請求記号

冊数

マンガ資料情報

職業

ZM/726/A1/1～20

20 あんどーなつ : 江戸和菓子職人物語 / 西ゆうじ作 ; テリー山本画. -- 1(2006.8)-20(2013.7). -- 小学館, 2006.8-2013.7.

和菓子職人

ZM/726/A2/1～15

15 アーサーgarage : 熱血中古車屋魂!! / たーし著. -- 1(2006.12)-15(2010.7). -- 小学館, 2006.12-2010.7.

会社員（中古車販売）

ZM/726/A3/1～14

14 アクター / かわぐちかいじ著. -- 1(1985.2)-14(1988.9). -- 講談社, 1985.2-1988.9.

俳優

ZM/726/B1/1～4

4 バーテンダー = Bartender : 出会い編 / 城アラキ原作 ; 長友健篩漫画. -- 1(2014.9)-4(2014.10). -- 集英社, 2014.9-2014.10.

バーテンダー

ZM/726/B2/1～4

4 バーテンダー ◆U00E0◆ Tokyo= Bartender ◆U00E0◆ Tokyo / 城アラキ原作 ; 加治佐修漫画. -- 1(2014.4)-4(2015.4). -- 集英社, 2014.4-2015.4.

バーテンダー

ZM/726/B3/1～6

6 バーテンダー ◆U00E0◆ Paris= Bartender ◆U00E0◆ Paris / 城アラキ原作 ; 加治佐修漫画. -- 1(2012.6)-6(2013.12). -- 集英社, 2012.6-2013.12. バーテンダー

ZM/726/B4/1～20

20 バクマン。/ 原作, 大場つぐみ ; 漫画, 小畑健. -- 1(2009.1)-20(2012.7). -- 集英社, 2009.1-2012.7.

漫画家

ZM/726/B5/1～11

11 弁護士のくず(九頭) : 第二審 / 井浦秀夫著. -- 1(2010.12)-11(2014.9). -- 小学館, 2010.12-2014.9.

弁護士

ZM/726/B6/1～10

10 バリスタ / むろなが供未著. -- 1(2010.3)-10(2013.12). -- 芳文社, 2010.3-2013.12.

バリスタ

ZM/726/B7/1～15

15 バンビ～ノ! / せきやてつじ著. -- 1(2005.5)-15(2009.5). -- 小学館, 2005.5-2009.5.

レストランシェフ

ZM/726/B8/1～10

10 弁護士のくず(九頭) / 井浦秀夫著. -- 1(2004.9)-10(2010.2). -- 小学館, 2004.9-2010.2.

弁護士

ZM/726/C1/1～6

6 チャンネルはそのまま! : HHTV北海道★テレビ / 佐々木倫子著. -- 1(2009.2)-6(2013.8). -- 小学館, 2009.1-2013.8.

会社員（放送局）

ZM/726/D1/1～9

9 Dr. DMAT : 瓦礫の下のヒポクラテス / 高野洋原作 ; 菊地昭夫漫画. -- 1(2011.6)-. -- 集英社, 2011.6-.

災害派遣医療チーム

ZM/726/E1/1～3

3 営業の牧田です。 / かわすみひろし著. -- 1(2008.3)-3(2008.8). -- 講談社, 2008.3-2008.8.

会社員（ビール醸造）

ZM/726/F1/1～4

4 フイチン再見(ツァイチェン)! / 村上もとか著. -- 1(2013.10)-. -- 小学館, 2013.10-.

女流漫画家

ZM/726/F2/1～3

3 ザ・ファンドマネージャー / 周良貨原作 ; 岩田やすてる漫画. -- 1(2006.3)-3(2006.11). -- 集英社, 2006.3-2006.11.

会社員（外資系投信）

ZM/726/G1/1～32

32 ギャラリーフェイク / 細野不二彦著. -- 1(1992.10)-32(2005.6). -- 小学館, 1992.10-2005.6.

美術商

ZM/726/G2/1～18

18 岳 / 石塚真一著. -- 1(2005.6)-18(2012.9). -- 小学館, 2005.6-2012.9.

県警山岳救助隊

ZM/726/G3/1～8

8 現在官僚系もふ / 鍋田吉郎作 ; 並木洋美画. -- 1(2005.8)-8(2007.4). -- 小学館, 2005.8-2007.4.

財務官僚

ZM/726/G4/1～9

9 がんばるな!!!家康 / 魚戸おさむ著. -- 1(1999.5)-9(2002.7). -- 小学館, 1999.5-2002.7.

会社員（住宅販売）

ZM/726/H1/1～7

7 ヒーローカンパニー = HERO COMPANY / 島本和彦著 ; 斉藤大哲, ビッグバンプロジェクト [著]. -- 1(2012.9)-7(2015.4). -- ヒーローズ.

会社員（派遣）

ZM/726/H2/1～4

4 働きマン / 安野モヨコ著. -- 1(2004.11)-4(2007.8). -- 講談社, 2004.11-2007.8.

会社員（出版：雑誌）

ZM/726/H3/1～6

6 法の庭 / 本宮ひろ志プロデュース ; 田原成貴原作 ; 能田茂作画. -- 1(2004.11)-6(2006.6). -- 集英社, 2004.11-2006.6.

検事・弁護士・判事

ZM/726/H4/1～16

16 編集王 / 土田世紀著. -- 1(1994.7)-16(1998.2). -- 小学館, 1994.7-1998.2.

会社員（出版：漫画）

ZM/726/H5/1～10

10 ハガネの女 / 深谷かほる著. -- 1(2008.4)-10(2011.9). -- 集英社, 2008.4-2011.9.

教員（小学校）

ZM/726/H6/1～27

27 ヘルプマン! / くさか里樹著. -- 1(2004.5)-27(2014.11). -- 集英社, 2004.5-2014.11.

介護福祉士

ZM/726/H7/1～13

13 派遣戦士山田のり子 / たかの宗美著. -- 1(2002.7)-13(2014.10). -- 双葉社, 2002.7-2014.10.

会社員（人材派遣）

ZM/726/I1/1～7

7 1年1組甲斐せんせい / 一丸著. -- 1(2000.2)-7(2002.12). -- 小学館, 2000.2-2002.12.

教員（小学校）

ZM/726/J1/1～5

5 重版出来! (じゅうはんしゅったい!) / 松田奈緒子著. -- 1(2013.4)-. -- 小学館, 2013.4-.

漫画家・編集・営業・書店

ZM/726/J2/1～20
ZM/726/J3/1～7

20 人事課長鬼塚 / 渡辺獏人著. -- 1(1995.2)-20(2003.2). -- 集英社, 1995.2-2003.2.
7 ジャポニカの歩き方 / 西山優里子著. -- 1(2011.8)-7(2013.5). -- 講談社, 2011.8-2013.5.

会社員（焼酎醸造）
在外公館派遣員

請求記号

冊数

マンガ資料情報

職業

ZM/726/J4/1～5

5 ジキルとハイドと裁判員 / 森田崇漫画 ; 北原雅紀脚本. -- 1(2009.5)-5(2010.12). -- 小学館, 2009.5-2010.12.

裁判官

ZM/726/K1/1～5

5 カレチ = KARECHI / 池田邦彦著. -- 1(2009.12)-5(2013.8). -- 講談社, 2009.12-2013.8.

鉄道員

ZM/726/K2/1～44

44 神の雫 / 亜樹直作 ; オキモト・シュウ画. -- 1(2005.3)-44(2014.7). -- 講談社, 2005.3-2014.7.

ZM/726/K3/1～3

3 かもしか! : 機動公務員 / 村枝賢一著. -- 1(2007.8)-3(2007.10). -- 小学館, 2007.8-2007.10.

ZM/726/K4/1～10

10 家栽の人 = Kasai no Hito / 毛利甚八原作 ; 魚戸おさむ作画. -- 1(2003.4)-10(2003.8). -- 小学館, 2003.4-2003.8.

ワイン評論家
公務員（市役所）
裁判官（家庭裁判所）

ZM/726/K5/1～8

8 カバチ!!! : カバチタレ!3 / 田島隆原作 ; 東風孝広漫画. -- 1(2013.12)-. -- 小学館, 2013.12-.

行政書士

ZM/726/K6/1～3

3 Kurofune : 黒船 / 周良貨原作 ; 森左智漫画. -- 1(2004.2)-3(2004.10). -- 集英社, 2004.2-2004.10.

会社員（自動車）

ZM/726/K7/1～15

15 この女(ひと)に賭けろ / 周良貨作 ; 夢野一子画. -- 1(1994.4)-15(1997.9). -- 講談社, 1994.4-1997.9.

銀行員

ZM/726/K8/1～34

34 特上カバチ!! : カバチタレ!2 / 田島隆原作 ; 東風孝広漫画. -- 1(2005.10)-34(2013.6). -- 小学館, 2005.10-2013.6.

行政書士

ZM/726/K9/1～20

20 加治隆介の議 / 弘兼憲史 [著]. -- 1(1992.1)-20(1999.1). -- 講談社, 1992.1-1999.1.

政治家

ZM/726/K10/1～18

18 壁ぎわ税務官 / 佐藤智一著 ; コミックブレーン推進委員会脚本. -- 1(1998.6)-18(2004.12). -- 小学館, 1998.6-2004.12.

税務官

ZM/726/K11/1～11

11 企画アリ : event creater Shunsuke Kudo <Taco Planning> / 国友やすゆき著. -- 1(1990.5)-11(1993.9). -- 小学館, 1990.5-1993.9.

会社員（イベント・プロデュース）

ZM/726/K12/1～8

8 警視正大門寺さくら子 / 大西祥平作 ; 高橋のぼる画. -- 1(2002.3)-8(2004.9). -- 小学館, 2002.3-2004.9.

警察官

ZM/726/M1/1～5

5 Moonlight mile / 太田垣康男著. -- 新装版. -- 1(2012.11)-5(2013.8). -- 小学館, 2012.11-2013.8.

宇宙飛行士

ZM/726/M2/1～20

20 め組の大吾 / 曽田正人著. -- 1(1996.2)-20(1999.9). -- 小学館, 1996.2-1999.9.

消防士

ZM/726/M3/1～12

12 メドゥーサ / かわぐちかいじ著. -- 1(1991.1)-12(1995.3). -- 小学館, 1991.1-1995.3.

政治家

ZM/726/M4/1～12

12 マネーの拳 / 三田紀房著. -- 1(2005.8)-12(2009.9). -- 小学館, 2005.8-2009.9.

Tシャツ専門店チェーン経営

ZM/726/N1/1～12

12 夏子の酒 / 尾瀬あきら著. -- 1(1988.12)-12(1991.4). -- 講談社, 1988.12-1991.4.

杜氏（日本酒醸造）

ZM/726/N2/1～20

20 並木橋通りアオバ自転車店 / 宮尾岳著. -- 1(1999.11)-20(2007.8). -- 少年画報社, 1999.11-2007.8.

自転車店店主

ZM/726/N3/1～10

10 頭取野崎修平 / 周良貨作 ; 能田茂画. -- 1(2004.7)-10(2007.2). -- 集英社, 2004.7-2007.2.

銀行員

ZM/726/N4/1～12

12 監査役野崎修平 / 周良貨原作 ; 能田茂漫画. -- 1(1999.3)-12(2002.8). -- 集英社, 1999.3-2002.8.

銀行員

ZM/726/N5/1～4

4 監査役野崎修平 : 銀行大合併編 / 周良貨作 ; 能田茂画. -- 1(2002.12)-4(2004.2). -- 集英社, 2002.12-2004.2.

銀行員

ZM/726/O1/1～6

6 男の自画像 / 柳沢きみお著. -- 1(1987.2)-6(1988.12). -- 小学館, 1987.2-1988.12.

野球選手

ZM/726/O2/1～32

32 王様の仕立て屋 : サルト・フィニート / 大河原遁著. -- 1(2004.1)-32(2011.11). -- 集英社, 2004.1-2011.11.

紳士服仕立職

ZM/726/O3/1～8

8 女検事・玲緒奈 / たむろ未知著 ; 北原雄二監修. -- 1(1997.6)-8(2003.4). -- 秋田書店, 1997.6-2003.4.

検事

ZM/726/O4/1～7

7 俺の空 : 刑事編 / 本宮ひろ志著. -- 1(1980.10)-7(1981.12). -- 集英社, 1980.10-1981.12.

刑事

ZM/726/P1/１～5

5 パティスリーMON / きら著. -- 1(2014.2)-5(2014.4). -- 集英社, 2014.2-2014.4.

洋菓子職人

ZM/726/P2/1～5

5 ピアノのムシ / 荒川三喜夫著. -- 1(2013.10)-. -- 芳文社, 2013.10-.

ピアニスト

ZM/726/R1/1～13

13 Real clothes : リアル・クローズ / 槇村さとる著. -- 1(2007.5)-13(2011.11). -- 集英社, 2007.5-2011.11.

会社員（百貨店）

ZM/726/R2/1～10

10 ラストニュース / 猪瀬直樹原作 ; 弘兼憲史作画. -- 1(1992.7)-10(1996.1). -- 小学館, 1992.7-1996.1.

会社員（放送局）

ZM/726/R3/1～8

8 ライジングサン = Rising sun / 藤原さとし著. -- 1(2012.7)-. -- 双葉社, 2012.7-.

自衛隊

請求記号

冊数

マンガ資料情報

職業

ZM/726/S1/1～4

4 サーバント×サービス / 高津カリノ著. -- 1(2011.9)-4(2014.8). -- スクウェア・エニックス, 2011.9-2014.8.

公務員（市役所）

ZM/726/S2/1～7

7 サイレーン = SIREN / 山崎紗也夏著. -- 1(2013.9)-7(2015.3). -- 講談社, 2013.9-2015.3.

警察官

ZM/726/S3/1～7

7 昭和元禄落語心中 / 雲田はるこ著. -- 1(2011.7)-. -- 講談社, 2011.7-.

落語家

ZM/726/S4/1～3

3 スティーブ・ジョブズ = Steve Jobs / ヤマザキマリ著 ; ウォルター・アイザックソン原作. -- 1(2013.8)-. -- 講談社, 2013.8-.

実業家

ZM/726/S5/1～16

16 社長島耕作 / 弘兼憲史著. -- 1(2008.10)-16(2013.8). -- 講談社, 2008.10-2013.8.

会社員・取締役

ZM/726/S6/1～20

20 サラリーマン金太郎 / 本宮ひろ志著. -- 1(2004.11)-20(2005.9). -- 集英社, 2004.11-2005.9.

会社員（建設）

ZM/726/S7/1～4

4 サラリーマン金太郎 : マネーウォーズ編 / 本宮ひろ志著. -- 1(2009.10)-4(2009.12). -- 集英社, 2009.10-2009.12.

会社員（外資系投資）

ZM/726/S8/1～7

7 新サラリーマン金太郎 / 本宮ひろ志著. -- 1(2009.8)-7(2011.3). -- 集英社, 2009.8-2011.3.

会社員（建設）

ZM/726/S9/1～2

2 さよならソルシエ / 穂積著. -- 1(2013.5)-2(2013.11). -- 小学館, 2013.5-2013.11.

画家・画商

ZM/726/S10/1～16

16 S : 最後の警官 / 小森陽一原作 ; 藤堂裕作画. -- 1(2010.2)-. -- 小学館, 2010.2-.

警察官

ZM/726/S11/1～11

11 鈴木先生 / 武富健治著. -- 1(2006.9)-11(2011.4). -- 双葉社, 2006.9-2011.4.

教員（中学校）

ZM/726/S12/1～10

10 そこをなんとか / 麻生みこと著. -- 1(2008.3)-. -- 白泉社, 2008.3-.

弁護士

ZM/726/S13/1～11

11 市長 遠山京香 / 赤石路代著. -- 1(2001.8)-11(2008.10). -- 小学館, 2001.8-2008.10.

市長

ZM/726/S14/1～6
ZM/726/S15/1～13

6 瞬のワイン : 新ソムリエ / 城アラキ原作 ; 志水三喜郎漫画 ; 堀賢一監修. -- 1(2009.2)-6(2009.4). -- 集英社, 2009.2-2009.4.
13 島根の弁護士 / 香川まさひと原作 ; あおきてつお作画. -- 1(2005.1)-13(2008.8). -- 集英社, 2005.1-2008.8.

ソムリエ
弁護士

ZM/726/S16/1～9

9 ショッキングpink-sky / 秋里和国著. -- 1(1998.6)-9(2001.8). -- 小学館, 1998.6-2001.8.

スチュワーデス

ZM/726/S17/1～9

9 総理の椅子 / 国友やすゆき著. -- 1(2009.2)-9(2013.5). -- 小学館, 2009.2-2013.5.

政治家

ZM/726/S18/1～10

10 サプリ / おかざき真里著. -- 1(2004.6)-10(2010.1). -- 祥伝社, 2004.6-2010.1.

会社員（広告）

ZM/726/T1/1～１０

10 大東京トイボックス / うめ著. -- 1(2007.3)-10(2013.9). -- 幻冬舎コミックス.

ゲームソフトプランナー

ZM/726/T2/1

1 大東京トイボックスSP / うめ著. -- 1(2013.9)-1(2013.9). -- 幻冬舎コミックス.

ゲームソフトプランナー

ZM/726/T3/1～10

10 とろける鉄工所 / 野村宗弘著. -- 1(2008.11)-10(2013.6). -- 講談社, 2008.11-2013.6.

溶接工

ZM/726/T4/1～10

10 図書館の主 / 篠原ウミハル著. -- 1(2011.8)-. -- 芳文社, 2011.8-.

図書館司書

ZM/726/T5/1～5

5 たくなび / 山口かつみ著. -- 1(2005.8)-5(2006.8). -- 小学館, 2005.8-2006.8.

就職活動

ZM/726/T6/1～2

2 東京トイボックス / うめ著. -- 新装版. -- 1(2007.9)-2(2007.9). -- 幻冬舎コミックス.

ゲームソフトプランナー

ZM/726/T7/1～3

3 トッカン : 特別国税徴収官 / 姫神ヒロ漫画 ; 高殿円原作. -- 1(2012.6)-3(2012.12). -- 集英社, 2012.6-2012.12.

国税徴収官

ZM/726/T8/1～6

6 繕い裁つ人 / 池辺葵著. -- 1(2011.3)-6(2015.1). -- 講談社, 2011.3-2015.1.

洋裁師

ZM/726/U1/1～5

5 海猿 / 佐藤秀峰著. -- 1(2006.5)-5(2006.6). -- 小学館, 2006.5-2006.6.

海上保安官

ZM/726/Y1/1～3

3 YES! / 槇村さとる著. -- 1(2012.6)-3(2013.9). -- 集英社, 2012.6-2013.9.

アナウンサー

ZM/726/Y2/1～3

3 夜明けの図書館 / 埜納タオ著. -- 1(2011.10)-. -- 双葉社, 2011.10-.

図書館司書

ZM/726/Z1/1～6

6 ざこ検(潮) / 高田靖彦著. -- 1(2000.12)-6(2003.1). -- 小学館, 2000.12-2003.1.

検事

