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概要
言葉のアヤとアヤがクセになる！ 新感覚ぼっちギャグコメディ！【「TRC MARC」の商品解説】
「

Amazonで里 好の哲学さんと詭弁くん1 (ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-1)。アマゾンならポイント還
元本が多数。里 好作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また哲学さんと詭弁くん1
(ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-1)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
代表作/ベストセラー. 踏切時間 1 アクションコミックス / 月刊アクション. 本. 踏切時間 1 アクションコ
ミックス / 月刊アクション · 里好 · レビューを書く. ￥648. 踏切時間 2 アクションコミックス / 月刊アク
ション. 本. 踏切時間 2 アクションコミックス / 月刊アクション · 里好 · レビューを書く. ￥648. 哲学さん

と詭弁くん 2 ドラゴンコミックスエイジ. 本. 哲学さんと詭弁くん 2 ドラゴンコミックスエイジ · 里好 · レ
ビューを書く. ￥670. 哲学さんと詭弁くん 1 ドラゴンコミックスエイジ. 本. 哲学さんと詭弁くん 1 ドラゴ
ンコミックスエイジ · 里好.
2017年10月7日 . 2017年10月7日発売のKindleタイトル 全340冊（午前0時現在）からオススメの
作品をピックアップ。 今日はコミックスの新刊がいろいろありますよ〜。電撃コミックスNEXTやバンチコ
ミックス、ドラゴンコミックスエイジなどから、「エロマンガ先生」や「働かないふたり」の最新刊が登場！
興味のある方はチェックされてみてはいかがでしょうか。 それでは今日もステキなKindleライフを！ 哲
学をコメディにしてしまった新感覚コミック「哲学さんと詭弁くん」はおすすめだよ〜。 本日発売の
Kindle本：340冊.
哲学さんと詭弁くん<１>（ドラゴンコミックスエイジ）. by 里好. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail ·

Icn fb; Icn tw. S$14.60 Online Price; S$13.14 Kinokuniya Privilege Card Member Price;
Availability Status : In stock at the Fulfilment Centre. Usually dispatches around 5 working
days. Retail store and online prices may vary. Arrow up02; Arrow down; ADD TO CART; Icn
heart02 off. domestic delivery FREE Shipping on orders over S$25.00. N.B. While every
attempt has been made to ensure stock.
2017年10月7日 . 哲学さんと詭弁くん 2はサークル名：の作品です。哲学さんと詭弁くん 2の通販、
予約は業界最速のメロンブックスにお任せください。サンプルで哲学さんと詭弁くん 2の試し読み可
能！作品の詳細紹介も。お得な特典情報もお見逃しなく！
【在庫あり/即出荷可】【新品】哲学さんと詭弁くん (1巻 最新刊). 670 円(税込) 20P(3.0%) クレカ
｜ ケータイ払い. 漫画全巻ドットコム. お気に入り. ログインまたは会員登録. お気に入り登録をする
ためには、ログインまたは会員登録が必要です。 キャンセル ログイン 会員登録. 8. [書籍]/哲学さん
と詭弁くん 1 (ドラゴンコミックスエイジ)/. [書籍]/哲学さんと詭弁くん 1 (ドラゴンコミックスエイジ)/里
好/〔著〕/NEOBK-2000203. 670 円(税込) 20P(3.0%) クレカ ｜ ケータイ払い. 1000円以上ゆうメー
ル送料無料！CD&DVD NEOWING.
慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達観】が迫り来る！ 「愛って何なの？美味しいの？」って、
いつもの相手にちょっと違和感……。雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚、哲学コメ
ディ第２巻!!! 完結 ギャグ・コメディ ドラゴンコミックスエイジ · 購 入 · 立ち読み · URLを送信してスマ
ホで読む; お気に入りに登録/後で読む. 未購入 全て. 哲学さんと詭弁くん(1). 669円. 謎の言葉に
慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観… 立ち読み · 購入 · 哲学さんと詭弁くん(2). 669円.
慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達観】が.
哲学さんと詭弁くん １：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカ
ドー、アカチャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店
舗受取・返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
哲学さんと詭弁くん 1 ドラゴンコミックスエイジ | イオンが取り扱う商品をオンラインで注文できます！イ
ンターネットでもイオンをぜひご利用ください。
2018年1月9日 . 【商品内容】 新品。 発送につきまして。 【ゆうメール】送料￥180×1 追跡番号ナ
シ 保証ナシ 【レターパックプラス】送料￥510 追跡番号アリ 保証ナシ 【ゆうパック】送料￥60サイズ
追跡番号アリ 保証アリ 商品自体の状態は酷い破れなどはみられませんでした。 見落とし等を含
め、過度に気にする方は入札をご遠慮下さい。 振込先は、ゆうちょ銀行のみとなります。 自己紹介
欄も一読・ご納得の上、入札をお願います。
Amazonで里 好の哲学さんと詭弁くん2 (ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-2)。アマゾンならポイント還
元本が多数。里 好作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また哲学さんと詭弁くん2
(ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-2)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
哲学さんと詭弁くん 1巻(里好)。謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り
来る！雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!!
2017年9月17日 . KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月刊行分の新
刊マンガが予約受付中だ。 つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁くん」の最新
刊などが刊行される。 ・Amazon.co.jp「.

本/雑誌. 哲学さんと詭弁くん 2 (ドラゴンコミックスエイジ). 里好/〔著〕. 670円. ポイント, 1% (6p). 発
売日, 2017/10/08 発売. 出荷目安, メーカー在庫あり:1-3日 ※出荷目安について. レビューを書く.
送料について; あと5000円以上で200円分のボーナスポイント. カートに入れる. ブックマークする. メー
ル登録. 仕様. 商品番号, NEOBK-2136179. JAN/ISBN, 9784040724690. メディア, 本/雑誌. 販
売, KADOKAWA. 著者・出版社・関連アーティスト. 里好. 関連記事. カスタマーレビュー. レビュー
はありません。レビューを書いてみ.
【コミック】かわずや(2) · 2DK、Gペン、目覚まし時計。(6) · 【コミック】2DK、Gペン、目覚まし時計。
(6) · 哲学さんと詭弁くん(2). 【コミック】哲学さんと詭弁くん(2) · ノブナガ先生の幼な妻(1) · 【コミッ
ク】ノブナガ先生の幼な妻(1) · 月刊ブシロード 2018年2月号. 【雑誌】月刊ブシロード 2018年2月
号 · 合本 異国迷路のクロワーゼ memoire · 【コミック】合本 異国迷路のクロワーゼ memoire · 俺
の現実は恋愛ゲーム?? ～かと思ったら命がけのゲームだっ. 【コミック】俺の現実は恋愛ゲーム?? ～
かと思ったら命がけのゲームだった～(1).
相原コージさんの漫画） 哲学さんと詭弁くんはどんな感じの仲になるのかな？ 次巻が楽しみ！ この
レビューは参考になりましたか？ はい0いいえ0. 哲学さんと詭弁くん(1). 購入済み. はじめての哲学
入門書に！ 電子マン 2016年10月11日. ボッチ系男子と学者クール系女子の２人がハイデッガーか
ら老子まで古今東西の哲学者の言葉を用いて日常ギャグを繰り広げます。 笑い自体よりむしろ哲
学の入門コミックとして有用かと。 とはいえそんなに深いところまで掘り下げるわけではなくて、それぞ
れの学者のエッセンスを.
2017年10月6日 . 配布条件開催中のとらのあな各店舗・通信販売で『哲学さんと詭弁くん 2巻』を
お買い上げの方にもれなく1冊につき1枚、イラストカードをプレゼント致します。 ○ 開催期間 2017年
10月7日(土)～配布終了まで ○ 注意事項先着順でのプレゼントとなります。特典品切れの際はご
容赦ください。 物流の都合で地域によっては発売が前後する場合がございます。その場合は発売と
同時に配布開始となります。予めご了承ください。 ご購入された店舗にて特典の在庫がなくなった
場合、他店に在庫があった場合.
哲学さんと詭弁くん<２>（ドラゴンコミックスエイジ）. by 里好. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail ·

Icn fb; Icn tw. S$13.50 S$11.47 Online Price; S$11.47 Kinokuniya Privilege Card Member
Price; Availability Status : In stock at the Fulfilment Centre. Usually dispatches around 5
working days. Retail store and online prices may vary. Arrow up02; Arrow down; ADD TO
CART; Icn heart02 off. domestic delivery FREE Shipping on orders over S$25.00. N.B. While
every attempt has been made to.
オンライン書店 Honya Club.com哲学さんと詭弁くんのページです。
絶望とは、死に至る病!!」 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！
雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!! (C)YOSHIMI SATO. この本を
共有する. facebook · twitter. 670円. カートに入れる · チェックに追加. ※この本は電子書籍です.
詳細情報. 著者, 里好. ジャンル, マンガ ,男性向け ,ドラゴンコミックスエイジ ,青年マンガ ,少年マン
ガ ,完結. シリーズ, 哲学さんと詭弁くん（ドラゴンコミックスエイジ）. レーベル, ドラゴンコミックスエイジ.
出版社, KADOKAWA / 富士見書房.
発売予想は最新刊とその前に発売された巻の期間からベルアラートが独自に計算しているだけであ
り出版社からの正式な発表ではありません。休載などの諸事情により大きく時期がずれることがあり
ます。 一度登録すればシリーズが完結するまで新刊の発売日や予約可能日をお知らせします。
メールによる通知を受けるには下に表示された緑色のボタンをクリックして登録。 このタイトルの登録
ユーザー：119人. この作品をアラート登録(無料). 1：発売済み最新刊 哲学さんと詭弁くん2 (ドラゴ
ンコミックスエイジ さ 11-1-2).
2017年10月7日 . 哲学さんと詭弁くん(デジタル版). シネマこんぷれっくす！(デジタル版). 煉獄デッド
ロール(デジタル版). 喰姫-クヒメ-(デジタル版). ドラゴンエイジ(デジタル版). 疾刻少女(デジタル版).
高校の日常(デジタル版). 孫子のアイドル兵法！(デジタル版) · キングダム 49巻(スキャン版) · 約
束のネバーランド 7巻(スキャン版) · イブニング 2018年4号 · ヤングチャンピオン 2018年3号 · 月刊ヤ
ングマガジン 2018年No.2 · 月刊コミック＠バンチ 2018年2月号 · 週刊少年ジャンプ 2018年8号 ·

ヤングマガジン 2018年8号.
2016年10月8日 . 哲学さんと詭弁くん(1)の電子書籍を読んで、mibonポイントやときめきポイントを
貯めよう。未来屋書店が運営する「mibon 電子書籍」は、哲学さんと詭弁くん(1)（少年コミック）な
ど、コミック・ラノベの電子書籍が購入できます。
哲学さんと詭弁くん 2（ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-2） [コミック]の通販ならヨドバシカメラの公式
サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今な
ら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
2017年9月17日 . KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月刊行分の新
刊マンガが予約受付中だ。つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁くん」の最新刊
などが刊行される。・Amazon.co.jp「疾刻.
書籍/ドラゴンコミックスエイジ 哲学さんと詭弁くん(1)。ゲーマーズは予約特典や購入特典など限定
特典満載のアニメ・ゲーム・ライトノベル・コミック・キャラクターグッズの専門店。
ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫[総合] · ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫[主要作品一覧] · ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫[1月の新刊] · ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾏｶﾞ
ｼﾞﾝ[3月号] · ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ大賞 · 第30回ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ大賞 · ファンタジア文庫放送局 · ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫大
感謝祭2017 · ﾌｧﾝﾀｼﾞｱ文庫パラダイスフェア · 編集部ﾌﾞﾛｸﾞ · ファンタジア文庫WEB小説特集. ド
ラゴンコミックスエイジ 2016年10月発売. 哲学さんと詭弁くん1. 著者：里好. Ｂ６判 670円（税込）
ISBN 978-4-04-072050-0-C0979. 2016年10月08日発売. 「○ックスも知らずに死など知れよう
か……か。」「言葉がきわどい!!!」 「絶望とは、死に至る.
2017年1月11日 . 先輩が踏切をただ待つだけでいいのだろうかと疑問を投げかけ、踏切の待ち時間
を青春の1ページとして有効活用すべきだと主張します。 踏切を . 真島さんはエロい」. 会話シーンや
心の声が面白いのは何よりもキャラクターメイキングがきちっとしてる由縁でしょう。ただ踏切で駄弁る
だけが楽しいのは面白いキャラがいてこそ。 「二人の青春」の先輩と後輩ちゃんを筆頭に、どのエピ
ソードの登場人物もめちゃめちゃ良いキャラしてます。 . 哲学さんと詭弁くん(1)<哲学さんと詭弁くん
> (ドラゴンコミックスエイジ).
2016年10月8日 . . のツイート: "【#哲学さんと詭弁くん 漫画：里好】 DCA第１巻10／8発売 「絶
望とは、死に至る病！」 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！
新感覚哲学コメディ！ ▽" https://t.co/vfHdzR1S4X https://t.co/wQiWavmeIT; ドラゴンエイジさん
のツイート: "【哲学さんと詭弁くん 漫画：里好】 【第１巻コミックス発売！】 「私が脱いで実験してみ
ようか」 謎のセリフ＜哲学＞で雄弁にからかい来る少女を詭弁で迎え撃て 新感覚哲学コメディ #
哲学さんと詭弁くん ▽試し読みはこちら！
2017年10月7日 . 商品の紹介. 慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達観】が迫り来る！ 「愛っ
て何なの？美味しいの？」って、いつもの相手にちょっと違和感……。雄弁に爆走する少女を詭弁
で迎え撃て！ 新感覚、哲学コメディ第２巻!!! もっと読む. 「哲学さんと詭弁くん(2) (ドラゴンコミック
スエイジ)」が好きな人は、こんな商品も購入しています. 哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエ
イジ) · 哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミック. 里好; 1ブログ · ゾンビ先生に噛まれたい(2) (電撃コ
ミックスNEXT) · ゾンビ先生に噛まれ.
哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエイジ)の感想・レビュー一覧です。
最終日！アマゾンkindleストアでドラゴンコミックスエイジ作品が50％以上オフとなるセール実施中！
コメント(0). 2017年08月31日. アマゾンkindleストアで一部のドラゴンコミックスエイジ作品が50％以
上オフとなるセールを実施中です。「ドラゴンコミックエイジ50％以上オフ作品」をチェック。8月31日ま
でです。 というわけでピックアップ！
書籍: 哲学さんと詭弁くん 2 [ドラゴンコミックスエイジ さ－11－1－2],アニメ、ゲーム、アイドル関連
商品のオンラインストア。フィギュアやグッズなど当店限定の商品や特典いっぱい! 無料会員登録で
会員価格や会員限定セールに参加！ 送料無料キャンペーンやブックカバーサービスを実施中！
2017年5月22日 . 猫さんもくつろぎたくなる快適環境。 . ほぼ歯医者になりました。漫画家の仕事
場ですが」と作業スペースを公開したのは、月刊ドラゴンエイジで「哲学さんと詭弁くん」を月刊アク
ションで「踏切時間」を連載中の漫画家・里好（@satoyoshimi）さん。 フランスベッド製のリクライニ
ングチェアを中心に、コピー機、スキャナー、 . 里好さんは3月にもこの仕事場を公開しており、その時

はまだ完成形ではなかったものの、1万6000件以上の“いいね”を集めていました。いつかこんな仕事
場で作業してみたいものですね。
2015年8月10日 . この記事へのトラックバック. 只今、双葉社月刊アクションにて「踏切時間」、
KADOKAWAドラゴンエイジにて「哲学さんと詭弁くん」という漫画を月刊連載してます。 また、双葉
社「コミックハイ！」にて「ディス魔トピア」、アスキーメディアワークス「電撃マオウ」にて「フィギュアシフ
ターズ」、芳文社「まんがタイムきららフォワード」にて「トランジスタ・ティーセット～電気街路図～」、
「まんがタイムきらら」にて「うぃずりず」という漫画を連載してました。 □ メール連絡先□ ご感想、ご意
見、歓迎します。 お仕事に関する.
2018年1月7日 . この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれてい
ます（詳細）。 . 1 沿革; 2 主な連載作品. 2.1 連載中; 2.2 休載中; 2.3 連載終了. 2.3.1 2003年;
2.3.2 2004年; 2.3.3 2005年; 2.3.4 2006年; 2.3.5 2007年; 2.3.6 2008年; 2.3.7 2009年; 2.3.8 2010
年; 2.3.9 2011年; 2.3.10 2012年; 2.3.11 2013年; 2.3.12 2014年 . 2010年12月9日 - 単行本レーベ
ルが旧『ドラゴンジュニア』より継承した「カドカワコミックス・ドラゴンJr.」から「ドラゴンコミックスエイジ」へ
変更される。
アニメ系CD. welcome! to the HIGH SCHOOL BBB world! 200円. 鋼殻のレギオス Webラジオ レ
ギオスのらじおッス!出張版. アニメ系CD. 鋼殻のレギオス Webラジオ レギオスのらじおッス!出張版.
200円. ドラマCD 召喚士マリア 熱湯編 社会見学は命懸け!? アニメ系CD. ドラマCD 召喚士マリア
熱湯編 社会見学は命懸け!? 200円. ドラマCD 風の聖痕 / 山門敬弘(月刊ドラゴンエイジ2007年
9. アニメ系CD. ドラマCD 風の聖痕 / 山門敬弘(月刊ドラゴンエイジ2007年9月号付録). 200円. す
べての同一出版社製品を見る.
2017年6月27日 . 毎月第2・第4木曜日発売の電撃PlayStationの付録“デンプレコミック”で、現在
好評連載中の『因果応報!!? 悪巫女さん』。その単行本第1巻が本日6月27日に発売となった。“デ
ンプレコミック”連載作品は、今後4カ月連続で単行本化されていくが、本作はその . 作画をゲーム
原画や小説のカバーイラストなどで活躍する人気絵師・さめだ小判先生が担当し、原作を現在『哲
学さんと詭弁くん』（月刊ドラゴンエイジ）や『踏切時間』（月刊アクション／双葉社）といった漫画連
載を自らも持つ里好（さと・よしみ）先生が.
2017年9月17日 . KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月刊行分の新
刊マンガが予約受付中だ。 つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁くん」の最新
刊などが刊行される。 ・Amazon.co.jp「疾刻少女 2 | つくすん」・Amazon.co.jp「哲学さんと詭弁く
ん 2 | 里.
2017年10月6日 . 里好氏のコミックス「哲学さんと詭弁くん」最終2巻【AA】発売 「人間は自由の刑
に処せられている！」 「その意気や良し！ 自由時間こそ、哲学の源泉！」 「人は自由の刑に処さ
れている！と、サルトルは言ったな 言い換えると"人生は放置プレイ"みたいな感じだ」. 「ニーチェ曰く
神は死んだこの世界。無価値で無目的な. 「彼女をくれ。さもなくばクリスマスに死を」 「ニーチェ曰
く"神は死んだ。無価値で無目的な世界を生きなくてはならない」. ゲーマーズ本店 特典：イラスト
カード. メロンブックス秋葉原1号店
2017年10月7日 . 哲学さんと詭弁くん2 (ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-2). 参考価格：￥ 670. 販
売価格：￥ 670. 発売日： 2017年10月07日. ランキング：43840位. カテゴリ：本. 前日比：+￥0. 商
品詳細を見る · 私だってするんです 1 (BUNCH COMICS). 参考価格：￥ 626. 販売価格：￥
626. 発売日： 2017年10月07日. ランキング：44179位. カテゴリ：本. 前日比：+￥0. 商品詳細を見
る · ソードアート・オンライン 電撃コミックアンソロジー 2 やっぱりキミが好き。 (電撃コミックスNEXT).
参考価格：￥ 616. 販売価格：￥ 616.
2017年10月20日 . 登録せずに試し読みが可能な電子書籍「哲学さんと詭弁くん」の無料マンガ立
ち読みサイトをまとめています。
2016年10月8日 . 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！雄弁に
爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!! ↑↑このまんが・本も対象です↑↑. 新規
獲得キャンペーン · 無料立ち読み（31ページ）. カゴに追加 620 円（税別）. 謎の言葉に慌てる詭弁
少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感

覚哲学コメディ!!! 続きを読む. 完結; 紙と同時. レビューはありません レビューを書く. 書籍の詳細.
書籍名： 哲学さんと詭弁くん(1); 著者名：.
哲学さんと詭弁くん 1 (ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-1) - 里 好 著 | Libros, Libros de texto,

educativos | eBay!
【オークファン】過去10年のデータからドラゴンコミックスエイジの相場・平均価格を知って、フリマやオー
クション、ショッピングを楽しもう！ヤフオク!・楽天・Amazonなどに対応. . ドラゴンコミックスエイジの情
報. 「ドラゴンコミックスエイジ」は7件の商品が出品されており、直近30日の落札件数は6件、平均
落札価格は514円でした。 オークファンでは「ドラゴンコミックスエイジ」の販売状況、相場価格、価
格変動の推移などの商品情報をご確認いただけます。 . 哲学さんと詭弁くん(1・2)里好 ドラゴンコ
ミックスエイジ. 500円.
里好 漫画・コミック／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
里好@踏切時間②発売中 · @satoyoshimi. 月刊アクションにて「踏切時間」を連載中。月刊ドラ
ゴンエイジにて「哲学さんと詭弁くん」を連載。デンプレコミックにて「因果応報!?悪巫女さん」「聖へき
†桜ヶ丘」の原作をさせてもらってます。 東京都墨田区. zato.jp. Joined September 2010. 557

Photos and videos Photos and videos. New to Twitter? Sign up now to get your own
personalized timeline! Sign up. You may also like. · Refresh. 榊@異なる次元の管理人さん②
巻発売中 @sakaki27. 月見里 中一新連載.
2016年10月9日 . 里好が月刊ドラゴンエイジ（KADOKAWA）で連載する「哲学さんと詭弁くん」1
巻が刊行された。
TSUTAYAおすすめの漫画・コミック新刊情報をチェック！［T-SITE］作品情報ポータル
「TSUTAYA/ツタヤ」は、音楽、映画、ゲーム、本、などの作品/著者/アーティスト情報が満載。
2017年10月7日 . あさひな栞, セガ／チェンクロ・フィルムパートナーズ / ドラゴンコミックスエイジ.
¥670（税込）. 概念 · さんかくやま / ドラゴンコミックスエイジ. ¥670（税込）. 疾刻少女（２）. 最終巻 ·
疾刻少女（２） · つくすん / ドラゴンコミックスエイジ. ¥670（税込）. 孫子のアイドル兵法！（２）. 最終
巻 · 孫子のアイドル兵法！（２） · わだぺん。 / ドラゴンコミックスエイジ. ¥691（税込）. 哲学さんと詭
弁くん（２）. 最終巻 · 哲学さんと詭弁くん（２） · 里好 / ドラゴンコミックスエイジ. ¥670（税込）. ナチュ
ラル（１） · 空吹啓 / コミックオーズ.
2017年10月7日 . 2017年10月7日（土）発売のコミック単行本をお知らせします。 〉過去の日付のコ
ミック新刊はこちら イースト・プレス ・地元で広告代理店の営業女子はじめました（えりた） コミック
エッセイの森 ・理系夫とテキトー奥さん（百田ちなこ） KADOKAWA ドラゴンコミックスエイジ ・概念
（さんかくやま） ・疾刻少女（2）（つくすん） ・シックス・バレッツ（2）（大沢祐輔） ・孫子のアイドル兵
法！（2）（わだぺん。） ・哲学さんと詭弁くん（2）（里好） ・チェインクロニクル ～ヘクセイタスの閃～
（2）（あさひな栞／セガ／チェンクロ・.
2016年12月10日 . (1) (アクションコミックス (コミックハイ! ))』 里 好. 誤解されがちではあると思うんだ
が、『哲学さん～』の里好さんの土台は哲学ではない。たとえ女の子が折口さんで下の名前は多分
「しのぶ」さんだとしても、そういうペダントリーは全てネタである。 里好の本質は間違いなく「漫才」
だ。 Wikipediaによる漫才の定義は、「2人の会話の滑稽な掛け合いの妙などで笑いを提供する」
話芸だそうだ。正にコレのことよ。小難しい言葉を使いこなして天然ボケを繰り出す女の子に翻弄さ
れる男子高校生が頑張ってツッコミを.
1：もゆもゆ大好き名無しのげんさん＠ですです：2017/00/99 ID:MoyuGenn 哲学さんと詭弁くん2絶
賛予約受付中♪ 商品概要KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月刊
行分の新刊マンガが予約受付開始。 ・「疾刻少女 2 | つ.
500位以下の数値も拾えるよう、週間で圏外、その週デイリーで圏内の場合、デイリーから数値を補
完できるようにしたのが推定累計販売数(デイリー補完) です。デイリーの数値はその週の目安の1/7
で、最新の週のみはカウントしていません。 ※推定初動販売数とは, 推定初動販売数とはPOSラン
キングにて発売日から圏外になるまでの部数です。初動部数の比較用です。 「週間圏外まで」とは
週間ランキングで圏外になるまでの累計。（※1週目のみ週間圏外でもデイリー分加算しています）
「デイリー圏外まで」とはデイリー.

慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達観】が迫り来る！ 「愛って何なの？美味しいの？」って、
いつもの相手にちょっと違和感……。雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚、哲学コメ
ディ第２巻!!! 全選択｜全解除. 作品情報. ジャンル. ： 少年マンガ · ギャグ・コメディー. 出版社. ：
KADOKAWA / 富士見書房. 雑誌・レーベル. ： ドラゴンコミックスエイジ. ファイルサイズ. ： 54.6MB.
ISBN. ： 9784040720500. 対応端末. ：. PC対応 iPhone対応 iPad対応 Androidスマートフォン対
応 Andoroidタブレット対応 ブラウザ対応.
里 好 is the author of フィギュアシフターズ02 (5.00 avg rating, 1 rating, 0 reviews, published
2014), フィギュアシフターズ01 (電撃コミックスNEXT) (5.00 avg rating, 1 rating, 0 review.
2017年12月9日 . 哲学さんと詭弁くん(2) (ドラゴンコミックスエイジ) 作者: 里好 出版社/メーカー:
KADOKAWA / 富士見書房 発売日: 2017/10/07 メディア: Kindle版 この商品を含むブログ (2件)
を見る 里好節とでもいうべきギャグ・コメディ。 2巻完結は残念ですがネタがないなら仕方がない！
これは難…
2016年9月30日 . 【特典・フェア】. ファイル 6287-1.jpg ファイル 6287-2.jpg. 「○ックスも知らずに死な
ど知れようか……か。」「言葉がきわどい!!!」 「絶望とは、死に至る病!!」 謎の言葉に慌てる詭弁少
年【妄想】に、 哲学少女【達観】が迫り来る! 雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て! 新感覚哲
学コメディ!!! 里好先生『哲学さんと詭弁くん』1巻！ ◇公式サイトはこちら（富士見書房）◇ ·
□COMICZIN 通信販売はこちら□.
2017年9月17日 . 記事提供： KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月
刊行分の新刊マンガが予約受付中だ。 つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁く
ん」の最新刊などが刊行される。 ・Amazon.co.jp.
月刊アクションにて「踏切時間」を連載中。月刊ドラゴンエイジにて「哲学さんと詭弁くん」を連載。デ
ンプレコミックにて「因果応報!?悪巫女さん」「聖へき†桜ヶ丘」の原作をさせてもらってます。
http://www.zato.jp/. 作者の関連ページ. Twitter Amazon. SNSで作者をシェア. 作者の関連商
品. Amazon. 聖へき†桜ヶ丘 (2) (電撃コミックスNEXT) · Amazon. 哲学さんと詭弁くん(2) (ドラゴ
ンコミックスエイジ) · Amazon. 聖へき†桜ヶ丘 (1) (電撃コミックスNEXT) · 関連商品一覧. 里好@
踏切時間②発売中 さんのマンガ一覧.
哲学さんと詭弁くん ２ （ドラゴンコミックスエイジ）/里好（男性向けコミック：ドラゴンコミックスエイジ） 慌てる詭弁少年〈妄想〉に哲学少女〈達観〉が迫り来る！ 「愛って何なの？美味しいの？」って、
いつもの相手にちょっと違和感…。雄弁に爆走する少女を.紙の本の購入はhontoで。
2016年10月8日 . 女性コミック · ボーイズラブ · ティーンズラブ · 文芸・ラノベ · ビジネス・実用 · 写真
集 · アダルトコミック · 美少女ノベル・ 官能小説 · アダルト写真集・ 雑誌 · 2017年 年間ランキング
· KADOKAWA · スクウェア・エニックス · 集英社 · 講談社 · 小学館 · 秋田書店 · 白泉社 · 恵比
寿酒保 · [2017/01/20 - 2038/01/01] お買い得作品 · TOP · 男性コミック · 少年コミック ·
KADOKAWA / 富士見書房 · ドラゴンコミックスエイジ · 里好; 哲学さんと詭弁くん. 哲学さんと詭
弁くん （1） · 無料サンプル. pt還元; 紙書籍同時; 完結.
哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエイジ). 哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエイジ) ·
本 · ジャンル別 · コミック・ラノベ・BL · コミック · 哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエイジ). 商
品情報. ASIN： B01LXY0OTU; 発売元(Publisher)： KADOKAWA / 富士見書房; 著者
(Author)： 里 好; 発売日： 2016-10-08; 新品価格：; 中古価格：; 定価：; 在庫：; ランキング：
69178 (Kindle版); Amazonでレビューを見る. 画像. グラフ. グラフはログイン中のみ表示されます。
履歴. 日付, ランキング, 在庫, 新品価格, 新品出品.
哲学さんと詭弁くん(テツガクサントキベンクン). 哲学さんと詭弁くん(1)<哲学さんと詭弁くん> (. 1巻
発売年：2016年. 著者: 里好. 掲載誌: 月刊ドラゴンエイジ / KADOKAWA. 完結済み 全2巻 . ブ
ルージャイアントとお兄好きはストーリーだけど不思議とサクサク読める。 — 宮野桂一（大掃除中）
(@donm9orange) 2016, 11月10. 哲学さんと詭弁くん。元哲学専攻と布教したくなったりならなかっ
たり。 哲学さんのエロスが実際ヤバイ。 そういえば···ラノベで制覇するフィロソフィアっていう哲学バト
ル小説があったなぁ···哲学が.
2017年10月19日 . 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る!雄弁に

爆走する少女を詭弁で迎え撃て! 新感覚哲学コメディ!!! -男性コミック -里好, ドラゴンコミックスエイ
ジ, KADOKAWA / 富士見書房, 哲学さんと詭弁くん, ギャグ・コメディー · author. こちら一緒にい
かがでしょうか？ SERVAMP-サーヴァンプ- 11巻. 男性コミック · SERVAMP-サーヴァンプ- 11巻 · 約
束のネバーランド 3巻. 男性コミック · 約束のネバーランド 3巻 · æ–°æ©Ÿå‹•æˆ¦è¨˜ã‚¬. 男性コミック
· 新機動戦記ガンダムW Endless.
トピックがありません. クチコミはありません。この作品に最初のクチコミを書きませんか？ クチコミはあり
ませんこの作品に最初のクチコミを書きませんか？ Icon pencil white. 新しいクチコミを書く. 作品情
報. 著者. 里好. Icon right. カテゴリ. 少年マンガ. Icon right. 出版社. KADOKAWA / 富士見書
房. Icon right. 掲載誌. ドラゴンコミックスエイジ. Icon right. あらすじ. 謎の言葉に慌てる詭弁少年
【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲
学コメディ!!! Icon book. 1巻を試し読み.
哲学さんと詭弁くん(2):里好:KADOKAWA / 富士見書房:男性コミック - 電子書籍のネット通販は
BOOKFAN (本店) by eBookJapanで。BOOKFAN (本店) by eBookJapanは株式会社イーブック
イニシアティブジャパンが運営する、本、電子書籍、雑誌、CD、DVD、Blu-rayを取り扱うオンライン
書店(ネット通販)サイトです。送料無料キャンペーン中です。
KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月刊行分の新刊マンガが予約受
付中だ。 つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁くん」の最新刊などが刊行され
る。 ・Amazon.co.jp「疾刻少女 2 | つくすん」・Amazon.co.jp「哲学さんと詭弁くん2. Sep 17, 2017
おた☆スケ · 続きを読む. それっぽい記事. 「ハイスクールD×D」スタッフ一新で4度目アニメ化！ 石
踏一榮氏の小説「ハイスクールD×D」（KADOKAWA刊）の4度目となるテレビアニメ化「ハイスクー
ルD×D HERO」が、2018年に放送.
哲学さんと詭弁くん(2)の最新巻や漫画、コミックの電子販売、無料立ち読みや試し読み、哲学さん
と詭弁くん(2)の電子書籍の購入はアニメイトブックストアにお任せください。哲学さんと詭弁くん(2)と
一緒に付けられている主なタグは里好やKADOKAWA / 富士見書房があり、豊富な作品の電子
購入が可能です。
既存の哲学者に関する議論や日常の何気ない物事への思考などを描いた漫画の紹介です。「哲
学さんと詭弁くん」「ねじの人々」「てつがくフレンズ」「吾輩の部屋である」「すみっこの空さん」の5作
品。 更新日: 2017年11月12日. この記事に関するお問い合わせ. 72 お気に入り 13729 view. お気
に入り追加. この記事は私がまとめました. Kappa街さん. ☆ 哲学さんと詭弁くん 里 好（著）.
Amazon 哲学さんと詭弁くん(1) (ドラゴンコミックスエイジ). 全2巻. お気に入り詳細を見る. 謎の言
葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【.
2017年9月17日 . 1：もゆもゆ大好き名無しのげんさん＠ですです：2017/00/99 ID:MoyuGenn 哲
学さんと詭弁くん…

Compared to other sports, cycling road race is difficult to build the “Home Game (Home
Stage)” mind. However, in recent years, the mind of supporting the local teams is quickly
developing due to the establishment of community-based teams. Based on such background,
Tour of Japan proposes and selects “Home Team” for each stages for the local residents to be
more emotionally involved with the race. Teams selected as “Home Team” will visit their
“Home Stage” not only during the.
謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！ 雄弁に爆走する少女を
詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!!
ドラゴンエイジさん がハッシュタグ #哲学さんと詭弁くん をつけたツイートの一覧。写真や動画もペー
ジ内で表示するよ！RT/favされたツイートは目立って表示されるからわかりやすい！ (1 page)
哲学さんと詭弁くん ２. ドラゴンコミックスエイジ さ－１１－１－２. 里好／〔著〕. 出版社名, ＫＡＤＯ
ＫＡＷＡ. 出版年月, 2017年10月. ISBNコード, 978-4-04-072469-0 （4-04-072469-0）. 税込価格,
670円. 頁数・縦, １５８Ｐ １８ｃｍ. シリーズ名, 哲学さんと詭弁くん. この商品を買った人は、こちらに
も興味をもっています. 天野めぐみはスキだらけ！ … ねこぐち／著. 甘えたい日はそばにいて。 … 川
井 マコト … がっこうぐらし！ ９: 千葉 サドル … あだるトイズ！ ぷらぱ／〔著 … ゆらぎ荘の幽奈さ

ん ８: ミウラタダヒ … 踏切時間 ２.
eBook Details. KADOKAWA / 富士見書房, October 2016; Imprint: ドラゴンコミックスエイジ;

ISBN: 4336400100300; Language: Japanese; Download options: EPUB 3 (Adobe DRM). You
can read this item using any of the following Kobo apps and devices: DESKTOP; eREADERS;
IOS; ANDROID; TABLETS; WINDOWS.
2017年10月7日 . 慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達観】が迫り来る! 「愛って何なの?美味し
いの?」って、いつもの相手にちょっと違和感……。雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て! 新感
覚、哲学コメディ第2巻!!! 一緒によく読まれている作品: 哲学さんと詭弁くん 1巻 甘城ブリリアント
パーク? ふも 1巻 トリアージX コミックアンソロジー 1巻 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE
DEAD 1巻 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 2巻 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF
THE DEAD 3巻 学園黙示録 HIGHSCHOOL OF.
哲学さんと詭弁くん. 完結. 少年・青年. 669 pt. 無料試し読み · 今すぐ購入. お気に入り登録. 作
品ＯＦＦ. 作者ＯＦＦ · 一覧. 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来
る！ 雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!! 続きを読む. ジャンル. ギャ
グ・コメディ. 掲載誌. ドラゴンコミックスエイジ. 出版社. KADOKAWA / 富士見書房. 巻で購入 全
2巻完結; 話で購入 話配信はありません. 哲学さんと詭弁くん(1) · この巻を試し読み. ポイント:
669pt. カートに入れる · 購入する · 哲学さんと詭弁くん(2).
詭弁くんと哲学さんが終わりまたなろう系が増えた フゥーハハハ、連載入れ替えは地獄だぜ. 205作
者の都合により名無しです2017/07/09(日) 15:32:53.59ID: ... その1%から書籍化してさらにコミック
化だから 一応厳選はされてる。 個人的にはデスマや温泉は普通に面白いよ。 コミカライズ作品で
も箸にも棒にも . 軍オタはニコニコのドラドラドラゴンエイジで完全に玩具だけど、売れてるのに狂気を
感じる. 247作者の都合により名無しです2017/08/10(木) 12:58:15.28ID:0vFFZEPR. 軍オタはギャ
グ漫画.
2017年10月7日 . 哲学さんと詭弁くん(2) - 里 好 - 楽天Koboなら漫画、小説、ビジネス書、ラノベ
など電子書籍がスマホ、タブレット、パソコン用無料アプリで今すぐ読める。
哲学さんと詭弁くん』 第1巻 里好 【日刊マンガガイド】. ドラゴンエイジ哲学さんと詭弁くん日刊マン
ガガイド里好. 2016/11/04. LINEで送る. 日々発売される膨大なマンガのなかから、「このマンガがす
ごい！WEB」が厳選したマンガ作品の新刊レビュー！ 今回紹介するのは、『哲学さんと詭弁くん』.
tetsugakusantokibenkun_s01. 『哲学さんと詭弁くん』 第1巻里好 KADOKAWA ￥620+税（2016
年10月8日発売）. 「好きな人同士でグループを組みなさい」。学校でこう言われたとき、あなたはどう
感じたか？ 無邪気に喜んだ人、.
哲学×詭弁≫理屈と屁理屈がぶつかると、何だか変で、変じゃない!? 「絶望とは、死に至る病!!」
謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！ 雄弁に爆走する少女を
詭弁で迎え撃て！ 言葉のあやとあやとの応酬がクセになる!? 新感覚哲学コメディ!!! ドラゴンエイジ
· うんちく / 笑い / テンション / 学園 / コメディ. 哲学さんと詭弁くん コミックス情報. 哲学さんと詭弁く
ん1 表紙; 哲学さんと詭弁くん1; 電子書籍を購入. 本を購入. BOOK☆WALKER; Amazon.co.jp;
カドカワストア; 楽天ブックス; セブンネット.
哲学さんと詭弁くん1 (ドラゴンコミックスエイジ さ 11-1-1)の感想・レビュー一覧です。
哲学さんと詭弁くん(2)/著者:里 好（男性向けコミック） - 慌てる詭弁少年【妄想】に哲学少女【達
観】が迫り来る！ 「愛って何なの？美味しいの？」って、いつもの相手にちょっと違和感……。雄弁
に爆走する少女.電子書籍のダウンロードはhontoで。
2017年10月25日 . この漫画の発売日 : 2016年10月08日 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】
に、哲学少女【達観】が迫り来る!雄弁に爆走する少女を詭弁で迎え撃て! 新感覚哲学コメディ!!!
哲学さんと詭弁くん 1巻の作者. 里好. 哲学さんと詭弁くん 1巻の同シリーズ作品. 哲学さんと詭弁
くん. この漫画の関連タグ. 男性コミック · KADOKAWA / 富士見書房ギャグ・コメディードラゴンコ
ミックスエイジ哲学さんと詭弁くん里好. 投稿ナビゲーション. ← 超速スピナー 3巻 · 王子と魔女と姫
君と 2巻 →. サイト内の漫画を検索する（漫画.
2016年11月29日 . だけどこの漫画はこの漫画でいいのかなって思います。 女の子もかわいいし. た

だリアルな絵でひたすらに哲学に対して語り合うっていう漫画もあれば面白いのかもなーって思いまし
た。 でもそれを書くとなるとかなりの哲学者の助力が必要になるかもな・・・. 見てみたい気もしま
す・・・. 今回の作品に関しては、わりと軽い感じなので見やすい漫画です。 気になる方は一度見て
みてもいいのではと思います。 ではでは. 哲学さんと詭弁くん(1)<哲学さんと詭弁くん> (ドラゴンコミッ
クスエイジ)[Kindle版].
哲学さんと詭弁くん(2) - 里好 -（ドラゴンコミックスエイジ）など電子書籍を読むなら
BOOK☆WALKER。漫画、ラノベ、小説などがスマホで今すぐ読める！
2017年10月18日 . 哲学さんと詭弁くん 第01-02巻 [Tetsugakusan to Kibenkun vol 01-02]. by
manga-zip. MANGA. 哲学さんと詭弁くん 第2巻哲学さんと詭弁くん zip 哲学さんと詭弁くん rar
哲学さんと詭弁くん raw 哲学さんと詭弁くん dl 哲学さんと詭弁くん torrent. Title : 哲学さんと詭弁
くん 第01-02巻 [Tetsugakusan to Kibenkun vol 01-02] Associated Names (一般コミック)[里好]
哲学さんと詭弁くん哲学さんと詭弁くん. DOWNLOAD/ダウンロード : Sakurafile. Tetsugakusan to

Kibenkun v01-02.zip – 135.8 MB.
「角川書店 カドカワコミックス ドラゴンJr」 に関連する売れ筋ランキングの最安値を簡単比較！
Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング・ヤフオク！などの大手通販サイトから最安・激安価格をクチコ
ミ・レビュー、送料、決済方法などから比較検索！
2017年6月28日 . 第１話・親の心、子知らず］. 人気絵師さめだ小判6年ぶりのコミック連載作品と
して注目され、さらには原作を現在『哲学さんと詭弁くん』（月刊ドラゴンエイジ）や『踏切時間』（月
刊アクション／双葉社）といった連載を自らも持つ里好が務めている点でも注目されている。 1巻の
発売を記念し、一部書店では描き下ろしを含む購入特典が用意されている。アニメイトはミニ色
紙、ゲーマーズ、comicZIN、三洋堂はイラストカード、WonderGOOはポストカード、とらのあなはか
けかけカバー、メロンブックスA4クリア.
2017年6月27日 . 毎月第2・第4木曜日発売の電撃PlayStationの付録“デンプレコミック”で、現在
好評連載中の『因果応報!!? 悪巫女さん』。その単行本第1巻が本日6月27日に発売となった。“デ
ンプレコミック”連載作品は、今後4カ月連続で単行本化されていくが、本作はその . 作画をゲーム
原画や小説のカバーイラストなどで活躍する人気絵師・さめだ小判先生が担当し、原作を現在『哲
学さんと詭弁くん』（月刊ドラゴンエイジ）や『踏切時間』（月刊アクション／双葉社）といった漫画連
載を自らも持つ里好（さと・よしみ）先生が.
富士見書房｜哲学さんと詭弁くん. CONTENTS. ファンタジア文庫. ドラゴンマガジン. ドラゴンエイ
ジ. エイジプレミアム. ミルフィ. コミック. ドラゴンブック. 富士見L文庫. 富士見ラノベ文芸大賞. 富士
見新時代小説文庫. 単行本. MAIN TITLES. 異世界でスキルを解体したらチー… あだるトイ
ズ！ 村人ですが何か？ レジェンド · ガン×クローバー · オレたちのファンタジーはまだ始… とっても優
しいあまえちゃん! 異国迷路のクロワーゼ · トリニティセブン 7人の魔書. トリニティセブン リーゼクロ…
この素晴らしい世界に祝福を！
踏切時間 1 アクションコミックス · 哲学さんと詭弁くん 1 ドラゴンコミックスエイジ · ディス魔トピア 4 ア
クションコミックス コミックハイ！シリーズ · ディス魔トピア 3 アクションコミックス コミックハイ！シリーズ ·
フィギュアシフターズ 2 電撃コミックスNEXT · ディス魔トピア 2 アクションコミックス コミックハイ！シリー
ズ.
2017年10月6日 . 天牌外伝 33 来賀友志,嶺岸信明 · 英雄伝説 閃の軌跡 5 (ファルコム
BOOKS) さがら 梨々; 兄ート先生の発酵メシ 1巻 (バンチコミックス) 羽鳥まりえ; カードファイト!!
ヴァンガードG ストライドジェネレーション 3 (単行本コミックス) 平和ライチ; ぶっカフェ!(1) (星海社
COMICS) 小林 ロク; Artiste 2巻 (バンチコミックス) さもえど太郎; 可愛い上司を困らせたい ２巻
(まんがタイムコミックス) タチバナロク; 概念 (ドラゴンコミックスエイジ) さんかくやま; 哲学さんと詭弁くん
(2) (ドラゴンコミックスエイジ) 里 好
. width="468" height="686"></iframe>. 試し読み作品の続きを読む. ＜哲学さんと詭弁くん(1) の
試し読みについて＞ 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！ 雄弁
に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 新感覚哲学コメディ!!! 里好(著者) ジャンル：コミック , 少年 ,
ホビー 出版社名：KADOKAWA / 富士見書房 レーベル：ドラゴンコミックスエイジ 公開期間：

2016/10/08 〜 試し読みページ数：約 30 ページ 販売コード：（ISBN-13）9784040720500. 試し読
み作品の続きを読む.
2016年10月7日 . 哲学×詭弁≫理屈と屁理屈がぶつかると、何だか変で、変じゃない!? 「絶望と
は、死に至る病!!」 謎の言葉に慌てる詭弁少年【妄想】に、哲学少女【達観】が迫り来る！ 雄弁
に爆走する少女を詭弁で迎え撃て！ 言葉の.
2017年4月8日 . 早速、遊びに来た哲学さんが押し入る事態に(^^;)。 何というか、まぁ、普通の女の
子がくるならハッピーなコトなのに、 哲学さんとなりますと……いや、それでも良いのでは？ ……少な
くとも作中では詭弁くん、 男友だちすら居なそうですし、哲学さんはそういう意味でも貴重なのではな
いかしら、なんて思うのですよね。 んで、まぁ、扉絵状態の無防備哲学さんへつい……な詭弁く
ん……。 ここまでかなり堪えて、頑張ってますからね。 でも……妹ちゃんに目撃されたらダメですな
(笑)。 哲学さんと詭弁くん1.
里好（さと よしみ）は、日本の漫画家、漫画原作者。 『まんがタイムきらら』2006年3月号に、新人
発掘企画「きら☆スタ」の第1回挑戦作品として4コマ漫画作品『うぃずりず』が掲載され、好評につき
そのまま同誌にて連載となった。2008年9月号から『まんがタイムきららフォワード』に、秋葉原を舞台
とした漫画作品『トランジスタ・ティーセット〜電気街路図〜』を連載している。単行本などでの自画
像はナス。 2016年からは漫画原作者としての活動も開始した。
2017年6月28日 . 人気絵師さめだ小判6年ぶりのコミック連載作品として注目され、さらには原作を
現在『哲学さんと詭弁くん』（月刊ドラゴンエイジ）や『踏切時間』（月刊アクション／双葉社）といった
連載を自らも持つ里好が務めている点でも注目されている。 1巻の発売を記念し、一部書店では
描き下ろしを含む購入特典が用意されている。アニメイトはミニ色紙、ゲーマーズ、comicZIN、三洋
堂はイラストカード、WonderGOOはポストカード、とらのあなはかけかけカバー、メロンブックスA4クリ
アファイルとなっている。
2017年9月16日 . 記事提供：KADOKAWA/富士見書房・ドラゴンコミックスエイジの2017年10月
刊行分の新刊マンガが予約受付中だ。つくすんさんの「疾刻少女」、里好さんの「哲学さんと詭弁く
ん」の最新刊などが刊行される。・Amazon.co.jp「疾刻少女 2 | つくすん」.

