
タイトル 出版社 著者 タイトル 出版社 著者
グラップラー刃牙 秋田書店 板垣恵介 チェンソーマン 集英社 藤本タツキ

優駿の門 秋田書店 やまさき拓味 ハイキュー！！ 集英社 古舘春一

優駿の門ＧⅠ 秋田書店 やまさき拓味 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ 集英社 Ｂｏｉｃｈｉ

進撃の巨人 講談社 諫山創 僕のヒーローアカデミア 集英社 堀越耕平

炎炎ノ消防隊 講談社 大久保篤 銀魂 集英社 空知英秋

Ｃ０ＤＥ：ＢＲＥＡＫＥＲ 講談社 上条明峰 シャーマンキング 集英社 武井宏之
ＳＡＭＵＲＡＩ ＤＥＥＰＥＲ ＫＹＯ 講談社 上条明峰 約束のネバーランド 集英社 出水ぽすか

１・２の三四郎 講談社 小林まこと ギャグマンガ日和 集英社 増田こうすけ

七つの大罪 講談社 鈴木央 カッコカワイイ宣言！ 集英社 地獄のミサワ

あしたのジョー 講談社 ちばてつや 暗殺教室 集英社 松井優征

疾風伝説特攻の拓 講談社 所十三 怪獣８号 集英社 松本直也

魁！！クロマティ高校 講談社 野中英次 アイシールド２１ 集英社 村田雄介

東京卍リベンジャーズ 講談社 和久井健 ワンパンマン 集英社 村田雄介

シュート！ 講談社 大島司 キン肉マン 集英社 ゆでたまご

海皇紀 講談社 川原正敏 闘将！！拉麺男 集英社 ゆでたまご

修羅の刻 講談社 川原正敏 るろうに剣心 集英社 和月伸宏

修羅の門 講談社 川原正敏 るろうに剣心－北海道編－集英社 和月伸宏

修羅の門第弐問 講談社 川原正敏 名探偵コナン 小学館 青山剛昌

さよなら絶望先生 講談社 久米田康治 タッチ 小学館 あだち充

五等分の花嫁 講談社 春場ねぎ ＭＡＲ 小学館 安西信行

カッコウの許嫁 講談社 吉河美希 烈火の炎 小学館 安西信行

呪術廻戦 集英社 芥見下々 犬夜叉 小学館 高橋留美子

ワールドトリガー 集英社 葦原大介 らんま１／２ 小学館 高橋留美子
家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 集英社 天野明 うしおととら 小学館 藤田和日郎

ジョジョの奇妙な冒険 集英社 荒木飛呂彦 モンキーターン 小学館 河合克敏
スティール・ボール・ラン 集英社 荒木飛呂彦 今日から俺は！！ 小学館 西森博之
ジョジョリオン 集英社 荒木飛呂彦 星のカービィデデデでプププなものがたり小学館 ひかわ博一

岸辺露伴は動かない 集英社 荒木飛呂彦 機動警察パトレイバー 小学館 ゆうきまさみ
ＤＲＡＧＯＮ ＱＵＥＳＴ ダイの大冒険 集英社 稲田浩司 ドラえもん 小学館 藤子・Ｆ・不二雄

ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ 集英社 井上雄彦 ドラベース ドラえもん超野球外伝小学館 むぎわらしんたろう

キャプテン翼 集英社 高橋陽一 ポケットモンスターSPECIAL 小学館 山本サトシ
すごいよ！！マサルさん 集英社 うすた京介 ポケットモンスターＳＰＥＣＩＡＬ　Ｘ・Ｙ 小学館 山本サトシ

ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 集英社 遠藤達哉 ポケットモンスターＳＰＥＣＩＡＬソードシールド 小学館 山本さとし

地獄先生ぬ～べ～ 集英社 岡野剛 鋼の錬金術師 スクウェア・エニックス荒川弘

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 集英社 尾田栄一郎 魔法陣グルグル スクウェア・エニックス衛藤ヒロユキ

ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ 集英社 小畑健

ヒカルの碁 集英社 小畑健

プラチナエンド 集英社 小畑健

ＮＡＲＵＴＯ 集英社 岸本斉史

BOＲＵＴＯ 集英社 池本幹雄

ＢＬＥＡＣＨ 集英社 久保帯人

聖闘士星矢 集英社 車田正美

リングにかけろ 集英社 車田正美

鬼滅の刃 集英社 吾峠呼世晴

鬼滅の刃外伝 集英社 平野稜二

テニスの王子様 集英社 許斐剛

新テニスの王子様 集英社 許斐剛

遊☆戯☆王 集英社 高橋和希

遊☆戯☆王ＧＸ 集英社 影山なおゆき

遊戯王5Ｄ’ｓ 集英社 佐藤雅史

ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 集英社 冨樫義博

幽★遊★白書 集英社 冨樫義博

レベルＥ 集英社 冨樫義博

ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ 集英社 鳥山明

ドラゴンボール超 集英社 とよたろう

北斗の拳 集英社 原哲夫

銀牙 －流れ星 銀－ 集英社 高橋よしひろ

         少年漫画



タイトル 出版社 著者 タイトル 出版社 著者
ヒナまつり ＫＡＤＯＫＡＷＡ 大武政夫 ULTRAMAN 小学館ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 清水栄一

やがて君になる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 仲谷鳰 僕らはみんな河合荘 少年画報社 宮原るり

見える子ちゃん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 泉朝樹 エンジェル・ハート 新潮社 北条司

ＲｅＬＩＦＥ ｱｰｽｽﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ夜宵草 ホリミヤ ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ 萩原ダイスケ

放課後ていぼう日誌 秋田書店 小坂泰之 （プラス）＋チック姉さん ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ 栗井茶
新世紀エヴァンゲリオン 角川書店 貞本義行 咲 －Ｓａｋｉ－ ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ 小林立

バガボンド 講談社 井上雄彦 花咲くいろは ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ 千田衛人

寄生獣 講談社 岩明均 アカギ 竹書房 福本伸行

柔道部物語 講談社 小林まこと 天 新装版 竹書房 福本伸行
ＪＪＭ 女子柔道部物語 講談社 小林まこと ポプテピピック 竹書房 大川ぶくぶ

宇宙兄弟 講談社 小山宙哉 メイドインアビス 竹書房 つくしあきひと

頭文字Ｄ 講談社 しげの秀一 風の谷のナウシカ 徳間書店 宮崎駿

火の鳥 講談社 手塚治虫 モブ子の恋 徳間書店 田村茜
疾風伝説 特攻の拓～Ｅａｒｌｙ Ｄａｙ’ｓ～講談社 所十三 ちるらん新撰組鎮魂歌 徳間書店 橋本エイジ

賭博破戒録カイジ 講談社 福本伸行 終末のワルキューレ 徳間書店 アジチカ

賭博黙示録カイジ 講談社 福本伸行 終末のワルキューレ異聞　呂布奉先飛将伝 コアミックス オノタケオ

マイホームヒーロー 講談社 朝基まさし 銀牙伝説ウィード 日本文芸社 高橋よしひろ

ヒストリエ 講談社 岩明均 ベルセルク 白泉社 三浦建太郎

化物語 講談社 大暮維人 銀と金 双葉社 福本伸行
転生したらスライムだった件 講談社 川上泰樹 ｏｒａｎｇｅ 双葉社 高野苺

ソウナンですか？ 講談社 さがら梨々 ゆるキャン△ 芳文社 あｆろ

はたらく細胞 講談社 清水茜 がっこうぐらし！ 芳文社 千葉サドル

はたらく細菌 講談社 吉田はるゆき まもって守護月天！解封の章 ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 桜野みねね
シャングリラ・フロンティア 講談社 不二涼介 まもって守護月天！再逢 ﾏｯｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ 桜野みねね

ザ・ファブル 講談社 南勝久

ブルーピリオド 講談社 山口つばさ

ＡＫＩＲＡ 講談社 大友克洋

ＲＥＡＬ 集英社 井上雄彦
ウマ娘 シンデレラグレイ 集英社 久住太陽

ゴールデンカムイ 集英社 野田サトル

キングダム 集英社 原泰久

ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ 小学館 石塚真一
ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＥＸＰＬＯＲＥＲ 小学館 石塚真一
ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＳＵＰＲＥＭＥ 小学館 石塚真一
かぐや様は告らせたい 集英社 赤坂アカ
東京喰種トーキョーグール 集英社 石田スイ
東京喰種トーキョーグール:re 集英社 石田スイ

ZETMAN 集英社 桂正和

テラファーマーズ 集英社 橘賢一

キン肉マン2世 集英社 ゆでたまご
キン肉マン2世　究極の超人タッグ編 集英社 ゆでたまご

【推しの子】 集英社 横槍メンゴ
チ。～地球の運動について～小学館 魚豊

２０世紀少年 小学館 浦沢直樹

ＰＬＵＴＯ 小学館 浦沢直樹

アオアシ 小学館 小林有吾

ギャラクシー銀座 小学館 長尾謙一郎

ブラック・ラグーン 小学館 広江礼威

最強伝説黒沢 小学館 福本伸行

ＹＡＷＡＲＡ！ 小学館 浦沢直樹

風の大地 小学館 かざま鋭二

ぼくらの 小学館 鬼頭莫宏

あさひなぐ 小学館 こざき亜衣

土竜(モグラ)の唄 小学館 高橋のぼる

プロミス・シンデレラ 小学館 橘オレコ

アイアムアヒーロー 小学館 花沢健吾

ピンポン 小学館 松本大洋

       青年漫画



タイトル 出版社 著者
逃げるは恥だが役に立つ 講談社 海野つなみ

ちはやふる 講談社 末次由紀

のだめカンタービレ 講談社 二ノ宮知子
私たちはどうかしている 講談社 安藤なつみ

ライアー×ライアー 講談社 金田一蓮十郎

私がモテてどうすんだ 講談社 ぢゅん子

好きっていいなよ。 講談社 葉月かなえ

東京タラレバ娘 講談社 東村アキコ

ＰとＪＫ 講談社 三次マキ

となりの怪物くん 講談社 ろびこ

Ｌ・ＤＫ 講談社 渡辺あゆ

メンズライフ 講談社 渡辺あゆ

俺物語！！ 集英社 アルコ

ときめきトゥナイト 集英社 池野恋

ハチミツとクローバー 集英社 羽海野チカ

青空エール 集英社 河原和音

素敵な彼氏 集英社 河原和音

アオハライド 集英社 咲坂伊緒
思い、思われ、ふり、ふられ 集英社 咲坂伊緒

ストロボ・エッジ 集英社 咲坂伊緒

イタズラなＫｉｓｓ 集英社 多田かおる

神風怪盗ジャンヌ 集英社 種村有菜

オオカミ少女と黒王子 集英社 八田鮎子

きょうは会社休みます。 集英社 藤村真理

みにあまる彼氏 集英社 ほしの瑞希

メイちゃんの執事 集英社 宮城理子

ハニーレモンソーダ 集英社 村田真優

アシガール 集英社 森本梢子

椿町ロンリープラネット 集英社 やまもり三香

花より男子 集英社 神尾葉子

君に届け 集英社 椎名軽穂

ママレード・ボーイ 集英社 吉住渉

BLACK　ＢＩＲＤ 小学館 桜小路かのこ

7ＳＥＥＤＳ 小学館 田村由美

ミステリと言う勿れ 小学館 田村由美

失恋ショコラティエ 小学館 水城せとな

兄友 白泉社 赤瓦もどむ

暁のヨナ 白泉社 草凪みずほ

高嶺と花 白泉社 師走ゆき

神様はじめました 白泉社 鈴木ジュリエッタ

彼氏彼女の事情 白泉社 津田雅美

桜蘭高校ホスト部 白泉社 葉鳥ビスコ

うそカノ 白泉社 林みかせ

なまいきざかり。 白泉社 ミユキ蜜蜂
コレットは死ぬことにした 白泉社 幸村アルト
図書館戦争ＬＯＶＥ&ＷＡＲ 白泉社 弓きいろ

花ざかりの君たちへ 白泉社 中条比紗也

夏目友人帳 白泉社 緑川ゆき

ヲタクに恋は難しい 一迅社 ふじた

夢みる太陽 双葉社 高野苺

      少女漫画


