
ジャンル タイトル 出版社 著者

少年 グラップラー刃牙 秋田書店 板垣恵介

少年 クローズ 秋田書店 高橋ヒロシ

少年 ハカイジュウ 秋田書店 本田真吾

少年 バキ 秋田書店 板垣恵介

少年 刃牙道 秋田書店 板垣恵介

少年 範馬刃牙 秋田書店 板垣恵介

少年 ＢＥＡＳＴＡＲＳ 秋田書店 板垣巴留

少年 ブラック・ジャック 秋田書店 手塚治虫

少年 弱虫ペダル 秋田書店 渡辺航

少年 ＷＯＲＳＴ 秋田書店 高橋ヒロシ

少年 あひるの空 講談社 日向武史

少年 アルスラーン戦記 講談社 荒川弘

少年 エリアの騎士 講談社 月山可也

少年 新装版 寄生獣 講談社 岩明均

少年 金田一少年の事件簿 講談社 さとうふみや

少年 恋と嘘 講談社 ムサヲ

少年 聲の形 講談社 大今良時

少年 ＧＴＯ 講談社 藤沢とおる

少年 四月は君の嘘 講談社 新川直司

少年 進撃の巨人 講談社 諫山創

少年 ダイヤのＡ 講談社 寺嶋裕二

少年 ダイヤのＡ ａｃｔ２ 講談社 寺嶋裕二

少年 ＤＡＹＳ 講談社 安田剛士

少年 七つの大罪 講談社 鈴木央

少年 はじめの一歩 講談社 森川ジョージ

少年 ＦＡＩＲＹ ＴＡＩＬ 講談社 真島ヒロ

少年 山田くんと７人の魔女 講談社 吉河美希

少年 青の祓魔師 集英社 加藤和恵

少年 暗殺教室 集英社 松井優征

少年 終わりのセラフ 集英社 山本ヤマト

少年 鬼滅の刃 集英社 吾峠呼世晴

少年 銀魂 集英社 空知英秋

少年 黒子のバスケ 集英社 藤巻忠俊

少年 シャーマンキング 集英社 武井宏之

少年 食戟のソーマ 集英社 佐伯俊

少年 ジョジョの奇妙な冒険 集英社 荒木飛呂彦

少年 ジョジョの奇妙な冒険第六部ストーンオーシャン 集英社 荒木飛呂彦

少年 ジョジョリオン 集英社 荒木飛呂彦



少年 スティール・ボール・ラン 集英社 荒木飛呂彦

少年 ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ 集英社 井上雄彦

少年 ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ 集英社 小畑健

少年 テニスの王子様 集英社 許斐剛

少年 新テニスの王子様 集英社 許斐剛

少年 ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ 集英社 鳥山明

少年 ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ外伝 転生したらヤムチャだった件 集英社 ドラゴン画廊・リー

少年 トリコ 集英社 島袋光年

少年 ＮＡＲＵＴＯ 集英社 岸本斉史

少年 ニセコイ 集英社 古味直志

少年 ハイキュー！！ 集英社 古舘春一

少年 バクマン。 集英社 小畑健

少年 花のち晴れ～花男 Ｎｅｘｔ Ｓｅａｓｏｎ～ 集英社 神尾葉子

少年 ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 集英社 冨樫義博

少年 電影少女 集英社 桂正和

少年 火ノ丸相撲 集英社 川田

少年 ＢＬＥＡＣＨ 集英社 久保帯人

少年 冒険王ビィト 集英社 稲田浩司

少年 僕のヒーローアカデミア 集英社 堀越耕平

少年 ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ－ 集英社 池本幹雄

少年 約束のネバーランド 集英社 出水ぽすか

少年 ＲＯＯＫＩＥＳ 集英社 森田まさのり

少年 るろうに剣心 集英社 和月伸宏

少年 ワンパンマン 集英社 村田雄介

少年 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 集英社 尾田栄一郎

少年 銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ 小学館 荒川弘

少年 信長協奏曲 小学館 石井あゆみ

少年 マギ 小学館 大高忍

少年 マギ シンドバッドの冒険 小学館 大寺義史

少年 ＭＩＸ 小学館 あだち充

少年 名探偵コナン 小学館 青山剛昌

少年 ＭＡＪＯＲ 小学館 満田拓也

少年 ＭＡＪＯＲ ２ｎｄ（メジャーセカンド） 小学館 満田拓也

少年 妖怪ウォッチ 小学館 小西紀行

少年 ラフ 小学館 あだち充

少年 鋼の錬金術師 スクウェア・エニックス 荒川弘

少女 青夏 Ａｏ－Ｎａｔｓｕ 講談社 南波あつこ

少女 Ｌ・ＤＫ 講談社 渡辺あゆ

少女 黒崎くんの言いなりになんてならない 講談社 マキノ



少女 恋と軍艦 講談社 西炯子

少女 好きっていいなよ。 講談社 葉月かなえ

少女 ちはやふる 講談社 末次由紀

少女 東京タラレバ娘 講談社 東村アキコ

少女 となりの怪物くん 講談社 ろびこ

少女 逃げるは恥だが役に立つ 講談社 海野つなみ

少女 のだめカンタービレ 講談社 二ノ宮知子

少女 はいからさんが通る 講談社 大和和紀

少女 ＰとＪＫ 講談社 三次マキ

少女 ＢＯＹＳエステ 講談社 真崎総子

少女 ホタルノヒカリ 講談社 ひうらさとる

少女 ＭＡＲＳ ―マース― 講談社 惣領冬実

少女 ヤマトナデシコ七変化 講談社 はやかわともこ

少女 ライフ 講談社 すえのぶけいこ

少女 愛してるぜベイベ★★ 集英社 槙ようこ

少女 青空エール 集英社 河原和音

少女 アオハライド 集英社 咲坂伊緒

少女 うそつきリリィ 集英社 小村あゆみ

少女 思い、思われ、ふり、ふられ 集英社 咲坂伊緒

少女 俺物語！！ 集英社 アルコ

少女 君に届け 集英社 椎名軽穂

少女 きょうは会社休みます。 集英社 藤村真理

少女 潔く柔く 集英社 いくえみ綾

少女 グッドモーニング・キス 集英社 高須賀由枝

少女 スイッチガール！！ 集英社 あいだ夏波

少女 素敵な彼氏 集英社 河原和音

少女 ストロボ・エッジ 集英社 咲坂伊緒

少女 ダメな私に恋してください 集英社 中原アヤ

少女 ちとせｅｔｃ 集英社 吉住渉

少女 椿町ロンリープラネット 集英社 やまもり三香

少女 ＮＡＮＡ 集英社 矢沢あい

少女 猫と私の金曜日 集英社 種村有菜

少女 脳内ポイズンベリー 集英社 水城せとな

少女 ハガネの女 集英社 深谷かほる

少女 花より男子 集英社 神尾葉子

少女 姫ちゃんのリボン 集英社 水沢めぐみ

少女 ひるなかの流星 集英社 やまもり三香

少女 ひるなかの流星 番外編 集英社 やまもり三香

少女 メイちゃんの執事 集英社 宮城理子



少女 兄に愛されすぎて困ってます 小学館 夜神里奈

少女 イヴの眠り 小学館 吉田秋生

少女 カノジョは嘘を愛しすぎてる 小学館 青木琴美

少女 今日、恋をはじめます 小学館 水波風南

少女 げっちゅー 小学館 すぎ恵美子

少女 ５時から９時まで 小学館 相原実貴

少女 坂道のアポロン 小学館 小玉ユキ

少女 失恋ショコラティエ 小学館 水城せとな

少女 深夜のダメ恋図鑑 小学館 尾崎衣良

少女 水神の生贄 小学館 藤間麗

少女 美！！（ビューティー） 小学館 織田綺

少女 ぴんとこな 小学館 嶋木あこ

少女 僕の初恋をキミに捧ぐ 小学館 青木琴美

少女 僕等がいた 小学館 小畑友紀

少女 モトカレ←リトライ 小学館 華谷艶

少女 ＹＡＳＨＡ 夜叉 小学館 吉田秋生

少女 ＬＯＶＥＹ ＤＯＶＥＹ 小学館 織田綺

少女 オトメン（乙男） 白泉社 菅野文

少女 お迎えです。 白泉社 田中メカ

少女 彼氏彼女の事情 白泉社 津田雅美

少女 キラメキ☆銀河町商店街 白泉社 ふじもとゆうき

少女 ＺＩＧ☆ＺＡＧ 白泉社 なかじ有紀

少女 Ｓ・Ａ（スペシャル・エー） 白泉社 南マキ

少女 図書館戦争 ＬＯＶＥ＆ＷＡＲ 白泉社 弓きいろ

少女 夏目友人帳 白泉社 緑川ゆき

少女 花ざかりの君たちへ 白泉社 中条比紗也

少女 覆面系ノイズ 白泉社 福山リョウコ

少女 フルーツバスケット 白泉社 高屋奈月

少女 忘却の首と姫 白泉社 惣司ろう

青年 ＲｅＬＩＦＥ アース・スター　エンターテイメント 夜宵草

青年 キャプテン・ハーロック ～次元航海～ 秋田書店 嶋星光壱

青年 優駿の門―チャンプ― 秋田書店 やまさき拓味

青年 よつばと！ ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＡＭＷ） あずまきよひこ

青年 ダンジョン飯 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（ＥＢ） 九井諒子

青年 テルマエ・ロマエ エンターブレイン ヤマザキマリ

青年 機動戦士ガンダムＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川） 安彦良和

青年 新世紀エヴァンゲリオン 角川書店 貞本義行

青年 涼宮ハルヒの憂鬱 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ツガノガク

青年 デッドマン・ワンダーランド 角川書店 片岡人生



青年 僕だけがいない街 ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角川） 三部けい

青年 未来日記 角川書店 えすのサカエ

青年 アゲイン！！ 講談社 久保ミツロウ

青年 亜人 講談社 桜井画門

青年 行け！稲中卓球部 講談社 古谷実

青年 生贄投票 講談社 江戸川エドガワ

青年 いぬやしき 講談社 奥浩哉

青年 宇宙兄弟 講談社 小山宙哉

青年 おおきく振りかぶって 講談社 ひぐちアサ

青年 累 講談社 松浦だるま

青年 カバチ！！！－カバチタレ！３－ 講談社 東風孝広

青年 カバチタレ！ 講談社 東風孝広

青年 特上カバチ！！ 講談社 東風孝広

青年 コウノドリ 講談社 鈴ノ木ユウ

青年 ＧＴＯ パラダイス・ロスト 講談社 藤沢とおる

青年 ＧＩＡＮＴ ＫＩＬＬＩＮＧ 講談社 ツジトモ

青年 新宿スワン 講談社 和久井健

青年 聖☆おにいさん 講談社 中村光

青年 中間管理録トネガワ 講談社 橋本智広

青年 賭博堕天録カイジ 講談社 福本伸行

青年 賭博堕天録カイジ 和也編 講談社 福本伸行

青年 賭博堕天録カイジ ワン・ポーカー編 講談社 福本伸行

青年 賭博覇王伝 零 講談社 福本伸行

青年 賭博覇王伝 零 ギャン鬼編 講談社 福本伸行

青年 賭博破戒録カイジ 講談社 福本伸行

青年 賭博黙示録カイジ 講談社 福本伸行

青年 バガボンド 講談社 井上雄彦

青年 バジリスク～甲賀忍法帖～ 講談社 せがわまさき

青年 ピアノの森 講談社 一色まこと

青年 彼岸島 講談社 松本光司

青年 彼岸島 兄貴編 講談社 松本光司

青年 彼岸島 最後の４７日間 講談社 松本光司

青年 彼岸島４８日後… 講談社 松本光司

青年 ヒメアノ～ル 講談社 古谷実

青年 監獄学園 講談社 平本アキラ

青年 ＢＥＣＫ 講談社 ハロルド作石

青年 鬼灯の冷徹 講談社 江口夏実

青年 僕はビートルズ 講談社 かわぐちかいじ

青年 モテキ 講談社 久保ミツロウ



青年 嘘喰い 集英社 迫稔雄

青年 ＧＡＮＴＺ 集英社 奥浩哉

青年 キングダム 集英社 原泰久

青年 群青戦記グンジョーセンキ 集英社 笠原真樹

青年 ゴールデンカムイ 集英社 野田サトル

青年 ＪＩＮ －仁－ 集英社 村上もとか

青年 ＺＥＴＭＡＮ 集英社 桂正和

青年 テラフォーマーズ 集英社 橘賢一

青年 天上天下 集英社 大暮維人

青年 東京喰種トーキョーグール：ｒｅ 集英社 石田スイ

青年 東京喰種トーキョーグール 集英社 石田スイ

青年 Ｄｒ．ＤＭＡＴ～瓦礫の下のヒポクラテス～ 集英社 菊地昭夫

青年 ねじまきカギュー 集英社 中山敦支

青年 ＲＥＡＬ 集英社 井上雄彦

青年 アイアムアヒーロー 小学館 花沢健吾

青年 ＡＺＵＭＩ－あずみ－ 小学館 小山ゆう

青年 イキガミ 小学館 間瀬元朗

青年 医龍 小学館 乃木坂太郎

青年 最強伝説黒沢 小学館 福本伸行

青年 新黒沢 最強伝説 小学館 福本伸行

青年 逃亡弁護士 成田誠 小学館 高田優

青年 新 逃亡弁護士 成田誠 小学館 岡本創

青年 ２１世紀少年 小学館 浦沢直樹

青年 ２０世紀少年 小学館 浦沢直樹

青年 ハクバノ王子サマ 小学館 朔ユキ蔵

青年 覇-ＬＯＲＤ- 小学館 池上遼一

青年 フットボールネーション 小学館 大武ユキ

青年 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ 小学館 石塚真一

青年 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＳＵＰＲＥＭＥ 小学館 石塚真一

青年 ＰＬＵＴＯ 小学館 浦沢直樹

青年 土竜（モグラ）の唄 小学館 高橋のぼる

青年 土竜の唄外伝 狂蝶の舞 小学館 高橋のぼる

青年 闇金ウシジマくん 小学館 真鍋昌平

青年 雄飛 小学館 小山ゆう

青年 ヨルムンガンド 小学館 高橋慶太郎

青年 ドリフターズ 少年画報社 平野耕太

青年 ウロボロス ―警察ヲ裁クハ我ニアリ― 新潮社 神崎裕也

青年 エンジェル・ハート 新潮社 北条司

青年 義風堂々！！直江兼続 新潮社 武村勇治



青年 蒼天の拳 新潮社 原哲夫

青年 荒川アンダーザ ブリッジ スクウェア・エニックス 中村光

青年 一週間フレンズ。 スクウェア・エニックス 葉月抹茶

青年 クズの本懐 スクウェア・エニックス 横槍メンゴ

青年 黒執事 スクウェア・エニックス 枢やな

青年 咲 －Ｓａｋｉ－ スクウェア・エニックス 小林立

青年 田中くんはいつもけだるげ スクウェア・エニックス ウダノゾミ

青年 ホリミヤ スクウェア・エニックス 萩原ダイスケ

青年 いぶり暮らし 徳間書店 大島千春

青年 エンジェル・ハート ２ｎｄシーズン 徳間書店 北条司

青年 義風堂々！！直江兼続～前田慶次酒語り 徳間書店 武村勇治

青年 銀牙伝説ウィード 日本文芸社 高橋よしひろ

青年 天牌 日本文芸社 嶺岸信明

青年 天牌外伝 日本文芸社 嶺岸信明

青年 ３月のライオン 白泉社 羽海野チカ

青年 自殺島 白泉社 森恒二

青年 デトロイト・メタル・シティ 白泉社 若杉公徳

青年 ベルセルク 白泉社 三浦建太郎

青年 ホーリーランド 白泉社 森恒二

青年 ｏｒａｎｇｅ 双葉社 高野苺

青年 君の膵臓をたべたい 双葉社 桐原いづみ

青年 銀と金 双葉社 福本伸行

青年 ＧＲＯＵＮＤＬＥＳＳ 双葉社 影待蛍太

青年 信長のシェフ 芳文社 梶川卓郎

青年 魔法使いの嫁 マッグガーデン ヤマザキコレ

レディース 昭和元禄落語心中 講談社 雲田はるこ

レディース 海街ｄｉａｒｙ 小学館 吉田秋生

レディース 大奥 白泉社 よしながふみ


