
よみ タイトル 冊数

たい 大正ロマンチカ (19)

たい たいようのいえ (13)

だい ダイヤのA (47)

だい ダイヤのA act2 (15)

たか 高台家の人々 (5)

たか 高嶺と花 (5)

たつ タッチ (26)

たつ タッチ (26)

たふ TOUGHT (39)

たふ TOUGHT外伝  龍を継ぐ男 (2)

たふ 高校鉄拳伝タフ (42)

たふ タフ外伝  OTON (1)

だぶ Wジュリエット (14)

だぶ WジュリエットⅡ (4)

だめ ダメな私に恋してください (9)

たん 探偵学園Q (22)

だん 団地ともお (28)

ちは ちはやふる (40)

ちび ちびまる子ちゃん (9)

ちび ちびまる子ちゃん (8)

ちび ちびまる子ちゃん  大野君と杉山君 (1)

ちゅ 中間管理録トネガワ (3)

ちん 沈黙の艦隊 (32)

つき 月の子 (8)

つば 椿町ロンリープラネット (4)

つば つばさとホタル (8)

つり 釣りバカ日誌 (94)

つり 釣りバカ日誌  番外編 (12)

でぃ DEAR BOYS (23)

でぃ DEAR BOYS   ACT3 (21)

でぃ DEAR BOYS   ACTⅡ (30)

でぃ DEAR BOYS   OVER TIME (1)

でぃ DEAR BOYS   THE EARLY DAYS (1)

でい DAYS (33)

です デスノート (12)

てっ 新鉄拳チンミ (20)

てっ 鉄拳チンミ (35)

てっ 鉄拳チンミLegends (20)

てっ 鉄拳チンミ外伝 (4)

てつ 鉄鍋のジャン！ (27)

てつ 鉄鍋のジャン！R頂上作戦 (10)

てつ 哲也  －雀聖と呼ばれた男 (41)
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てに テニスの王子様 (42)

てら テラフォーマーズ (22)

てる テルマエ・ロマエ (6)

てん 天  天和通りの快男児 (18)

てん 天使なんかじゃない (8)

てん 天に恋う (9)

てん 天の神話地の永遠 (11)

てん 天は赤い河のほとり (28)

てん 天よりも星よりも (8)

でん 絶体絶命でんぢゃらすじーさん (20)

でん 電撃デイジー (16)

でん でんぢゃらすじーさん邪 (16)

とう 透明なゆりかご～産婦人科医院看護師見習 (2)

とう True Love (7)

とう 東京喰種  トウキョウグール (14)

とう 東京喰種  トウキョウグール：Re (16)

とう 東京タラレバ娘 (5)

どう Do Da   Dancin (9)

どう どうせもう逃げられない (10)

どう 動物のお医者さん (12)

どか ドカベン (48)

どか 大甲子園 (26)

どか ドカベン  プロ野球編 (52)

どか ドカベン  スーパースターズ編 (45)

どか ドカベン  ドリームトーナメント編 (14)

とき ときめきトゥナイト (16)

とき ときめきトゥナイト (25)

どく Dr．コトー診療所 (25)

どく Dr．スランプ (18)

どく ドクターストーン (12)

とっ とっても！ラッキーマン (16)

とつ Ｔutti (3)

とつ 特攻の拓 (27)

とつ 突然ですが、明日結婚します (5)

とな となりの怪物くん (13)

とめ とめはねっ！鈴里高校書道部 (14)

どら ドラゴンボール (42)

どら ドラゴン桜 (10)

どら DRAGON QUEST   ダイの大冒険 (37)

どら 大長編ドラえもん (24)

どら ドラゴン桜 (21)

どら ドラゴン桜２ (7)

とり とりかえ・ばや (13)

とり 鳥山明○作劇場 (3)



どり Dreams (69)

どり ドリフターズ (5)

とわ 永遠（トワ）かもしれない (8)


