
よみ タイトル 冊数

さあ さあ秘密をはじめよう (7)

さい サイコメトラーEIJI (25)

さい サイコメトラー (15)

さい 最強伝説  黒沢 (11)

さい 最終兵器彼女 (7)

さい 最終兵器彼女  外伝 (1)

さい 新黒沢  最強伝説 (8)

さか 坂本ですが (4)

さか 坂道のアポロン (10)

さき 咲き-saki- (16)

さこ SAKON（島左近）  －戦国風雲録－ (6)

さざ サザエさん (45)

さざ 3×3EYES (40)

さざ 3×3EYES   幻獣の森の遭難者 (4)

さば 砂漠のハレム (8)

ざも ザ・モモタロウ (10)

さよ さよなら絶望先生 (30)

さら サラリーマン金太郎 (30)

さら サラリーマン金太郎  マネーウォーズ編 (4)

さら 新サラリーマン金太郎 (7)

さら サラリーマン金太郎五十歳 (4)

さん 三国志 (60)

さん ３６０°マテリアル (8)

さん さんかく屋根街アパート (3)

じい GTO (25)

じい GTO   SHONAN 14 DAYS (9)

じい GTO   パラダイス・ロスト (4)

じー G線上のあなたと私 (1)

じぇ Jドリーム (14)

じぇ Jドリーム  完全燃焼編 (8)

じぇ Jドリーム  飛翔編 (10)

しが 四月の君、スピカ (5)

しが 4月は君の嘘 (11)

じご 地獄先生ぬ～べ～ (31)

じご 地獄先生ぬ～べ～  NEO (7)

しつ 失恋ショコラﾃｨエ (9)

しつ 執事様のお気に入り (21)

して シティハンター (18)

しま 課長島耕作 (17)

しま 部長島耕作 (13)

しま 取締役島耕作 (8)

しま 常務島耕作 (6)
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しま 専務島耕作 (5)

しま 社長島耕作 (16)

しま 会長島耕作 (5)

しま ヤング島耕作 (4)

しま ヤング島耕作  主任編 (4)

しま 係長島耕作 (4)

しゃ シャコタンブギ (32)

しゃ 軍鶏 (34)

じゃ GAIANT KILING (42)

じゃ じゃじゃ馬グルーミン★UP！ (26)

じゃ じゃりんこチエ (67)

しゅ シュート！ (33)

しゅ シュート！  蒼きめぐり逢い (5)

しゅ シュート！  熱き挑戦 (12)

しゅ シュート！  新たなる伝説 (16)

しゅ シュガー*ソルジャー (10)

しゅ 修羅の門 (31)

しゅ 修羅の門  第弐門 (18)

しゅ 陸奥圓明流外伝  修羅の刻 (18)

じゅ 柔道部物語 (11)

じゅう 12歳。 (9)

じゅう 17歳、キスとジレンマ (4)

じゅ ん純愛ラビリンス (7)

じゅ ん純情→←腹黒カレシ (1)

しょ 少女ファイト (13)

しょ 将太の寿司 (27)

しょ 将太の寿司～全国大会編～ (17)

しょ 将太の寿司2   World Stage (4)

しょ 湘南純愛組 (31)

しょ 湘南爆走族 (16)

しょ 正直不動産 (7)

じょ ジョジョの奇妙な冒険 (43)

じょ ジョジョの奇妙な冒険  Part6 ストーンオーシ (17)

じょ ジョジョの奇妙な冒険Part8 ジョジョリオン (13)

しょう 少女漫画のはじめかた (1)

しょう 少年ノ―ト (8)

じょう 女王の花 (14)

しら 白鳥麗子でございます (7)

しん 進撃の巨人 (27)

しん 新宿スワン (38)

しん 神風怪盗ジャンヌ (7)

しん 新世紀エヴァンゲリオン (14)

しん シンデレラの靴、あります (3)

じん JIN－仁－ (20)



すい 水滸伝 (8)

すい スイッチガ―ル (25)

すー スーパーマリオくん (51)

すき すきっていいなよ (17)

すき 好きって言わせる方法 (9)

すき スキップ・ビート (39)

すき 好きです鈴木くん！！ (18)

すけ スケオタデイズ (1)

すご セクシコマンドー外伝  すごいよ!!マサルさん (7)

すず 鈴木先生 (11)

すた Ｓtand up (3)

すて スティール・ボール・ラン (24)

すと ストロボ・エッジ (10)

すな 砂の城 (4)

すな 砂時計 (10)

すば MOON   －昴  ソリチュードスタンディング－ (9)

すば 昴 (11)

すぷ スプリガン (11)

すぺ Ｓ・Ａ  ～スペシャル・エー～ (17)

すら スラムダンク (31)

すろ スローステップ (7)

せい 聖闘士星矢 (15)

せい 青楼オペラ (5)

せい 青春乙女番長 (3)

せい 制服でヴァニラ・キス (6)

せい 声優かっ！ (12)

せか 世界で一番大嫌い (13)

せか 世界の端っことあんずジャム (6)

ぜっ 絶対可憐チルドレン (47)

せん センゴク (15)

せん センゴク  一統記 (15)

せん センゴク  天正記 (15)

せん センゴク権兵衛 (16)

せん センゴク外伝  桶狭間戦記 (5)

せん センセイ君主 (10)

そう ソウルイーター (25)

そう ＳＯＵＬ  ＣＡＴＣＨＥＲ（Ｓ） (11)

そう 蒼天航路 (36)

そう 蒼天の拳 (22)

そむ ソムリエ (9)

それ それでも君が (3)

それ それでも世界は美しい (13)


