な
年代・女の効用・港の事件・臨終の
薬

1985.7 新潮社

書籍 星新一 声の網（角川文庫） 1985.10. 角川書店刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 声の網（角川文庫） （カバー表紙） 1985.10. 角川書店

原画 真鍋博 声の網（角川文庫）

夜の事件・おしゃべり家庭・ノアの
子孫たち・亡霊・ある願望・重要な
仕事・反射・反抗者たち・ある一
日・ある仮定・四季の終り

1985.10. 角川書店

書籍 星新一 凶夢など30（新潮文庫） 1991.12 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 凶夢など30（新潮文庫） （カバー表紙） 1991.12 新潮社

原画 真鍋博 凶夢など30（新潮文庫）
深い仲・指示・夏の女・手さげバッ
グ・病名・宿直・印象

1991.12 新潮社

書籍 星新一 どんぐり民話館（新潮文庫） 1992.12 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 どんぐり民話館（新潮文庫） （カバー表紙） 1992.12 新潮社

原画 真鍋博 どんぐり民話館（新潮文庫）
お寺の伝説・双眼鏡・来訪者たち・
花・青年とお城・神殿

1992.12 新潮社

書籍 星新一 これからの出来事（新潮文庫） 1985.11 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 これからの出来事（新潮文庫） （カバー表紙） 1985.11 新潮社
原画 真鍋博 これからの出来事（新潮文庫） （カバー表紙部分） 1985.11 新潮社

原画 真鍋博 これからの出来事（新潮文庫）

ひとつのドア・ある古風な物語・安
全な生活・これからの出来事・会議
のパターン・満開の季節・小さな
バーの会話

1985.11 新潮社

書籍 星新一 つねならぬ話（新潮文庫） 1994.7 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 つねならぬ話（新潮文庫） （カバー表紙） 1994.7 新潮社

原画 真鍋博 つねならぬ話（新潮文庫）

はじまりの物語 風の神話・やじう
ま神話・旅情・もしかしての物語
海の若大将・夢20夜　ネズミ（第15
夜）・もしかしての物語 川

1994.7 新潮社

書籍 星新一 星新一の作品集[全18巻／愛蔵版]
1974.6－
1975.11

新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
星新一の作品集10　マイ国家、ひと
にぎりの未来[愛蔵版]

1975.3 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
星新一の作品集11　おみそれ社会、
だれかさんの悪夢[愛蔵版]

1975.4 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
星新一の作品集1　ボッコちゃん、よ
うこそ地球さん[愛蔵版]

1974.6 新潮社 愛媛県立図書館
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原画 真鍋博
星新一の作品集2　悪魔のいる天国、
宇宙のあいさつ[愛蔵版]

1974.7 新潮社 愛媛県立図書館

書籍 星新一 星新一の作品集　5、10、11、17巻
1974.10

ー
1975.10

新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
星新一の作品集5　おせっかいな
神々、妖精配給会社

1974.10. 新潮社

原画 真鍋博
星新一の作品集10　マイ国家、ひと
にぎりの未来

1975.3 新潮社

原画 真鍋博
星新一の作品集11　おみそれ社会、
だれかさんの悪夢

1975.4 新潮社

原画 真鍋博
星新一の作品集17　かぼちゃの馬
車、夜のかくれんぼ

1975.10. 新潮社

書籍 星新一
きまぐれフレンドシップPART１（新
潮文庫）

1989.4 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
きまぐれフレンドシップPART１（新
潮文庫）

1989.4 新潮社

書籍 星新一
きまぐれフレンドシップPART2（新潮
文庫）

1989.4 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
きまぐれフレンドシップPART2（新潮
文庫）

1989.4 新潮社

書籍 星新一 きまぐれ体験紀行（講談社文庫） 1981.6 講談社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 きまぐれ体験紀行（講談社文庫） 1981.6 講談社
書籍 星新一 きまぐれ暦（新潮文庫） 1979.9 講談社 愛媛県立図書館
原画 真鍋博 きまぐれ暦（新潮文庫） 1979.9 講談社

書籍 星新一
真鍋博のプラネタリウム　星新一の
挿絵たち（新潮文庫）

1983.10. 新潮社 愛媛県立図書館

原画 真鍋博
真鍋博のプラネタリウム　星新一の
挿絵たち（新潮文庫）

1983.10. 新潮社

ポスター 真鍋博
星新一の1001編　読んでみようかな
読みなおそうかな

1983 新潮社

ポスター 真鍋博 星新一の作品集 1975 新潮社

書籍 星新一
妖精配給会社（ハヤカワ・ＳＦ・シ
リーズ）

1964.7 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一 おせっかいな神々 1965.7 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 ノックの音が 1965.9 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館

書籍 星新一
悪魔のいる天国（ハヤカワ・ＳＦ・
シリーズ）

1967.6 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一 妄想銀行 1967.6 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 進化した猿たち 1969.9 早川書房 愛媛県立図書館
書籍 星新一 新・進化した猿たち 1971.3 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一
悪魔のいる天国（ハヤカワ文庫Ｊ
Ａ）

1973.7 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一 妖精配給会社（ハヤカワ文庫ＪＡ） 1973.7 早川書房 愛媛県立図書館
書籍 星新一 おのぞみの結末 1975.2 いんなあとりっぷ社 愛媛県立図書館

書籍 星新一
進化した猿たち１（ハヤカワ文庫Ｊ
Ａ）

1975.4 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一
進化した猿たち２（ハヤカワ文庫Ｊ
Ａ）

1975.5 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一
進化した猿たち３（ハヤカワ文庫Ｊ
Ａ）

1975.5 早川書房 愛媛県立図書館

書籍 星新一 明治・父・アメリカ 1975.9 筑摩書房 愛媛県立図書館
書籍 星新一 たくさんのタブー（新潮文庫） 1976.2 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 白い服の男（新潮文庫） 1977.8 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 明治の人物誌（新潮文庫） 1978.5 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 にぎやかな部屋（新潮文庫） 1980.1 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 ご依頼の件 1980.2 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 進化した猿たち１（新潮文庫） 1982.1 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 進化した猿たち２（新潮文庫） 1982.3 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 進化した猿たち３（新潮文庫） 1982.4 新潮社 愛媛県立図書館
書籍 星新一 かぼちゃの馬車（新潮文庫） 1983.1 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 さまざまな迷路（新潮文庫） 1983.8 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
書籍 星新一 きまぐれ体験紀行（角川文庫） 1985.11 角川書店 愛媛県立図書館
書籍 星新一 安全のカード（新潮文庫） 1987.12 新潮社刊＊ 愛媛県立図書館
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