
出版社 タイトル 著者 出版社 タイトル 著者
秋田書店 ハリガネサービス 荒達哉 ★ 集英社 トリコ 島袋光年

秋田書店 ハリガネサービスＡＣＥ 荒達哉 ★ 集英社 銀魂 空知英秋

秋田書店 ＢＥＡＳＴＡＲＳ 板垣巴留 集英社 キャプテン翼 高橋陽一

秋田書店 ハカイジュウ 本⽥真吾 集英社 キャプテン翼 ライジングサン 高橋陽一

秋田書店 ドカベン ⽔島新司 集英社 シャーマンキング 武井宏之

秋田書店 弱虫ペダル 渡辺航 集英社 ブラッククローバー 田畠裕基

講談社 ブルーロック ノ村優介 ★ 集英社 約束のネバーランド 出水ぽすか

講談社 カッコウの許嫁 吉河美希 ★ 集英社 ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 冨樫義博

講談社 ましろのおと 羅川真里茂 ★ 集英社 アンデッドアンラック 戸塚慶文

講談社 ノラガミ あだちとか 集英社 ドラゴンボール超 とよたろう

講談社 四月は君の嘘 新川直司 集英社 ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ 鳥山明

講談社 アルスラーン戦記 荒川弘 集英社 ＢＡＳＴＡＲＤ！！ 萩原一至

講談社 進撃の巨人 諫山創 集英社 花の慶次 原哲夫

講談社 聲の形 大今良時 集英社 北斗の拳 原哲夫

講談社 炎炎ノ消防隊 大久保篤 集英社 黒子のバスケ 藤巻忠俊

講談社 ベイビーステップ 勝木光 集英社 チェンソーマン 藤本タツキ

講談社 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね 榊原宗々 集英社 ファイアパンチ 藤本タツキ

講談社 今夜は月が綺麗ですが、とりあえず死ね －ｌａｓｔ－ 榊原宗々 集英社 ハイキュー！！ 古舘春一

講談社 ドメスティックな彼女 流石景 集英社 帝一の國 古屋兎丸

講談社 金田一少年の事件簿 さとうふみや 集英社 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ Ｂｏｉｃｈｉ

講談社 トモダチゲーム 佐藤友生 集英社 Ｄ．Ｇｒａｙ－ｍａｎ 星野桂

講談社 バリバリ伝説 しげの秀一 集英社 僕のヒーローアカデミア 堀越耕平

講談社 七つの大罪 鈴木央 集英社 暗殺教室 松井優征

講談社 ボールルームへようこそ 竹内友 集英社 怪獣８号 松本直也

講談社 エリアの騎士 月山可也 集英社 憂国のモリアーティ 三好輝

講談社 ダイヤのＡ 寺嶋裕二 集英社 アイシールド２１ 村田雄介

講談社 ダイヤのＡ ａｃｔ２ 寺嶋裕二 集英社 ワンパンマン 村田雄介

講談社 五等分の花嫁 春場ねぎ 集英社 ＲＯＯＫＩＥＳ 森田まさのり

講談社 あひるの空 日向武史 集英社 終わりのセラフ 山本ヤマト

講談社 あひるの空 ＴＨＥ ＤＡＹ 日向武史 集英社 キン肉マン ゆでたまご

講談社 ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ 真島ヒロ 集英社 るろうに剣心 和月伸宏

講談社 彼女、お借りします 宮島礼吏 集英社 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚・北海道編－ 和月伸宏

講談社 恋と嘘 ムサヲ 集英社 ＤＲＡＧＯＮ ＱＵＥＳＴ ダイの大冒険 稲田浩司 ★

講談社 ＤＡＹＳ 安田剛士 集英社 マッシュル－ＭＡＳＨＬＥ－ 甲本一 ★

講談社 東京卍リベンジャーズ 和久井健 集英社 ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ 鈴木祐斗 ★

集英社 呪術廻戦 芥見下々 集英社 ダンダダン 龍幸伸 ★

集英社 ワールドトリガー 葦原大介 集英社 アオのハコ 三浦糀 ★

集英社 ジョジョの奇妙な冒険 荒木飛呂彦 集英社 僕とロボコ 宮崎周平 ★

集英社 ジョジョの奇妙な冒険第六部ストーンオーシャン 荒木飛呂彦 小学館 名探偵コナン 青山剛昌

集英社 ジョジョリオン 荒木飛呂彦 小学館 今際の国のアリス 麻生羽呂

集英社 スティール・ボール・ラン 荒木飛呂彦 小学館 Ｈ２ あだち充

集英社 ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－ 池本幹雄 小学館 ＭＩＸ あだち充

集英社 ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ 井上雄彦 小学館 葬送のフリーレン アベツカサ

集英社 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 遠藤達哉 小学館 烈火の炎 安西信行

集英社 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎 小学館 信長協奏曲 石井あゆみ

集英社 ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ 小畑健 小学館 マギ 大高忍

集英社 バクマン。 小畑健 小学館 マギ シンドバッドの冒険 大寺義史

集英社 プラチナエンド 小畑健 小学館 らんま１／２ 高橋留美子

集英社 青の祓魔師 加藤和恵 小学館 ＢＥ ＢＬＵＥＳ！ ～青になれ～ 田中モトユキ

集英社 ＮＡＲＵＴＯ 岸本斉史 小学館 ＢＩＲＤＭＥＮ 田辺イエロウ

集英社 ＢＬＥＡＣＨ 久保帯人 小学館 トニカクカワイイ 畑健二郎

集英社 鬼滅の刃 吾峠呼世晴 小学館 ドラえもん 藤子・Ｆ・不二雄

集英社 テニスの王子様 許斐剛 小学館 うしおととら 藤田和日郎

集英社 新テニスの王子様 許斐剛 小学館 からくりサーカス 藤田和日郎

集英社 ニセコイ 古味直志 小学館 ＭＡＪＯＲ 満田拓也

集英社 食戟のソーマ 佐伯俊 小学館 ＭＡＪＯＲ ２ｎｄ（メジャーセカンド） 満田拓也

集英社 ぬらりひょんの孫 椎橋寛 小学館 神のみぞ知るセカイ 若木民喜 ★

集英社 彼方のアストラ 篠原健太 小学館 今日から俺は！！ 西森博之 ★
スクウェア・エニックス 鋼の錬金術師 荒川弘

新着  ★

≪少年MANGA≫     タイトルリスト



出版社 タイトル 著者

講談社 春待つ僕ら あなしん 出版社 タイトル 著者

講談社 ピーチガール 上田美和 集英社 高台家の人々 森本梢子

講談社 逃げるは恥だが役に立つ 海野つなみ 集英社 天使なんかじゃない 矢沢あい

講談社 ライアー×ライアー 金田一蓮十郎 集英社 ＮＡＮＡ 矢沢あい

講談社 溺れるナイフ ジョージ朝倉 集英社 椿町ロンリープラネット やまもり三香

講談社 ちはやふる 末次由紀 集英社 ３６０°マテリアル 南塔子

講談社 ライフ すえのぶけいこ 集英社 ハニーレモンソーダ 村田真優

講談社 ３Ｄ彼女 那波マオ 集英社 初めて恋をした日に読む話 持田あき

講談社 青夏 Ａｏ－Ｎａｔｓｕ 南波あつこ 集英社 ひるなかの流星 やまもり三香

講談社 のだめカンタービレ 二ノ宮知子 小学館 カノジョは嘘を愛しすぎてる 青木琴美

講談社 ヤマトナデシコ七変化 はやかわともこ 小学館 コーヒー＆バニラ 朱神宝

講談社 ホタルノヒカリ ひうらさとる 小学館 砂時計 芦原妃名子

講談社 海月姫 東村アキコ 小学館 恋はつづくよどこまでも 円城寺マキ

講談社 東京タラレバ娘 東村アキコ 小学館 深夜のダメ恋図鑑 尾崎衣良

講談社 東京タラレバ娘 シーズン２ 東村アキコ 小学館 僕等がいた 小畑友紀

講談社 黒崎くんの言いなりになんてならない マキノ 小学館 坂道のアポロン 小玉ユキ

講談社 まいりました、先輩 馬瀬あずさ 小学館 胸が鳴るのは君のせい 紺野りさ

講談社 きょうのキラ君 みきもと凜 小学館 執事たちの沈黙 桜田雛

講談社 近キョリ恋愛 みきもと凜 小学館 ぴんとこな 嶋木あこ

講談社 午前０時、キスしに来てよ みきもと凜 小学館 あのコの、トリコ。 白石ユキ

講談社 ＰとＪＫ 三次マキ 小学館 はにかむハニー 白石ユキ

講談社 となりの怪物くん ろびこ 小学館 ７ＳＥＥＤＳ 田村由美

講談社 Ｌ・ＤＫ 渡辺あゆ 小学館 ミステリと言う勿れ 田村由美

講談社 私たちはどうかしている 安藤なつみ ★ 小学館 水神の生贄 藤間麗

講談社 好きっていいなよ。 葉月かなえ ★ 小学館 ういらぶ。―初々しい恋のおはなし― 星森ゆきも

講談社 花野井くんと恋の病 森野萌 ★ 小学館 失恋ショコラティエ 水城せとな

集英社 スイッチガール！！ あいだ夏波 小学館 今日、恋をはじめます 水波風南

集英社 俺物語！！ アルコ 小学館 １０万分の１ 宮坂香帆

集英社 町田くんの世界 安藤ゆき 小学館 なめて、かじって、ときどき愛でて 湯町深

集英社 潔く柔く いくえみ綾 小学館 セクシー田中さん 芦原妃名子 ★

集英社 宇宙を駆けるよだか 川端志季 白泉社 赤髪の白雪姫 あきづき空太

集英社 青空エール 河原和音 白泉社 暁のヨナ 草凪みずほ

集英社 素敵な彼氏 河原和音 白泉社 彼氏彼女の事情 津田雅美

集英社 センセイ君主 幸田もも子 白泉社 俺様ティーチャー 椿いづみ

集英社 ヒロイン失格 幸田もも子 白泉社 花ざかりの君たちへ 中条比紗也

集英社 うそつきリリィ 小村あゆみ 白泉社 覆面系ノイズ 福山リョウコ

集英社 僕に花のメランコリー 小森みっこ 白泉社 夏目友人帳 緑川ゆき

集英社 アオハライド 咲坂伊緒 白泉社 なまいきざかり。 ミユキ蜜蜂 ★

集英社 思い、思われ、ふり、ふられ 咲坂伊緒

集英社 ストロボ・エッジ 咲坂伊緒

集英社 君に届け 椎名軽穂

集英社 おとななじみ 中原アヤ

集英社 ダメな私に恋してください 中原アヤ

集英社 オオカミ少女と黒王子 八田鮎子

集英社 きょうは会社休みます。 藤村真理

集英社 みにあまる彼氏 ほしの瑞希

集英社 さよならミニスカート 牧野あおい

集英社 脳内ポイズンベリー 水城せとな

集英社 虹色デイズ 水野美波

集英社 アシガール 森本梢子 ★

≪少⼥MANGA≫     タイトルリスト



出版社 タイトル 著者 出版社 タイトル 著者
秋田書店 ＯＵＴ みずたまこと 講談社 彼岸島 松本光司

秋田書店 ヤコとポコ 水沢悦子 ★ 講談社 彼岸島 最後の４７日間 松本光司

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） 北北西に曇と往け 入江亜季 講談社 彼岸島４８日後… 松本光司
ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） ダンジョン飯 九井諒子 講談社 ドラゴン桜 三田紀房

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） 王様ランキング 十日草輔 講談社 マイホームヒーロー 朝基まさし ★
エンターブレイン テルマエ・ロマエ ヤマザキマリ 講談社 ダーウィン事変 うめざわしゅん ★
ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） カラオケ行こ！ 和山やま 講談社 十角館の殺人 清原紘 ★
講談社・一迅社 カーニヴァル 御巫桃也 ★ 講談社 フェルマーの料理 小林有吾 ★
ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川） 異世界居酒屋「のぶ」 ヴァージニア二等兵 講談社 ケンシロウによろしく ジャスミン・ギュ ★

角川書店 交響詩篇エウレカセブン 片岡人生 講談社 シャングリラ・フロンティア 不二涼介 ★

角川書店 エウレカセブンＡＯ 加藤雄一 講談社 望郷太郎 山田芳裕 ★

角川書店 新世紀エヴァンゲリオン 貞本義行 講談社 ドラゴン桜２ 三田紀房

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川） 僕だけがいない街 三部けい 講談社 ザ・ファブル 南勝久

ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川） 恋する寄生虫 ホタテユウキ 講談社 ブルーピリオド 山口つばさ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＭＦ） 殺戮の天使 名束くだん 講談社 あせとせっけん 山田金鉄

講談社 グラゼニ～パ・リーグ編～ 足立金太郎 講談社 きのう何食べた？ よしながふみ

講談社 グラゼニ アダチケイジ 集英社 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 赤坂アカ

講談社 グラゼニ～東京ドーム編～ アダチケイジ 集英社 ＧＡＮＴＺ：Ｇ イイヅカケイタ

講談社 宝石の国 市川春子 集英社 東京喰種トーキョーグール：ｒｅ 石田スイ

講談社 バガボンド 井上雄彦 集英社 東京喰種トーキョーグール 石田スイ

講談社 寄生獣 岩明均 集英社 ＲＥＡＬ 井上雄彦

講談社 １日外出録ハンチョウ 上原求・新井和也 集英社 天上天下 大暮維人

講談社 鬼灯の冷徹 江口夏実 集英社 ノノノノ 岡本倫

講談社 化物語 大暮維人 集英社 ＧＡＮＴＺ 奥浩哉

講談社 いぬやしき 奥浩哉 集英社 ぎんぎつね 落合さより

講談社 転生したらスライムだった件 川上泰樹 集英社 ＬＩＡＲ ＧＡＭＥ 甲斐谷忍

講談社 カバチ！！！－カバチタレ！３－ 東風孝広 集英社 群青戦記グンジョーセンキ 笠原真樹

講談社 カバチタレ！ 東風孝広 集英社 ＺＥＴＭＡＮ 桂正和

講談社 特上カバチ！！ 東風孝広 集英社 孤高の人 坂本眞一

講談社 来世は他人がいい 小西明日翔 集英社 嘘喰い 迫稔雄

講談社 宇宙兄弟 小山宙哉 集英社 バトゥーキ 迫稔雄

講談社 亜人 桜井画門 集英社 ハチワンダイバー 柴田ヨクサル

講談社 金田一３７歳の事件簿 さとうふみや 集英社 終末のハーレム 宵野コタロー

講談社 波よ聞いてくれ 沙村広明 集英社 テラフォーマーズ 橘賢一

講談社 頭文字Ｄ しげの秀一 集英社 ＢＵＮＧＯ－ブンゴ－ 二宮裕次

講談社 バジリスク ～桜花忍法帖～ シヒラ竜也 集英社 ゴールデンカムイ 野田サトル

講談社 はたらく細胞 清水茜 集英社 キングダム 原泰久

講談社 とんがり帽子のアトリエ 白浜鴎 集英社 銀河英雄伝説 藤崎竜

講談社 コウノドリ 鈴ノ木ユウ 集英社 リクドウ 松原利光

講談社 バジリスク～甲賀忍法帖～ せがわまさき 集英社 九龍ジェネリックロマンス 眉月じゅん

講談社 ｃａｐｅｔａ 曽田正人 集英社 忘却バッテリー みかわ絵子

講談社 ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ ツジトモ 集英社 ＪＩＮ －仁－ 村上もとか

講談社 聖☆おにいさん 中村光 集英社 サラリーマン金太郎 本宮ひろ志

講談社 バトルスタディーズ なきぼくろ 集英社 新サラリーマン金太郎 本宮ひろ志

講談社 中間管理録トネガワ 橋本智広 集英社 サムライソルジャー 山本隆一郎

講談社 アンダーニンジャ 花沢健吾 集英社 ウマ娘 シンデレラグレイ 久住太陽 ★

講談社 空手小公子物語 馬場康誌 集英社 【推しの子】 横槍メンゴ ★

講談社 ライドンキング 馬場康誌 小学館 覇-ＬＯＲＤ- 池上遼一

講談社 ＢＥＣＫ ハロルド作石 小学館 岳－みんなの山－ 石塚真一

講談社 ＲｉＮ ハロルド作石 小学館 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ 石塚真一

講談社 テセウスの船 東元俊哉 小学館 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＳＵＰＲＥＭＥ 石塚真一

講談社 おおきく振りかぶって ひぐちアサ 小学館 チ。～地球の運動について～ 魚豊

講談社 監獄学園 平本アキラ 小学館 連続漫画小説 あさドラ！ 浦沢直樹

講談社 賭博覇王伝 零 福本伸行 小学館 ２１世紀少年 浦沢直樹

講談社 賭博覇王伝 零 ギャン鬼編 福本伸行 小学館 ２０世紀少年 浦沢直樹

講談社 亜人ちゃんは語りたい ペトス 小学館 ＰＬＵＴＯ 浦沢直樹

講談社 刻刻 [ＫＯＫＫＯＫＵ] 堀尾省太 小学館 トリリオンゲーム 池上遼一 ★

小学館 ＪＵＭＢＯ ＭＡＸ 髙橋ツトム ★

小学館 プロミス・シンデレラ 橘オレコ ★

小学館 ジャガーン にしだけんすけ ★

≪⻘年MANGA≫     タイトルリスト



出版社 タイトル 著者 出版社 タイトル 著者

小学館 ＭＯＮＳＴＥＲ 浦沢直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） 悪役令嬢は隣国の⺩太⼦に溺愛さ
れる

ほしな

小学館 ＹＡＷＡＲＡ！ 浦沢直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＭＦ） そうしそうあい りべるむ

小学館 ＧＩＧＡＮＴ 奥浩哉 ⼩学館 海街ｄｉａｒｙ 吉⽥秋⽣

小学館 血の轍 押見修造 祥伝社 ⼥の園の星 和⼭やま

小学館 ＲＡＩＮＢＯＷ 柿崎正澄 ⼤誠社 年の差婚 中間淳⽣

小学館 空母いぶき かわぐちかいじ リブレ出版 さんかく窓の外側は夜 ヤマシタトモコ ★

小学館 アオアシ 小林有吾

小学館 あずみ 小山ゆう

小学館 ＡＺＵＭＩ－あずみ－ 小山ゆう

小学館 王様達のヴァイキング さだやす

小学館 くーねるまるた 高尾じんぐ

小学館 土竜（モグラ）の唄 高橋のぼる

小学館 土竜の唄外伝 狂蝶の舞 高橋のぼる 出版社 タイトル 著者
小学館 ケンガンアシュラ だろめおん 講談社 ＡＫＩＲＡ 大友克洋

小学館 ケンガンオメガ だろめおん 扶桑社 だめんず・うぉ～か～ 倉田真由美

小学館 トクサツガガガ 丹羽庭

小学館 前科者 月島冬二

小学館 コタローは１人暮らし 津村マミ

小学館 医龍 乃木坂太郎

小学館 アイアムアヒーロー 花沢健吾

小学館 ボーイズ・オン・ザ・ラン 花沢健吾

小学館 大ダーク 林田球

小学館 ブラック・ラグーン 広江礼威

小学館 ＤＲＡＧＯＮ ＪＡＭ 藤井五成

小学館 銀河鉄道９９９ 松本零士

小学館 恋は雨上がりのように 眉月じゅん

小学館 灼熱カバディ 武蔵野創

小学館 響～小説家になる方法～ 柳本光晴
小学館クリエイティブ ＵＬＴＲＡＭＡＮ 清水栄一
小学館クリエイティブ キリングバイツ 隅田かずあさ

少年画報社 ドリフターズ 平野耕太

新潮社 死役所 あずみきし

新潮社 極主夫道 おおのこうすけ

新潮社 ＧＡＮＧＳＴＡ． コースケ

新潮社 義風堂々！！直江兼続 武村勇治

新潮社 蒼天の拳 原哲夫

新潮社 エンジェル・ハート 北条司

スクウェア・エニックス ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 九二枝
スクウェア・エニックス 咲 －Ｓａｋｉ－ 小林立
スクウェア・エニックス スライム倒して３００年、知らないうちにレベルＭＡＸになってました シバユウスケ
スクウェア・エニックス 黒執事 枢やな
スクウェア・エニックス 賭ケグルイ 尚村透
スクウェア・エニックス 薬屋のひとりごと ねこクラゲ
スクウェア・エニックス 一週間フレンズ。 葉月抹茶
スクウェア・エニックス ばらかもん ヨシノサツキ
スクウェア・エニックス ホリミヤ 萩原ダイスケ ★
徳間書店（コアミックス） 終末のワルキューレ アジチカ
日販アイ・ピー・エス 女神降臨 ｙａｏｎｇｙｉ

白泉社 ３月のライオン 羽海野チカ

白泉社 ベルセルク 三浦建太郎

双葉社 ｏｒａｎｇｅ 高野苺

双葉社 島さん 川野ようぶんどう ★

芳文社 信長のシェフ 梶川卓郎

≪ワイド版MANGA≫     タイトルリスト

≪レディースMANGA≫     タイトルリスト≪⻘年MANGA≫     タイトルリスト


