
ド ラ マ（連ドラ） ２０２１.９
タ イ ト ル 作 者 出 版 社 放 送 局 備  考

それでも愛を誓いますか？ 萩原ケイク 双葉社 テレビ朝日 他 １０月２日より放送予定
ごほうびごはん こもとも子 芳文社 ＢＳテレ東 他 １０月２日より放送予定
つまり好きって言いたいんだけど、 円城寺マキ 小学館 テレビ東京 他 １０月６日より放送予定
ヤンキー君と白杖ガール うおやま メディアファクトリー 日本テレビ系 １０月６日より放送予定
お茶にごす。 ⻄森博之 小学館 テレビ東京系 １０月７日より放送予定
おしゃ家ソムリエ おしゃ子！ かっぴー 大和書房 テレビ東京 他 １０月８日より放送予定
消えた初恋 アルコ 集英社 詳細未定 １０月９日より放送予定
サムライカアサン 板羽皆 集英社 日本テレビ系 １０月１１日より放送予定
らせんの迷宮−遺伝子捜査− 菊田洋之 小学館 テレビ東京 他 １０月１５日より放送予定
⼆月の勝者 −絶対合格の教室− 高瀬志帆 小学館 日本テレビ系 １０月１６日より放送予定
ラジエーションハウス モリタイシ 集英社 フジテレビ系 シーズン２ １０月より放送予定
婚姻届に判を捺しただけですが 有⽣⻘春 祥伝社 ＴＢＳ系 １０月より放送予定
JKからやり直すシルバープラン 李惠成 キルタイムコミュニケーション テレビ東京系 １１月１６日より放送予定
前科者 月島冬⼆ 小学館 WOWOW 他 １１月２０日より放送予定
ミステリと言う勿れ 田村由美 小学館 フジテレビ系 ２０２２年１月より放送予定
⻘野くんに触りたいから死にたい 椎名うみ 講談社 WOWOWプライム ２０２２年春放送予定
僕の姉ちゃん 益田ミリ マガジンハウス テレビ東京系 ２０２２年放送予定

ド ラ マ（単発）
タ イ ト ル 作 者 出 版 社 放 送 局 備  考

岸辺露伴は動かない 荒木飛呂彦 集英社 ＮＨＫ総合 続編 １２月放送予定

ア ニ メ    

タ イ ト ル 作 者 出 版 社 放送開始日 備  考
ブルーピリオド 山口つばさ 講談社 １０月１日 『アフタヌーン』に連載中
異世界食堂 九月タカアキ スクウェア・エニックス １０月１日 第２期 『ヤングガンガン』に連載
舞妓さんちのまかないさん 小山愛子 小学館 １０月２日 『週刊少年サンデー』に連載中
86−エイティシックス− 吉原基貴 スクウェア・エニックス １０月２日 第２期 『ヤングガンガン』に連載中
テスラノート 三宮宏太 講談社 １０月３日 『週刊少年マガジン』に連載中
月とライカと吸血姫 掃除朋具 講談社 １０月３日 『コミックDAYS』に連載中
見える子ちゃん 泉朝樹 メディアファクトリー １０月３日 『ComicWalker』に連載中
さんかく窓の外側は夜 ヤマシタトモコ リブレ １０月３日 『BE×BOY』に連載
吸血⻤すぐ死ぬ 盆ノ木至 秋田書店 １０月４日 『週刊少年チャンピオン』に連載中
古見さんは、コミュ症です。 オダトモヒト 小学館 １０月６日 『週刊少年サンデー』に連載中
真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 池野雅博 角川書店 １０月６日 『月刊少年エース』に連載中
世界最高の暗殺者、異世界貴族に転⽣する 皇ハマオ 角川書店 １０月６日 『ヤングエースUP』に連載中
マブラヴ オルタネイティヴ 蒔島梓 メディアワークス １０月６日 『月刊コミック電撃大王』に連載
プラチナエンド 小畑健 集英社 １０月７日 『ジャンプスクエア』に連載
大正処女御伽話 桐丘さな 集英社 １０月８日 『ジャンプスクエア』に連載中
終末のハーレム 宵野コタロー 集英社 １０月８日 『少年ジャンプ＋』に連載中
ワールドトリガー 葦原大介 集英社 １０月９日 3rdシーズン 『週刊少年ジャンプ』に連載 → 『ジャンプスクエア』に移籍連載中
先輩がうざい後輩の話 しろまんた 一迅社 １０月９日 『comic POOL』に連載中
最果てのパラディン 奥橋睦 オーバーラップ １０月９日 『コミックガルド』に連載中
シキザクラ ⻘木ハヤト 双葉社 １０月９日 『月刊アクション』に連載中
王様ランキング 十日草輔 エンターブレイン １０月１４日 『マンガハック』に連載中
進化の実∼知らないうちに勝ち組⼈⽣∼ そらの 双葉社 １０月予定 『がうがうモンスター』に連載中
⻤滅の刃 吾峠呼世晴 集英社 年内予定 第２期 『週刊少年ジャンプ』に連載
プリンセスコネクト！Re：Dive ヱシカ/ショーゴ 講談社 ２０２２年１月予定 『サイコミ』に連載
オリエント 大高忍 講談社 ２０２２年１月予定 『週刊少年マガジン』に連載中
薔薇王の葬列 菅野文 秋田書店 ２０２２年１月予定 『月刊プリンセス』に連載中
ありふれた職業で世界最強 RoGa オーバーラップ ２０２２年１月予定 ２nd season 『オーバーラップComicONLINE』に連載中
そうだ、売国しよう∼天才王子の赤字国家再⽣術∼ えむだ スクウェア・エニックス ２０２２年１月予定 『マンガUP！』に連載中
スローループ うちのまいこ 芳文社 ２０２２年１月予定 『まんがタイムきららフォワード』に連載中
賢者の弟子を名乗る賢者 THE COMIC すえみつぢっか マイクロマガジン社 ２０２２年１月予定 『コミックライド』に連載中
錆色のアーマ hagi メディアファクトリー ２０２２年１月予定 『月刊コミックジーン』に連載
リアデイルの大地にて 月見だしお メディアワークス ２０２２年１月予定 『デンプレコミック』に連載中
まちカドまぞく 伊藤いづも 芳文社 ２０２２年４月予定 第２期 『まんがタイムきららキャラット』に連載中
盾の勇者の成り上がり 藍屋球 メディアファクトリー ２０２２年４月予定 第２期・第３期 『月刊コミックフラッパー』に連載中
アオアシ 小林有吾 小学館 ２０２２年春予定 『週刊ビッグコミックスピリッツ』に連載中
本好きの下剋上∼司書になるためには⼿段を選んでいられません∼ 鈴華 TOブックス ２０２２年春予定 『COMICコロナ』に連載中
それでも歩は寄せてくる 山本崇一朗 講談社 ２０２２年７月予定 『週刊少年マガジン』に連載中
不滅のあなたへ 大今良時 講談社 ２０２２年秋予定 第２シリーズ 『週刊少年マガジン』に連載中
サマータイムレンダ 田中靖規 集英社 ２０２２年予定 『少年ジャンプ＋』に連載
ダンス・ダンス・ダンスール ジョージ朝倉 小学館 ２０２２年予定 『週刊ビッグコミックスピリッツ』に連載中
ハコヅメ∼交番女子の逆襲∼ 泰三子 講談社 ２０２２年予定 『FEEL YOUNG』に連載
ブルーロック ノ村優介 講談社 ２０２２年予定 『週刊少年マガジン』に連載中
彼女、お借りします 宮島礼吏 講談社 ２０２２年予定 第２期 『週刊少年マガジン』に連載中
カッコウの許嫁 吉河美希 講談社 ２０２２年予定 『週刊少年マガジン』に連載中
恋は世界征服のあとで 若松卓宏 講談社 ２０２２年予定 『月刊少年マガジン』に連載中
であいもん 浅野りん 角川書店 ２０２２年予定 『ヤングエース』に連載中
痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 おいもとじろう 角川書店 ２０２２年予定 続編 『月刊コンプエース』に連載中
真・一騎当千 塩崎雄⼆ 少年画報社 ２０２２年予定 『ヤングキングアワーズ』に連載中
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 九⼆枝 スクウェア・エニックス ２０２２年予定 第４期 『ヤングガンガン』に連載中
処刑少女の⽣きる道−そして、彼女は甦る− 三ツ谷亮 スクウェア・エニックス ２０２２年予定 『ヤングガンガン』に連載中
ヤマノススメ しろ 泰文堂 ２０２２年予定 『コミック アース・スター』に連載中
メイドインアビス つくしあきひと 竹書房 ２０２２年予定 第２期 『ＷＥＢコミックガンマ』に連載中
宇崎ちゃんは遊びたい！ 丈（たけ） 富士見書房 ２０２２年予定 第２期 『ドラドラしゃーぷ＃』に連載中
理系が恋に落ちたので証明してみた。 山本アリフレッド ほるぷ出版 ２０２２年予定 第２期 『COMICメテオ』に連載中
邪神ちゃんドロップキック ユキヲ ほるぷ出版 ２０２２年予定 『COMIC メテオ』に連載中
佐々木と宮野 春園ショウ メディアファクトリー ２０２２年予定 『ジーンピクシブ』に連載中
殺し愛 Fe メディアファクトリー ２０２２年予定 『月刊コミックジーン』に連載中
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 詳細未定 第３期 『週刊ヤングジャンプ』に連載中
地獄楽 賀来ゆうじ 集英社 詳細未定 『少年ジャンプ＋』に連載
シャドーハウス ソウマトウ 集英社 詳細未定 第２期 『となりのヤングジャンプ』に連載中
明日ちゃんのセーラー服 博（ひろ） 集英社 詳細未定 『となりのヤングジャンプ』に連載中
チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 詳細未定 『週刊少年ジャンプ』に連載
Dr．STONE Boichi 集英社 詳細未定 続編 『週刊少年ジャンプ』に連載中
異世界美少女受肉おじさんと 池澤真＋津留崎優 小学館 詳細未定 『サイコミ』に連載中
絶対可憐チルドレン 椎名高志 小学館 詳細未定 第３期 『週刊少年サンデー』に連載
FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST 上田敦夫 講談社 詳細未定 『マガジンポケット』に連載中
虚構推理 片瀬茶柴 講談社 詳細未定 第２期 『少年マガジンR』に連載中
魔法使い黎明期 タツヲ 講談社 詳細未定 『月刊少年シリウス』に連載中
うちの師匠はしっぽがない TNSK 講談社 詳細未定 『good！アフタヌーン』に連載中
アンダーニンジャ 花沢健吾 講談社 詳細未定 『週刊ヤングマガジン』に連載中
可愛いだけじゃない式守さん 真木蛍五 講談社 詳細未定 『マガジンポケット』に連載中
ＤＡＹＳ 安田剛士 講談社 詳細未定 第２期 『週刊少年マガジン』に連載
ヴィンランド・サガ 幸村誠 講談社 詳細未定 SEASON2 『月刊アフタヌーン』に連載中
骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中 サワノアキラ オーバーラップ 詳細未定 『コミックガルド』に連載中
魔入りました！入間くん ⻄修 秋田書店 詳細未定 第３シーズン 『週刊少年チャンピオン』に連載中
天地無用！魎皇⻤ 奥田ひとし 角川書店 詳細未定 第５期 『月刊コミックドラゴン』に連載
幼女戦記 東條チカ 角川書店 詳細未定 第２期 『月刊コンプエース』に連載中
オーバーロード 深山フギン 角川書店 詳細未定 『月刊コンプエース』に連載中
くま クマ 熊 ベアー せるげい 主婦と⽣活社 詳細未定 第２期 『コミックPASH！』に連載中
魔王学院の不適合者∼史上最強の魔王の始祖、転⽣して子孫たちの学校へ通う∼かやはるか スクウェア・エニックス 詳細未定 『マンガUP！』に連載中
失格紋の最強賢者 ∼世界最強の賢者が更に強くなるために転⽣しました∼ 肝匠＆馮昊 スクウェア・エニックス 詳細未定 『マンガUP！』に連載中
ゴブリンスレイヤー ⿊瀬浩介 スクウェア・エニックス 詳細未定 第２期 『ガンガンONLINE』に連載中
錆喰いビスコ 高橋佑輔 スクウェア・エニックス 詳細未定 『マンガUP！』に連載
友達の妹が俺にだけウザい 平岡平 スクウェア・エニックス 詳細未定 『ガンガンONLINE』に連載中
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 詳細未定 『ヤングガンガン』に連載中
転⽣賢者の異世界ライフ∼第⼆の職業を得て、世界最強になりました∼ 彭傑 スクウェア・エニックス 詳細未定 『マンガUP！』に連載中
神達に拾われた男 蘭々 スクウェア・エニックス 詳細未定 第２期 『ガンガンONLINE』に連載中
贄姫と獣の王 友藤結 白泉社 詳細未定 『花とゆめ』に連載
RPG不動産 険持ちよ 芳文社 詳細未定 『まんがタイムきららキャラット』に連載中
ぼっち・ざ・ろっく！ はまじあき 芳文社 詳細未定 『まんがタイムきららMAX』に連載中
組⻑娘と世話係 つきや マイクロマガジン社 詳細未定 『pixivコミック』に連載中
異世界薬局 高野聖 メディアファクトリー 詳細未定 『ComicWalker』に連載中
このヒーラー、めんどくさい 丹念に発酵 メディアファクトリー 詳細未定 『月刊コミックフラッパー』に連載中
異世界おじさん 殆ど死んでいる メディアファクトリー 詳細未定 『ComicWalker』に連載中
魔法科高校の劣等⽣ 追憶編 依河和希 メディアワークス 詳細未定 『月刊コミック電撃大王』に連載
はたらく魔王さま！ 柊暁⽣ メディアワークス 詳細未定 『月刊コミック電撃大王』に連載中

映  画
タ イ ト ル 作 者 出 版 社 公 開 日 備  考

孤狼の血 小林こー KADOKAWA ８月９日 実写映画  出演・松坂桃季 鈴木亮平 他
抱かれたい男1位に脅されています。 桜日梯子 リブレ １０月９日 アニメ映画
きのう何食べた？ よしながふみ 講談社 １１月３日 実写映画  出演・⻄島秀俊 内野聖陽 他
土⻯の唄 高橋のぼる 小学館 １１月１９日 実写映画  出演・⽣田斗真 他
ミュジコフィリア さそうあきら 双葉社 １１月１９日 実写映画  出演・井之脇海 松本穂香 山崎育三郎 他
軍艦少年 柳内大樹 講談社 １２月１０日 実写映画  出演・佐藤寛太 加藤雅也 他
呪術廻戦（0） 東京都⽴呪術高等専門学校 芥見下々 集英社 １２月２４日 アニメ映画
ノイズ noise 筒井哲也 集英社 ２０２２年１月２８日 実写映画  出演・藤原⻯也 松山ケンイチ 他
前科者 月島冬⼆ 小学館 ２０２２年１月 実写映画  出演・有村架純 他
嘘喰い 迫稔雄 集英社 ２０２２年３月 実写映画  出演・横浜流星 他
ブルーサーマル ⻘凪大学体育会航空部 小沢かな 新潮社 ２０２２年３月 アニメ映画
おそ松さん シタラマサコ 集英社 ２０２２年春予定 実写映画  出演・Snow Man 他
SLAM DUNK 井上雄彦 集英社 ２０２２年秋予定 アニメ映画
ドラゴンボール超 とよたろう 集英社 ２０２２年予定 アニメ映画
五等分の花嫁 春場ねぎ 講談社 ２０２２年予定 アニメ映画  TVアニメ続編
翔んで埼玉 魔夜峰央 宝島社 ２０２２年予定 実写映画  出演・GACKT ⼆階堂ふみ 他 続編
ゆるキャン△ あfろ 芳文社 ２０２２年予定 アニメ映画
ブラッククローバー 田畠裕基 集英社 詳細未定 アニメ映画
キングダム 原泰久 集英社 詳細未定 実写映画  出演・山崎賢⼈ 吉沢亮 橋本環奈 他
進撃の巨⼈ 諫山創 講談社 詳細未定 実写映画  ハリウッドでの実写映画化プロジェクトが始動
バクテン！！ 桜葉ケイ 講談社 詳細未定 アニメ映画
リアルアカウント 渡辺静 講談社 詳細未定 実写映画
私に天使が舞い降りた！ 椋木ななつ 一迅社 詳細未定 アニメ映画
宇宙戦艦ヤマト 松本零士 秋田書店 詳細未定 実写映画  ハリウッドでの実写映画化プロジェクトが始動
メタモルフォーゼの縁側 鶴谷香央理 秋田書店 詳細未定 実写映画
ビブリア古書堂の事件⼿帖 ナカノ 角川書店 詳細未定 アニメ映画 実写映画と合わせて劇場版アニメーションが公開決定
オーバーロード 深山フギン 角川書店 詳細未定 アニメ映画
ガールズ＆パンツァー 才谷屋龍一 メディアファクトリー 詳細未定 アニメ映画 第４章∼第６章が劇場イベント上映予定

※掲載している放送日・公開日は、本紙作成時の情報です。今後変更になる場合がございます。


