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5/7 働く人のためのアドラー心理学　「もう疲れたよ…」にきく８つの習慣岩井俊憲 648 5/14 メサイア　警備局特別公安五係　 高殿　円 未定 5/30 月日の残像　 山田太一 562 5/10 兄弟団の声　 クルト・マール/若松宣子691

5/7 田中角栄　巨魁伝　 大下英治 864 5/14 親鸞　完結●(上）　 五木寛之 未定 5/30 遠野物語　 柳田国男 464 5/10 ボーン・プロフェシー　骨を読み解く者 テッド・コズマトカ/月岡小穂1188

5/7 老いを照らす　 瀬戸内寂聴 648 5/14 親鸞　完結●(下）　 五木寛之 未定 5/30 おとこのるつぼ　 群ようこ 529 5/24 水宮殿の賢人　 ウィリアム・フォルツ＆Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/渡辺広佐691

5/7 一瞬と永遠と　 萩尾望都 756 5/14 佐伯チズ「完全美肌」123のＱ＆Ａ　（仮） 佐伯チズ 648 5/30 私の暮らしかた　 大貫妙子 529 5/24 死の迷路　 フィリップ・Ｋ・ディック/山形浩生907

5/7 夜をぶっとばせ　 井上荒野 756 5/14 天皇への道　 吉田伸弥 未定 5/30 ブータン、これでいいのだ　（仮） 御手洗瑞子 724 5/24 星間帝国の残照　光速船インパルス デイヴ・バラ/金子　司1080

5/7 富くじ狂瀾　 千野隆司 756 5/14 大奥の座敷童子　 堀川アサコ 未定 5/30 ジュエリーの話　（仮） 山口　● 724 5/10 オービタル・クラウド(上）　 藤井太洋 756

5/14 コミック版　魍魎の匣(上）　 京極夏彦/志水アキ未定 5/30 エストニア紀行　森の苔・庭の木漏れ日・海の葦 梨木香歩 594 5/10 オービタル・クラウド(下）　 藤井太洋 756

5/7 おんな開花帖　（仮） 睦月影郎 756 5/14 コミック版　魍魎の匣(下）　 京極夏彦/志水アキ未定 5/30 ほろびぬ姫　 井上荒野 497 5/24 めぐり逢ふまで　蔵前片想い小町日記　 浮穴みみ 842

5/7 女豹刑事　（仮） 八神淳一 756 5/14 イーヨくんの結婚生活　 大山淳子 未定 5/30 ランクＡ病院の愉悦　 海堂　尊 529 5/24 天冥の標(9）　PART2 小川一水 778

5/7 未　定　 沢里裕二 756 5/14 図書館の魔女(3）　 高田大介 未定 5/30 雷の波濤　満州国演義(7) 船戸与一 907 5/24 血と霧(1）　常闇の王子 多崎　礼 864

5/14 図書館の魔女(4）　 高田大介 未定 5/30 すべての縁を良縁に変える51の「気づき」　 木村藤子 464 5/10 ナイスヴィル(３上）　悪夢の終焉 カーステン・ストラウド/山中朝晶1080

5/18 日本近代随筆選(2）　大地の声 千葉俊二/長谷川郁夫未定 5/14 戦国BASARA３　真田幸村＆猿飛佐助の章　 野崎雅人/佐々原史緒未定 5/30 「日中韓」外交戦争　 読売新聞政治部680 5/10 ナイスヴィル(３下）　悪夢の終焉 カーステン・ストラウド/山中朝晶1080

5/18 ノートル＝ダム・ド・パリ(上）　 ユゴー/●　　昶未定 5/14 日帰り登山のススメ　あした、山へいこう！　 鈴木みき 未定 5/30 死の舞い　新・古着屋総兵衛（仮）(12) 佐伯泰英 680 5/24 黄金の時間　 トッド・モス/青木　創972

5/18 禅堂生活　 鈴木大拙/横川顕正未定 5/14 ローカル線で行こう！　 真保裕一 未定 5/30 殺したい蕎麦屋　 椎名　誠 562 5/10 シャバーサナ殺人事件　 ダイアナ・キリアン/仁木めぐみ950

5/18 小説の技法　 ミラン・クンデラ/西永良成未定 5/14 ヒトイチ　内部告発　警視庁人事一課監察係　 濱　嘉之 未定 5/30 殺人犯はそこにいる　隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件清水　潔 767 5/10 奥方は名探偵　 アシュリー・ウィーヴァー/武藤崇恵950

5/18 南部百姓命助の生涯　幕末一揆と民衆世界 深谷克己 未定 5/14 素浪人半四郎百鬼夜行(7）　邂逅の紅蓮 芝村凉也 713 5/30 砕け散るところを見せてあげる　（仮） 竹宮ゆゆこ 637 5/10 流　れ　自然が創り出す美しいパターン(2) フィリップ・ボール/塩原通緒972

5/18 ラニーニャ　 伊藤比呂美 未定 5/14 レジェンド歴史時代小説　粟田口の狂女　 滝口康彦 未定 5/30 オークブリッジ邸の笑わない貴婦人(2）　（仮） 太田紫織 594 5/24 国家はなぜ衰退するのか(上）　権力・繁栄・貧困の起源ダロン・アセモグル/ジェイムズ・Ａ・ロビンソン1080

5/14 地獄堂霊界通信(4）　 香月日輪 未定 5/30 御手洗潔の追憶　 島田荘司 562 5/24 国家はなぜ衰退するのか(下）　権力・繁栄・貧困の起源ダロン・アセモグル/ジェイムズ・Ａ・ロビンソン1080

下 日本陸軍の知られざる兵器　 高橋　昇 842 5/14 『能町みね子のときめきデートサポーター』略して　能サポ　能町みね子 未定 5/30 剣より強し(上）　クリフトン年代記　第５部（仮） ジェフリー・アーチャー/戸田裕之680

下 蒼茫の海　 豊田　穣 972 5/14 ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅　 レイチェル・ジョイス/亀井よし子未定 5/30 剣より強し(下）　クリフトン年代記　第５部（仮） ジェフリー・アーチャー/戸田裕之724 5/3 心、とけあうとき　 ダイアナ・パーマー/青山陽子670

下 海軍整備兵奮戦録　 前田　勲 853 5/14 新装版　無名碑(上）　 曾野綾子 未定 5/30 秘密の花園　 バーネット/畔柳和代724 5/3 嘘は恋の始まり　 ジェシカ・スティール/松村和紀子670

下 隼戦闘隊長　加藤建夫　 檜　與平 886 5/14 新装版　無名碑(下）　 曾野綾子 未定 5/3 悲しみの葡萄　 ヴァイオレット・ウィンズピア/安引まゆみ670

5/14 ホテル・モーリス　 森　晶麿 未定 5/26 ＳＴＡＲＳ＆ＭＩＳＳＩＯＮ　 天瀬ふゆ 未定 5/3 裁きの日　 ペニー・ジョーダン/小林町子670

5/10 闇を照らす天使　 マヤ・バンクス/市ノ瀬美麗1018 5/14 一〇〇〇ヘクトパスカル　 安藤祐介 未定 5/26 未　定　 未　　定 未定 5/3 ガラス越しの記憶　 スーザン・フォックス/原　淳子670

5/26 公文書館員ビーチャー(上）　 ブラッド・メルツァー/出水　純788 5/11 寺田寅彦セレクション(2）　 寺田寅彦/千葉俊二1728 5/26 あなたを知りたい～初恋Cross Road～ 　 蒼月ともえ 未定 5/3 胸騒ぎのスクープ　 ノーラ・ロバーツ/高見　暁720

5/26 公文書館員ビーチャー(下）　 ブラッド・メルツァー/出水　純788 5/11 「現代の文学」月報集　 講談社文芸文庫1728 5/26 未　定　 未　　定 未定 5/14 とっておきのキス　 ベティ・ニールズ/竹生淑子540

5/11 『深い河』創作日記　 遠藤周作 1728 5/26 未　定　 未　　定 未定 5/14 スペインの愛人　 シャロン・ケンドリック/進藤あつ子540

5/26 東海道中膝栗毛を旅しよう　（仮） 田辺聖子 未定 5/11 百閒随筆(1）　 内田百閒/池内　紀1404 5/11 臆病な恋の育て方　 和泉あや 未定 5/14 結婚の代償　 ダイアナ・パーマー/津田藤子670

5/26 最澄と空海　日本仏教思想の誕生（仮） 立川武蔵 未定 5/20 山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた　山中伸弥/緑　慎也未定 5/11 会社で恋しちゃダメですか？　 颯陽香織 未定 5/14 氷の紳士に拾われた家政婦　 ロレイン・ヒース/琴葉かいら1000

5/26 白描画でわかる仏像百科　（仮） 香取良夫 未定 5/20 自分思考　 山口絵理子 未定 5/11 俺だけの家政婦さん　 望月沙菜 未定 5/14 貴公子と秘密のラブレター　 エリザベス・ボイル/楡木菜々980

5/26 哲学は資本主義を変えられるか　ヘーゲル哲学再考（仮）竹田青嗣 未定 5/20 ドラゴン桜公式副読本　16歳の教科書(2）　「勉強」と「仕事」はどこでつながるのか５人の特別講義プロジェクト/モーニング編集部680 5/11 嫁になるための十ヶ条　 田崎くるみ 未定 5/14 恋に溺れる５つの理由　 シャーロット・フェザー・ストーン/立石ゆかり820

5/26 日本武術神妙記　（仮） 中里介山 未定 5/20 ココ・シャネルの真実　 山口昌子 886 5/11 悪い子になりたい　 砂川雨路 未定 5/21 ジョニー＆ルー　絶海のミッション　 ジャック・ソレン/入間　眞820

5/26 正義のセ(1）　（仮） 阿川佐和子 未定 5/20 奪われざるもの　ソニー「リストラ部屋」から見た明日　清武英利 864 5/30 あの夏を生きた君へ　 水野ユーリ 未定 5/21 蜂のざわめき　 ヴァレリー・ギアリ/新井ひろみ820

5/26 ファミレス(上）　（仮） 重松　清 未定 5/11 興亡の世界史　オスマン帝国500年の平和　 林佳世子 未定 5/30 15のチルド　（仮） つゆのあめ 未定 5/21 二重人格探偵エリザ　嗤う双面神　 ヴィオラ・カー/川野靖子820

5/26 ファミレス(下）　（仮） 重松　清 未定 5/11 交易する人間（ホモ・コムニカンス）　贈与と交換の人間学　今村仁司 未定

5/26 最後の晩ごはん　夢の行方と鍋焼きうどん（仮） 椹野道流 未定 5/11 現代思想の遭難者たち　 いしいひさいち 未定 5/11 新装版　イノセント・ゲリラの祝祭　 海堂　尊 810 5/30 アイ・リッパー(上）　 スティーヴン・ハンター未定

5/26 たそがれ横丁騒動記(2）　（仮） 鳥羽　亮 未定 5/11 なぜ、猫とつきあうのか　 吉本隆明 未定 5/11 悪用禁止！　裏ネタ　 日本博識研究所   648 5/30 アイ・リッパー(下）　 スティーヴン・ハンター未定

5/26 わが家は祗園の拝み屋さん(2）　涙と月と砂糖菓子（仮）望月麻衣 未定 5/19 君と時計と雨の雛　第三幕　 綾崎　隼/bookwall713 5/11 戦術の日本史　 青山　誠 648 5/30 スター・オブ・フォーチュン　 ノーラ・ロバーツ未定

5/26 ハルチカ番外編　（仮） 初野　晴 未定 5/19 バビロン(2）　―悪― 野崎まど 745 5/11 偽装国家・中国の「歴史認識」　 石　　平 680

5/26 京都 恋地獄　（仮） 花房観音 未定 5/19 異端審問ラボ　魔女の事件簿(2）　 高里椎奈 713 5/13 王様ゲーム　煉獄10.29　 金沢伸明 710

5/26 娼婦たちから見た日本　黄金町、渡鹿野島、沖縄、秋葉原、タイ、チリ（仮）八木澤高明 未定 5/19 未　定　 二宮敦人 713 5/27 淫蔽工作　―警視庁警備７課　秋川涼子　（仮） 沢里裕二 691 5/13 王様ゲーム　煉獄11.04　 金沢伸明 710

5/26 あしたも、友だち　となりのウチナーンチュ（仮） 早見慎司 未定 5/27 とろめき商店街　 葉月奏太 691 5/13 公園で萌えて　（仮） 草凪　優 670

5/26 採薬使佐平次　吉祥の誘惑（仮） 平谷美樹 未定 5/13 青春の雄嵐　 牧　秀彦 未定 5/27 人狼ゲーム　PRISON BREAK　（仮） 川上　亮 756 5/13 お風呂でゴックン　 橘　真児 650

5/26 ミヤマ物語　第一部（仮） あさのあつこ 未定 5/13 智頭急行のサムライ　 西村京太郎 未定 5/30 実話怪談　禁じられた怖い話　 加藤　一 702 5/13 美味づくし　（仮） 新藤朝陽 660

5/26 料理番　初嵐　新・包丁人侍事件帖（仮）(3) 小早川涼 未定 5/13 ミストレス　 篠田節子 未定 5/30 恐怖実話　かくれんぼ　 城谷　渉 702 5/13 自薦　THE どんでん返し　 綾●行人 他５名630

5/26 三毛猫ホームズの戦争と平和　（仮） 赤川次郎 未定 5/13 島燃ゆ　隠岐騒動　 松本侑子 未定 5/30 怪談実話ベストコレクション　軛　 黒木あるじ 842 5/13 呪われた恋文　 飯島一次 620

5/26 鳩とクラウジウスの原理　（仮） 松尾佑一 未定 5/13 さよならハートブレイクレストラン　 松尾由美 未定 6/1 素人手記　火照りがとまらない～ふしだら妻の羞恥告白　（仮）愛の体験編集部691 5/13 何れ菖蒲か杜若　（仮） 誉田龍一 650

5/26 宇宙で唯一の自分を大切にする方法　（仮） 山川亜希子 未定 5/13 君は戦友だから　 喜多嶋隆 未定 5/13 椿の海　（仮） 矢的　竜 660

5/26 光降る丘　（仮） 熊谷達也 未定 5/13 野良猫たちの午後　 ヒキタクニオ 未定 5/11 ゴッチ語録〔決定版〕　 後藤正文 1026 5/13 木皿食堂　 木皿　泉 710

5/26 将軍の猫(2）　（仮） 和久田正明 未定 5/13 爆殺　姐御刑事　 南　英男 未定 5/11 ちろりん村顛末記　 広岡敬一 886 5/13 1993年の女子プロレス　 柳澤　健 1080

5/26 動乱の日本史　徳川システム崩壊の真実　（仮）井沢元彦 未定 5/13 優しい死神の飼い方　 知念実希人 未定 5/11 わが推理小説零年　 山田風太郎 972 5/13 ＢＡＲレモン・ハート　夫婦愛結びのお酒の巻 古谷三敏（ファミリー企画）570

5/26 記憶屋(2）　（仮） 織守きょうや 未定 5/13 刹那に似てせつなく　新装版　 唯川　恵 未定 5/11 戦闘破壊学園ダンゲロス　 架神恭介 1512

5/26 貞子vs伽椰子　（仮） 黒　史郎/白石晃士未定 5/13 驚愕遊園地　日本ベストミステリー選集 日本推理作家協会未定 5/11 裸はいつから恥ずかしくなったか　 中野　明 821 5/26 海峡炎ゆ　箱館奉行所始末（仮）(5) 森真沙子 700

5/26 睡蓮のまどろむ館　（仮） 篠田真由美 未定 5/13 電話ミステリー●楽部　 ミステリー文学資料館未定 5/11 猫語のノート　 ポール・ギャリコ/灰島かり842 5/26 未　定　旗本三兄弟　事件帖(3) 藤水名子 700

5/13 尾木ママ流　凹まない生き方　（仮） 尾木直樹 未定 5/13 妖雲群行　 田中芳樹 未定 5/11 造形思考(上）　 パウル・クレー/土方定一1728 5/26 将軍の跡継ぎ　お庭番の二代目（仮）(1) 氷月　葵 700

5/13 〈ひらがな〉の誕生　（仮） 山口謠司 未定 5/13 しのぶ川　 稲葉　稔 未定 5/11 造形思考(下）　 パウル・クレー/土方定一1620 5/26 兄嫁・真理子　（仮） 深草潤一 710

5/13 心屋仁之助の仕事・人間関係　「最近なにもかもうまくいかない」と思ったら読む本　（仮）心屋仁之助 未定 5/13 ないたカラス　 中島　要 未定 5/11 自己言及性について　 ニクラス・ルーマン/土方　透1512 5/26 人妻転落　（仮） 渡辺やよい 710

5/13 中学３年間の英語を10時間で復習する本　（仮） 稲田　一 未定 5/13 悪の仮面　 早見　俊 未定 5/11 大乗とは何か　 三枝充悳 1404 5/21 アイ・ドリーム・オブ・デンジャー　（原題） リサ・マリー・ライス/鈴木美朋1028

5/13 スターバックスCEOだった私が社員に贈り続けた31の言葉　（仮）岩田松雄 未定 5/13 情けの露　 井川香四郎 未定 5/11 民藝の歴史　 志賀直邦 1404 5/21 フォレバー・ユア・アール　（原題） エヴァ・リー/高橋佳奈子1028

5/13 消えた古代豪族「蘇我氏」の謎　（仮） 『歴史読本』編集部未定 5/13 虎徹入道　 藤井邦夫 未定 5/11 夜伽の苺は男装中～皇太子の内憂白書～　 花川戸菖蒲/氷堂れん710

5/13 年収1000万円の貧乏人　年収300万円のお金持ち　（仮）伊藤邦生 未定 5/13 アッシャー家の崩壊／黄金虫　 エドガー・アラン・ポー/小川高義未定 5/20 憲政の本義　吉野作造デモクラシー論集 吉野作造 　 972 5/11 白バラの騎士と花嫁　 阿部はるか/KRN710

5/16 おいしいベランダ。　午前１時のお隣ごはん（仮）竹岡葉月/おかざきおか未定 5/13 寛容論　 ヴォルテール/斉藤悦則未定 5/20 クラン(3）　警視庁公安部・区界浩の深謀（仮） 沢村　鐵 　 734 5/30 読めそうで読めない間違いやすい漢字　（仮） 出口宗和 670

5/16 堕ち神さまの神頼み　 さくまゆうこ/しわすだ未定 5/13 千玄室が語る　茶の楽しみ　 千　玄室 未定 5/20 触　発　新装版 今野　敏 　 691

5/16 帝都の夜に潜む罪　（仮） 和泉　桂/さとい未定 5/13 悪の殺し文句　 向谷匡史 未定 5/20 アキハバラ　新装版 今野　敏 　 691 5/24 力ずくの隣人狩り　（仮） 相馬哲生 未定

5/16 霧雨ホテルでおもてなし　～謎の支配人に嫁ぐことになりました。～木内　陽/あおいれびん未定 5/20 パラレル　新装版 今野　敏 　 691 5/24 三人の新しい姉　（仮） 鷹羽　真 未定

5/26 桜　龍　新たな絆　編（仮）(下) 美　　那 未定 5/21 思い出のとき修理します(4）　永久時計を胸に 谷　瑞恵 未定 5/20 他諺の空似　ことわざ人類学 米原万里 　 734 5/24 喪服奴隷の群れ　（仮） 冬木弦堂 未定

5/26 悪　女(上）　（仮） 映画館 未定 5/21 ここはボツコニアン(2）　 宮部みゆき 未定 5/20 阿呆の鳥飼　 内田百閒 　 864 5/24 おいしい生活　（仮） 青橋由高 未定

5/26 青春ペネトレイト　（仮） 眠　　空 未定 5/21 八月の青い蝶　 周防　柳 未定 5/20 作家論　新装版 三島由紀夫 　 972 5/24 ママvs.町でいちばん美しい母娘　（仮） 村崎　忍 未定

5/26 放課後恋愛相談部！　恋の悩みはおまかせあれ。（仮）あいみ 未定 5/21 おれたちの約束　 佐川光晴 未定 5/20 法然と親鸞　 山折哲雄 　 864 5/24 調教三重姦　（仮） 御前零士 未定

5/26 犬は書店で謎を解く　ご主人様はワンコなのです（仮）牧野　修 未定 5/21 暗夜鬼譚　春宵白梅花 瀬川貴次 未定

5/26 お世話になっております。陰陽課です(2）　（仮） 峰守ひろかず 未定 5/21 カテリーナの旅支度　イタリア　二十の追想 内田洋子 未定 5/13 ラスト・ウィンター・マーダー　 バリー・ライガ/満園真木1447 5/11 増山超能力師事務所　 誉田哲也 691

5/26 いのち短しサブカレ乙女。　（仮） ハセガワケイスケ未定 5/21 ナマコのからえばり　流木焚火の黄金時間 椎名　誠 未定 5/13 僕の探偵　 新野剛志 842 5/11 スナックちどり　 よしもとばなな 497

5/26 まいごなぼくらの旅ごはん　季節の甘味とふるさとごはん（仮）マサト真希 未定 5/21 女検事の涙は乾く　あんみつ検事の捜査ファイル和久峻三 未定 5/23 埋葬された夏　 キャシー・アンズワース/三角和代1447 5/11 寄残花恋（のこりはなよするこい）　酔いどれ小籐次　決定版(3)佐伯泰英 745

5/26 φの方石(3）　―骸のまほろば魔石奇譚―（仮） 新田周右 未定 5/21 鍋奉行犯科帳(7）　（仮） 田中啓文 未定 5/23 日曜は憧れの国　 円居　挽 734 5/11 Ｄｅｌｕｘｅ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　 阿部和重 756

5/26 サムライ・デッドエンド　（仮） 入間人間 未定 5/21 ニッポンぶらり旅　　北の居酒屋の美人ママ 太田和彦 未定 5/23 比類なき翠玉(上）　時間旅行者の系譜 ケルスティン・ギア/遠山明子950 5/11 金色機械　 恒川光太郎 1037

5/21 サブイボマスク　ノベライズ　 一雫ライオン 未定 5/23 比類なき翠玉(下）　時間旅行者の系譜 ケルスティン・ギア/遠山明子950 5/11 燦（さん）(7）　天の刃 あさのあつこ 659

5/16 ハレのヒ食堂の朝ごはん　 成田名璃子 未定 5/21 明智小五郎事件簿(1）　（仮） 江戸川乱歩 未定 5/23 玉妖綺譚　 真園めぐみ 907 5/11 出来心　ご隠居さん(4) 野口　卓 680

5/16 新選組剣客伝　（仮） 森村誠一 未定 5/21 ハロー、サヨコ　きみの技術に敬服するよ　 瀧羽麻子 未定 5/31 偽りの書簡　（仮） ロサ・ビーバス/ザビーネ・ホフマン1512 5/11 後藤又兵衛　 風野真知雄 734

5/16 未　定　 上田秀人 未定 5/21 白夜の爺スナイパー　（仮） デレク・Ｂ・ミラー/加藤洋子未定 5/31 幽霊はお見通し　（仮） エミリー・ブライトウェル/田辺千幸1058 5/11 死に金　 福澤徹三 810

5/16 未　定　 風野真知雄 未定 5/21 スティーヴンソン　 スティーヴンソン/●原　登未定 5/31 ゴースト≠ノイズ（リダクション）　 十市　社 799 5/11 甘いもんでもおひとつ　藍千堂菓子噺 田牧大和 810

5/16 未　定　 坂井希久子 未定 5/21 時をかける眼鏡　眼鏡の帰還と姫王子の結婚　 椹野道流/南野ましろ未定 5/13 帰還兵の戦場(1）　コロニー星系の悪夢 ギャビン・スミス/金子　浩950 5/11 フルーツパーラーにはない果物　 瀬那和章 767

5/16 引っ越し大名三千里　 土橋章宏 未定 5/21 金物屋夜見坂少年の怪しい副業　―神隠し―　 紙上ユキ/宵マチ未定 5/23 20億の針〔新訳版〕　 ハル・クレメント/鍛治靖子1058 5/11 みちのく忠臣蔵　 梶よう子 788

5/21 宝石商リチャード氏の謎鑑定　エメラルドは踊る　辻村七子/雪広うたこ未定 5/31 旋舞の千年都市(上）　 イアン・マクドナルド/下楠昌哉1361 5/11 現代語裏辞典　 筒井康隆 1199

5/7 「働きたくない」というあなたへ　 山田ズーニー 670 5/21 そんな領収書は処理できません！　～経理部の森若さん～　青木祐子/uki 未定 5/31 旋舞の千年都市(下）　 イアン・マクドナルド/下楠昌哉1361 5/11 蜷川実花になるまで　 蜷川実花 562

5/7 見た人の怪談集　 岡本綺堂 886 5/21 君が香り、君が聴こえる　 小田菜摘/佐原ミズ未定 5/11 世界を変えた10人の女性　お茶の水女子大学特別講義池上　彰 724

5/7 相撲部屋ちゃんこ百景　とっておきの話15　 佐藤祥子 778 5/21 映画ノベライズ　高台家の人々　 神埜明美/森本梢子未定 5/9 平賀源内江戸日録　十手を握る娘 福原俊彦 680 5/11 血盟団事件　 中島岳志 994

5/7 日影丈吉　幻影の城館　 日影丈吉 972 5/9 八ヶ岳野辺山の殺人　 梓林太郎 691 5/11 山行記　 南木佳士 724

5/7 知れば恐ろしい　日本人の風習　（仮） 千葉公慈 713 5/9 ナイチンゲール(上）　 クリスティン・ハンナ/加藤洋子810 5/9 昼と夜の殺意　〈新装版〉 赤川次郎 724 5/11 中国　詩心（うたごころ）を旅する　 細川護熙 896

5/7 犬はあなたをこう見ている　 ジョン・ブラッドショー/西田美緒子1058 5/9 ナイチンゲール(下）　 クリスティン・ハンナ/加藤洋子853 5/9 震撼の太刀　〈新装版〉 上田秀人 734 5/11 よく食べ、よく寝て、よく生きる　水木三兄弟の教え水木しげる 702

5/7 太陽がいっぱい　 パトリシア・ハイスミス/佐宗鈴夫929 5/9 世界からボクが消えたなら　映画「世界から猫が消えたなら」キャベツの物語　涌井　学/川村元気583 5/9 欧亜純白　ユーラシアホワイト(上）　 大沢在昌 972 5/11 逆境を笑え　野球小僧の壁に立ち向かう方法 川﨑宗則 756

5/7 贋　作　 パトリシア・ハイスミス/上田公子994 5/9 鬼平先生流「粋な酒飯術」　 佐藤隆介 659 5/9 欧亜純白　ユーラシアホワイト(下）　 大沢在昌 972 5/11 昭和芸人　七人の最期　 笹山敬輔 670

5/9 こんなにも優しい、世界の終わりかた　 市川拓司 853 5/9 鎮静剤　 北林　優 756 5/11 母親やめてもいいですか　 山口かこ/にしかわたく680

5/17 逃亡前夜　刑事課強行犯係 南　英男 700 5/9 十津川警部　日光鬼怒川殺人ルート　 西村京太郎 659 5/9 しばられ同心御免帖　 杉澤和哉 691

5/9 青春ぱんだバンド　 瀧上　耕 702 5/9 野盗薙ぎ　 鈴木英治 713 上 青い記憶　 田村優之 670

5/12 人情の味　本所松竹梅さばき帖　 倉阪鬼一郎 702 5/9 ドラマデイズ　 吉野万理子 680 5/9 マークスマン　 鈴峯紅也 724 上 ばんぱいやのパフェ屋さん(5）　幸せなばんぱいや（仮）佐々木禎子 691

5/12 ぼんくら同心と徳川の姫(2）　 聖　龍人 702 5/9 ウォールデン　森の生活(上）　 ヘンリー・Ｄ・ソロー/今泉吉晴918 5/9 真田合戦記　昌幸烈風篇 幡　大介 713 上 英国幻視の少年たち(2）　ファンタズニック 深沢　仁 691

5/12 若さま十兵衛　天下無双の居候(4）　 早見　俊 702 5/9 ウォールデン　森の生活(下）　 ヘンリー・Ｄ・ソロー/今泉吉晴918 5/9 神の発見　 五木寛之/森　一弘918 上 天空のミラクル　夏の魔法　 村山早紀 670

5/12 天下御免　湯番若さま　（仮） 平茂　寛 702 5/18 コントレール　罪と恋　 大石　静 540 5/9 関ヶ原の役　 旧参謀本部 1566

5/12 若殿はつらいよ！　（仮） 鳴海　丈 702 5/9 日本の論点　 大前研一 680 5/21 CA小説　～フライトログブック～　（仮） 浅海ユウ 647

5/20 大家族四男・兎田士郎の喜憂な日常　（仮） 日向唯稀/兎田颯太郎702 5/9 権力の秘密　 飯島　勲 680 5/10 佐藤可士和のクリエイティブシンキング　 佐藤可士和 756 5/21 黒手毬珈琲館のエチュード　（仮） 澤ノ倉クナリ 647

5/9 高倉健インタヴューズ　 野地秩嘉 378 5/10 小さな会社のための　世界一わかりやすい会計の本　ウエスタン安藤 864

中 ナチスの陰謀　 歴史ミステリー研究会669 5/9 面接の10分前、１日前、１週間前にやるべきこと　海老原嗣生 616 5/10 働くみんなのモティべーション論　 金井壽宏 994 5/28 眠れないほど面白い「忍者」　 日本忍者研究会637

5/28 思わず使いたくなる日本の美しい言葉　 岩下宣子 637

5/11 再愛～再会した彼～　 里美けい 691 5/10 明日をちょっぴりがんばれる48の物語　 西沢泰生 691 5/7 書店ガール(5）　（仮） 碧野　圭 713 5/28 30歳からの恋愛成功法則　 マーチン 637

5/10 「切れない絆」をつくるたった１つの習慣　 植西　聰 594 5/7 わけあり円十郎江戸暦(5）　（仮） 鳥羽　亮 626 5/21 阿刀田高の　人生が面白くなる「コトバ」の図書室　阿刀田高 637

5/21 朝にキク言葉　 ひすいこたろう 756 5/7 明日、世界が終わるとしても　 太田忠司 842 5/21 迷いながら、強くなる思考法　 羽生善治 637

上 ハーバードの人生を変える授業(2）　Ｑ.次の２つから生きたい人生を選びなさいタル・ベン・シャハー/成瀬まゆみ756 5/7 灰とダイヤモンド　 平山　讓 799 5/21 男の禅語　どう生きるか、どう生きないか 平井正修 637

中 老いない体のつくり方　 仲野孝明 691 上 精神科医が教える50歳からのお金がなくても平気な老後術　保坂　隆 648 5/7 シャレのち曇り　（仮） 立川談四楼 799 5/21 西洋名画で読む「世界史」　 「歴史ミステリー」●楽部702

中 昆虫顔面図鑑　 海野和男 864 上 脳を活かす力　 羽生善治/茂木健一郎702 5/14 文蔵　2016.6　 「文蔵」編集部 670 5/21 ５時間で頭に入る世界の歴史(上）　 水村光男 637

上 そなえ　35歳までに学んでおくべきこと 野村克也 702 5/21 ５時間で頭に入る世界の歴史(下）　 水村光男 637

5/13 潮鳴り　（仮） 葉室　麟 未定 上 フルムーン夫婦グリーンパスで楽しむ鉄道旅行　小林克己 734 5/11 星空のめぐり逢いに　 ジュリアナ・グレイ/井上絵理奈1026

5/11 お茶と探偵(15）　プラム・ティーは偽りの乾杯 ローラ・チャイルズ/東野さやか1015 5/21 小説　微熱少年　 松本　隆 864

5/3 沖縄の怖い話(2）　壊せない場所 小原　猛 756 5/21 ジャコ・パストリアスの肖像　 ビル・ミルコウスキー/湯浅恵子864

5/3 西浦和也の怪談　 西浦和也 734
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5/30 シュガードール　（仮） 沢城利穂 648 5/16 コクラセ　 円居　挽/galanti 未定 5/20 上司と溺愛　～男系大家族物語～(6) 日向唯稀/みずかねりょう648

5/30 年下狼のおかしな求愛　（仮） 桜井さくや 670 5/16 海野律は今日もズレている！！　　２次元系男子は少女漫画家でした。菱田愛日/omu 未定 5/20 監禁された無垢な花　～黒龍に攫われて～（仮）今井茶環/旭　　炬 648

5/18 復讐─裏返しの愛─　 矢城米花 734 5/9 愛淫の宴　（仮） 真宮藍璃/コウキ。 未定 5/27 陰陽寮怪記　（仮） 深山くのえ/ねぎしきょうこ未定

5/18 未　定　 朝香りく 734 5/9 年上の男性　（仮） 野原　滋/小路龍流 未定

5/9 火　恋　（仮） 千島かさね/yoco 未定 5/11 ギフト　（仮） 綾ちはる/小椋ムク 713

5/21 高度に発達した魔法は神の奇蹟と区別がつかない　（仮）瀬尾つかさ/kakao 689 5/11 さいはての庭　 千地イチ/伊東七つ生713

5/21 偽りの聖剣と虚ろの神器　（仮） 湖山　真/美弥月いつか689 5/31 ダンジョン・サーベイヤー(2）　（仮） 嬉野秋彦/irua 未定 5/11 王は花冠で求愛する　（仮） 水杜サトル/北沢きょう713

5/31 この恋と、その未来。(5）　（仮） 森橋ビンゴ/Nardack未定

5/21 小野上明夜新作　（仮） 小野上明夜/松本テマリ669 5/31 ブサイクですけど何か？(2）　（仮） 黒峰シハル/赤　　人未定 5/11 奈落の底で待っていて　 宮緒　葵/笠井あゆみ670

5/21 緋連国鬼記　お守りしたくありません。主さま！　（仮）伊月十和/ま　　ち 669 5/31 楽園への清く正しき道程(3）　わたしはあなたの何番目？（仮）野村美月/竹岡美穂未定

5/31 竜騎士から始める国造り　 いぬぶくろ/ニリツ 未定 5/13 黒豹注意報(3）　～新米OLタンポポの奮闘～京みやこ 691

5/30 身代わりの薔薇は褐色の狼に愛でられる　 白ヶ音雪/DUO BRAND.700 5/31 アオイハルノスベテ(5）　 庵田定夏/白身魚 未定 5/13 恋するオオカミにご用心　 綾瀬麻結 691

5/30 ランペリウスの吸血姫　 浅井咲希/氷堂れん 700 5/31 異世界魔導古書店(2）　～チート魔力あるけど、まったり店員することにした～年中麦茶太郎/夕　　薙未定 5/13 恋愛戦線離脱宣言　 月城うさぎ 691

5/30 野獣騎士の暴走求愛（18禁的な意味で）からの逃げ方　イナテ/うさ銀太郎 700 5/31 一条明日菜の地球連合　 至道流星/さくらねこ未定

5/17 アイリスの剣(4）　 小田マキ 691

5/16 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(10）　大森藤ノ/ヤスダスズヒト713 5/21 レーゼルドーン開拓記(2）　世にも不憫な冒険者たち（仮）グループSNE/大井雄紀未定 5/17 騎士様の使い魔(4）　 村沢　侑 691

5/16 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(10）　小冊子付き限定版大森藤ノ/ヤスダスズヒト1048 5/26 神候補たちと冥王の剣(2）　アマデウスリプレイ（仮）齋藤高吉/冒険企画局未定 5/17 精霊地界物語(2）　 山梨ネコ 691

5/16 デボネア・リアル・エステート　傭兵は剣を抜き、ハイエルフは土地を転がす。　山貝エビス/柴乃楷人648

5/16 ファントムアーム　～盟約の強奪者～　 天乃聖樹/奈津ナツナ648 5/21 はみ出し妖精旅団征戦記(2）　（仮） 田口仙年堂/パルプピロシ未定 5/17 スイの魔法(5）　 白神怜司 659

5/16 ゴブリンスレイヤー(2）　 蝸牛くも/神奈月昇 680 5/17 僕の嫁の、物騒な嫁入り事情と大魔獣(4）　 かっぱ同盟 659

5/16 ラスボスちゃんとの終末的な恋愛事情《ハーレム・ルート》(2）　伊藤ヒロ/ぎうにう 659 下 百合ドルミッション！　ライバル解散ハニートラップ　あらおし悠/はらいた721 5/17 邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、どうすればいいんだろうか(2）　蝉川夏哉 659

5/24 略奪花嫁と華麗なる求婚者　 真宮藍璃/史堂　櫂 680 下 潜入媚捜査官　石月楓　陵辱は捜査のあとで　島津　六/モティカ 770 5/23 楽園で恋をする　ホテル御曹司の甘い求愛　（仮）栗谷あずみ/上原た壱713

5/23 小鳩君ドット迷惑　（仮） 冬野まゆ/ヤミ香 713

5/26 六条伯爵令嬢の艶事　 西條六花/龍　胡伯 680 5/19 爪　痕　─漆黒の愛に堕ちて─ 御堂なな子/ヤマダサクラコ680

5/26 奇跡のメイドは愛でられる　 月森あいら/SHABON680 5/19 月に蜜色の●　 きたざわ尋子/平眞ミツナガ648 5/28 恋と錬金術師　（仮） 杉原理生/yoco 616

5/19 ライオンさんの奪還計画　 神香うらら/花小蒔朔衣680 5/28 時渡りの雨に濡れて　（仮） 水無月さらら/サマミヤアカザ616

5/26 セイヴァーズ＝ガーデン(1）　～Age of grounD～十本スイ/「理想郷」Project734 5/19 新婚神社で抱きしめて　 安曇ひかる/麻々原絵里依680 5/28 暗闇の封印　邂逅の章 吉原理恵子/笠井あゆみ616

5/26 音使いは死と踊る(1）　 弁当箱/巖本英利 702 5/19 甘えたがりなネコなのに。　 小中大豆/金ひかる 680

5/26 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(3）　ネコ光一/Nardack 745 5/19 溺愛教育　～銀狐は黒猫に夢中～ 金坂理衣子/サマミヤアカザ680 5/3 土下座婚！！～執着御曹司の甘い罠～　 七里留美/花本八満637

5/19 手をつないで、ずっと　 真先ゆみ/北上れん 680 5/3 恋の病に効くクスリ～イケメン薬剤師の溺愛処方箋～　京みやこ/ゴゴちゃん637

5/30 獣・壊滅　 綺月　陣/亜樹良のりかず710 5/19 紅楼の夜に罪を咬む　 和泉　桂/円陣闇丸 853 5/18 おじさまに奪われた蜜夜　（仮） すずね凜/鳩屋ユカリ637

5/30 金獅子の王と漆黒の騎士　 妃川　螢/小　　禄 670 5/18 花嫁育成物語　（仮） 白石まと/涼河マコト637

5/11 大日本サムライガール(6）　 至道流星/まごまご 2106

5/26 前略、英雄候補は強くなるためにセンセイと××します　（仮）葉村　哲/たかしな浅妃未定 5/11 フェノメノ　肆　ナニモナイ人間　 一　　肇/安倍吉俊 972 5/31 神眼の勇者(4）　 ファースト/晃田ヒカ 670

5/26 姫さま、世界滅ぶからごはん食べ行きますよ！　（仮）おかざき登/おしおしお未定 5/31 必勝ダンジョン運営方法(4）　 雪だるま/ファルまろ700

5/26 おれの料理が世界を救う！　（仮） 越智文比古/睦　　茸未定 5/12 人情の味　本所松竹梅さばき帖　 倉阪鬼一郎 702 5/31 天才外科医が異世界で闇医者を始めました。(2）　柊　むぅ/ゆらん 630

5/26 ようこそ実力至上主義の教室へ(4）　（仮） 衣笠彰梧/トモセシュンサク未定 5/12 ぼんくら同心と徳川の姫(2）　 聖　龍人 702 5/31 軍師は何でも知っている(6）　 タンバ/新堂アラタ 620

5/26 エイルン・ラストコード　～架空世界より戦場へ～(4）　（仮）東龍乃助/みことあけみ未定 5/12 若さま十兵衛　天下無双の居候(4）　 早見　俊 702

5/26 世界の終わりの世界録＜アンコール＞(7）　（仮）細音　啓/ふゆの春秋未定 5/12 天下御免　湯番若さま　（仮） 平茂　寛 702 5/24 神々の淫宴　 今井真椎/立石　涼 669

5/12 若殿はつらいよ！　（仮） 鳴海　丈 702 5/24 九尾狐家奥ノ記～御妃教育～　 鈴木あみ/コウキ。 669

5/31 異世界詐欺師のなんちゃって経営術　（仮） 宮地拓海/ファルまろ未定 5/24 恋と主と花嫁修業　 火崎　勇/北沢きょう 669

5/31 横浜ダンジョン(3）　世界を変える最初の五人（仮）瀬尾つかさ/やむ茶 未定 5/21 黄金のつがい　（仮） 雨宮四季/逆月酒乱756

5/31 東京侵域：クローズドエデン　03.人類の敵VS人類の敵（仮）岩井恭平/しらび 未定 5/21 重なる縁　（仮） Chi-co/小路龍流 756 5/11 夜伽の苺は男装中～皇太子の内憂白書～　花川戸菖蒲/氷堂れん710

5/31 薪割りスローライフをはじめますか？［はい／いいえ］　（仮）新木　伸/佐嶋真実 未定 5/11 白バラの騎士と花嫁　 阿部はるか/KRN 710

5/31 師匠どもに告ぐ　いいかげん自重してください（仮）神秋昌史/hou 未定 5/26 不知愛婚　～皇子の愛した花の名は～　（仮）麻生ミカリ/アオイ冬子690

5/26 年下王子の恋の調略　（仮） 小出みき/DUO BRAND.690 5/26 海上の絶対君主　（仮） chi-co/周防佑未 670

5/31 白桜四神　十年桜に願いを込めて！（仮） 伊藤たつき/硝音あや未定 5/26 幽霊屋敷の相続人　（仮） 山野辺りり/ことね壱花690

5/31 厨病激発ボーイ(2）　（仮） 藤並みなと/れるりり（Kitty creators）未定 中 キメ恋！　高嶺の華と幼なじみがキマった理由　（仮）橘　ぱん/桂井よしあき未定

5/31 ロミオとシンデレラ　前編～ジュリエット編～（仮）西本紘奈/doriko 未定 5/30 光の巫女を放つ風　 前田珠子×ひずき優/由利子637 中 異世界でアイドルハーレム育成　（仮） 巽飛呂彦/師走の翁未定

5/31 平安うた恋語　暁闇とさまよう織姫（仮） 岐川　新/このか 未定 5/30 かぐや姫三世　わたしを月まで連れていって！　松田志乃ぶ/雲屋ゆきお637 中 転生して天下一武道会ハーレム　（仮） 座敷猫/あいざわひろし未定

5/30 死にかけ花嫁と革命の鐘　 藍川竜樹/加々見絵里648

5/31 魔王は勇者に攻略されました。　 天野かづき/陸裕千景子未定 5/11 後輩が目を合わせてくれません　 栗城　偲/石田　要 未定

5/31 タクミくんシリーズ　完全版(3）　（仮） ごとうしのぶ/おおや和美未定 5/26 パパのいうことを聞きなさい！After(1）　 松　智洋/なかじまゆか未定 5/11 欲望交渉　 四ノ宮慶/幸村佳苗 未定

5/31 人魚は愛を謳う　～ドラゴンギルド～（仮） 鴇　六連/沖麻実也 未定 5/26 英雄教室(5）　 新木　伸/森沢晴行 未定

5/31 シークレットクルーズは危機一髪　（仮） 宮緒　葵/緒田涼歌 未定 5/26 異世界作家生活　（仮） 森田季節/こうましろ未定 中 幻姫　身代わり花嫁　（仮） 久保ちはろ/北沢きょう未定

5/26 逆転召喚～裏設定まで知り尽くした異世界に学校ごと召喚されて～　三河ごーすと/シロタカ未定 中 白百合姫の結婚相手　（仮） 桜舘ゆう/椎名咲月 未定

5/31 ドＳ執事と緊縛された令嬢　（仮） 桜　千花/えとう綺羅未定 5/26 テラフォーマーズ　THE OUTER　MISSION(3）　ザ・パートナー藤原健市/ニリツ 未定 中 将軍さまの花嫁　（仮） 御堂志生/シキユリ 未定

5/31 ただ今、蜜月中！　騎士と姫君の年の差マリアージュ＋旦那さまの独占欲、大暴走の巻（仮）永谷圓さくら/DUO BRAND.未定 5/26 ウィッチ・アームス　 榊　一郎/藤真拓哉 未定

5/26 孤高の精霊術士(2）　―強運無双な闇王封印物語―華散里/ryuga 未定 上 ヒメコイ同棲生活　敏腕秘書と箱入り娘の深すぎる蜜月槇原まき/旭　　炬 未定

5/11 Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆａｋｅ(3）　（仮） 成田良悟/TYPE-MOON未定 5/26 殺人探偵・天刀狼真　 神高槍矢/おぐち 未定 上 プロポーズ・イブ　（仮） 斉河　燈/倖月さちの未定

5/11 ストライク・ザ・ブラッド(15）　真祖大戦（仮） 三雲岳斗/マニャ子 未定 上 恋愛リミテッド！　黒髪眼鏡男子と長女な乙女の極甘ロマンス　（仮）伽月るーこ/花火21 未定

5/11 とある魔術の禁書目録×電脳戦機バーチャロン　とある魔術の電脳戦機　（仮）鎌池和馬/カトキハジメ未定 5/21 時をかける眼鏡　眼鏡の帰還と姫王子の結婚　椹野道流/南野ましろ未定

5/11 安達としまむら(6）　（仮） 入間人間/の　　ん 未定 5/21 金物屋夜見坂少年の怪しい副業　―神隠し―　紙上ユキ/宵マチ 未定 5/14 愛　戯　 あさひ木葉/minato.Bob670

5/11 学園陰陽師　安倍春明、高校生。　陰陽師、はじめました。（仮）黒狐尾花/鵜飼沙樹未定 5/21 宝石商リチャード氏の謎鑑定　エメラルドは踊る　辻村七子/雪広うたこ未定 5/14 お隣さんは過保護な王子様(2）　（仮） 若月京子/明神　翼 650

5/11 レオ・アッティール伝(4）　首なし公の肖像（仮）杉原智則/岡　　谷 未定 5/21 そんな領収書は処理できません！　～経理部の森若さん～　青木祐子/uki 未定

5/11 魔法科高校の劣等生SS　（仮） 佐島　勤/石田可奈 未定 5/21 君が香り、君が聴こえる　 小田菜摘/佐原ミズ 未定 上 美男高校地球防衛部 LOVE！NOVEL！(2）　高橋ナツコ/馬谷くらり702

5/11 セブンサーガ(2）　～七つの大罪　氷の王国は怠惰に眠る～（仮）和泉弐式/まじろ 未定 5/21 映画ノベライズ　高台家の人々　 神埜明美/森本梢子未定 上 魔法少女オーバーエイジ「二番煎じなんてレベルじゃないっ」　砂守岳央/日向あずり702

5/11 迫害不屈の聖剣錬師(2）　（仮） 天羽伊吹清/ひなたもも未定 上 救わなきゃダメですか？　異世界(3）　 青山　有/ニリツ 702

5/11 異邦の探求者　―イストワール・エトランゼ―　（仮）成田杣道/白味噌 未定 5/17 呪われし聖王女と覇王の王　（仮） 芹名りせ/蘭　蒼史 690

5/17 成り代わり王妃と暴君陛下のおいしい契約結婚　（仮）立花実咲/鳩屋ユカリ690 5/31 姉ちゃんは中二病(7）　 藤孝剛志/An2A 669

5/16 人魔調停局実働部事件Ｆｉｌｅ(2）　（仮） 扇　友太/天野　英 未定 5/17 未　定　 伊郷ルウ/緒　　花 690 5/31 100円ショップ店員が異世界トリップした結果。(2）　宮元戦車/がおう 669

5/16 デッド・オア・ヴァンパイア　（仮） スズキヒサシ/瑠奈璃亜未定 5/31 六畳間の侵略者！？(22）　 健　　速/ポ　　コ 669

5/19 七星のスバル(3）　 田尾典丈/ぶーた 未定 5/31 セブンスターズの印刻使い(3）　 涼暮　皐/四季童子 669

5/16 わけあり商人の皇宮録　～想いは遙か、海の果てまでお届けします！～九月　文/すがはら竜未定 5/19 弱キャラ友崎くん(1）　 屋久ユウキ/フライ 未定 5/31 蒼鋼の冒涜者〈ブルースチールブラスフェマ〉(4）　榊　一郎/赤井てら 669

5/16 時を渡る花嫁と恋の四重奏　 悠木美羽/深山キリ 未定 5/19 七日の喰い神(3）　 カミツキレイニー/nauribon未定 5/31 リベンジ・オンライン　 アカバコウヨウ/魔太郎669

5/16 空と鏡界の守護者(3）　 小椋春歌/ホームラン・拳未定 5/19 筺底のエルピス(4）　―廃棄未来― オキシタケヒコ/toi8 未定 5/31 亡国王の剣とスパイヒップ　 岡沢六十四/アジシオ669

5/16 死神姫の再婚(21）　（仮） 小野上明夜/冨士原良未定 5/19 ふあゆ　 今慈ムジナ/し　　づ未定

中 惚れ薬に含まれる恋と媚薬の誘惑について　秋野真珠/田中　琳 639

ディアプラス文庫

ロイヤルキス文庫

集英社オレンジ文庫

ルルル文庫

ショコラ文庫

一迅社文庫

アルファライト文庫

二次元ドリーム文庫

角川スニーカー文庫

ラルーナ文庫

ＭＦ文庫Ｊ

蜜夢文庫

スプラッシュ文庫

※発売日は山陰地方への入荷予定日です。IMAIBOOKS ライトノベル新刊案内 2016年5月

ソーニャ文庫 ビーズログ文庫アリス セシル文庫

星海社文庫

モンスター文庫

コスミック時代文庫

ハニー文庫

シャレード文庫

ＬｉＬｉＫ（リリ）文庫

エバープリンセス 幻冬舎ルチル文庫

オーバーラップ文庫

電撃文庫

ダリア文庫

ぽにきゃんＢＯＯＫＳ　ライトノベルシリーズ

ガブリエラ文庫

キャラ文庫

ヴァニラ文庫

ガッシュ文庫

Ｂ－ＰＲＩＮＣＥ文庫

ファミ通文庫

一迅社文庫アイリス

富士見ファンタジア文庫

プリズム文庫 リアルドリーム文庫

角川ビーンズ文庫

美少女文庫

コバルト文庫

角川ルビー文庫 プラチナ文庫

エタニティ文庫・赤

メリッサ文庫

レジーナ文庫

ＧＡ文庫 富士見ドラゴンブック

ビーズログ文庫

乙蜜ミルキィ文庫

ダッシュエックス文庫

ティアラ文庫

ジュエル文庫

オパール文庫

ＨＪ文庫

ノベルゼロ

ガガガ文庫


