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ＢＥＡＳＴＡＲＳ 秋⽥書店 板垣巴留 全 22
四⽉は君の嘘 講談社 新川直司 全 11
アルスラーン戦記 講談社 荒川弘 16
進撃の巨⼈ 講談社 諫⼭創 全 34
新装版 寄⽣獣 講談社 岩明均 全 10
聲の形 講談社 ⼤今良時 全 7
不滅のあなたへ 講談社 ⼤今良時 16
炎炎ノ消防隊 講談社 ⼤久保篤 32
東京卍リベンジャーズ 講談社 和久井健 25
呪術廻戦 集英社 芥⾒下々 18
ジョジョの奇妙な冒険 集英社 荒⽊⾶呂彦 全 63
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 全 17
ジョジョリオン 集英社 荒⽊⾶呂彦 全 27
スティール・ボール・ラン 集英社 荒⽊⾶呂彦 全 24
ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ 集英社 井上雄彦 全 31
ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 集英社 遠藤達哉 8
ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 集英社 尾⽥栄⼀郎 101
ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ 集英社 ⼩畑健 全 12
バクマン。 集英社 ⼩畑健 全 20
ＮＡＲＵＴＯ 集英社 岸本⻫史 全 72
ＢＬＥＡＣＨ 集英社 久保帯⼈ 全 74
⻤滅の刃 集英社 吾峠呼世晴 全 23
トリコ 集英社 島袋光年 全 43
銀魂 集英社 空知英秋 全 77
ダンダダン 集英社 ⿓幸伸 3
約束のネバーランド 集英社 出⽔ぽすか 全 20
ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ 集英社 冨樫義博 36
ＤＲＡＧＯＮ ＢＡＬＬ 集英社 ⿃⼭明 全 42
花の慶次 集英社 原哲夫 全 18
北⽃の拳 集英社 原哲夫 全 27
チェンソーマン 集英社 藤本タツキ 全 11
Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ 集英社 Ｂｏｉｃｈｉ 24
僕のヒーローアカデミア 集英社 堀越耕平 32
暗殺教室 集英社 松井優征 全 21
怪獣８号 集英社 松本直也 5
るろうに剣⼼ 集英社 和⽉伸宏 全 28
るろうに剣⼼−明治剣客浪漫譚・北海道編− 集英社 和⽉伸宏 6
葬送のフリーレン ⼩学館 アベツカサ 6
銀の匙 Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ ⼩学館 荒川弘 全 15
鋼の錬⾦術師 スクウェア・エニックス 荒川弘 全 27
逃げるは恥だが役に⽴つ 講談社 海野つなみ 全 11
ちはやふる 講談社 末次由紀 47
のだめカンタービレ 講談社 ⼆ノ宮知⼦ 全 25
海⽉姫 講談社 東村アキコ 全 17
東京タラレバ娘 講談社 東村アキコ 全 9
俺物語！！ 集英社 アルコ 全 13
花より男⼦ 集英社 神尾葉⼦ 全 37
君に届け 集英社 椎名軽穂 全 30
フルーツバスケット ⽩泉社 ⾼屋奈⽉ 全 23
彼⽒彼⼥の事情 ⽩泉社 津⽥雅美 全 21
花ざかりの君たちへ ⽩泉社 中条⽐紗也 全 23
夏⽬友⼈帳 ⽩泉社 緑川ゆき 27
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バガボンド 講談社 井上雄彦 37
いぬやしき 講談社 奥浩哉 全 10
モテキ 講談社 久保ミツロウ 全 4
空挺ドラゴンズ 講談社 桑原太矩 12
宇宙兄弟 講談社 ⼩⼭宙哉 40
聖☆おにいさん 講談社 中村光 19
ハコヅメ〜交番⼥⼦の逆襲〜 講談社 泰三⼦ 19
ブルーピリオド 講談社 ⼭⼝つばさ 11
プラネテス 講談社 幸村誠 全 4
東京喰種トーキョーグール：ｒｅ 集英社 ⽯⽥スイ 全 16
東京喰種トーキョーグール 集英社 ⽯⽥スイ 全 14
ＲＥＡＬ 集英社 井上雄彦 15
ＧＡＮＴＺ 集英社 奥浩哉 全 37
ハチワンダイバー 集英社 柴⽥ヨクサル 全 35
キングダム 集英社 原泰久 63
ＪＩＮ −仁− 集英社 村上もとか 全 20
サラリーマン⾦太郎 集英社 本宮ひろ志 全 30
新サラリーマン⾦太郎 集英社 本宮ひろ志 全 7
ラジエーションハウス 集英社 モリタイシ 12
【推しの⼦】 集英社 横槍メンゴ 6
２０世紀少年 ⼩学館 浦沢直樹 全 22
ＰＬＵＴＯ ⼩学館 浦沢直樹 全 8
ブラック・ラグーン ⼩学館 広江礼威 12
蒼天の拳 新潮社 原哲夫 全 22
エンジェル・ハート 新潮社 北条司 全 33
荒川アンダーザ ブリッジ スクウェア・エニックス 中村光 全 15
３⽉のライオン ⽩泉社 ⽻海野チカ 16
ベルセルク ⽩泉社 三浦建太郎 41
ホーリーランド ⽩泉社 森恒⼆ 全 18
ゆるキャン△ 芳⽂社 あｆろ 12
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