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あ行

青池保子あおいけやすこ

Ｚ─ツェット─

NATOの新米諜報部員・Z
ツェット

。ドジで不器用
でお人好しな性格は、ひたむきな情熱でな
んとかカバー !?　とびきりハードなスパイ・
アクション!!

安孫子三和あびこみわ

みかん・絵日記 全6巻

吐
と

夢
む

が拾ったオレンジ色の猫は“みかん”
と名づけられ草凪家の一員に。ところがこ
の猫、お酒を飲み、人間の言葉を話すから
びっくり!?

安孫子三和あびこみわ

みかん・絵日記 特別編 全2巻

大ヒット作品「みかん・絵日記」の読切作
品集。コミックス未収録作品を文庫にたっ
ぷり初収録！泣いたり、笑ったり、みかん
と一緒の愛いっぱいの日常を楽しもう☆　

青池保子あおいけやすこ

イブの息子たち 全3巻

イブのあばら骨から間違えて作られた男た
ちの子孫、ジャスティン、ヒース、バージル。
３人がシュールな世界を行き来する奇想天
外コメディ！

青池保子あおいけやすこ

修道士ファルコ

中世ドイツ。リリエンタール修道院の修道
士・ファルコは、スペインでは名高い剣客
の騎士だった。修道院にふりかかる数々の
難題を、彼の剣が一挙解決！　剣難あり、
水難あり、女難…少しあり!?

秋里和国あきさとわくに

青のメソポタミア

地球がまだ石器時代の頃、宇宙の彼方には
高度な文明を発達させた種族がいた。文明
創世を壮大なスケールで描いた、未来派歴
史スペクタクル！

麻生みことあそうみこと

天然素材でいこう。 全5巻

超自然体女子高生・二
ふた

美
み

を中心に、秀才美女・
体育会系美女・完璧青年に純情プレイボー
イといった濃いメンツが、片想いの連鎖の
中で七転八倒！　全巻に描き下ろし短編つ
き♡脱力系のほほん学園ラブコメディ。

安孫子三和あびこみわ

海をみていた犬

頑固者の父が生きる故郷の漁村に帰ってき
た娘リョウコと、その息子のカイ。都会で
傷ついた2人は、海辺の田舎町で新たな幸福
をつかむ…。シルキー誌上で発表され、静
かな感動を呼んだ傑作が登場。
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樹なつみいつきなつみ

マルチェロ物
ス ト ー リ ア

語 全4巻

黒髪の美少年モデル、マルチェロ・マルロウ、
15歳。粗野でしたたかな悪ガキだけど、そ
の華やかさに誰もが魅せられる。ファッショ
ナブル・ロマン。

安孫子三和あびこみわ

真夜中をすぎても

フィービーとタフィ姉妹はあわせ鏡の呪術
で、悪魔国王子レジオンとその従者マルカ
ムを呼び出してしまう…。だがレジオンは
魔法修行中の身で失敗ばかり…心温まる
ファンタスティック・コメディ登場！

樹なつみいつきなつみ

朱
と

鷺
き

色
い ろ

三
トライアングル

角 全3巻

高校バスケ界きっての天才プレーヤー・穂
津見霖

りん

は超能力の持ち主。この力が家族代々
のものと知った日から、彼の人生は大きく
変わり始める！

樹なつみいつきなつみ

パッション・パレード 朱鷺色三角☆Ⅱ 全3巻

「力」と「血」の絆によって結ばれた３人、 霖・
零
れい

治
じ

・蕾
つぼみ

。アメリカを舞台に新たな人々と
の出会いが始まる。『朱鷺色三角』シリーズ。

樹なつみいつきなつみ

花咲ける青少年 全6巻

アメリカから転校してきた美少女・花
か

鹿
じか

。
銀色の瞳と不思議な雰囲気を持つ彼女は何
者…!?　大スケールのロマンティック・サ
スペンス!!

樹なつみいつきなつみ

トランシルヴァニア・アップル

莫大な遺産を相続することになったコリン
ズ家の美人３姉妹。しかし、家宝のブラッド・
ルビーだけは、一番美しい娘に贈るとされ
ていた。そんな折、シュタインベルク家の
当主から招待を受けた３人は…!?

樹なつみいつきなつみ

八雲立つ 全10巻

七本の神剣を集め、古代の怨念を昇華せよ！ 
──島根県の山奥の村で49年に一度だけ行
われる秘祭・神

かん

和
なぎ

祭
さい

の取材に同行した七
なな

地
ち

健
たけ

生
お

は、巫女として舞っていた少年・布
ふ

椎
づち

闇
くら

己
き

と出会うが…!?

樹なつみいつきなつみ

デーモン聖
サ ク リ ー ド

典 全6巻

異次元からやってきた霊的な存在・デーモ
ンによって、人類は絶滅の危機に瀕してい
た。最上級のデーモンを呼び寄せ、姉を守
ろうとする《もな》だが!?　衝撃のSF大作
登場！



5 6

あ行

遠藤淑子えんどうとしこ

スイート ホーム

世界中の誰もが間違っていると言っても、
その家に行けばきっと味方になってくれる
人がいる。そんな「スイート ホーム｣ があ
なたにはありますか？　ほのぼの＆しみじ
み短編集。

遠藤淑子えんどうとしこ

王室スキャンダル騒動

平和な小国エッシェンシュタインのお姫様・
エヴァンジェリン姫が巻き起こす、上を下へ
の大騒ぎ̶̶ほのぼのとしたユーモアに満ち
た、遠藤淑子の代表作がついに文庫化!!　描き
下ろしエッセイ＆コミックつき。

遠藤淑子えんどうとしこ

退
の っ

引
び き

町
ちょう

お騒がせ界
か い

隈
わ い

全2巻

「早トチリ」と「おせっかい」と「世話焼き」
と「頑固者」が、大家さんやら小説家やら
超若夫婦やらで、退引町は24時間年中無休
の大騒ぎ！　涙と笑いのENDO節の十八番！

遠藤淑子えんどうとしこ

天使ですよ

ほのぼのとしていて、ちょっと切ない̶̶
ENDO流ハートフル・コメディからとって
おきの名作を選りすぐり！　表題作を含む
12編を収録した珠玉の読み切り作品集。

遠藤淑子えんどうとしこ

いつか夢の中で

自称「眠りの森の美女」という、グータラ
寝てばかりのシェンナ姫の趣味は通販。初
恋の相手・魔法使いのマースとの一進一退
…いや七転八倒を描いた表題作ほかを収録
した短編集！

遠藤淑子えんどうとしこ

マダムとミスター 全2巻

大富豪の夫が結婚してすぐに他界し、超金
持ち未亡人になってしまったグレース。お
とぼけマダムとがんこ執事が繰り広げる、
ほんわかコメディ！

絵夢羅えむら

Wジュリエット 全7巻

役者になるという夢のために、父との約束
で女装して高校に通う真琴と、その秘密を
知って協力することになった男まさりの女
子高生・糸。いつしか二人の関係は…!?　
大ヒットラブコメ待望の文庫化！

絵夢羅えむら

七色の神話

「Wジュリエット」以前に発表された学園シ
リーズが文庫化！　受賞作「目撃者」や、
単行本未収録のデビュー作「リトルドリー
マー」「リトルマーメイド」を収録したファ
ン待望の1冊！
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遠藤淑子えんどうとしこ

家族ごっこ

表題作をはじめ『パンドラの函』『愛の動物
物語』『お殿様にお願い』など、ＳＦ・動物
もの・時代ものと多彩なジャンルの作品を
収録。遠藤淑子が描き出す作品世界の広さ
と深さを堪能できる一冊。

遠藤淑子えんどうとしこ

心の家路

友達・家族・恋人…大切な存在とふれあい
ながら、人は旅を続け、やがて家へと帰る。
笑いと涙の絶妙ブレンドが心地よい傑作短
編集。遠藤淑子のエッセンスがたっぷりつ
まった８編を収録。

遠藤淑子えんどうとしこ

狼には気をつけて 全2巻

巨大企業社長の一人娘アレクサンドラと、
ボディガードの私立探偵フォレスト。祖母
の財産を相続するために、カリフォルニア
に向けて旅立つが…!?　遠藤淑子の本領発
揮のアクションコメディがついに文庫化。

遠藤淑子えんどうとしこ

ヘヴン

核戦争後の世界。元軍人のマットはある日、
中古ロボットのルークと出会う…。本格Ｓ
Ｆ仕立ての中で紡がれる遠藤淑子ワールド。
「ヘヴン」とそのプレストーリー「ヘヴン２」
を１冊にまとめて刊行。

遠藤淑子えんどうとしこ

だからパパには敵わない

アメリカ人シェフと武闘派女子高生、なさ
ぬ仲の父娘を描いた表題作シリーズに、恋
愛・タイムトラベルなど女子高生大活躍の
読み切り５本を加えた、一本芯の通った作
品集。巻末描き下ろしショート収録！

遠藤淑子えんどうとしこ

スマリの森

白いキタキツネのスマリは、仲間と離れて
森の中で暮らしている。ある日人間につか
まり、発信機をつけられてしまうが…。北
の大地に暮らす動物たちの日常を描く、遠
藤淑子のほのぼのストーリー。

遠藤淑子えんどうとしこ

空のむこう

現代もの・動物エッセイ・ファンタジー・
歴史もの…バラエティ豊かな作品に共通す
るのは、静かな涙と心にしみる笑顔。JTC『空
のむこう』収録作に加え、「ストリート」（HC
『ヘヴン』収録）を併録。

遠藤淑子えんどうとしこ

犬ぐらし

遠藤淑子が愛犬・ナナ（ボーダーコリー）
との日々をユーモアたっぷりに描くエッセ
イコミックが文庫で登場。
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大島弓子おおしまゆみこ

全て緑になる日まで

レージデージは、石油会社のご令嬢。倒産
寸前の父の会社を立て直すため、政略結婚
を持ちかけられて…!?　表題作ほか５編の
センシティブ短編集！

大島弓子おおしまゆみこ

いちご物語

ラップランドから日本にやってきたいちご。
林太郎のお嫁さんになりたい一心で家事に
勉強に一生懸命ないちごだったが…!?　感
動の恋愛物語。

大島弓子おおしまゆみこ

四月怪談

不慮の事故で死んで霊となった少女・初子。
命を失った自覚のないまま現世を浮遊して、
憧れの先輩への失恋を知るが…!?　表題作
ほか６編を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

ダリアの帯
お び

３年目を迎えた黄
きい

菜
な

の結婚生活は平和で単
調な日々の繰り返し。だが、事故で流産し
て以来、精神的な後遺症により奇妙な行動
をとり始める…。ほか６編収録。

大島弓子おおしまゆみこ

バナナブレッドのプディング

ちょっぴり変わった女子高生・衣
い

良
ら

の理想
は､“世間にうしろめたさを感じている男色
家”｡ 思春期の揺れる少女の心を描く、感性
豊かな傑作短編集！

大島弓子おおしまゆみこ

さようなら女達

まんが家をめざす女子高生・毬
まり

。まんがの
モデルにしていた数学の先生とひょんなこ
とから親しくなり、恋心を抱きはじめるけ
れど!?　淡い想いの短編集！

大島弓子おおしまゆみこ

夏のおわりのト短調

大学受験を控えた夏、両親の都合であこが
れの叔母さん一家に預けられた袂

たもと

。だが、
家の人たちは、それぞれ意外な秘密を持っ
ていて…!?

大島弓子おおしまゆみこ

綿
わ た

の国
く に

星
ほ し

全4巻

須和野家に拾われた捨て猫は、いつかは人
間になれると信じていたが…!?　まんがの
ワクを超え、大きな反響を呼んだファンタ
ジーの最高峰。
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大島弓子おおしまゆみこ

ロスト ハウス

幼い頃に住んでいたアパートの隣の住人が
忘れられないユリ。毎日、部屋の鍵をかけ
ずに出かけていくその隣人は、自分に解放
区を与えてくれたのだ。少女の遠い憧憬を
描いた表題作ほか４編を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

ほうせんか・ぱん

本物の姉妹のように仲のよいマーヤとみど
り。密かに思いを寄せる秋生がマーヤに恋
をしても、不思議と納得してしまうみどり。
だが、突然マーヤが豹変して…!?　表題作
ほか５編を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

なずなよ なずな

あの幻の名作が、ついに文庫になって甦
よみがえ

っ
た…！　表題作のほか､『ロジオン ロマヌー
イチ ラスコーリニコフ』『キララ星人応答
せよ』の全３編を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

サバの秋の夜長

猫と人間…一対一の対等な関係、猫との交
流の様々なエピソード。愛猫・サバと著者
のユーモラスで心温まる日々が綴られた作
品集。表題作ほか、３作を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

サバの夏が来た

愛猫サバと著者のなにげない日々を綴った
シリーズ第２弾。表題作ほか、四季折々の
イベントを猫と楽しむほのぼのエッセイま
んが「サバタイム」等全５作収録。

大島弓子おおしまゆみこ

ちびねこ絵本

絵本雑誌『おひさま』に連載された絵本形
式の優しいお話。作者自身がセレクトした
珠玉の70編のお話は、オールカラーでオー
ル単行本未収録の文庫オリジナル版。名作
『綿の国星』ファン必携の絵本。

大島弓子おおしまゆみこ

ロングロングケーキ

不思議な夢から目覚めた小太郎の前に現れ
た宇宙人の宇

うー

さん。疑似化によって美女に
姿を変えたり…!?　夢と現実が交錯する表
題作ほか６編を収録。

大島弓子おおしまゆみこ

つるばら つるばら

子供の頃から幾度となく繰り返し見る夢…
「ここへおいで」と見知らぬ男が継

つぎ

雄
お

に呼び
かける。月日を追うごとにリアルになる夢
にでてくる家を捜す決心をする継雄だった
が…。
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神谷 悠かみやゆう

月
つ き

迷
め い

宮・夏
な つ

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 2─

５年前、京が出会った謎の美少女・月子。
再び満月に導かれて京の前に現れた月子は、
美貌が評判のモデルとなっていた！　しか
し、この出会いが殺人事件の幕開けとなっ
て…。

　　　　　　きゅう　　　　　　  きゅう

神谷 悠かみやゆう

星
ほ し

迷
め い

宮・鏡
きょう

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 3─

一平の知り合いのプロ野球選手が殺された。
しかも満員の球場のど真ん中で…!?　『星迷
宮』ほか迷宮シリーズ２編に加え、アキラ
＆結城シリーズもいよいよ登場！

　　　　　　きゅう　　　　　　　きゅう

神谷 悠かみやゆう

砂
す な

迷
め い

宮・蝶
ちょう

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 4─

一平を連れて綾小路家へ帰省した京。数々
の確執を生み出した地で彼を待ち受けてい
たのは恐ろしい事件だった…！　そして京
と一平に最大の危機が訪れる!?

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

神谷 悠かみやゆう

風
か ぜ

迷
め い

宮・聖
せ い

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 5─

一平が新聞記者を志すきっかけとなった、
中学時代の出来事を描く感動作『風迷宮』、
そして京＆一平、結城＆アキラが夢の競演
を果たすファン歓喜の『聖迷宮』を収録！

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

マキリップ＆岡野玲子おかのれいこ

コーリング 全3巻

人との関わりを断ち、伝説のけもの達と静
かに暮らすサイベルのもとへ、赤ん坊を連
れ、武装した男が現れる。それを機にサイ
ベルは恋と戦乱に身を投じてゆく…。名作
ファンタジー、初の文庫化。

神谷 悠かみやゆう

華
は な

迷
め い

宮・翠
す い

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 1─

綾小路京と山田一平。ふとしたことから同
居する羽目になった２人が様々な事件に巻
き込まれ…。クールな京とホットな一平の
推理が冴え渡る!!

　　　　　　きゅう　　　　　　  きゅう

大雪師走おおゆきしわす

ハムスターの研究レポート 1～3巻

著者のハムスターへの愛情と、彼らのなに
げない行動を見逃さない俊逸な観察眼から
生まれた、あの“ハムスターファンのバイ
ブル”がついに文庫化!!

大島弓子おおしまゆみこ

ちびねこ絵本 くりまん

かつて絵本雑誌『おひさま』に長期連載さ
れた、とっても優しくてかわいいお話。『ち
びねこ絵本』に続く本作は、作者自らのセ
レクト50編に、新たに描きおろし3編を加
えた文庫オリジナル絵本です。
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神谷 悠かみやゆう

翔
しょう

迷
め い

宮・石
い し

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 6─

子供の頃の自分と同じ“哀しみ”の瞳を持
つ少年を救うため、京が事件に挑む『翔迷
宮』。一平と共にイタリアへ旅立った京が、
自分の運命を大きく左右する事件と関わる
『石迷宮』。感動作２編を収録！

神谷 悠かみやゆう

海
か い

迷
め い

宮・千
せ ん

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 7─

京のお見合いに、アキラの恋が絡む『海迷
宮』、結城とアキラの夏休みのミステリーを
描いた『王様とサムライ』、新聞記者・一平
の一年目を描く『空迷宮』などを収録。

神谷 悠かみやゆう

幻
げ ん

迷
め い

宮・双
そ う

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 8─

劇団ＺＩＧに所属する一平の後輩・川本貴
文は、劇団への度重なる嫌がらせの犯人を
見つけて欲しいと京に相談するが…!?　人
の心の闇に棲む“夢獣”に打ち克つのは一体、
誰̶̶。『迷宮・夢獣』ほか６編を収録。

神谷 悠かみやゆう

霧
き り

迷
め い

宮・匣
は こ

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 9─

真冬の公園で一平が出会った少年・ユキ。
彼は父親から虐待を受け、母の殺害現場を
目撃するという凄惨な体験から、心を閉ざ
していた。そんなユキが、なぜか一平には
心を開き笑顔を見せるのだが…!?

　　　　　　きゅう　　　　　　  きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

神谷 悠かみやゆう

鐘
か ね

迷
め い

宮・桜
さくら

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 10─

クールなイケメン医大生・京とホットな新
聞記者・一平。絶品コンビの推理が冴える
大好評シリーズ10巻目は、京の誘拐事件か
らスタート!?　監察医・結城と高校生・ア
キラの２人ももちろん大活躍!!

神谷 悠かみやゆう

赤
あ か

迷
め い

宮・虹
に じ

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 11─

一平の彼女、このみの友人・優子がジュエ
リーデザイナーとなって帰国。新店舗のオー
プンに招かれた一平、京、このみの前に招
かざる客が現れて…。謎解きに加え、微妙
な三角関係の変化にも注目！

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

神谷 悠かみやゆう

青
あ お

迷
め い

宮・文
ふ み

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 12─

イケメン医大生・京と新聞記者・一平のコ
ンビが出会った人形占いの女性が告げる驚
愕の未来とは…!?　監察医・結城のハニー、
高校生・アキラの家族にもさらなる試練が
待ち受ける、激動のシリーズ12巻目。

神谷 悠かみやゆう

炎
ほのお

迷
め い

宮・鍵
か ぎ

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 13─

ゲームショウ会場で起こった焼死事件を解
決する「迷宮・怪燈火」、このみとの結婚を
決めた一平が京との同居を終える日が近づ
く「迷宮・鍵の行方」など、二人の関係を
丁寧に描く傑作を収録！
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　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

　　　　　　きゅう　　　　　　   きゅう

神谷 悠かみやゆう

宝
たから

迷
め い

宮・水
み ず

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 14─

海岸で発見された男は、謎の言葉を残して
死んだ。第一発見者の少女と知り合った一
平＆京が、鮮やかに事件を解決する「迷宮・
3番目の扉」、アキラに新たな恋の予感？の
「お姫様とお呼び」などを収録。

神谷 悠かみやゆう

恋
こ い

迷
め い

宮・黒
く ろ

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 16─

愛するものを傷つけられた一平が、かつて
ない闇の中をさまよう「黒迷宮」3連作他、
アキラ＆結城の関係がついにクライマック
ス！の「いつか君といた空」など、シリー
ズ屈指の名編を収録!!　

神谷 悠かみやゆう

愛
あ い

迷
め い

宮・鱗
り ん

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 15─

祖母の介護に疲れた女子高生・有美子。つ
かの間の華やいだ心が招いた殺人事件に京
＆一平が挑む「迷宮・仮面の魔女」をはじめ、
アキラ＆結城も加えた豪華４人ジョイント
編「迷宮探偵譚」等を収録。

神谷 悠かみやゆう

白
し ろ

迷
め い

宮・童
ど う

迷
め い

宮─京＆一平シリーズ 17─

久しぶりに綾小路家を訪れた京の胸に去来
するものは？　クールな医学生・京と熱血
漢の新聞記者・一平の名コンビによる名推
理もいよいよこれがラスト！　二人の未来
はどこへ続くのか？　

河惣益巳かわそうますみ

サラディナーサ 全5巻

強大な勢力を誇る16世紀のスペイン。海
軍の猛将の一人娘として生まれたサラディ
ナーサは、やがて海賊も恐れる海の覇者へ
と成長していく…。

かわぐちかいじ
COC

こころ

ORO（心） 全2巻

天才・レオナルド=ダ=ヴィンチの少年期か
ら青年期を軸に、ルネサンスのイタリアを
舞台に展開する華麗なるページェント!!　
名手・かわぐちかいじの筆による男たちの
熱い物語。

河惣益巳かわそうますみ

風の城
カスバ

砦 全2巻

19世紀末の北アフリカ。ソレイユは自分と
同じ青い瞳を持つ人物を捜していた。パリ
の名門パトウ家の当主であるソレイユは、
ある理由で後継者を見つけなければならな
いのだが…!?　超スケール歴史ロマン!!

河惣益巳かわそうますみ

ツーリング・エクスプレス 全14巻

ＩＣＰＯパリ本部の刑事シャルルが知り
合った謎の男・ディーンの正体は、超一流
の殺し屋。彼の周りに起こる数々の事件に
巻き込まれるうちに、シャルルはディーン
の魅力に惹かれていく…。
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河惣益巳かわそうますみ

マリン・ブルー・マリン

姉の結婚に衝撃を受け、夜通し飲み明かし
たウィリアム。翌朝隣にいたのは…見知ら
ぬ男性!?　海軍学校での青春を綴った表題
作ほか『ミストラル』など珠玉の短編６作
を収録。

河惣益巳かわそうますみ

ジェニー 1～5巻

混迷の世界情勢。泥沼状態の紛争地域に立
つ、誇り高き傭兵隊長がいた。危険も顧み
ず奮闘する彼女を見て、人々は囁く。あれ
が「炎の月・ジェニー」だと…。ワールド
ワイドに展開する河惣益巳の代表作！

河惣益巳かわそうますみ

花巡礼 全2巻

12世紀、第２次十字軍遠征を前に沸き返る
パリ。フランス王妃に仕える美しい少女リ
ドヴィナもまた、大きな時代の波に飲み込
まれてゆく…。中世ヨーロッパを舞台に親
娘３代がおりなす波乱のドラマ！

河惣益巳かわそうますみ

モンストゥール・サクレ

歓楽街モンマルトルで頻発する殺人事件。
美しき男娼とその背景に潜むスキャンダル。
“ツーリング・エクスプレス”で人気のウジェ
ーヌも暗躍する表題作ほか、世界各国の事
象を題材に描く、退廃とスリルの傑作集。

河惣益巳かわそうますみ

火
か

輪
り ん

全8巻

華王朝のころ…。伝説の神剣「竜王剣」を
めぐる騒動は、天界・仙界・人界をまたが
る大乱に発展した。数奇な運命の子・リー
アンよ、激動の時代を駆け抜けろ!!　超ス
ケール大陸英雄伝！

河惣益巳かわそうますみ

神と鬼の国

戦国の世。皇家を守るためだけにその命と
不思議な力を授けられた姫・征子。彼女の
前に姿を見せたスペインから来た商人の目
的とは!?　西城を舞台に描く異色作「熱砂
流」も同時収録。

河惣益巳かわそうますみ

龍鳳 全2巻

20世紀初頭革命前夜の中国。上海の娼館に
売られた欣伶。逆境を跳ね返した少女は美
貌と才覚で強く逞しく人生を拓いていく。
ドラマの名手が激動の世紀に題材を得て、
全力で挑む大河歴史ロマン!!　

河惣益巳かわそうますみ

エーデルワイス

10年前にアルプス山中の霧の中へこつぜん
と姿を消した父・至朗を探すため、スイス
のグリンデルワルトに戻ってきた悠宇。霧
の中で謎の青年デザレイと出会い、ツェル
マット山麓へと向かうが…!?
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川原 泉かわはらいずみ

笑う大
ミカエル

天使 全2巻

史上最強の名門お嬢様学校に学ぶ史
ふみ

緒
お

、和
かず

音
ね

、柚
ゆず

子
こ

。それぞれにネコをかぶって、お
互いの本性を知らぬまま生活していたのだ
が!?  ハイセンス学園コメディ！

川原 泉かわはらいずみ

フロイト1/2

２つで１組の提
ちょうちん

灯を分けたら、夢の出来事
が現実に…。精神分析学の創始者フロイト
の魂が、日本の小田原に甦

よみがえ

った!?　川原教
授の哲学ワンダーランド！

川原 泉かわはらいずみ

中国の壺

母親の再婚先で暮らす女子高生の志
し

姫
き

。亡
父からゆずり受けた壺に住む不思議な中国
人が彼女の支えになっていたが…。表題作
ほか５編収録。

川原 泉かわはらいずみ

メイプル戦記 全2巻

日本初の女性だけのプロ野球チーム「スイー
ト・メイプルス」誕生！　チームを率いる
のは『甲子園の空に笑え！』で豆の木高校
を率いた広岡真理子監督!!

川原 泉かわはらいずみ

美貌の果実

“大切にしたいね、ボクらの第一次産業”を
キャッチフレーズに川原教授が提唱する、
愛と家畜と作物の感動３部作ほか、『架空の
森』、『森には真理が落ちている』、『パセリ
を摘みに』を収録。

川原 泉かわはらいずみ

甲子園の空に笑え！

女監督率いる弱小野球部が甲子園へ。気の
いい弱小野球部の新感覚スポーツドラマの
表題作ほか、『ゲートボール殺人事件』、『銀
のロマンティック…わはは』を収録。

川原 泉かわはらいずみ

空の食欲魔人

みすずにプロポーズした幼なじみのパイ
ロット・弘文。誠実で二枚目だけど、食欲
の前には男の意地もプライドもなくて…!?
おもしろおいしい傑作集！

河惣益巳かわそうますみ

玄椿 全6巻

京都の祇園・清白屋の胡蝶は、京舞の天才
で都一の名妓とよばれていた。上方歌舞伎・
七代目「若宮虹四郎」の息子である周一は、
そんな胡蝶の舞と美貌に魅了されるが…!?
豪華絢爛な祇園ドラマ開幕！
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かわみなみ
ダイヤモンド・ガイ

異色のサッカーコメディ『シャンペン・シャ
ワー』のイケメンコンビ、マルロとアンド
レにスポットを当てたコミックス未収録の
特別編がついに文庫化!!　同性間の友情を描
いた読み切り７本を同時収録。

喜多尚江きたなおえ

空
か ら

の帝国 全3巻

西暦2500年代、初めて世界を統一した帝
王・イデア。しかし彼の突然の死によって
世界は混迷の一途に。イデア復活を祈る大
臣たちは、科学者・英

えい

里
り

にイデアのクロー
ンを要請するが…!?

川原 泉かわはらいずみ

ブレーメンII 全4巻

時は未来、人類の出生率低下対策のために
生まれた動物乗組員達!?　彼らを乗せて、
宇宙狭しと飛び廻るブレーメンII号の艦長
は、キラ・ナルセ。だが、その航路には様々
なトラブルが待っている…!?　

川原 泉かわはらいずみ

小
こ

人
び と

たちが騒ぐので

哲人まんが家・川原泉の知られざる知的グー
タラ日常生活を描いた、面白エッセイコミッ
ク。失敗談・ためになるウンチク・読書の
すすめから、作者の登場するＲＰＧまんが
まで川原ファン必見の一冊。

川原 泉かわはらいずみ

事
じ

象
しょう

の地平

風邪を引いた川原教授を襲った大パニック
『コペルニクスの魔』、ガーデニング戦線で
悪戦苦闘する『みどりの指作戦』など、作
者の日常を描いた哲学的かつお気楽エッセ
イ集！

川原 泉かわはらいずみ

本日のお言葉2

川原教授の名著『本日のお言葉』がオール
新撰で帰ってきた！　さらにおまけまんが
『トロピカルAIBOダイアリー』や川原流世
界人名事典、単行本未収録の『川原泉通信』
を加えお楽しみ企画満載で登場！　

川原 泉かわはらいずみ

バビロンまで何マイル？

超現実主義の仁
に

希
き

と謎の多い多国籍家系の
友
ゆう

理
り

。幼なじみの２人は12年前に助けた精
霊から自由に時間を超えられる指輪をもら
い…。コミックス未収録の連載原稿も収録。

川原 泉かわはらいずみ

本日のお言葉

役に立たないようなお言葉にも、思いがけ
ない真実が!?　川原作品から精選された１
年366日、珠玉のお言葉集。川原特別企画
が満載。
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桑田乃梨子くわたのりこ

おそろしくて言えない 全2巻

あなたは霊の存在を信じますか？　ＹＥＳの
方もＮＯの方もウェルカム、低血圧だがハ
イテンション。オカルティック・ハラスメ
ント・ギャグ！

桑田乃梨子くわたのりこ

蒼
あ お

紫
し

の森

小さな丘「蒼紫の森」の先にある男子校と
女子校へ通う男女の恋を、春夏秋冬に分け
て綴った表題作をはじめとする読み切り11
本に、『飼うか飼われるかSpecial』も収録
した短編集。

桑田乃梨子くわたのりこ

卓球戦隊ぴんぽん５
ファイブ

「嵐を呼ぶ少年」紅
くれない

裕
ゆう

次
じ

郎
ろう

の熱い思い込みが
恐怖の卓球技を生んだ。野望は高校卓球界
制覇!!　…でもその前に部員を５人集めなく
ちゃ、ね。桑田ワールドの魅力満載！

CLAMPクランプ
新・春

しゅん

香
か

伝
で ん

「朝鮮の古典文学が外国の作家によって新鮮
に解釈された｣（『新暗行御史』原作・尹仁
完氏の解説より）と韓国でも高い評価を受
けたＣＬＡＭＰの手に汗握るネオ・マジカ
ルヒロイン・ロマン登場!!

桑田乃梨子くわたのりこ

犬
い ぬ

神
が み

くんと森島さん

いわゆるひとつの狼少年・犬
いぬ

神
がみ

鷹
よう

介
すけ

君と、
制服ウォッチングが趣味の困った女教師・
森島恵子。２大人気作『ひみつの犬神くん』
と『薔薇色だ』シリーズが１冊に！

玖保キリコくぼきりこ

シニカル・ヒステリー・アワー 全6巻

キリコちゃんほか子供たちのシニカルな視
線を通して描く、不条理体感ギャグ。理屈
抜きのかわいさ、おかしさで日常の過激な
混沌を鋭く斬る!?

木原敏江きはらとしえ

摩利と新吾 全8巻

混血の美少年・摩利と、その親友・新吾。
旧き良き時代を生きた少年たちの夢、涙、
友情が咲き乱れる青春浪漫の代表作。花の
旧制高校シリーズ！

草川為くさかわなり

ガートルードのレシピ 全2巻

名だたる悪魔のパーツを繋ぎ創造された人造
悪魔・ガートルード。彼の製造方法を記した
「ガートルードのレシピ」を巡り争いは絶え
ない…。女子高生・佐原漱は、悪魔とガート
ルードのバトルに巻き込まれてしまうが…。
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柴門ふみさいもんふみ

さくらんぼ爆弾

野山まなみ25歳。なんとなく繰り返される
日常を離れて、社内不倫に挑戦してみたが
…!?　“恋愛の神様”フーミンが贈る大人の
恋の短編集!!

酒井美羽さかいみわ

結婚を２倍楽しむ方法

コメディ、シリアス、時代ロマンにＯＬ物
まで、酒井美羽の魅力がいっぱいの読み切
り集。笑いと涙の中に、あなたの人生を変
える何かがきっとある!?

桑田乃梨子くわたのりこ

一
い ち

陽
よ う

来
ら い

福
ふ く

／１
いち

＋
た す

１
いち

＝
は

０
れ い

高校生カップルのほのぼの育児ハッピーコ
メディ『一陽来福』と、ほんのり切ないオ
カルトコメディ『１

いち

＋
たす

１
いち

＝
は

０
れい

』の中編２本
を同時収録!!

桑田乃梨子くわたのりこ

男の華園 全2巻

小説家志望の完全文系青年・麻
あそ

生
う

縁
ゆかり

は、男
子新体操部に無理矢理（？）勧誘されてし
まい…!?　ひとクセもふたクセもある先輩
たちや、憧れの菅原さんと共に流す青春の
汗と涙と笑いの大学ライフ☆

桑田乃梨子くわたのりこ

真夜中猫王子

失恋した女の子が拾った猫の人形…。だが
それは実は某国の王子様。日中は猫の人形
で、日没後はネコの着ぐるみを被った王子
様に変身する…という、とーっても面倒く
さい王子様だったのです…とほほ。

冴凪 亮さえなぎりょう

よろず屋東海道本舗 全5巻

インターネットで依頼を請け負う探偵業“よ
ろず屋”を営む志摩義経は、ある日人気モ
デルの駿河香からストーカー探しを依頼さ
れ…!? 大ヒットシリーズのコミックス全9
巻＋特別編1巻をまとめて文庫化!!

桑田乃梨子くわたのりこ

君の瞳に三
み

日
か

月
づ き

何の因果か猫に出会うとキャット驚き、猫
に変身！してしまう半

はん

猫
びょう

人
にん

にされてしまっ
た、黒田文治の高校生活を描いた表題作を
はじめ、『ほとんど以上絶対未満』、『ウは鵜
飼のウ』も収録！

桑田乃梨子くわたのりこ

月刊１年２組

中学卒業時にナオヤに好きだと告白できな
かった葵。同じ高校でホッとしたのも束の
間で…。表題作＋続編をはじめ、愛と野望
の戦士・星あかりを描く『スターライトプ
リンセスあかり！』も収録！
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酒井美羽さかいみわ

カラオケへ行こう

マイクを握ったその日から、恋の花咲くこ
ともある…。カラオケが舞台の恋愛ドタバ
タ劇を描いた表題作ほか、計４編を収録。

酒井美羽さかいみわ

ミミと州
しゅう

青
せい

のラブコメディもういちど愛して！

ミミは17歳のイマドキ娘。彼女のハートを
速攻射止めてしまったのが、12歳も年上の
オジ…、いえ、画家の州青さん。２人はラ
ブラブだけど、そのまわりはトラブルだら
け。明朗痛快ラブコメディ !!

酒井美羽さかいみわ

お坊っちゃまナイスですね

芙美子の見合いの相手は、超エリートのお
坊っちゃま。でも先方の手違いと分かって
…!?　見合いと恋愛の狭間で揺れるＯＬた
ちの結婚前提ラブ・ストーリー！

酒井美羽さかいみわ

B
バッド

AD G
ガール

IRL

悪い女…男たちを魅了して惑わす、ＢＡＤ
でＣＵＴＥな女性を、酒井美羽が魅力たっ
ぷりに描く表題３部作ほか、オンナの深層
心理を鋭くついた傑作読み切り３編収録。

酒井美羽さかいみわ

夢見るサーティー

女30は青春真っ盛り!?  大人の責任を全
まっと

う
しながら、乙女心もいまだ健在！  仕事、恋
愛、そして結婚に悩む30歳を３部構成で描
く表題作ほか、４編を収録。

酒井美羽さかいみわ

ホテルへ行こう

リッチな気分で今夜はホテルのお客。日常
を離れたドアの向こうには、素敵なラブロ
マンスが待っているはず…!?　リゾートホ
テル、シティホテルのドラマティックな夜
を描いた恋愛傑作集。

酒井美羽さかいみわ

できちゃった

できちゃった結婚、不妊症、ハネムーン・
ベビーまで、出産にまつわるハプニングを
３部構成で描く表題作ほか、悩める男女に
捧げる恋愛ドラマ６編を収録。

酒井美羽さかいみわ

ミス・テレフォン ミセス・テレフォン

欲求不満の人妻から男性恐怖症のＯＬまで、
テレフォンクラブにまつわる３つの話を描
いた表題作ほか、ＯＬの秘密の恋がテーマ
の珠玉短編２編を収録。
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坂田靖子さかたやすこ

村野

時は明治。正月恒例、尾沢家のスキヤキで、
村野は尾沢にある決意を明かす…。コミカ
ルにシリアス、自在に変化する坂田靖子の
傑作短編集登場!!

坂田靖子さかたやすこ

エレファントマン・ライフ

失業中のジャッキーの夢は、アフリカに行っ
て動物の写真を撮ること。ある日、彼が引
っ越しを手伝った隣人２人は、どう見ても
ゾウ…!!

坂田靖子さかたやすこ

探偵ゲーム

私立探偵のサム・ペキンパーは、その日ツ
イていなかった。妙な女の子をしょいこん
で調子が狂いっぱなし…！　ラブ＆ドタバ
タコメディ６編を収録。

坂田靖子さかたやすこ

月と博士

月に魅せられた博士は、ついに一晩で月を
満ち欠けさせる装置を完成するが…。ファ
ンタスティックな表題作ほか、多彩なジャ
ンルが魅力の傑作短編集！

坂田靖子さかたやすこ

闇
や み

月
つ き

王
お う

亡き祖父の館に住みついたイタズラ好きの
精霊「闇月王」と、ケネスとの交流を描い
た表題作シリーズに、『テンプテーション』
シリーズ各３編を収録。

坂田靖子さかたやすこ

水の片
へ ん

鱗
り ん

何もかも朽ちかけた僧院に足を踏み入れ、
ふと見つけた不思議な青色のかけら。１枚
の絵に隠された物語とは？　マクグラン画
廊シリーズ！

坂田靖子さかたやすこ

バジル氏の優雅な生活 全5巻

19世紀、大英帝国の首都ロンドンが最も輝
いていた時代。バジル・ウォーレン卿の不
思議で素敵で優雅な日常…。洒脱でウィッ
トに富んだ著者の代表的傑作！

酒井美羽さかいみわ

ミルクタイムにささやいて 全3巻

12の年の差を乗り越えて、ついに結ばれた
ミミと州青。そんな２人に待望のベビー・
源
げん

之
の

助
すけ

が誕生！　でも多忙を極める生活の
中、ミミはついに…!?
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坂田靖子さかたやすこ

ライム博士の12か月

宇宙の粗大ゴミ・メフィスト君を拾ったラ
イム博士の１年間を描く表題作と、“幻の名
作”『ヒューイ・デューイ物語』をカップリ
ングして文庫化。しみじみと心に染みる一
冊。

佐々木倫子ささきのりこ

動物のお医者さん 全8巻

笑顔のかわいい（？）ハスキー犬、関西弁
のネコ、屈強なニワトリ…。西根家とＨ大
学獣医学部の面々は、今日もなにかと大騒
ぎ。空前の大ヒットを記録した、動物コメ
ディの決定版!!

潮見知佳しおみちか

B-EYESブラック・アイズ 全2巻

喧騒の街ニューヨーク。日本人の少年カズ
ヤは不思議な力を用い、殺し屋として生き
てきた。だがある事件を契機に自己に目覚
める。自分の過去に何があったのか!?　息
づまる新世紀ロマンホラー !!

清水玲子しみずれいこ

月の子MOON CHILD 全8巻

数百年前に地球から宇宙へ旅立ち、産卵の
ために戻ってきた人魚族が見たものは、激
変した地球環境。恋に落ちた人間のアート
と人魚姫ジミーの運命は!?

清水玲子しみずれいこ

ミルキーウェイ

「人間以上に人間らしい」ロボット、ジャッ
ク＆エレナ。ある日、エレナが火口に身投
げして…？　表題作『ミルキーウェイ』ほ
か『メタルと花嫁』『ノアの宇宙船』など全
６作品を収録した傑作選。

清水玲子しみずれいこ

竜の眠る星 全2巻

24世紀のN.Y.の住人、お人好しロボット・
ジャックと相棒の万能ロボット・エレナ。
探偵を営む彼らはある依頼を受け、恐竜が
棲息する惑星“竜

セレツネワ

星王”へ旅立った̶̶。

坂田靖子さかたやすこ

ライラ・ペンション／ノーベル・マンション

一人暮らしを始めるの
・

ず
・

が見つけた「ライ
ラ・ペンション」は、名前はおしゃれだが
オンボロの一軒家。親友も同居して賑やか
で楽しい共同生活が始まる！　表題作ほか、
１編収録。

坂田靖子さかたやすこ

Ｄ班レポート

自称「ぼくらは優等生」のＤ班は５人組。
個性派揃いの面々だがチームワークはバッ
チリ☆で、毎日何かを引き起こす。校長先
生もさあご一緒に…！　学園はいつも大騒
ぎ!!　坂田コメディの原点。
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清水玲子しみずれいこ

22X
エックスエックス

X

人型ロボット・ジャックは、人間と同様に
食欲を感じることに罪悪感を覚えていた。
そんな折、食事を神聖な儀式として人肉を
食する、フォトゥリス人の少女に出会って
…!?　異色＆衝撃のヒューマンＳＦ傑作選。

清水玲子しみずれいこ

パピヨン

アトラスの第一王子・ナザレがデルタに滞
在中、両国が戦争状態になった！　果たし
てナザレの運命は!?　衝撃の近未来アドベ
ンチャー !!

清水玲子しみずれいこ

100万ポンドの愛

現在も少女まんが界のトップに立ち、流麗
な描線とダイナミックなストーリーで読者
を酔わせる清水玲子。そんな作者の初期傑
作『100万ポンドの愛』､『ヒューネラル・マー
チ』など７編を収録した短編集。

清水玲子しみずれいこ

輝夜姫 全14巻

赤ん坊のときに竹林に埋められていたのを
発見されたという、謎の過去を持つ少女・晶
は、妖しき天女伝説が残る南海の孤島・神
淵島へと連れて来られるが…!?　壮大なス
ケールで贈る、愛と陰謀と復讐のＳＦ巨編！

しりあがり寿しりあがりことぶき

エレキな春

ときは開国直後の江戸の春。世の混乱をよ
そに、エレキテルをめぐって大騒動が巻き
起こる!!　シュールなギャグが冴えわたる表
題作ほか短編多数収録!!

しりあがり寿しりあがりことぶき

おらあロココだ!

愛と希望の（!?）感動作『うたごえは常識の
かなた』ほか、ゴージャスに20余編のギャグ
短編を収録!!　しりあがりギャグの真骨頂。

新谷かおるしんたにかおる

紅
あ か

たん碧
あ お

たん

東京・下町のテキ屋「ささにしき組」にお
かしな母娘が誕生した！　母は16歳の女子
高生・紅葉。娘は28歳の女極道・碧。粋で
イナセな痛快コメディ。

清水玲子しみずれいこ

天使たちの進化論

時は24世紀。周囲の妊娠に憂鬱な超高性能
人間型ロボット・エレナ。時空を超えて、
生命は永遠に繋がれていく̶̶。表題作ほ
か、ジャック＆エレナシリーズを中心に全
７作収録のＳＦ傑作選。
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高尾滋たかおしげる

不思議図書館 

「不思議図書館」から「散らない花」までを
発表順に構成した、高尾滋珠玉の名作読切
集。確かな筆致で定評のある作者の、妖し
く綾なす物語が、不思議な空間にいざない
ます。　

高尾滋たかおしげる

てるてる×少年 全6巻

転校生・才蔵の使命は御城家の姫・紫信を
守ること。学園の内外で次々と起こる事件
から、身を挺して姫を守り抜く才蔵…。そ
して、２人の間には幼少の頃からの強い絆
と秘めた想いが…!?

竹宮惠子たけみやけいこ

姫くずし

学園のトラブルメーカー・姫川基
もとき

は女と見
まがう美少年。実業界の大物と深川芸者の
間に生まれ、放埓な生活を送る彼の世間を
みる目はどこか醒めていて…。

高屋奈月たかやなつき

翼を持つ者 全3巻

舞台は荒廃した22世紀の地球。元女盗賊の
寿は、どんな願いも叶うという「翼」の伝
説を追いかけ、元エリート軍人の擂門と放
浪の旅を続けている。胸はずむ近未来ＬＯ
ＶＥチェイス!!

高屋奈月たかやなつき

幻影夢想 全3巻

邪心にとらわれた人間の魂を護る力をもつ
守護師・乙矢環。その宿命に苦悩しながら
も幼なじみの旭に支えられている。だが思
わぬ運命が2人の前に…。高屋奈月のファン
タジックロマン！　

竹宮惠子たけみやけいこ

風と木の詩
う た

全10巻

19世紀末、南フランスの寄宿学校で出会っ
た２人の少年・セルジュとジルベール。運
命に導かれた２人の鮮烈にして激しい愛を
描く、永遠の名作!!

高尾滋たかおしげる

ゴールデン・デイズ 全4巻

地震の際に大正時代にタイムスリップして
しまった相馬光也。祖父・慶光の友人であ
る春日仁との出会いがもたらすものは…!?
『マダム・プティ』の高尾滋が贈る大正浪漫
ストーリー待望の文庫化！

高尾滋たかおしげる

ディア マイン 全2巻

高校生の咲
さ

十
と

子
こ

は、母と二人で慎ましく暮
らす優しくてちょっとドジな女の子。とこ
ろが、母が保証人になっていた会社が倒産！ 
一億円もの借金を肩代わりしてくれた救世
主・和

わ

久
く

寺
でら

風
ふう

茉
ま

は、咲十子の許婚で…!? 
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橘 裕たちばなゆたか

もしかしてヴァンプ 全5巻

熱血少女・谷口茉
まつ

理
り

の苦手なものはオカル
ト＆スプラッタ。そんな彼女に絡んでくる
美少年・穂高薫は、何故かホラー映画の吸
血鬼とイメージが重なって…。

橘 裕たちばなゆたか

人形師の夜 全3巻

力尽き、体は動かなくなっても、心の底の
切なる想いは消せない。そんな人の元に現
れる「人形師」とは…？　すべての人が涙
する、切なさと感動が詰まった珠玉のオム
ニバス、ついに文庫化！

立野真琴たてのまこと

そりゃないぜBABY 全6巻

キュートな18歳のホームヘルパー☆桃子さ
んの住み込み先は、人気の美形小説家・朔
原敬四郎宅。絶対口外無用！が条件だった
けど、訪ねてみると何と４人の子どもに囲
まれて…!?　スーパー家政婦コメディ !!

立花 晶たちばなあきら

サディスティック・19

西神田・すまちゃん・桂子・シュメール・
へいマン・いいわけ巫女…あなたの脳みそ
をかき回す不条理キャラが続々登場！　若
さゆえの狂気と美しさに彩られたストレン
ジ・ギャグ・ワールド全開!!

ナインティーン

立野真琴たてのまこと

D
ディウォーク

-WALK 全4巻

カメラマンの卵・江端高巳。人気モデルの
兄の背中を追っかけ修業中！　の毎日。誘
惑と陰謀渦巻くギョーカイだけど、自分を
信じてシャッターを切る!!　立野真琴のス
マッシュヒットがうれしい文庫化☆

橘 裕たちばなゆたか

Honey 全5巻

看護と心のケアが信条の養護教員・長谷川
千鶴。仕事に燃える毎日だが、実はうんと
頼りない。何よりイマドキの高校生の悩み
は複雑。学校一の問題児・久我直樹の心を
癒そうと奮戦するのだが…。

田中メカたなかめか

お迎えです。 全3巻

あの世の会社「ＧＳＧ（極楽送迎）」の仕事は、
未練を残してさまよう霊たちを無事、成仏
させること。受験生・堤

つつみ

円
まどか

は、無理矢理Ｇ
ＳＧの仕事を手伝わされるが…。描きおろ
しショート＋インタビューも収録！

竹宮惠子たけみやけいこ

ブライトの憂鬱

巨大財閥シェラトンの御曹司にしてESP少
年・ブライトを悩ませる問題とは!?　名作
「私を月まで連れてって！」の続編「ブライ
トの憂鬱」「ブライトの憂鬱・2」が1冊の
文庫になって登場！
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筑波さくらつくばさくら

目隠しの国 全5巻

時折『目隠し』を取るように、触れた人の“未
来”が見えるかなで。触れると常に“過去”
が見える転入生・あろうと出会い、惹かれ
始めるが…!?　人と人との絆を描く筑波さ
くらのブレイク作の文庫化。

津田雅美つだまさみ

ブスと姫君 津田雅美作品集

合唱部の仲良し４人組の恋と青春を描いた
『ブスと姫君』四部作に加えて、デビュー作
『会えてよかった』、コミックス未収録作品
『３-BITTER-PAIN』など初期作品を収録！

津田雅美つだまさみ

彼氏彼女の事情 全10巻

頭よし性格よしの完璧な優等生・宮沢雪野。
でも実は良く見られたいがため、不断の努
力を続ける見栄っ張りだった。そんな雪野
が唯一勝てないのが有馬総一郎。憎っくき
有馬に対して雪野は…!?　

津田雅美つだまさみ

WORDS 彼氏彼女の事情 詩集

「彼氏彼女の事情」本編中の台詞を著者自
らがセレクション。磨き抜かれた言葉の
数々があなたの心に届きます。04年に月刊
LaLaで実施された応募者全員サービスでつ
くられた本を再編集しました。

津田雅美つだまさみ

夢の城 津田雅美作品集2

領主の息子ラフェンスは母の仕打ちに耐え
かね城の塔から飛び下り、小姓チタもその
あとを追う。目がさめた二人が辿り着いた
のは森の中の不思議な城。そこには…。表
題作ほか珠玉の6作品を収録。

田中メカたなかめか

天然パールピンク 全2巻

「アイドル刑事モモコ」で人気急上昇中のア
イドル・桃野真珠が支える小さな芸能事務
所「ドッグラン」。ある日、社長の息子の乾
貫二は、真珠から娘の珠子を紹介されるが
…!?　

なかじ有紀なかじゆき

ハッスルで行こう 全4巻

コックを目指す海
かい

里
り

は18歳。憧れていたイ
タリアンレストラン「ピッコロ」の見習い
として、コック修行開始☆　作中の料理が
実際に作れるレシピも出てくる美味しいグ
ルメコメディ !!

なかじ有紀なかじゆき

小山荘のきらわれ者 全4巻

父の転勤で１人日本に残った彰吾は、父の
親友が経営する小山荘へ下宿。でも気楽な
一人暮らしのハズが、何の因果か相部屋に!!
同居人とはケンカばかりで…!?
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なかじ有紀なかじゆき

RED 全2巻

大手アパレルの跡継ぎとして両親の期待を
背負う汐は、自分の将来に不安を抱いてい
た。そんな彼の家にいとこの蓮がやってき
て…!?　汐が気になっている女の子・くる
みも絡み、混戦模様の青春が始まる！　

仲村佳樹なかむらよしき

MVPは譲れない! 全4巻

成渡第一高校バスケ部エース・一堂に憧れ
てマネージャーになった美

ヨシ

雪
ユキ

。でも一堂の
プレイに見とれて彼の顔を良く憶えていな
かったからさあ大変。笑いと涙のスポーツ・
ラブストーリー !!

那州雪絵なすゆきえ

フラワー＝デストロイヤー

未来の花̶̶デストロイヤーは人間の脳に
働きかけ、平生眠っている能力を呼び覚ま
す原生生物。その香りを高西智恵は吸って
しまった！　少女ＳＦアクションの大作が
一冊に収まり今、甦

よみがえ

る…。

那州雪絵なすゆきえ

ここはグリーン・ウッド 全6巻

胃潰瘍を患い、一か月遅れで高校に入学
した 川一也。“変人の巣窟”と噂される
緑
グリーン・ウッド

林寮に入寮するハメになった一也の学園
生活は前途多難̶̶!?

なかじ有紀なかじゆき

隣はS
スクランブル

CRAMBLE 全2巻

『隣のＤＯＵＢＬＥ』の愛
め

久
ぐ

美
み

＆渡辺家の双
子のその後は…!?　両家を巻き込む怪事件
あり、藤

とう

也
や

のことが好きな女の子の出現あ
りの緊急事態！　番外編『嘆きの天使Ⅰ・Ⅱ』
も同時収録☆

なかじ有紀なかじゆき

隣のD
ダブル

OUBLE

新生活に胸を膨らませ、神戸に引っ越して
きた愛

め

久
ぐ

美
み

。初日に出会った藤
とう

也
や

に惹かれ
るが、その翌日、顔はそっくりだが性格が
正反対の桜

おう

太
た

に出会う。２人は愛久美の家
の隣に住む双子で…!?

中条比紗也なかじょうひさや

夢みる葉っぱ

大ヒット「花ざかりの君たちへ」の中条比
紗也が描く７つのラブロマンス。デビュー
直後から新人離れした画力で人気を得た作
者が、フレッシュな筆致で微妙な恋心を描
いた初期作品集。

中条比紗也なかじょうひさや

ミッシング・ピース

沢渡藍のクラスに現れた不思議な少年・秋
月透。陰陽師の血をひく彼はその能力を生
かし、ある事件の調査を進めていると語る。
勝手に(?)パートナー宣言した藍、しかし犯
人の魔の手はすぐそこに…。
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成田美名子なりたみなこ

CIPHER〈サイファ〉 全7巻

学校のアイドルで全米でも有名な俳優シ
ヴァと、双子の弟サイファ。彼らには重大
な秘密が…！　N.Y.を舞台に描く、ファッ
ショナブル青春ストーリー !!

成田美名子なりたみなこ

N
ナチュラル

ATURAL 全5巻

理
わ

由
け

有りで日本にやって来た９歳のペルー
人少年・ミゲールは、山

さん

王
のう

丸
まる

家の養子とな
り、愛情を受けて育つ。そして高校生となっ
た彼には、バスケや弓道を通じた新しい出
会いが待っていた…。

成田美名子なりたみなこ

みき＆ユーティ

万能生徒会長のユーティと転入生のみき、
そして個性豊かな仲間たちが函館市内の全
寮制男子高校で繰り広げる、さわやか青春
物語。悩みあり笑いあり涙ありの成田美名
子の初期傑作!!

成田美名子なりたみなこ

ALEXANDRITE〈アレクサンドライト〉 全4巻

『CIPHER』では、シヴァの友人として登場
していたレヴァインが今度は主役。彼が熱
い想いを寄せる豪快な美女アンブローシア
も登場して、N.Y.ユニバーシティ・ライフ
は超刺激的!!

成田美名子なりたみなこ

エイリアン通
ストリート

り 全4巻

容姿端麗、頭脳明晰、学園のヒーロー・シャー
ルのまわりは、謎と危険の香りでいっぱい！
スリリングでハートフルなアメリカン・ス
トーリー !!

那州雪絵なすゆきえ

月光 全2巻

女子高生・藤美が連れて来られた不思議な
世界「光の半球」。調和に満ちたその世界
に崩壊の危機が迫る!?　「ここはグリーン・
ウッド」の作者が描く異世界アクションが
待望の文庫化!!　

那州雪絵なすゆきえ

それからどしたの？仔猫ちゃん

女の子3人組の日常を描いた表題作ほか、単
行本未収録の『Doggy Days－犬の日々－』
２編に加え、『内沢とわたし』『美形いりま
せんか？』『雪女』『踏まれた天使のように』
を一挙収録!!

那州雪絵なすゆきえ

天使とダイヤモンド

新人教師・加野圭吾は赴任先の高校で双子
のイトコ・大沢開、七美兄妹と再会。だが
彼らが圭吾に突きつけた「約束」が彼を野
球の監督に!?　さあ、目指せ甲子園！
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西谷祥子にしたによしこ

西谷祥子傑作選3 レモンとサクランボ

明るくレモンのような礼子と、おしとやか
でサクランボのようなさくら。家族や高校
の友人たちに囲まれて、成長していく少女
の姿を鮮やかに描いた傑作!!　表題作ほか、
『リンゴの並木道』『これくしょん』を収録。

西村しのぶにしむらしのぶ

S
スリップ

LIP

ケンソウは高校生。彼女もいるけど再会し
た ｢隣のお姉さん｣ スズにもう夢中。歳は
ふた桁違っても、いつでも恋は急ぎ足̶̶。
「オットコマエのオンナ」の当代一の描き手
の代表作！

猫十字社ねこじゅうじしゃ

黒のもんもん組

強烈トリオの変態パワーがさく裂!!　セコく
雄々しくたくましく、惜しみなく与えるギャ
グの海。悲しみよ、苦しみよ、さようなら。
心を癒す壮快ギャグ・バトル。

西谷祥子にしたによしこ

西谷祥子傑作選4 学生たちの道

名門セント・アザレア学園へと続く「学生
たちの道｣｡ そこで学ぶ若者たちの挫折と希
望、そして恋を描いた青春ドラマの名作！
若者が愛してやまぬ映画の魅力を語る描き
下ろしも収録！

西谷祥子にしたによしこ

西谷祥子傑作選1 マリイ♡ルウ

素敵な恋に憧れるマリイルウのほろ苦い初
恋と成長をロマンチックに描く表題作ほか、
壊れかけの家族の再生を聡明な少女の目を
通して描く『白ばら物語』、短編『踊る人形』
『てっせん花』を収録。

西谷祥子にしたによしこ

西谷祥子傑作選2 ジェシカの世界

繊細な少女の心の崩壊という衝撃の結末が
心を打つ表題作ほか、ステディな２人のフ
レッシュ学園コメディ『クラス・リングは
恋してる』、未発表作『わるい妹たち』、異
色の新撰組物語『鴨もどき』を収録。

成田美名子なりたみなこ

天
そ ら

の神話 地の神話

かつての大戦の後、天
ヘヴン

と地
アース

に逃れた人々の
子孫が、妖

ウィルキー

精たちを巻き込んで長い間争い
を続けていた。未来の地球を舞台にファン
タスティックな世界を描く表題作ほか、初
期の名作を集めた待望の一冊!!

成田美名子なりたみなこ

あいつ

学園の有名人（？）高３の七穂辰之介と沢
田涼司の２人が隣に引っ越してきてから、
高１の泉みさとの生活は一変！“夢追人トリ
オ”の輝ける青春を描いた、不朽の名作!!
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野間美由紀のまみゆき

ダイヤモンド迷
ラ ビ リ ン ス

宮 ジュエリー・コネクション3

ミセス・ダイヤモンドと呼ばれる夫人が転
落死。自殺として処理されるが、美鳥たち
は夫人が身につけていたアンティークペン
ダントに疑問を抱く…。

野間美由紀のまみゆき

エメラルド・シティ ジュエリー・コネクション5

「アルコールは無色透明なジンしか飲まな
い」とこだわっていた、辛口評論家の神津
が殺された！　毒が盛られた緑色のカクテ
ルを、なぜ彼は口にしたのか!?

野間美由紀のまみゆき

香港翡
ひ

翠
す い

幻想 ジュエリー・コネクション6

突然、梶野が姿を消し、香港のホテルから
彼の忘れ物が届けられる。それは一粒の見
事な翡翠だった。それを手がかりに、さっ
そく香港へ飛ぶ美鳥とハルだったが…!?

野間美由紀のまみゆき

君はルビーの嘘をつく ジュエリー・コネクション4

人気小説家の婚約者が、ルビーとともに失
踪！　彼女を追うために、小説家から話を
いた美鳥たちは、２人の関係に疑問を抱い
て…!?

野間美由紀のまみゆき

ピンキーリング ジュエリー・コネクション1

ジュエリー・デザイナーを夢見て宝石店に
勤める美

み

鳥
どり

は、ある日悪質な客に弁償金を
払うハメに。落ち込む彼女は、街で声をか
けてきた男と一夜を共にするが…!?

野間美由紀のまみゆき

閃
せ ん

光
こ う

のサフェイロス ジュエリー・コネクション2

ハルに招かれ、軽井沢の別荘にやってきた
美鳥と梶野。ハルの友人で三ツ谷財閥の令
嬢・奈津子と出会うが、梶野は奈津子の父
親からある調査を依頼されていた…。

野間美由紀のまみゆき

インテリア

美貌の新進インテリアデザイナー・北村木
ゆ

綿
う

子
こ

。愛と仕事に燃える彼女に忍び寄る甘
く危険な罠…。人気ミステリー、インテリア・
シリーズを完全収録。

ねこぢる
ねこぢる食堂

仲の良いネコの姉弟、にゃーことにゃっ太
が活躍する『ねこぢるごはん』をはじめ、『ぢ
るぢる昔ばなし』や取材漫画の『ぢるぢる
見聞録』など、無邪気でかわいくて残酷な
ねこぢるワールド傑作集！
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野間美由紀のまみゆき

カレイドスコープ

突然父を失ったデザイナー・琉璃が、父の
死の真相に迫る『カレイドスコープ─万華
鏡の絢爛─』４連作をはじめ、『嘘でかま
わない』『月よりも甘く』『光のコリドール』
を収録した恋愛ミステリー傑作集。

野間美由紀のまみゆき

日時計殺人事件

姉の死の真相を探る亮は、先輩の古谷に接
近するが…。別々のコミックスに収録され
ていたシリーズ４作品「日時計殺人事件」「腕
時計は眠らない」「砂時計幻想」「時計塔に
降る雨を」が1冊に。

野間美由紀のまみゆき

星飾り殺人事件

「パズルゲーム☆はいすくーる」と同時期に
発表した学園ミステリーの傑作選。表題作
他「三日月高原殺人事件」「彼女と炎のシン
ビジウム」「フェイド・アウト」の4編を収録。
幻の作品が今甦る!!

萩尾望都はぎおもと

銀の三角

６年に一度の朝を迎える惑星『銀の三角』。
そこに住む民人は、絶滅したと伝えられて
いたが、３万年後、彼らはなぜか再び姿を現
した…。時間移動の能力を持つマーリーの
遙かなる時空をめぐる謎解きの旅が始まる。

野間美由紀のまみゆき

アトモスフィア 12か月のひまわり

ハーフの女子高生・日向葵と、10歳年上の
恋人で気象予報士の稲見良一は、次々と起
こる不思議な事件を“気象”の観点から解
いていくが…。大人気ミステリアス・ウェ
ザーリポート!! 

野間美由紀のまみゆき

パズルゲーム☆はいすくーる 全18巻

葉
は

蔓
づる

高校ミステリ研の名コンビ（？）香月
と大地は、明解な推理と度胸の良さで、学
園内のあらゆる難事件を解決いたします！
本格的な推理とちょっとエッチな気分も楽
しめるロングヒットシリーズ！

野間美由紀のまみゆき

感じるサファイア ジュエリー・コネクション8

サファイアをイメージして作られた香水。
それを調香した女性の周りで起きる不可解
な事件を追う美鳥と梶野たちだが…。

野間美由紀のまみゆき

トルマリン物
ト リ ロ ジ ー

語 ジュエリー・コネクション7

川辺工業創設者の川辺泰三が３人の孫娘に
遺した宝石には各々意味があり、互いに交
換してはいけないという。その真意を探る
ため動き出す美鳥たちだったが…。
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波津彬子はつあきこ

燕
え ん

雀
じゃく

庵
あ ん

夜
よ

咄
ばなし

恩師である百瀬の隠居所“燕雀庵”を訪れ
た芳村は、娘の身を案じ現れる母親の幽霊
の話を聞く。明治・大正時代を軸に幻想と
耽美の世界をしっとりと描いた、珠玉の作
品集。

波津彬子はつあきこ

秋
しゅう

霖
り ん

の忌
き

事故で亡くなった兄・靫彦の墓参りに訪れ
た史郎は、兄の婚約者だった青奈と出会う。
兄の死の原因をほのめかす彼女に、次第に
惹かれるが̶̶。表題作ほか５編収録のサ
スペンスロマン集。

波津彬子はつあきこ

夜のやさしい手

交通事故で夫を失った女・奈月が夜毎続け
る儀式を見守るのは、１匹の猫だった…表
題作をはじめ、『女神の末裔』『花の家』など、
ミステリアスな７つの愛の物語。波津彬子
ファン待望の傑作短編集。

波津彬子はつあきこ

水に棲
す

む鬼

家政婦として萩原家を訪れた奈津子は、親
類たちの奇異な視線に戸惑う。自分とよく
似ていたという当主の先妻の不審な死…そ
して!?　表題作ほか５編を収録したミステ
リー・ロマン傑作集。

萩尾望都はぎおもと

この娘
こ

うります!

デザイナーの父を持つドミは、小さい頃か
ら少女服のトップモデル。パリジェンヌの
初恋を描いた、モトさまの恋愛コメディの
表題作ほか５編を収録。

波津彬子はつあきこ

幽霊宿の主
あ る じ

人 冥
めい

境
きょう

青
せい

譚
たん

抄
しょう

冥界と現
うつしよ

世を結ぶ不思議な才をもった秀麗
な男・秋月青之介。亡き人の面影を偲

しの

んで、
「幽霊宿」の主人・青之介の許を訪れる客は
後を絶たない…。大人気『冥境青譚抄』シリー
ズ全８作を一挙収録。

萩尾望都はぎおもと

ケーキ ケーキ ケーキ

塩崎家の三女カナの頭の中は、いつもお菓
子のことばかり。ある日、素晴らしいフラ
ンス菓子を作る青年に出会い…!?　甘くて
おいしい感動の物語！

萩尾望都はぎおもと

メッシュ 全3巻

メッシュと呼ばれる孤独な少年の傷つきや
すい心を、やさしさと哀しみをこめて描い
た永遠の名作。無彩色の街を舞台に繰り広
げられる心理ドラマの代表作。
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ひかわきょうこ
銀色絵本 千津美と藤臣君のシリーズ2

硬派でハンサムな藤臣君の彼女にしては、
「ガキっぽい」なんて言われちゃうけど、誰
より彼を理解してるのは千津美です。美人
の元彼女に負けるな!!　シリーズ完結編。

ひかわきょうこ
白い窓の向こう側

聖子と義人は幼なじみで、いつも一緒。で
も最近、よくわからない想いにお互いが戸
惑いはじめて……。心が揺れる想いがふれ
る切ないラブ・スイング、完全版で登場!!

ひかわきょうこ
星のハーモニー

つい怒鳴ってしまう男の子と、優しいお人
好しの女の子『和田君とゆきこ』シリーズ、
やんちゃな男の子と控えめな女の子『杉掛
君とまゆ子』シリーズほか、心ときめく初
期傑作集！

ひかわきょうこ
荒
こ う

野
や

の天使ども 全2巻

西部のはぐれ者３人組と、超元気少女のミ
リアムが向かった先は無法の町。そこで繰
り広げられるスリリングな毎日！　おてん
ばウエスタンの傑作。

ひかわきょうこ
春を待つころ 千津美と藤臣君のシリーズ1

千津美のＢ
ボーイフレンド

Ｆは一つ年上の藤臣くん。無口
でケンカが強くて近寄りがたい雰囲気だけ
ど、ドジな千津美をいつも守ってくれる。『千
津美と藤臣君のシリーズ』６編と読み切り
１編を収録した傑作集!!

作画 浜田翔子はまだしょうこ│原作 桑原水菜くわばらみずな

炎の蜃
ミラージュ

気楼 全3巻

魔将・武田信玄の復活のため、身体を狙わ
れた高校生・譲。親友・高耶は、信玄の宿
敵の換生者として魔に立ち向かう！　現代
を舞台に戦国時代の魍

もう

魎
りょう

が跋
ばっ

扈
こ

する、傑作
ホラーファンタジー。

原作 集英社コバルト文庫

作画 浜田翔子はまだしょうこ│原作 和田慎二わだしんじ

神に背を向けた男 全3巻

目の前で両親を殺され、姉を犯され、自ら
の一生を復讐にかけた男、郷田佳樹。屈辱
に耐えて連妙寺家の財力と「力」を手に入
れた今、復讐劇が始まる！

作画 波津彬子はつあきこ│原作 泉 鏡花いずみきょうか

鏡
きょう

花
か

夢
む

幻
げ ん

播州姫路・白鷺城の見事で優美な大天守。
人が踏み入る事のない最上部には美しい魔
が棲むという──。泉鏡花の三大戯曲『天
守物語』『夜叉ヶ池』『海神別荘』の夢幻的
世界を流麗に描いた傑作集。
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は行

日渡早紀ひわたりさき

星は、すばる。

日渡早紀、夢多き15歳。趣味は天体観測！
デビュー作『魔法使いは知っている』を始
めとした“早紀シリーズ”全10作に加えて、
単行本未収録の番外編『猫なんか大嫌い』
を併録した完全版！

日渡早紀ひわたりさき

未来のうてな 全５巻

茉
まつ

雪
ゆき

健
たける

は、自作のＲＰＧ創作に打ち込む夢
見る少年。高校受験を控え、学校見学会で
出会った超カワイイ他校生・鈴

すず

鳴
なり

苺
いちご

に一目
惚れ。しかし、苺の存在が人生に大きく関
わることを、健はまだ知らずにいた̶̶。

日渡早紀ひわたりさき

記憶鮮明

クローン技術やＥＳＰ（超能力）が一般化
した近未来、謎の連続爆破事件の捜査の鍵
を握るのは…？　『ぼくの地球を守って』と
世界観を共有する『記憶鮮明』シリーズ５
作品がこの一冊に!!

日渡早紀ひわたりさき

ぼくの地球を守って 全12巻

不思議な夢を共有する高校生たちの過去に
何があったのか!?　複雑にからみあう因縁、
謎につつまれた真実。前世ブームを巻き起
こした衝撃のＳＦ大作!!

ひかわきょうこ
彼方から 全7巻

下校途中に無差別爆弾事件に巻き込まれ、
異世界へ飛ばされた女子高生・典子。見知
らぬ森の中で典子を救ったのは、渡りの戦
士・イザーク。２人の出会いから、世界は
大きく動き始める…。

平井摩利ひらいまり

火宵の月 全8巻

稀代の陰陽師・土御門有匡に想いを寄せる
両性体の猫・火月。鎌倉時代末期の政変を
妖しく織りなした大人気伝奇ロマン！ カバ
ーイラストや巻末ショートなど描きおろし
満載で文庫化。外伝三部作も完全収録。

ひかわきょうこ
女の子は余裕!

高２の友美が想いを寄せていたのは、中学
から一緒でクラスメイトの沢田くん。とこ
ろが彼には別に好きな女の子がいて…。で
も、私には仲間がいるから大丈夫！　でき
る女の子は余裕を持たなくっちゃあ！

ひかわきょうこ
時間をとめて待っていて 全3巻

『荒野の天使ども』の続編。17歳になった
ミリアムは友人の結婚式の帰り道、崖から
落ちて記憶喪失に。ダグラスとの恋の行方
は!?　手に汗握る冒険ストーリー !!
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は行～ま行

藤原カムイふじわらかむい

旧約聖書 ─創世記─

世界最大のベストセラー「聖書」がコミッ
ク文庫で登場!!『ドラゴンクエスト列伝』シ
リーズの藤原カムイが天地創造、アダムと
イヴ、ノアの箱舟、バベルの塔等の物語を
華麗に荘厳に描いたスペクタクル。

日渡早紀ひわたりさき

アクマくん 魔
マ ジ ッ ク

法★B
ビター

ITTER アクマくんシリーズ3 全2巻

魔界の王子・アムカ、元婚約者・アシャ、
魔女に育てられた女神・チャチャ、魔界屈
指の妖術使い・シヴァ…４人の未来は!?『ア
クマくんにお願い』『アクマくん ブラック・
ミニオン』に続くシリーズ第３弾！

日渡早紀ひわたりさき

宇
コスモ

宙なボクら！ 全2巻

森宮天湖はちょっと内気な中学1年生。学校
のイベントで活躍したのをきっかけに「魔
女を探せ」という手紙が届くようになり…?
日渡早紀が「イジメ」をテーマに描いたハー
トフル学園ファンタジー！

日渡早紀ひわたりさき

GLOBAL GARDEN 全4巻

自らの発見から原爆が生まれた事を悔やみ
つづけたアインシュタインは、ある願いを二
人の少年に託す。そして2005年、東京。少女・
涙花の前に、謎の青年が現れ…!?時空を越え
て綴られるスペクタクル歴史ファンタジー！

藤崎真緒ふじさきまお

瞳・元気 KINGDOM 全6巻

両親を亡くし、従兄に乱暴されて親戚の家
を飛び出した響だが、アパートが火事で焼
け出されてしまう。そこへ学校一の有名人
で生徒会役員の香坂義王が同居を提案、男
性恐怖症の響はパニックに！

松苗あけみまつなえあけみ

カトレアな女達

不幸な戦争で青春を棒にふった老３姉妹が、
恋におしゃれにワガママ放題な老後を謳歌
する表題作ほか、死んだはずの親友が犬の
姿になって現れ、珍騒動を巻き起こす『友
よ尾をふれ！』を収録。

日渡早紀ひわたりさき

アクマくん ブラック・ミニオン アクマくんシリーズ2

アシャとの婚約を解消した魔界の王子・ア
ムカは、人間界でバイトに精を出す毎日。
そんな彼の前に現れた従弟・キャラが「天
使になりたい」と言い出して!?　『アクマく
ん』シリーズ第２弾!!　

日渡早紀ひわたりさき

アクマくんにお願い アクマくんシリーズ1

魔界の第15王子・アムカが人間界にやって
きた！　家事上手の史郎の家に居候した彼
の目的とは!?　個性豊かなキャラクターた
ちが大活躍する、日渡早紀の最初の大ヒッ
トシリーズ!
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ま行

魔夜峰央まやみねお

ラシャーヌ! 全4巻

インドに住む美少年・ラシャーヌ。破壊的
行動力と見事な推理力を武器に数々の怪事
件を解決！　だけどその裏には、いつも一
途な恋心が…!?

魔夜峰央まやみねお

パタリロ! 1～50巻

破壊的天才少年・パタリロが、日本国中に
投下する爆笑悩殺弾！　少女まんが史上空
前の長寿ギャグ傑作を、テーマ別にセレク
ション。

マツモトトモ
キス 全4巻

ピアノ教室に通い始めて５年になる、16歳
のカエ。五嶋先生に恋心を抱きつつも、クー
ルな先生に子供扱いされてばかり。ピアノ
のレッスンを通して成長する２人の恋は…!?

マツモトトモ
２３：００

男嫌いの緑は、横暴な兄・猛が所属するス
トリートダンスチームに同級生の比嘉を誘
うが、彼の声とダンスに魅了されて──!?

マツモトトモ
美女が野獣 全3巻

成蹊学院付属菫寮──その名の如く、清ら
かなる少女達の生活の場──親の転勤によ
り高校2年生から寮生になったエイミ。年代
物の女子寮に驚いた矢先、さらに驚くべき
“任務”が待っていた！ 

魔夜峰央まやみねお

妖怪缶詰 全2巻

死者の想いが妖しい幻となり生者を惑わす
怪談『牡丹燈籠』ほか、伝承に息づく妖怪
を描いた怪奇作品集。

マツモトトモ
英会話スクールウォーズ

外国人を見るだけで硬直してしまう女子高
生・有栖川希子（通称アリス）は、父の海
外赴任を機に英会話スクールに通うことに。
そこにはイケメン外国人講師・イシュとの
出会いが待っていた…!?

松苗あけみまつなえあけみ

食と薔薇の日々

貧乏で大家族の米
まい

と大金持ちの一人娘和
わ

菓
か

子
こ

。10年後、洋食屋のまかない担当と味音
痴のレストランチェーン・オーナーとなっ
た２人は運命の再会。“食”の世界で共に励
むことに!?
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ま行

魔夜峰央まやみねお

パタリロ西遊記! 全5巻

悟空＝パタリロ、三蔵法師＝マライヒなど、
ご存知『パタリロ！』のキャラクターが演
じる（？）西遊記の世界。天竺へお経を受
け取りに行く旅には、様々な怪事件が待っ
ていた!?

魔夜峰央まやみねお

美
チ ェ リ ー ボ ー イ ス ク ラ ン ブ ル

少年的大狂言

超硬派な名門男子校・青嵐高校に女よりも
色っぽい（？）とびきりの美少年・桜丸がやっ
て来た。ガチガチ硬派の生徒会長・城太郎
をはじめカタブツの生徒たちは翻弄されっ
ぱなし！

魔夜峰央まやみねお

横須賀ロビン

美少年だが変人の雪月卓也は事故に遭い、
飼い猫ロビンに魂が乗り移ってしまう。そ
んな彼がひょんなことから猫社会の首領の
遠大な野望を知ってしまい…!?

美内すずえみうちすずえ

ガラスの仮面 1～26巻

演劇の道にすべての情熱をかけて生きる少
女・北島マヤ。幻の名作“紅

くれない

天
てん

女
にょ

”をめぐっ
て、さまざまな人物とその思惑が交錯する
演劇大河ロマン!!

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選2 聖
セント

アリス帝国

聖アリス学園に転校してきた桃子。だが、
そこは女王が支配し怪盗が暗躍する、学園
という名の帝国だった…。傑作学園ミステ
リーの表題作ほか２編。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選1 妖
よ う

鬼
き

妃
ひ

伝
で ん

忘れ物を取りに行ったまま戻らず、怪死体
となって発見された親友。その謎を追う秋
本つばさが見たものは…!?　珠玉のミステ
リー・ホラー集!!

魔夜峰央まやみねお

親バカ日誌

「パタリロ！」の作者・魔夜峰央・通称ミー
ちゃんが、子煩悩全開で描く家族エッセイ
コミックが文庫に。まだ幼いマリエちゃん
＆マオくん姉弟のボケキャラぶりも楽しい
子育て日誌。

魔夜峰央まやみねお

おらが丸

陰気と貧乏をこよなく愛する若君・おらが
丸は６歳児のくせに妙に世渡り上手。ネク
ラギャグ満載の表題作ほか、弱冠10歳のセ
クシー令嬢ルルと召使いの亀ちゃんのドタ
バタギャグ『ルル亀！』も収録。
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ま行

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選6 虹の戦
いくさ

織田家に人質として輿
こし

入れした濃姫は、大
うつけ呼ばわりされていた信長の真の姿を
知り、天下統一までついていく決意を固め
る。表題作ほか２編を収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選5 王女アレキサンドラ

19世紀、幼い頃、失明したラストニアの王
女アレキサンドラ。闇と不安と孤独の中で、
彼女の武器は“信じる”ことだけだったが
…!?　歴史ロマン大作！

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選7 魔女メディア

幾度となく同じ夢を見るリリー。叔父一家
と訪れた古城で彼女が見たものは、夢と同
じ風景だった…。謎と怪奇ただよう表題作
ほか２編を収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選8 黒百合の系図

謎に満ちた母の突然の死。「黒百合」をキー
ワードに知られざる母の過去を求める安希
子。そこには恐るべき血の伝説が!!　表題作
ほか怪奇傑作を２編収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選10 孔
く

雀
じゃく

色のカナリア

私生児として生まれ、心に大きな傷をもつ
亜紀子。不遇なわが身を恨み、恐ろしい計
画を実行する彼女だが…!!　表題作ほか３編
を収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選9 燃える虹

裕福な家庭で何不自由なく育ったドーナの
運命が暗く陰っていく。人々の恨みや妬み
によって両親を殺害された彼女は、復讐を
誓うが…!?　表題作ほか２編を収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選4 13月の悲劇

寄宿学校・聖バラ十字学校へ転入したマ
リー。そこで彼女を待っていたのは、厳し
い校則と一様に暗い顔をした生徒たちだっ
た…。精選ミステリー・ロマン集!!

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選3 白ゆりの騎士

15世紀フランス。神の声を聞き、祖国を救
うために立ち上がったジャンヌ・ド・アルク。
伝説のヒロインを、雄大なスケールで描く
歴史ロマン！
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ま行

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選14 赤い女神

ムー大陸にいた「赤色人」の子孫が築いた
帝国を探検するため、リゾア島の奥地へ向
かう美也たち。永遠の命を持つという女神
の正体は!?　表題作ほか『ガラスの仮面』
の原点『ナオは光の中で』などを収録!!

作画 三浦建太郎みうらけんたろう│原作 武論尊ぶろんそん

ジャパン

屋島たちは突然の地震に襲われ、地の底に
落ちてしまう。そこで彼らが見たものは、
奴隷と化した日本人の姿。なんと、そこは
未来の世界だった!!

緑川ゆきみどりかわゆき

あかく咲く声 全2巻

「無口」な少年･辛島に想いを寄せる少女･国
分佐和。ところがある日、彼の不思議な力
を目の当たりにした時から、佐和の世界は
大きく変化し始める。幻想的なピュア・ラブ・
ロマンス傑作。

作画 三浦建太郎みうらけんたろう│原作 武論尊ぶろんそん

王
お う

狼
ろ う

伝
で ん

歴史学者・伊波はジンギスカン＝王狼が君
臨する13世紀のモンゴルに、タイムスリッ
プしてしまう。やがて彼は王狼として生き
ることを決意するが…!?

三原 順みはらじゅん

三原順傑作選 ’
セブンティーズ

70s

独自のテーマと感性で少女漫画界に大きな
インパクトを与えた、三原順の前期傑作集。
今もファンの胸に焼き付く珠玉読み切り12
編を収録。

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選12・13 はるかなる風と光上・下

南太平洋に浮かぶキング島̶̶イギリス人
で商人の父と、原住民モリオ族の母との間
に生まれたエマ。度重なる逆境にもめげず、
自分の未来を切り開いてゆく少女の壮大な
る歴史ロマン長編。

緑川ゆきみどりかわゆき

緋色の椅子 全2巻

貧しい村に育った少女セツは幼なじみの少
年ルカに会うため王都へ向かう。王の妾腹
である彼が即位したと聞いたからなのだが
…。TVアニメ「夏目友人帳」も絶好調な緑
川ゆきの名作が待望の文庫化！

美内すずえみうちすずえ

美内すずえ傑作選11 バラ物語

この世で最も美しいバラ“ビーナス”を愛
でる人々の優しさと勇気を、過去・現在・
未来のオムニバス形式でつづる。表題作ほ
か４編を収録。
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三原 順みはらじゅん

X
エックス・デー

Day

生きる意味を問い続けるダドリー。愛され
方を模索するアデール。突然の病に冒され
る純真なニュート。壮大なスケールで展開
される著者入魂の問題作!!

三原 順みはらじゅん

ムーン・ライティング

狼男を祖父に持つトマスから助けを求める
手紙をもらったディーは、10年振りに親友
を訪ねるが…。ファンタスティックでシニ
カルな異色コメディ!!

三原 順みはらじゅん

S
サンズ

ons ムーン・ライティング・シリーズ 全4巻

『ムーン･ライティング』のトマスとＤ･Ｄが、
舞台を少年時代に移して帰って来た！　２
人の運命の出会いから出生の秘密までがい
よいよ明らかに…。

三原 順みはらじゅん

ビリーの森 ジョディの樹 全2巻

世の中のことがよくわからない「可哀相な
子」ビリーと、同じ日に生まれた「幸せな子」
ジョディ。だがジョディの願いを叶えよう
とするビリーの行動が思わぬ悲劇を!?　三
原順最後の長編ストーリー !!

三原 順みはらじゅん

ルーとソロモン 全2巻

「ダメ犬、バカ犬、イジケ犬」。ウォーカー
家の名物犬ソロモンと、一家の末っ子ルー
は大の仲良し!!　奇妙な犬が巻き起こすハー
トウォーミングコメディ。

三原 順みはらじゅん

はみだしっ子 全6巻

親に見捨てられ、自分の居場所がなくて家
出したグレアム、アンジー、マックス、サー
ニン。少年たちの愛を探す旅を描く名作セ
ンシティブ・ロマン！

三原 順みはらじゅん

夢の中 悪夢の中

少女まんが史に独自の足跡を残しながら
1995年に夭逝した著者の、生前に刊行され
た最後の短編集がついに文庫化。表題作他、
「ベンジャミンを追って」「彼女に翼を」「帽
子物語」を収録。　

三原 順みはらじゅん

三原順傑作選 ’
エイティーズ

80s

名作『はみだしっ子』の完結後、円熟期に
至る三原順の、白泉社時代の後期傑作集。
「ロング アゴー」「Die Energie 5.2☆11.8」
など個性あふれる珠玉作９編を収録。
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ま行

森生まさみもりおまさみ

生徒全員に告
つ

ぐ! 全2巻

県立城南高校̶生徒たちをまとめるのは、
校史初の女生徒会長・日下部圭子。ある日、
生徒会の御意見箱に差出人不明の手紙が！
圭子は書記の林美緒、生徒会室の常連（？）
角真琴と共に立ち上がる！

作画 杜 真琴もりまこと│原作 若木未生わかぎみお

ハイスクール・オーラバスター アーケイディア

街中で“結界”“オーラ”といった言葉を
話す女子高生・侑子に出会い、声をかけた
十九郎と亮介。彼女に忍び寄る影は果たし
て妖の者の仕業なのか…!?　特別企画・若
木未生インタビューも収録！

原作 集英社コバルト文庫

森生まさみもりおまさみ

聖・はいぱあ警備隊 全5巻

元・男子校の私立東郷高校に入学した元気
娘・梨

なし

本
もと

つぶら。男子1200名に対し女子
20名という中で、彼女たちを守るのは「は
いぱあ警備隊」。その隊長・高

たか

屋
や

敷
しき

昴
すばる

に一目
惚れしたつぶらだけど…!?

セント

作画 杜 真琴もりまこと│原作 若木未生わかぎみお

ハイスクール・オーラバスター セイレーンの聖
せ い

母
ぼ

束の間の休息を楽しむ亮介たち。しかし突
然十九郎が襲撃される!!　不思議な運命に翻
弄される中、自分たちの存在を確認しあう
仲間たちだが…!?　若木未生スペシャルイ
ンタビューも収録!!

原作 集英社コバルト文庫

作画 杜 真琴もりまこと│原作 若木未生わかぎみお

ハイスクール・オーラバスター 十
じゅっ

戒
か い

人間の心の闇に乗じて憑依する“妖
よう

の者”と、
妖に打ち勝つ力を持つ“空

くう

の者”。時空を超
えた両者の戦いは今、学園でも…!?　希

き

沙
さ

良
ら

が十
じゅう

九
きゅう

郎
ろう

が大活躍！

原作 集英社コバルト文庫

作画 杜 真琴もりまこと│原作 若木未生わかぎみお

ハイスクール・オーラバスター 天使はうまく踊れない

不思議な転校生・諒の出現で、亮介の生活
は一変!!　どうやら亮介は幻惑に狙われてい
るらしく、希沙良たちも参戦し再び妖の者
との対決の時が迫る̶̶。表題作ほか２編
を収録！

原作 集英社コバルト文庫

杜真琴もりまこと

海よりも深く

自信家の菊池（♂）と優等生の羽鳥（♀）が
恋した相手は、純真な睦月（♂）！　でも睦
月は心地よい3人の友達関係を壊したくな
くて…!?　思春期の繊細な心を描くセンシ
ティブロマンス、ついに文庫化！

望月花梨もちづきかりん

欲望バス

毎週金曜深夜に学校へ向かう少女。昼間は
優等生の彼女の秘められた行為…。思春期
の少年少女の微妙な心情が、バランスを失っ
た時…!?　独特の語り口と鋭角的な視線が
光る珠玉の作品集。
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ま行～や行

谷地恵美子やちえみこ

女の化粧室

人事課勤続６年のＯＬと売れっ子エッセイ
スト。親友２人の恋を描く表題作ほか、ひ
たむきに生きる女性たちをピュアな視点で
とらえた短編10編を収録。

森生まさみもりおまさみ

コンクリート・ノイズ

開店したばかりの巨大デパートで爆発事故
…!?　閉じ込められた人々の決死のサバイ
バルが始まる…だが、その人々には様々な
人間模様が!?　表題作ほか「7人目は笑う」
など傑作長編読切集！　

柳原 望やなはらのぞみ

お伽
と ぎ

話
ばなし

がきこえる 全2巻

あと数か月でお母さんになる千沙だが、ふ
えの様子がおかしいのを心配して調査を開
始。来るべき安住との戦に備えて臨戦態勢
に入った加賀の国だが…?　ＨＣ未収録『お
伽噺の国』を収録したシリーズ完結編!!

柳原 望やなはらのぞみ

お伽
と ぎ

話
ばなし

を語ろう

時は戦国。お輿
こし

入れ目前の千沙姫は、まだ
見ぬ花婿に期待いっぱい！　ところが許

いいなずけ

婚
の一

いち

清
きよ

様は急の戦に出陣してしまい…!? 『一
清＆千沙姫』シリーズ５編に、特別描き下
ろし『お伽話の夜』を収録♥

柳原 望やなはらのぞみ

1/10のないしょ話

一
いち

清
きよ

と仲むつまじい日々を送る千沙。だが
母の病気の知らせに、千沙は一清と共に生
国・安住の国へと向かう。しかし安住の国
はこの地方の覇権を握ろうとする動きを見
せはじめ!?　一清＆千沙姫シリーズ第２弾。

森生まさみもりおまさみ

おまけの小林クン 全8巻

小林吹雪・小林健吾・小林千尋。偶然同じ
名字を持つ3人の間を彷徨って、自分を見
失った者は数知れず…。そんな1年A組に、
天使のような愛らしい笑顔を携え、4人目の
“小林”・小林大和がやって来た!!　

柳原 望やなはらのぞみ

まるいち的風景 全2巻

家電メーカー「KAMATA」が開発した行動
トレース型家庭用ロボット『まるいち』。で
も発売以降、様々な事件が起こって開発室
は毎日てんやわんや！ 笑いと感動がいっぱ
いつまったハートフルROBOストーリー。

森生まさみもりおまさみ

羊たちは何を見た

優等生の桃子は奔放な転校生・ヒロに激し
く惹き付けられる…。それぞれの家庭の問
題から家出を決心する小学生２人。あての
無い逃避行の中で、２人が出会う様々な事
件。純粋な愛の行方は…!?
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や行

作画 山内直実やまうちなおみ│原作 氷室冴子ひむろさえこ

なんて素敵にジャパネスク 全6巻

時は平安。生涯独身と心に決めていた大納
言家の瑠

る

璃
り

姫は、ひょんなことから高
たか

彬
あきら

と
婚約とまではよかったが、事件につぐ事件
で…!?　ぶっとび平安ラブ・コメディ。

原作 集英社コバルト文庫

作画 山内直実やまうちなおみ│原作 氷室冴子ひむろさえこ

ざ・ちぇんじ! 全2巻

平安時代、若君＆姫君が入れ替わった姉弟
を描く古典の名作『とりかえばや物語』を、
新しい視点で解釈した山内＆氷室コンビに
よる傑作、登場!!

原作 集英社コバルト文庫

作画 山内直実やまうちなおみ│原作 氷室冴子ひむろさえこ

雑居時代 全2巻

「開校以来の才媛」倉橋数子は、愛する譲叔
父さんの結婚に大ショック!!　留守宅管理を
引き受けて気ままな生活を送るはずが、な
ぜか２人の同居人が…!?　第２巻には『蕨ヶ
丘物語』全４編を併録。

原作 集英社コバルト文庫

山口美由紀やまぐちみゆき

タッジー・マッジー 全3巻

人には言えない秘密がいっぱいのロッテ。
ある日ロッテは秘密の力を大家の孫・リヒ
トに見られて町を出ようと決心したが、同
じ不思議な力を持つシルヴィのことが気に
なって…!?

山口美由紀やまぐちみゆき

フィーメンニンは謳
う た

う 全2巻

苦学生のリーナが拾ったのは、なぜかほか
の人には姿が見えない不思議な女の子・ミ
ルッヒ。そこへミルッヒを迎えに来たとい
う、謎の青年シルヴィが現れるが…!?

作画 山内直実やまうちなおみ│原作 氷室冴子ひむろさえこ

なんて素敵にジャパネスク 人妻編 1～2巻（全6巻）

相思相愛の高彬と結婚し人妻となった瑠璃
姫だが、預かるよう頼まれた姫君はとんだ
お騒がせ!?　大人気平安いにしえLOVE第2
部が待望の文庫化、幻のエピソード11Pを
文庫のために特別描きおろし!!

山田南平やまだなんぺい

オトナになる方法 久美子＆真吾シリーズ 全8巻

美人女子高生・久美子のカレは、身長差30
センチ＆７歳年下の小学生・真吾くん。デ
コボコカップルの大人気シリーズを完全収
録!!

山田南平やまだなんぺい

紅茶王子 全12巻

奈
たい

子
こ

、そめこ、美
はる

佳
か

はお茶会同好会の部員。
ある日、月夜の下で開いたお茶会の最中に、
紅茶の中から２人の王子様が出現して…!?
マジカル学園ロマンス、待望の文庫化！
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や行

山中音和やまなかおとわ

ロリータの詩集 全2巻

過去に人を傷つけた経験から、「言葉」に強
いコンプレックスを抱く少女・橘

たちばな

斎
ゆい

。友人
の少年の死をきっかけに、「詩」を残そうと
決意する。周囲との交流の中で、斎は少し
ずつ言葉を取り戻し始める…。

由貴香織里ゆきかおり

天使禁猟区 全10巻

無
む

道
どう

刹
せつ

那
な

は実の妹・紗
さ

羅
ら

への許されざる愛
に悩み苦しむ高校生。ある時刹那は、かつ
て天地大戦で神に叛

そむ

いて敗れた女天使アレ
クシエルの生まれ変わりだと告げられ…!?

由貴香織里ゆきかおり

伯爵カイン 全6巻

20世紀のロンドン、若き伯爵・カインと執
事のリフが遭遇する数奇な事件の数々を綴
る「伯爵カインシリーズ」。初期作品からシ
リーズ最終編「ゴッド チャイルド」までを、
全6巻で刊行。

由貴香織里ゆきかおり

砂礫王国

「天使禁猟区」「人形宮廷楽団」の作者が綴
る魅惑の世界！　異世界ファンタジー長編
「砂礫王国」「ストーンヘンジ」、ゴシックミ
ステリーの傑作「時間を止めた少年たち」「残
酷な童話たち」を収録した初期傑作集登場！

由貴香織里ゆきかおり

少年残像 -Boy's Next Door-

Ｌ．Ａ．を震撼させた少年連続殺人事件…犯
人・エイドリアンとストリートボーイ・ロー
レンスの、狂気に彩られた愛の物語「少年
残像」他、愛ゆえの罪を描いたミステリー
を集めた傑作集が文庫で登場。

由貴香織里ゆきかおり

戒音 dieとliveの脳内麻薬物質

事故で死んだミュージシャン・戒音の身代
わりをつとめることを強制された弟の凌。
兄の死の真相をめぐり、愛憎渦巻く人間関
係が浮き彫りに…!?　異色の芸能界ミステ
リー＆初期作品群を収録！

山田南平やまだなんぺい

空色海岸 全3巻

桜井朝は海辺の町に住む高校生。バス車内
でのトラブルから救ってくれた男性が落と
していったキーホルダーには…!?『オトナ
になる方法』の山田南平が描くビーチサイ
ドストーリー。

吉田秋生よしだあきみ

櫻
さくら

の園

丘の上の女子高校、桜華学園。春の創立祭で、
チェーホフの“桜の園”を演じる演劇部員
たち。思春期の乙女たちのほのかな心情を、
センシティブに綴る連作短編集！「スクー
ルガール・プリンセス」を併録。
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や行

よしながふみ
ジェラールとジャック

フランス革命前夜のパリを舞台に、没落貴
族の少年ジャックと、三文小説家の平民ジェ
ラールの「一度目は男娼、二度目は息子、
三度目は恋人」の如き愛の変遷を描く大河
歴史ロマン。

吉田戦車よしだせんしゃ

酢
す

屋
や

の銀次

転校生のさとし君と友達になりたい銀次は、
何故かクラスの嫌われ者。銀次はさとし君
に友達の証としてとんでもなく悲しい荒技
を披露する…。

よしながふみ
ソルフェージュ

ソルフェージュとは音楽家の基礎教育。声
楽家への険しい道を目指す少年・吾妻と、
彼によって教師として目覚める青年・久我
山の関係は̶̶。表題シリーズ５章＋読み
切り４本を収録。

よしながふみ
執
し つ

事
じ

の分
ぶ ん

際
ざ い

革命期フランスの動乱の中、名門貴族に仕
える切れ者執事・クロードと、贅沢に慣れ
きった美しい主人・アントワーヌの甘く密
やかな恋愛劇。身分違いの熱く切ないロマ
ンス。

よしながふみ
フラワー・オブ・ライフ

白血病治療のため、１年１か月遅れで高１
になった春太郎。オカマにしか見えない教
師や優しいぽっちゃり少年などのバラエ
ティ豊かな人々に囲まれ、どこにでもある
ようでどこにもない学園生活が始まる！

よしながふみ
こどもの体温／彼は花園で夢を見る

現代の日本と中世の異国。遠く離れた二つ
の舞台で「家族」をテーマに描いた、よし
ながふみの二大連作シリーズが１冊に！

よしながふみ
1限めはやる気の民法

とある私大の法学部で出会った青年ふたり。
育ちも性格も正反対の彼らに生じたちょっ
と奇妙な友人関係。そんな青年達のキャン
パスライフとその後を描いたよしながふみ
の初期代表作を文庫化。

よしながふみ
よしながふみ対談集 あのひととここだけのおしゃべり

楽しいおしゃべりの時間です…「大奥」よ
しながふみの初対談集が文庫化。お相手は、
やまだないと、福田里香、三浦しをん、こ
だか和麻、羽海野チカ、志村貴子、萩尾望都、
堺雅人（文庫録り下ろし）。
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や行～わ行

羅川真里茂らがわまりも

赤ちゃんと僕 全10巻

榎木家にはママがいない。パパと小学生の
拓也と、赤ちゃんの実の３人家族。なのに
ワガママいっぱいの２歳児は甘えん坊で泣
いてばかり。弟思いの健気な小学生が繰り
広げる子育てコメディ！

羅川真里茂らがわまりも

ニューヨーク・ニューヨーク 全2巻

ニューヨーク市警に勤めるケインは、同性
愛者であることを隠し、一夜限りの相手を
求めて夜ごとマンハッタンに繰り出してい
た。だが理想の青年・メルと出会い、運命
の愛を見つけることに…。

羅川真里茂らがわまりも

僕から君へ 羅川真里茂傑作集

冬のある日、夏己が死んだ̶̶ひろむは15
年前、彼と出会った日のことを思い出す…。
友とのかけがえのない日々を回想する感動
作『僕から君へ』ほか、『東京少年物語』、『が
んばってや』を収録！

わかつきめぐみ
月は東に日は西に

“楽
らく

描
がき

倶楽部”は美術部の落ちこぼれが集
まってできた部。部費が出ないために、部
長の高橋茗をはじめ部員たちはアルバイト
（ほかの部の雑用）に追われ、文化祭の出品
作も決まらない有様で…。

わかつきめぐみ
So What? 全4巻

じっちゃんの研究が引き起こした、秋津島
家の空間のゆがみ。異空間から出ては消え
るエイリアンたちで毎日が大騒ぎ!?　傑作
ファンタスティック・コメディ！

ソ ー ・ ホ ワ ッ ト

わかつきめぐみ
黄
た そ

昏
が れ

時
ど き

鼎
て い

談
だ ん

人間の学校に通うも
・

の
・

の
・

け
・

の子供や満月の
晩に月に渡る珍しい魚の話など、黄昏時に
集まって語られる７話からなるファンタス
ティックな表題作ほか、18作品の珠玉の短
編集。

わかつきめぐみ
きんぎんすなご

進路に悩む高１の蓼
りょう

子
こ

が夏休みに出会った
風変わりな人々̶̶彼らの生き方を通して、
蓼子の中で何かが目覚め始めた…。３人の
女子高生の恋模様を描く『ローズ・ガーデン』
も同時収録！

米沢りかよねざわりか

無敵のヴィーナス

元売れっ子モデルの粧子と、その息子の健
太。初恋の相手が粧子だという私立探偵の
恵が現れてから、２人は事件に巻きこまれ
て…?　ついに完全版で登場!!
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わ行

わかつきめぐみ
夏目家の妙な人々

主夫業の父、大黒柱の母。その息子たちは
三つ子の高校生。いつもにぎやかな愛すべ
き夏目家の四季を描く表題シリーズ６話に、
続編の『Cotton Candy Cloudy』に加え描
きおろし『おまけまんが』を収録！

わかつきめぐみ
夏藤さんちは今日もお天気

留守がちの父が再婚した相手は、上の姉ちゃ
んの４歳上で24歳！　新婚夫婦に子供３人、
愛犬琴丸、通い猫のヨツジロが加わって大
騒ぎ!!　短編集『ヨツジロさん』全12話も
収録して楽しさ倍増の一冊。

藤本由香里ふじもとゆかり・村上知彦むらかみともひこ・夢枕 獏ゆめまくらばく／選

達人が選ぶ女性のためのまんが文庫100

３人の「まんがの達人」が厳選した、まん
が文庫100冊の完全ガイド。萩尾望都･清水
玲子のビッグまんが家「美少年」対談も同
時収録。

わかつきめぐみ
言の葉遊学・ご近所の博物誌

様々な言葉・名前にまつわる考察…そして
博物学者と少年の“植物”にまつわる人間
ドラマ…知的でちょっぴり可笑しい作品集
が出来ました！　コミックス未収録作品も
２本収録してお買い得の一冊☆ 

わかつきめぐみ
ソコツネ・ポルカ

学校で穴に落ちてしまった女子高生・紀名
は、ひょんな事から穴の中にいた土地神に
物怪たちの見張り役「目付け役代理」を任
されてしまう。助手の物の怪シシと共に紀
名と物怪との日常が始まる。

わかつきめぐみ
シシ12か月

「ソコツネ・ポルカ」の愛らしいキャラク
ター・シシくんやお馴染みの土地神様＆物
の怪たちが四季折々に繰り広げる騒がしく
も温かい大騒動の日々。読めばどこか懐か
しく、優しい心になる短編集。
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