
6/21(火)に入荷する新刊
ジャンル タイトル 著者 出版 巻数

少年 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 26

少年 吸血⿁すぐ死ぬ 盆ノ木至 秋田書店 20

少年 弱虫ペダル 渡辺航 秋田書店 77

少年 炎炎ノ消防隊 大久保篤 講談社 33

少年 黙示録の四騎士 鈴木央 講談社 6

少年 ダイヤのＡ ａｃｔ２ 寺嶋裕二 講談社 30

少年 ブルーロック ノ村優介 講談社 18

少年 カノジョも彼女 ヒロユキ 講談社 10

少年 はじめの一歩 森川ジョージ 講談社 134

少年 カッコウの許嫁 吉河美希 講談社 11

少年 東京卍リベンジャーズ 和久井健 講談社 27

少年 怪物事変 藍本松 集英社 16

少年 呪術廻戦 芥見下々 集英社 19

少年 ＢＯＲＵＴＯ－ＮＡＲＵＴＯ ＮＥＸＴ ＧＥＮ

ＥＲＡＴＩＯＮＳ－

池本幹雄 集英社 17

少年 冒険王ビィト 稲田浩司 集英社 16

少年 ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 遠藤達哉 集英社 9

少年 ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 尾田栄一郎 集英社 102

少年 マッシュル－ＭＡＳＨＬＥ－ 甲本一 集英社 10,11

少年 ウィッチウォッチ 篠原健太 集英社 5

少年 ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ 鈴木祐斗 集英社 6

少年 ダンダダン 龍幸伸 集英社 4,5

少年 ブラッククローバー 田畠裕基 集英社 32

少年 キャプテン翼 ＫＩＤＳ ＤＲＥＡＭ 戸田邦和 集英社 5

少年 アンデッドアンラック 戸塚慶文 集英社 10,11

少年 ドラゴンボール超 とよたろう 集英社 18

少年 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ Ｂｏｉｃｈｉ 集英社 25

少年 僕のヒーローアカデミア 堀越耕平 集英社 34

少年 怪獣８号 松本直也 集英社 6

少年 アオのハコ 三浦糀 集英社 4

少年 ワンパンマン 村田雄介 集英社 25

少年 歯医者さん、あタってます！ 山崎将 集英社 5

少年 るろうに剣心－明治剣客浪漫譚・北海道編－ 和月伸宏 集英社 7

少年 名探偵コナン 青山剛昌 小学館 101

少年 葬送のフリーレン アベツカサ 小学館 7

少年 古見さんは、コミュ症です。 オダトモヒト 小学館 25

少女 七つ屋志のぶの宝石匣 二ノ宮知子 講談社 16

少女 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 4

少女 消えた初恋 アルコ 集英社 8

少女 ハニーレモンソーダ 村田真優 集英社 19

少女 赤髪の白雪姫 あきづき空太 白泉社 25

少女 夏目友人帳 緑川ゆき 白泉社 28

青年 文豪ストレイドッグス 春河３５ ＫＡＤＯＫＡＷＡ（角

川）

22



ジャンル タイトル 著者 出版 巻数

青年 転生したらスライムだった件 川上泰樹 講談社 20

青年 ギャルと恐竜 トミムラコタ 講談社 7

青年 ハレ婚。 ＮＯＮ 講談社 20

青年 賭博堕天録カイジ ２４億脱出編 福本伸行 講談社 16,17

青年 ＧＴＯ パラダイス・ロスト 藤沢とおる 講談社 18

青年 彼岸島４８日後… 松本光司 講談社 33

青年 ザ・ファブル Ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄ ｃｏｎｔａ

ｃｔ

南勝久 講談社 3

青年 サタノファニ 山田恵庸 講談社 21

青年 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦

～

赤坂アカ 集英社 25

青年 金魚妻 黒澤Ｒ 集英社 10

青年 ゴールデンカムイ 野田サトル 集英社 29

青年 忘却バッテリー みかわ絵子 集英社 13

青年 【推しの子】 横槍メンゴ 集英社 7

青年 ＢＬＵＥ ＧＩＡＮＴ ＥＸＰＬＯＲＥＲ 石塚真一 小学館 5

青年 アオアシ 小林有吾 小学館 27

青年 極主夫道 おおのこうすけ 新潮社 9

青年 鹿楓堂よついろ日和 清水ユウ 新潮社 16

青年 働かないふたり 吉田覚 新潮社 25

青年 その着せ替え人形は恋をする 福田晋一 スクウェア・エニックス 9

青年 イジメカエシ。―復讐の３１（カランドリエ）

―

村下玖臓 スクウェア・エニックス 5,6

青年 終末のワルキューレ アジチカ 徳間書店（コアミック

ス）

14

青年 妻、小学生になる。 村田椰融 芳文社 11

レディース 酒と恋には酔って然るべき はるこ 秋田書店 8

レディース 死がふたりを分かつとも 天色ちゆ 集英社 4

レディース かげきしょうじょ！！ 斉木久美子 白泉社 12

レディース それでも愛を誓いますか？ 萩原ケイク 双葉社 7

レディース おじさんはカワイイものがお好き。 ツトム フレックスコミックス 7

レディース 転生王女は今日も旗を叩き折る 玉岡かがり フロンティアワークス 6

レディース 悪役令嬢の取り巻きやめようと思います 不二原理夏 フロンティアワークス 5


