
よみ タイトル 冊数

ああ ARMS (22)

ああ ああっ女神さまっ (48)

あい I Love you Baby (4)

あい アイシールド21 (37)

あい 愛のアランフェス (5)

あお 青空エール (19)

あお アオハライド (13)

あお アオアシ (17)

あお 青のオーケストラ (6)

あか 暁のヨナ (22)

あか あかいいと (9)

あか 赤髪の白雪姫 (16)

あか アカギ  ～闇に降り立った天才～ (33)

あか 赤ちゃんと僕 (10)

あさ あさきゆめみし (7)

あさ あさりちゃん (100)

あさ 朝日先輩のお気に入り (4)

あし あしたのジョー (16)

あし あした天気になあれ (58)

あじ 味いちもんめ (33)

あじ 味いちもんめ  独立編 (10)

あじ 味いちもんめ  にっぽん食紀行 (6)

あじ 新  味いちもんめ (21)

あず あずまんが大王 (4)

あず あずみ (48)

あた あたし、キスした。 (2)

あた あたしンち (21)

あど アドルフに告ぐ (5)

あな あなたとスキャンダル (5)

あな あなたのことはそれほど (6)

あに 兄に愛されて困っています (7)

あに アニマルファーム (1)

あひ あひるの空 (48)

あぶ あぶさん (107)

あり アリエスの乙女たち (8)

ある アルペンローゼ (4)

あん 暗殺教室 (21)

いい いいひと。 (26)

いが 伊賀野カバ丸 (12)

いく いくさの子 (12)

いけ 行け！稲中卓球部 (13)

いさ 潔く柔く (13)
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いた イタズラなKISS (23)

いち 1ポンドの福音 (4)

いっ 一球さん (14)

いつ いつでもお天気気分 (7)

いつ いつもポケットにショパン (3)

いつ いつかティファニーで朝食を (12)

いに 頭文字D (48)

いぬ 犬夜叉 (56)

いり 医龍 (25)

ヴァ ヴァンパイア騎士 (19)

うい ういらぶ (10)

うい ウィングマン (13)

うし うしおととら (33)

うそ うそカノ (7)

うそ 嘘喰い (45)

うそ うそつきリリィ (17)

うち 宇宙兄弟 (36)

うち 部屋においでよ (7)

うみ 海の闇月の影 (18)

うみ 海猿 (12)

うみ 海街ダイアリー (8)

うら 浦安鉄筋家族 (31)

うら 元祖！浦安鉄筋家族 (28)

うら 毎度！浦安鉄筋家族 (18)

うら 怨み屋本舗 (20)

うら 怨み屋本舗EVIL HEART (6)

うら 怨み屋本舗REBOOT (13)

うら 怨み屋本舗REVENGE (11)

うら 怨み屋本舗  巣来間風介 (6)

うる うる星やつら (34)

えい H2 (17)

えく エクセル・サーガ (27)

えす エースをねらえ (10)

える Ｌ・ＤＫ (22)

えん エンジェル・トランペット (10)

えん エンジェル・ハート (33)

えん エンジェル・ハート  2ndシーズン (15)

えん 代紋TAKE2 (62)

おい 美味しんぼ (110)

おう 王家の紋章 (18)

おう 王様はロバ (7)

おう 桜蘭高校ホスト部 (18)

おお 大きく振りかぶって (26)

おお オオカミ少女と黒王子 (16)



おお 狼陛下の花嫁 (15)

おー お～い！竜馬 (23)

おじ ょお嬢様はお嫁様 (18)

おせ おせん (16)

おせ おせん  真っ当を受け継ぎ繋ぐ。 (11)

おた おたんこナース (7)

おち おちくぼ (3)

おと 魁!!男塾 (22)

おと 暁!!男塾  青年よ、大死を抱け (25)

おと 極!!男塾 (5)

おと お伽もよう綾にしき (5)

おと お伽もよう綾にしき  ふたたび (6)

おと 男水 (5)

おと 乙嫁語り (10)

おは おはよう、いばら姫 (4)

おび 帯をギュッとね！ (30)

おふ オフサイド (29)

おぼ 溺れる吐息に甘いキス (5)

おも 思い、思われ、ふり、ふられ (4)

おれ 俺の空 (9)

おれ 俺の空  刑事編 (2)

おれ orange (5)

おれ 俺様ティ―チャ― (22)

おれ 俺たちのフィールド (35)


