
貸出書籍一覧

題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

Ｒ－16 アールジュウロク 桑原真也 クワハラシンヤ 1～6 青年

Ｉ’ll アイル 浅田弘幸 アサダヒロユキ 1～11 少年

赤ちゃんと僕 アカチャントボク 羅川真里茂 ラガワマリモ 1～17 少女

悪たれ巨人 アクタレジャイアンツ 高橋よしひろ タカハシヨシヒロ 1～22 少年

悪魔とラブソング アクマトラブソング 桃森ミヨシ トウモリミヨシ 1～12 少女

味いちもんめ アジイチモンメ 倉田よしみ クラタヨシミ 1~33 青年

味いちもんめ　独立編
アジイチモンメドクリ

ツヘン
倉田よしみ クラタヨシミ 1～9 青年

アド・アストラ アドアストラ カガノミハチ カガノミハチ 1～4 青年

アリーズⅡ アリーズツー 冬木るりか フユキルリカ 1～9 少女

いいひと。 イイヒト 高橋しん タカハシシン 1～26 青年

1ポンドの福音 イチポンドノフクイン 高橋留美子 タカハシルミコ 1～4 青年

いつでもお天気気分
イツデモオテンキキブ

ン
羅川真里茂 ラガワマリモ 1～6 少女

愛しのバットマン イトシノバットマン 細野不二彦 ホソノフジヒコ 1～12 青年

犬夜叉 イヌヤシャ 高橋留美子 タカハシルミコ 1～56 少年

兎 うさぎ 伊藤誠 イトウマコト 1～10 青年

うちのママが言うこと

には

ウチノママガイウコト

ニハ
岩舘真理子 イワダテマリコ 1～5 レディース

うる星やつら ウルセイヤツラ 高橋留美子 タカハシルミコ 1～34 少年

Ｈ2 エイチツー あだち充 アダチミツル 1～34 少年

エクゾスカル零 エクゾスカルゼロ 山口貴由 ヤマグチタカユキ 1～4 青年

江戸の検屍官 エドノケンシカン 高瀬理恵 タカセリエ 1～3 青年

エンジェル・ハート エンジェルハート 北条司 ホウジョウツカサ 1～33 青年

あ

い

う

え



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

エンジェル・ハート

2ndシーズン

エンジェルハートセカ

ンドシーズン
北条司 ホウジョウツカサ 1～4 青年

代紋　ＴＡＫＥ2 エンブレムテイクツー 渡辺潤 ワタナベジュン 1～62 青年

美味しんぼ オイシンボ 花咲アキラ ハナサキアキラ
1～

102
青年

黄金の梨 オウゴンノナシ 坂田靖子 サカタヤスコ 1～4 少女

織田信長 オダノブナガ 横山光輝 ヨコヤマミツテル 1～6 青年

おまかせ！ピース電器

店

オマカセピースデンキ

テン
能田達規 ノウダタツキ 1～14 少年

俺たちのフィールド オレタチノフィールド 村枝賢一 ムラエダケンイチ 1～34 少年

ガード・ドッグ ガードドッグ くつぎけんいち クツギケンイチ 1～10 青年

怪人百面相
カイジンヒャクメンソ

ウ
いわしげ孝 イワシゲタカシ 1～4 青年

海底人類アンチョビー
カイテイジンルイアン

チョビー
安永航一郎

ヤスナガコウイチ

ロウ
1～4 青年

怪盗セイント・テール
カイトウセイントテー

ル
立川恵 タチカワメグミ 1～4 少女

係長　島耕作
カカリチョウシマコウ

サク
弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～3 青年

加治隆介の議 カジリュウスケノギ 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～20 青年

片恋さぶろう カタコイサブロウ 松森正 マツモリタダシ 1～7 青年

ＫＡＴＡＮＡ カタナ かまたきみこ カマタキミコ 1～6 青年

課長　島耕作 カチョウシマコウサク 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～17 青年

かっとび一斗 カットビイット 門馬もとき モンマモトキ 1～33 少年

ガラスの仮面 ガラスノカメン 美内すずえ ミウチスズエ 1～49 少女

頑丈人間スパルタカス
ガンジョウニンゲンス

パルタカス
安永航一郎

ヤスナガコウイチ

ロウ
1～4 青年

カンベンしてちょ！ カンベンシテチョ 木村千歌 キムラチカ 1～5 少女

キックオフ キックオフ ちば拓 チバタク 1～11 少年

きまぐれオレンジ★

ロード

キマグレオレンジロー

ド
まつもと泉 マツモトイズミ 1～18 少年

え

お

か

き



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

逆境ナイン ギャッキョウナイン 島本和彦 シマモトカズヒコ 1～6 少年

キャッツ・アイ キャッツアイ 北条司 ホウジョウツカサ 1～18 少年

キャプテン翼 キャプテンツバサ 高橋陽一 タカハシヨウイチ 1～37 少年

究極超人あ～る
キュウキョクチョウジ

ンアール
ゆうきまさみ ユウキマサミ 1～4 青年

虚無戦史ＭＩＲＯＫＵ キョムセンシミロク 石川賢 イシカワケン 1～5 少年

麒麟館グラフィティー
キリンカングラフィ

ティー
吉村明美 ヨシムラアケミ 1～13 少女

キルトＳ キルトセカンド 高橋美由紀 タカハシミユキ 1～5 少女

金色のコルダ キンイロノコルダ 呉由姫 クレユキ 1～14 少女

銀と金 ギントキン 福本伸行 フクモトノブユキ 1～11 青年

銀の匙 ギンノサジ 荒川弘 アラカワヒロム 1～12 少年

クーデタークラブ クーデタークラブ 松本光司 マツモトコウジ 1～6 青年

公家侍秘録 クゲザムライヒロク 高瀬理恵 タカセリエ 1～6 青年

グラップラー刃牙 グラップラーバキ 板垣恵介 イタガキケイスケ 1～42 少年

クローバー クローバー 稚野鳥子 チヤトリコ 1～24 少女

クロノアイズ クロノアイズ 長谷川裕一 ハセガワユウイチ 1～6 青年

月下の棋士 ゲッカノキシ 能條純一
ノウジョウジュン

イチ
1～32 青年

ゲッチューまごころ便
ゲッチューマゴコロビ

ン
緋采俊樹 ヒサイトシキ 1～17 少年

げんしけん ゲンシケン 木尾士目 キオシモク 1～10 青年

県立地球防衛軍
ケンリツチキュウボウ

エイグン
安永航一郎

ヤスナガコウイチ

ロウ
1～4 少年

コインロッカーのネ

ジ。
コインロッカーノネジ こなみ詔子 コナミショウコ 1～5 レディース

聲の形 コエノカタチ 大今良時 オオイマヨシトキ 1～5 少年

ご近所物語 ゴキンジョモノガタリ 矢沢あい ヤザワアイ 1～7 少女

こ

き

く

け



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

さ
最強伝説　黒沢

サイキョウデンセツク

ロサワ
福本伸行 フクモトノブユキ 1～11 青年

最終兵器彼女
サイシュウヘイキカノ

ジョ
高橋しん タカハシシン 1～7 青年

3×3ＥＹＥＳ サザンアイズ 高田裕三 タカダユウゾウ 1～20 青年

ＴＨＥ　Ｂ．Ｂ．Ｂ．
ザバックレバークレー

ボーイ
秋里和国 アキサトワクニ 1～10 少女

サンクチュアリ サンクチュアリ 池上遼一
イケガミリョウイ

チ
1～12 青年

三国志 サンゴクシ 横山光輝 ヨコヤマミツテル 1～60 少年

三番町萩原野の美人
サンバンチョウハギワ

ラヤノビジン
西炯子 ニシケイコ 1～8 レディース

不死者のあぎと シナズノアギト なるしまゆり ナルシマユリ 1～5 青年

ジャジャ ジャジャ えのあきら エノアキラ 1～5 青年

社長　島耕作
シャチョウシマコウサ

ク
弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～15 青年

しゃにむにＧＯ シャニムニゴー 羅川真里茂 ラガワマリモ 1～32 少女

重版出来 ジュウハンシュッタイ 松田奈緒子 マツダナオコ 1～10 青年

修羅の門 シュラノモン 川原正敏 カワハラマサトシ 1～31 少年

常務　島耕作 ジョウムシマコウサク 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～6 青年

ショーイチ ショーイチ 神田たけ志 カンダタケシ 1～6 青年

女子功兵 ジョシコウヘイ 松本次郎 マツモトジロウ 1～7 青年

ジョジョの奇妙な冒険
ジョジョノキミョウナ

ボウケン
荒木飛呂彦 アラキヒロヒコ 1～47 少年

ジョジョリオン ジョジョリオン 荒木飛呂彦 アラキヒロヒコ 1～3 少年

白の条件 シロノジョウケン 万理村奈加 マリムラナカ 1～7 少女

ＪＩＮ ジン 村上もとか ムラカミモトカ 1～20 青年

新　味いちもんめ シンアジイチモンメ 倉田よしみ クラタヨシミ 1～21 青年

ＪＩＮＧＩ仁義 ジンギ 立原あゆみ タチハラアユミ 1～21 青年

し



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

し
進撃の巨人 シンゲキノキョジン 諌山創 イサヤマハジメ 1～11 少年

新　ブラックジャック

によろしく

シンブラックジャック

ニヨロシク
佐藤秀峰 サトウシュウホウ 1～9 青年

新ワイルド7 シンワイルドセブン 望月三起也 モチヅキミキヤ 1～14 青年

水滸伝 スイコデン 横山光輝 ヨコヤマミツテル 1～8 少年

すくらっぷ・ブック スクラップブック 小山田いく オヤマダイク 1～11 少年

素肌の放課後 スハダノホウカゴ 栗原まもる クリハラマモル 1～4 少女

すべてに射矢ガール スベテニイヤガール ロクニシコージ ロクニシコージ 1～5 青年

絶愛ー1989－ ゼツアイ 尾崎南 オザキミナミ 1～5 少女

専務　島耕作 センムシマコウサク 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～4 青年

そ
総理の椅子 ソウリノイス 国友やすゆき クニトモヤスユキ 1～9 青年

た
第三の帝国 ダイサンノテイコク 本橋馨子 モトハシケイコ 1～6 少女

代打屋トーゴー ダイダヤトーゴー たかもちげん タカモチゲン 1～25 青年

ダウト！ ダウト 和泉かねよし イズミカネヨシ 1～6 少女

高杉さん家のおべんと

う

タカスギサンチノオベ

ントウ
柳原望 ヤナハラノゾミ 1～4 青年

多重人格探偵サイコ
タジュウジンカクタン

テイサイコ
田島昭宇 タジマショウウ 1～10 青年

黄昏流星群
タソガレリュウセイグ

ン
弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～16 青年

正しい恋愛のススメ
タダシイレンアイノス

スメ
一条ゆかり イチジョウユカリ 1～5 レディース

ダブル・ハード ダブルハード 今野直樹 コンノナオキ 1～12 少年

超人ロック チョウジンロック 聖悠紀 ヒジリユキ 1～38 少年

沈黙の艦隊 チンモクノカンタイ かわぐちかいじ カワグチカイジ 1～32 青年

ＴＷＩＮ　ＳＩＧＮＡ

Ｌ
ツインシグナル 大清水さち オオシミズサチ 1～12 少年

罪に濡れたふたり ツミニヌレタフタリ 北川みゆき キタガワミユキ 1～18 少女

す

せ

ち

つ



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ ディアボーイズ 八神ひろき ヤガミヒロキ 1～23 少年

Deep  Love  REAL ディープラブリアル Tetsu テツ 1～10 青年

ＤＥＡＴＨ　ＮＯＴＥ デスノート 小畑健 オバタタケシ 1～10 少年

デビルマン デビルマン
永井豪とダイナ

ミックプロ

ナガイゴウトダイ

ナミックプロ
1～5 少年

テルマエ・ロマエ テルマエロマエ ヤマザキマリ ヤマザキマリ 1～5 青年

天使なんかじゃない テンシナンカジャナイ 矢沢あい ヤザワアイ 1～8 少女

天使のツラノカワ テンシノツラノカワ 一条ゆかり イチジョウユカリ 1～5 レディース

天より高く テンヨリタカク 宮下あきら ミヤシタアキラ 1～27 青年

東京ジュリエット
トウキョウジュリエッ

ト
北川みゆき キタガワミユキ 1～13 少女

ＤＯＫＩ♥ＤＯＫＩ ドキドキ 高瀬由香 タカセユカ 1～8 少女

刻の大地 トキノダイチ 夜麻みゆき ヤマミユキ 1～7 少年

特攻の島 トッコウノシマ 佐藤秀峰 サトウシュウホウ 1～3 青年

賭博堕天録カイジ
トバクダテンロクカイ

ジ
福本伸行 フクモトノブユキ 1～13 青年

賭博堕天録カイジ　和

也編

トバクダテンロクカイ

ジカズヤヘン
福本伸行 フクモトノブユキ 1～10 青年

賭博覇王伝　零 トバクハオウデンゼロ 福本伸行 フクモトノブユキ 1～8 青年

賭博覇王伝　零　ギャ

ン鬼編

トバクハオウデンゼロ

ギャンキヘン
福本伸行 フクモトノブユキ 1～7 青年

賭博破戒録カイジ
トバクハカイロクカイ

ジ
福本伸行 フクモトノブユキ 1～13 青年

賭博黙示録カイジ
トバクモクシロクカイ

ジ
福本伸行 フクモトノブユキ 1～13 青年

ＤＯＲＡＧＯＮ　ＶＯ

ＩＣＥ
ドラゴンボイス 西山優里子 ニシヤマユリコ 1～11 少年

取締役　島耕作
トリシマリヤクシマコ

ウサク
弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～8 青年

哭きの竜 ナキノリュウ 能條純一
ノウジョウジュン

イチ
1～9 青年

哭きの竜　外伝 ナキノリュウガイデン 能條純一
ノウジョウジュン

イチ
1～9 青年

て

と

な



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

ＮＡＮＡ ナナ 矢沢あい ヤザワアイ 1～20 少女

ＮＡＲＵＴＯ ナルト 岸本斉史 キシモトマサシ 1～36 少年

虹色とうがらし ニジイロトウガラシ あだち充 アダチミツル 1～6 青年

にしむく士 ニシムクサムライ 大和和紀 ヤマトワキ 1～5 少女

ニューヨーク・ニュー

ヨーク

ニューヨークニュー

ヨーク
羅川真里茂 ラガワマリモ 1～4 青年

パイナップルＡＲＭＹ パイナップルアーミー 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～8 青年

バガボンド バガボンド 井上雄彦 イノウエタケヒコ 1～35 青年

バキ バキ 板垣恵介 イタガキケイスケ 1～31 少年

はじめの一歩 ハジメノイッポ 森川ジョージ モリカワジョージ
1～

104
少年

Ｈａｐｐｙ！ ハッピー 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～23 青年

ばりごく麺 バリゴクメン 能條純一
ノウジョウジュン

イチ
1～4 青年

ハロー張りネズミ ハローハリネズミ 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～23 青年

Ｂバージン ビーバージン 山田玲司 ヤマダレイジ 1～13 青年

ヒカルの碁 ヒカルノゴ 小畑健 オバタタケシ 1～23 少年

非婚家族 ヒコンカゾク 柴門ふみ サイモンフミ 1～4 青年

密♥リターンズ！ ヒソカリターンズ 八神健 ヤガミケン 1～7 少年

瞳・元気　ＫＩＮＧＤ

ＯＭ

ヒトミゲンキキングダ

ム
藤崎真緒 フジサキマオ 1～7 少女

ＢＩＬＬＹ　ＢＡＤ ビリーバット 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～11 青年

ふ
ファミリー・コンポ ファミリーコンポ 北条司 ホウジョウツカサ 1～14 青年

部長　島耕作 ブチョウシマコウサク 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～13 青年

無頼伝　涯 ブライデンガイ 福本伸行 フクモトノブユキ 1～5 少年

ＢＬＡＣＫ　ＣＡＴ ブラックキャット 矢吹健太朗 ヤブキケンタロウ 1～8 少年

に

は

ひ

な



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

ブラックジャックによ

ろしく

ブラックジャックニヨ

ロシク
佐藤秀峰 サトウシュウホウ 1～13 青年

ＢＬＡＭＥ！ ブラム 弐瓶勉 ニヘイツトム 1～4 青年

ＰＬＵＴＯ プルート 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～8 青年

ぶるうピーター ブルウピーター 小山田いく オヤマダイク 1～8 少年

ＢＲＡＶＥ10 ブレイブテン 霜月かいり シモツキカイリ 1～8 青年

ＢＲＯＮＺＥ ブロンズ 尾崎南 オザキミナミ 1～11 少女

ベルセルク ベルセルク 三浦建太郎 ミウラケンタロウ 1～37 青年

ベルデアボリカ ベルデアボリカ 坂田靖子 サカタヤスコ 1～4 レディース

ＢＯＹＳ　ＢＥ… ボーイズビー 玉越博幸 タマコシヒロユキ 1～31 少年

BOYS  BE…Lco-pe
ボーイズビーエルコー

プ
玉越博幸 タマコシヒロユキ 1～5 少年

北斗の拳 ホクトノケン 原哲夫 ハラテツオ 1～27 少年

ホットロード ホットロード 紡木たく ツムギタク 1～4 少女

炎の転校生 ホノオノテンコウセイ 島本和彦 シマモトカズヒコ 1～12 少年

マカロニほうれん荘 マカロニホウレンソウ 鴨川つばめ カモガワツバメ 1～9 少年

本気！ マジ 立原あゆみ タチハラアユミ 1～50 少年

ましろのおと マシロノオト 羅川真里茂 ラガワマリモ 1～7 少年

ＭＡＳＴＥＲキートン マスターキートン 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～18 青年

瞬きもせず マバタキモセズ 紡木たく ツムギタク 1～7 少女

魔法使いの娘 マホウツカイノムスメ 那洲雪絵 ナスユキエ 1～8 レディース

満天の星 マンテンノホシ 楠本哲 クスモトテツ 1～6 少年

み
ミキストリ ミキストリ 巻来功士 マキコウジ 1～13 青年

ミスター味っ子 ミスターアジッコ 寺沢大介 テラサワダイスケ 1～19 少年

へ

ほ

ま

ふ



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

蜜×蜜ドロップス ミツミツドロップス 水波風南 ミナミカナン 1～7 少女

ミナミの帝王 ミナミノテイオウ 郷力也 ゴウリキヤ 1～14 青年

名探偵コナン メイタンテイコナン 青山剛昌
アオヤマゴウショ

ウ
1～29 少年

めぞん一刻 メゾンイッコク 高橋留美子 タカハシルミコ 1～15 青年

土竜の唄 モグラノウタ 高橋のぼる タカハシノボル 1～6 青年

モテキ モテキ 久保ミツロウ クボミツロウ 1～4.5 青年

もやしもん モヤシモン 石川雅之 イシカワマサユキ 1～12 青年

ＭＯＮＳＴＥＲ モンスター 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～18 青年

ＹＡＷＡＲＡ！ ヤワラ 浦沢直樹 ウラサワナオキ 1～29 青年

ヤング　島耕作 ヤングシマコウサク 弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～4 青年

ヤング　島耕作　主任

編

ヤングシマコウサク

シュニンヘン
弘兼憲史 ヒロカネケンシ 1～4 青年

ゆ
有閑倶楽部 ユウカンクラブ 一条ゆかり イチジョウユカリ 1～19 少女

妖怪ウォッチ ヨウカイウォッチ 小西紀行 コニシノリユキ 1～5 少年

妖怪仕置人 ヨウカイシオキニン 中津賢也 ナカツケンジ 1～10 青年

ラバーズ7 ラバーズセブン 犬上すくね イヌガミスクネ 1～7 青年

ラブセレブ ラブセレブ 新條まゆ シンジョウマユ 1～7 少女

ラブひな ラブヒナ 赤松健 アカマツケン 1～9 少年

ラブやん ラブヤン 田丸浩史 タマルヒロシ 1～18 青年

リアル リアル 井上雄彦 イノウエタケヒコ 1～13 青年

龍狼伝 リュウロウデン 山原義人 ヤマハラヨシト 1～18 少年

龍狼伝　中原繚乱編
リュウロウデンチュウ

ゲンリョウランヘン
山原義人 ヤマハラヨシト 1～17 少年

れ
レモン・ハート レモンハート 古谷三敏 フルヤミツトシ 1～27 青年

や

よ

ら

り

も

み

め



題名 題名ヨミ 作者名 作者名ヨミ 巻数 ジャンル

れ
恋愛ディストーション

レンアイディストー

ション
犬上すくね イヌガミスクネ 1～5 青年

ろ
龍 ロン 村上もとか ムラカミモトカ 1～42 青年

ＷＯＲＳＴ ワースト 高橋ヒロシ タカハシヒロシ 1～8 少年

わにとかげぎす ワニトカゲギス 古谷実 フルヤミノル 1～4 青年

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ ワンピース 尾田栄一郎 オダエイイチロウ 1～18 少年

わ


