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6/8 1945年のクリスマス　日本国憲法に「男女平等」を書いた女性の自伝ベアテ・シロタ・ゴードン/平岡磨紀子886 6/16 北リアス線の天使　 西村京太郎 未定 中 ヒポクラテスの誓い　（仮） 中山七里 未定 6/9 ヴァマヌ来訪　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス＆Ｈ・Ｇ・フランシス/シドラ房子691

6/8 即答力　 松浦弥太郎 626 6/16 新装版　高山右近　 加賀乙彦 未定 中 欺瞞のテロル　（仮） 渡辺裕之 未定 6/9 アルファ・ラルファ大通り　人類補完機構全短篇(2) コードウェイナー・スミス/伊藤典夫1296

6/8 非常時のことば　震災の後で 高橋源一郎 648 6/16 気がつけばチェーン店ばかりでメシを食べている　 村瀬秀信 未定 中 娘の結婚　（仮） 小路幸也 未定 6/23 ロボット探偵シャーロック　 ペーター・グリーゼ＆クラーク・ダールトン/嶋田洋一691

6/8 希望の資本論　 池上　彰/佐藤　優 626 6/16 佐助と幸村　 亀井　宏 未定 中 抹殺者　（仮） 南　英男 未定 6/23 レッド・ライジング(2）黄金の後継者(上) ピアース・ブラウン/内田昌之907

6/8 バッドばつ丸の『君主論』　逆境でも運命を制する技術朝日文庫編集部 648 6/16 謀略航路　 鳴海　章 未定 中 日光鬼怒川殺人事件　（仮） 梓林太郎 未定 6/23 レッド・ライジング(2）黄金の後継者(下) ピアース・ブラウン/内田昌之907

6/8 黒　警　 月村了衛 648 6/16 ルドルフとイッパイアッテナ　 斉藤　洋 未定 中 ジャッジメント　（仮） 佐藤青南 未定 6/23 喪われた巨大戦艦　 ヴォーン・ヘップナー/中原尚哉1188

6/8 道然寺さんの双子探偵　 岡崎琢磨 691 6/16 ルドルフともだちひとりだち　 斉藤　洋 未定 中 夏の償い人　（仮） 北國浩二 未定 6/23 君のいない交差点　 乙野四方字 756

6/16 レジェンド歴史時代小説　庖丁ざむらい　十時半睡事件帖　白石一郎 未定 中 花ふぶき　（仮） ●堂　魁 未定 6/23 君のいた交差点　 乙野四方字 756

6/9 性の体験告白(4）　（仮） サンケイスポーツ文化報道部810 6/16 超高速！参勤交代　リターンズ　 土橋章宏 未定 中 戻り舟同心　夕凪　（仮） 長谷川卓 未定 6/23 子どもたちは狼のように吠える(1）　 地本草子 864

6/9 怖すぎる実話怪談　 結城伸夫＋逢魔プロジェクト720 6/16 大坂将星伝(上）　 仁木英之 未定 中 追善　死の舞　（仮） 佐伯泰英 未定 6/23 白夜の一族(上）　 スティーヴン・ロイド・ジョーンズ/林　香織972

6/16 大坂将星伝(下）　 仁木英之 未定 中 〈ＴＡＣコード〉アリス　（仮） 夏見正隆 未定 6/23 白夜の一族(下）　 スティーヴン・ロイド・ジョーンズ/林　香織972

6/17 日本近代随筆選　 (3）　思い出の扉 千葉俊二/長谷川郁夫 未定 6/16 半径５メートルの野望　 はあちゅう 未定 中 いつもおまえが傍にいた　（仮） 今井絵美子 未定 6/9 無　実　 ジョン・コラピント/横山啓明972

6/17 山之口貘詩集　 高良　勉 未定 6/16 戦国BASARA３　伊達政宗＆片倉小十郎の章　 矢野　隆/映島　巡 未定 中 心の不調は副腎疲労が原因だった　（仮） 本間良子 未定 6/9 地上最後の刑事　 ベン・Ｈ・ウィンタース/上野元美864

6/17 ノートル＝ダム・ド・パリ(下）　 ユゴー/●　　昶 未定 6/16 初夏　一九七四年　（仮） 睦月影郎 未定 中 ココロノウタ　（仮） 今井絵理子 未定 6/23 特捜部Ｑ ― 知りすぎたマルコ ―(上）　 ユッシ・エーズラ・オールスン/吉田　薫1080

6/17 大乗仏教概論　 鈴木大拙/佐々木閑 未定 6/16 大東京23区散歩　 泉　麻人/村松　昭 未定 中 嫁いでみてわかった！　神社のひみつ　（仮） 岡田桃子 未定 6/23 特捜部Ｑ ― 知りすぎたマルコ ―(下）　 ユッシ・エーズラ・オールスン/吉田　薫1080

6/17 源氏物語と日本人　紫マンダラ 河合隼雄/河合俊雄 未定 6/16 自分を好きになる方法　 本谷有希子 未定 6/9 枝分かれ　自然が創り出す美しいパターン(3) フィリップ・ボール/桃井緑美子864

6/17 なぜ意識は実在しないのか　 永井　均 未定 6/16 寂しい丘で狩りをする　 ●原　登 未定 6/29 あのころのデパート　 長野まゆみ 562 6/9 世界しあわせ紀行　 エリック・ワイナ―/関根光宏1080

6/17 紙の建築　行動する　建築家は社会のために何ができるか坂　　茂 未定 6/16 貸借　百万石の留守居役(7）　 上田秀人 未定 6/29 江戸川乱歩名作選　 江戸川乱歩 637

6/16 偏差値78のAV男優が考える　セックス幸福論　 森林原人 未定 6/29 本屋さんのダイアナ　 柚木麻子 680 6/2 ある出会い　 ヘレン・ビアンチン/本戸淳子670

7/1 コンシールド・イン・デス　（原題） Ｊ・Ｄ・ロブ/小林浩子 994 6/16 水鏡推理(3）　パレイドリア・フェイス 松岡圭祐 未定 6/29 ジュエリーの話　（仮） 山口　遼 724 6/2 婚約のシナリオ　 ジェシカ・ハート/夏木さやか670

6/16 誉れの赤　 吉川永青 未定 6/29 それでも、日本人は「戦争」を選んだ　 加藤陽子 810 6/2 ポプラ屋敷　 パトリシア・レイク/三木たか子670

下 世界の大艦巨砲　 石橋孝夫 886 6/11 白暗淵　 古井由吉 1728 6/29 管見妄語　グローバル化の憂鬱　 藤原正彦 497 6/2 緋色のシンデレラ　 エマ・ダーシー/伊坂奈 6々70

下 遺書配達人　 有馬頼義 778 6/11 明治深刻悲惨小説集　 泉　鏡花/●口一葉 1836 6/29 南冥の雫　満州国演義(8) 船戸与一 907 6/2 苦しみのあとに　 アン・メイザー/天野　恵 670

下 男子の処世　 小谷野修 864 6/11 故　人　 坂上　弘 1836 6/29 ゼツメツ少年　 重松　清 810 6/2 ファインダー越しの瞳　 ノーラ・ロバーツ/瀧原沙織700

下 二式大艇に生きる　 木下悦朗 929 6/11 愛のごとく　 山川方夫 1404 6/29 村上海賊の娘(1）　 和田　竜 637 6/16 花嫁の値段　 ミシェル・リード/雨宮朱里540

6/21 真説　毛沢東(上）　誰も知らなかった実像 ユン・チアン/ジョン・ハリデイ未定 6/29 村上海賊の娘(2）　 和田　竜 594 6/16 ヒロインになれなくて　 スーザン・フォックス/大島ともこ540

6/10 スコットランドの誘惑　 マデリン・マーティン/鈴原愛理957 6/21 真説　毛沢東(下）　誰も知らなかった実像 ユン・チアン/ジョン・ハリデイ未定 6/29 三人小町の恋　偽陰陽師　拝み屋雨堂（仮） 田牧大和 637 6/16 あの夏のロマンス　 ダイアナ・パーマー/松村和紀子700

6/27 わたしの小さなかけらをすべて　 ジリアン・ホフマン/多田桃子1132 6/21 靖国と千鳥ヶ淵　陸軍最後の高級副官　美山要蔵の昭和（仮）伊藤智永 未定 6/29 さくら聖・咲く　佐倉聖の事件簿(2) 畠中　恵 680 6/16 大富豪の婚前契約書　 カーラ・コネリー/杉本ユミ980

6/21 メディアの怪人　徳間康快　 佐高　信 未定 6/29 神仙の祈り　僕僕先生　零 仁木英之 未定 6/16 さらわれし花嫁　 ゲイル・カレン/立石ゆかり940

6/27 釈迢空歌集(1）　 折口信夫/岡野弘彦 未定 6/21 元華族たちの戦後史　没落、流転、激動の半世紀　 酒井美意子 未定 6/29 ハルコナ　 秋田禎信 562 6/16 情熱と裏切り　 ペニー・ジョーダン/佐野　晶1050

6/27 飯田蛇笏全句集(1）　 飯田蛇笏 未定 6/11 杜甫全詩訳注(1）　 下定雅弘/松原　朗 未定 6/29 剣より強し(上）クリフトン年代記(5) ジェフリー・アーチャー/戸田裕之680 6/16 ダンシング・ラブ　 リンダ・ハワード/三谷ゆか810

6/27 増補版 江戸藩邸物語　 氏家幹人 未定 6/11 興亡の世界史　大日本・満州帝国の遺産　 姜尚中/玄武岩 未定 6/29 剣より強し(下）クリフトン年代記(5) ジェフリー・アーチャー/戸田裕之724

6/27 音楽入門　 伊福部昭 未定 6/11 立憲非立憲　 佐々木惣一 未定 6/29 宇宙ヴァンパイアー　 コリン・ウィルソン/中村保男853 6/2 中国に立ち向かう覚悟　（仮） 櫻井よしこ 734

6/27 オリンピック　 千野帽子 未定 6/11 人間不平等起源論　付「戦争法原理」　 ジャン＝ジャック・ルソー/坂倉裕治未定 6/29 ウィニー・ザ・プー　 Ａ・Ａ・ミルン/阿川佐和子497 6/2 女性はなぜハイヒールをはくのか　（仮） 池田清彦 648

6/27 ニック・メイソンの第二の人生　 スティーヴ・ハミルトン 未定 6/11 ひとはなぜ戦争をするのか　戦争と平和、人間の本性について　アルバート・アインシュタイン/ジグムント・フロイト未定 6/29 ケインズかハイエクか　資本主義を動かした世紀の対決ニコラス・ワプショット/久保恵美子961 6/2 がんにならない整腸術　（仮） 藤田紘一郎 691

6/27 ローウェル骨董店の事件簿(2）　センチメンタル・ジュエリーの謎椹野道流/北畠あけ乃 未定 6/11 今昔物語集　本朝世俗篇(上）　全現代語訳 武石彰夫 未定 6/29 アメリカの中国人　 マキシーン・ホン・キングストン/藤本和子853 6/2 必ず誰かに話したくなる経済学　（仮） 門倉貴史 670

6/27 ふたつぼし(3）　 中谷航太郎 未定 6/11 中央アジア・蒙古旅行記　 カルピニ/ルブルク 未定 6/2 「世界の名画」謎解きガイド　　〔深堀り篇〕（仮） 日本博学倶楽部 756

6/27 吹部！　 赤澤竜也 未定 6/21 アンデッドガール・マーダーファルス(2）　 青崎有吾 778 6/11 サッカー王子と同居中　 桜庭成菜 540 6/2 ［出口式］論理力図解ノート　（仮） 出口　汪 680

6/27 サッカーボーイズ卒業　ラストゲーム はらだみずき 未定 6/21 小説の神様　 相沢沙呼 778 6/27 好きになれよ、俺のこと。　 SELEN 540 6/2 ［新訳］名将言行録　大乱世を生き抜いた192人のサムライたち（仮）兵頭二十八 799

6/27 受験のキモは３日で身につく　 齋藤　孝 未定 6/27 未　定　 なぁな 540 6/2 失われた10部族　ユダヤ人渡来伝説の謎　（仮） 坂東　誠 713

6/27 なぎさ　 山本文緒 未定 6/10 女性作家　 柴田よしき 未定 6/27 その一瞬を　（仮） 愛庭ゆめ 540 6/2 いつでも、どこでも、誰とでも、会話が盛り上がる人の話し方　（仮）野口　敏 670

6/27 泣き童子 三島屋変調百物語参之続(1）　 宮部みゆき 未定 6/10 跡　目　鬼役(18) 坂岡　真 未定 6/27 未　定　 未　　定 540 6/16 文蔵　2016.7　 「文蔵」編集部 670

6/27 ハルチカ番外編　 初野　晴 未定 6/10 我慢ならない女　 桂　望実 未定 6/11 ラブシンパシー　 水守恵蓮 680

6/27 アクアマリンの神殿　 海堂　尊 未定 6/10 探偵・竹花　潜入捜査　 藤田宜永 未定 6/11 イジワルな男　 桃城猫緒 680 6/3 ラヴソング(上）　 倉光泰子/蒔田陽平 未定

6/27 ヴァルキリーズ　 パウロ・コエーリョ/山川紘矢未定 6/10 冷たい太陽　 鯨統一郎 未定 6/11 秀明Holic～辛口な先輩は溺愛王子！？～　 有坂芽流 680 6/3 親の計らい　 曽野綾子 未定

6/27 オカルト　現れるモノ、隠れるモノ、見たいモノ 森　達也 未定 6/10 女神の嘘　 井上尚登 未定 6/11 略奪ウエディング　 鳴瀬菜々子 680 6/3 ピラニア(上）　 クライブ・カッスラー 未定

6/27 Ａｎｏｔｈｅｒ エピソードＳ　 綾●行人 未定 6/10 金メダルのケーキ　 中島久枝 未定 6/11 不機嫌課長の溺愛事情　 ひらび久美 680 6/3 ピラニア(下）　 クライブ・カッスラー 未定

6/27 鉢町丹子の放課後と暗室の名探偵(1）　（仮） 高木敦史 未定 6/10 三毛猫ホームズの怪談　新装版　 赤川次郎 未定 6/29 Ｄｒｏｐ　ｏｆ　ｓｕｍｍｅｒ　（仮） 小田真紗美 540

6/27 にぎやかな未来　 筒井康隆 未定 6/10 父の生きる　 伊藤比呂美 未定 6/29 最後の夏～ここに君がいたこと　 柚　　雪 540 6/17 蛇行する月　 桜木紫乃 570

6/27 ジャングル・ブック　 キップリング/山田　蘭 未定 6/10 フラぶら散歩酒　 大竹　聡 未定 6/17 暗黒女子　 秋吉理香子 660

6/27 八月の六日間　 北村　薫 未定 6/10 あやめ咲く　 井川香四郎 未定 上 仏像風土記　東北、関東、中部・東海・甲信越　 籔内佐斗司 972 6/17 闇は僕らをつないでいる　 西本　秋 740

6/27 死ぬのが怖いあなたに　（仮） 山川紘矢 未定 6/10 時雨茶漬け　～武士の料理帖～　 柏田道夫 未定 上 世界ぐるっとひとり旅、ひとりメシ紀行　 西川　治 702 6/17 セブン殺人事件　 笹沢左保 820

6/27 百万石の用心棒(1）　（仮） 喜安幸夫 未定 6/10 明治新選組　 中村彰彦 未定 上 戦争と革命の世界史　 神野正史 702 6/17 杜の下町キッチンの魔法の料理　寄り添う海老グラタン吉田安寿 690

6/27 眠りの庭(1）　 千早　茜 未定 6/10 江戸夕景・火点し頃　 平岩弓枝 未定 上 「昨日の疲れ」が抜けなくなったら読む本　こころとからだをリセットする41の新習慣西多昌規 648 6/17 名画座パラディーゾ　朝霧千映のロジック　 桑野和昭 650

6/27 真紅の人　新説真田丸戦記（仮） 蒲原二郎 未定 6/10 雁の宿　 藤原緋沙子 未定 上 怪談実話　闇夜の訪問者　 匠　　平 648 6/17 女神のしずく　（仮） 睦月影郎 630

6/27 遺跡発掘師は笑わない(4）　 桑原水菜 未定 6/10 花の闇　 藤原緋沙子 未定 6/17 明るい定年性活　（仮） 末廣　圭 670

6/27 「ドリームタイム」の智慧　あなたらしく幸せに、心豊かに生きるウィリアム・レーネン/吉本ばなな未定 6/10 笑　い　 ベルクソン/増田靖彦 未定 6/8 鷹野鍼灸院の事件簿　謎を解くツボ　 乾　緑郎 745 6/17 幻の女　 香納諒一 980

6/27 春琴抄(1）　 谷崎潤一郎 未定 6/10 相続のギモンがすっきり解決する本　 板倉　京 未定 6/8 筆跡鑑定人・東雲清一郎は、書を書かない。 鎌倉の猫は手紙を運ぶ　谷　春慶 702 6/17 花の下にて春死なむ　 北森　鴻 640

6/27 自閉症の僕が跳びはねる理由(1）　 東田直樹 未定 6/10 世界インテリジェンス事件史　 佐藤　優 未定 6/8 包丁人八州廻り　 倉阪鬼一郎 702 6/17 隣りの不安、目前の恐怖　（仮） 江戸川乱歩 740

6/27 自閉症の僕が跳びはねる理由(2）　（仮） 東田直樹 未定 6/8 ５分で驚く！　どんでん返しの物語　 『このミステリーがすごい！』編集部   702 6/17 黒装束の罠　 鈴木英治 720

6/27 SNOOPY COMIC ALL COLOR 70’s　 チャールズ・M・シュルツ/谷川俊太郎未定 6/8 若さま人情帖(3）　 霜月りつ 702 6/8 はみだす力　 スプツニ子！  648 6/17 盗賊の首　（仮） 藤井邦夫 670

6/27 怪談狩り(1）　市朗百物語 中山市朗 未定 6/8 観音頭巾　（仮） 八神淳一 702 6/17 未　定　 芝村凉也 680

6/27 ＺＥＲＯ　猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤　了 未定 6/8 出世若殿　田河意周(4）　 早瀬詠一郎 702 6/21 艶ドレスＯＬ　（仮） 睦月影郎 691 6/17 デラックスじゃない　（仮） マツコ・デラックス 600

6/27 寄生 ―壊される家族の記録―　 ●木理宇 未定 6/8 花将軍　徳川家重　（仮） 近藤五郎 702 6/21 翳りの城　（仮） 三吉眞一郎 756 6/17 函館本線へなちょこ旅(2）　北海道のローカル線に愛をこめて舘浦あざらし 700

6/27 現代百物語(8）　 岩井志麻子 未定 6/18 浪人若さま　新見左近(11）　 佐々木裕一 702 6/24 シグマフォース外伝　タッカー＆ケイン　黙示録の種子(上）　（仮）ジェームズ・ロリンズ/桑田　健756

6/27 記憶屋(3）　（仮） 織守きょうや 未定 6/18 神様の子守はじめました。(3）　 霜月りつ 702 6/24 シグマフォース外伝　タッカー＆ケイン　黙示録の種子(下）　（仮）ジェームズ・ロリンズ/桑田　健756 6/25 未　定　小料理のどか屋　人情帖(17) 倉阪鬼一郎 700

6/14 40歳までに知らないと恥をかく できる大人のマナー260　岩下宣子 未定 6/18 コミンカフェ・リヴァージュには俺様猫がいる　（仮） 伊織花純 702 6/24 龍のすむ家　第五章　闇の炎(上）　 クリス・ダレーシー/三辺律子648 6/25 火の玉同心　極楽始末（仮）(1) 聖　龍人 700

6/14 ディープすぎるユーラシア縦断鉄道旅行　 下川裕治/中田浩資 未定 6/24 龍のすむ家　第五章　闇の炎(下）　 クリス・ダレーシー/三辺律子648 6/25 不殺の剣　神道無念流　練兵館（仮）(1) 牧　秀彦 700

6/14 気になる科学(1）　 元村有希子 未定 中 日本の聖地99の謎　 歴史ミステリー研究会 669 6/24 Ｘ－ファイル　2016(1）　（仮） 未　　定 756 6/21 ジ・エンド・ゲーム　（原題） キャサリン・コールター/Ｊ・Ｔ・エリソン1028

6/14 働かないアリに意義がある　 長谷川英祐 未定 中 今日、会社が倒産した　16人の企業倒産ドキュメンタリー増田明利 700 6/24 Ｘ－ファイル　2016(2）　（仮） 未　　定 756 6/21 プレジャード　（原題） キャンディス・キャンプ/山田香里967

6/14 [図解]池上彰の 政治と選挙のニュースが面白いほどわかる本　池上　彰 未定 6/24 Ｘ－ファイル　2016(3）　（仮） 未　　定 756 3 誰かに話したくなる怖い話　（仮） ナムコ・ナンジャタウン「あなたの隣の怖い話コンテスト」事務局670

6/14 ドラッカーと会計の話をしよう　 林　　總 未定 6/11 となりのふたり　 橘いろか 680 6/30 恐怖箱　海怪　（仮） 加藤　一 702

6/16 紅霞後宮物語(4）　 雪村花菜/桐矢　隆 未定 6/30 実話怪談　猫　（仮） 黒木あるじ/我妻俊樹 702 6/24 奴隷新法 〔人妻狩り〕　（仮） 御堂　乱 未定

6/16 あやかしお宿から攫われました。　 友麻　碧/Laruha 未定 6/7 おもしろすぎる成功法則　 斎藤一人 648 6/30 恐怖実話　狂怪　（仮） 渋川紀秀 702 6/24 モテ期 〔美母娘と人妻〕　（仮） 葉川慎司 未定

6/27 悪　女(下）　 映画館 未定 7/1 アリッサ・イン・アンダーグラウンド(上）　（仮） Ａ・Ｇ・ハワード 756 6/24 高慢女教師三姉妹、堕ちる　（仮） 鬼龍　凱 未定

6/27 てのひらに愛を。　 AKuBiy 未定 上 散　華　 藍川　京 640 7/1 アリッサ・イン・アンダーグラウンド(下）　（仮） Ａ・Ｇ・ハワード 756 6/24 女系家族に息子は僕ひとり　（仮） 鷹山倫太郎 未定

6/27 好きキョリ　 新井夕花 未定 上 花嫁は墓地に住む　 赤川次郎 600 6/24 彼女の母狩り　（仮） 天海佑人 未定

6/27 見てる。〈ストーカー〉　 蜜　　柑 未定 上 スーパーあずさ殺人車窓　山岳刑事・道原伝吉　 梓林太郎 780 6/9 パルプ　 チャールズ・ブコウスキー/柴田元幸907 6/24 淫ら未亡人づくし　（仮） 永峰彰太郎 未定

6/27 刑事と怪物 ―ヴィクトリア朝臓器奇譚―　 佐野しなの 未定 上 悪徳（ブラック）探偵　お礼がしたいの　 安達　瑶 640 6/9 弾左衛門と江戸の被差別民　 浦本誉至史 950 6/11 人妻調教師　（仮） 夢野乱月 未定

6/27 神さまは五線譜の隙間に　 瀬那和章 未定 上 しまなみ幻想　 内田康夫 670 6/9 自由学校　 獅子文六 950 6/11 女教師姉妹 〔禁書版〕　（仮） 藤崎　玲 未定

6/27 京都骨董ふしぎ夜話(2）　 獅子ししゃも 未定 上 不死症　 周木　律 700 6/9 千駄木の漱石　 森まゆみ 950

6/27 おかえりの神様　（仮） 鈴森丹子 未定 上 探偵が腕貫を外すとき　腕貫探偵、巡回中 西澤保彦 640 6/9 日本地図のたのしみ　 今尾恵介 842 6/4 社内勢力図を一変させる基礎力　女性社員の力を引き出す24のスキルいつか 670

6/27 下宿屋シェフのふるさとごはん　 樹のえる 未定 上 ホタル探偵の京都はみだし事件簿　 山木美里 640 6/9 ひとり舞台　 山本太郎 734 6/4 闇刑事　（仮） 南　英男 821

6/27 座敷童子の代理人(3）　 仁科裕貴 未定 下 水族館ガール(3）　 木宮条太郎 670 6/9 旅日記　ヨーロッパ二人三脚　 高峰秀子 691 6/4 八ヶ岳　殺人山行　（仮） 梓林太郎 713

6/27 拝啓、10年後の君へ　（仮） 天沢夏月 未定 6/9 増補　学校と工場　 猪木武徳 1404 6/4 愛より甘く？！　（仮） 亀山早苗 648

6/27 あやかしとおばんざい　～ふたごの京都妖怪ごはん日記～仲町六絵 未定 6/24 世界地図の下書き　 朝井リョウ 未定 6/9 数は科学の言葉　 トビアス・ダンツィク/水谷　淳1620 6/4 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第七部　米中激突　（仮）森　　詠 972

6/24 天使の柩　 村山由佳 未定 6/9 美少年美術史　 池上英洋/川口清香 1026 6/4 魍魎の宴　風魔小太郎血風録（仮） 安芸宗一郎 842

6/16 池井昌樹詩集　 池井昌樹 未定 6/24 未来国家ブータン　 高野秀行 未定 6/9 社会科学としての経済学　 宇野弘蔵 1296

6/16 食堂つばめ(7）　 矢崎存美 未定 6/24 はちノート　Ｓｐｏｒｔｓ　 集英社文庫編集部 未定 6/11 ジャングル・ブック　 ラドヤード・キプリング/井上　里886

6/16 六本木無頼派　巡査長　小栗烈　 浜田文人 未定 6/24 おそ松さんノート　 集英社文庫編集部 未定 6/24 クラン(3）　警視庁公安部・区界浩の深謀 沢村　鐵 　 734 6/11 陰陽師　蒼猴ノ巻　 夢枕　獏 594

6/16 髪結の亭主(6）　猫とつむじ風 和久田正明 未定 6/24 お伊勢ものがたり　親子三代道中記 梶よう子 未定 6/24 特捜本部　刑事の挑戦・一之瀬拓真 堂場瞬一 　 926 6/11 『陰陽師』のすべて　 夢枕　獏 778

6/16 八丁堀剣客同心シリーズ　（仮） 鳥羽　亮 未定 6/24 壺中の回廊　 松井今朝子 未定 6/24 金メダル男　 内村光良 　 670 6/11 後妻業　 黒川博行 842

6/16 ゆめ姫事件帖(2）　（仮） 和田はつ子 未定 6/24 暗黒街の吸血鬼　 赤川次郎 未定 6/24 ゾディアック計画　セクメト(3) 太田忠司 　 734 6/11 黄金（きん）の烏（からす）　 阿部智里 745

6/16 心中しぐれ吉原　 山本兼一 未定 6/24 泡沫日記　 酒井順子 未定 6/24 荒野より　新装版 三島由紀夫 　 972 6/11 推定脅威　 未須本有生 821

6/16 子づれ兵法者　 佐江衆一 未定 6/24 不愉快なことには理由がある　 橘　　玲 未定 6/24 神やぶれたまはず　昭和二十年八月十五日正午 長谷川三千子 　 950 6/11 新釈　にっぽん昔話　 乃南アサ 810

6/16 立場茶屋おりきシリーズ(24）　（仮） 今井絵美子 未定 6/24 ＜おんな＞の思想　私たちは、あなたを忘れない 上野千鶴子 未定 6/24 特攻に殉ず　地方気象台の沖縄戦 田村洋三 　 972 6/11 一首千両　酔いどれ小籐次　決定版(4) 佐伯泰英 756

6/16 千住宿情け橋(3）　（仮） 吉田雄亮 未定 6/24 真田十勇士(1）　運命の星が生れた 柴田錬三郎 未定 6/24 大転換　脱成長社会へ 佐伯啓思 　 994 6/11 初しぐれ　 北原亞以子 756

6/16 浅草料理捕物帖(3）　（仮） 小杉健治 未定 6/24 時代小説　ザ・ベスト2016　 日本文藝家協会 未定 6/11 猫は剣客商売　 高橋由太 810

6/16 影の火盗犯科帳(2）　（仮） 鳴神響一 未定 6/24 明智小五郎事件簿(2）　「一寸法師」「何者」 江戸川乱歩 未定 6/2 あやかし恋古書店～僕はきみに何度でもめぐり逢う～　蒼井紬希 702 6/11 上野駅13番線ホーム　十津川警部シリーズ 西村京太郎 659

6/24 死神遊び　エリカ＆パトリック事件簿 カミラ・レックバリ/富山クラーソン陽子未定 6/2 ネコが泣くとき～猫と家族の涙あふれる11の物語～　TOブックス編集部 702 6/11 秋色〈新装版〉(上）　 平岩弓枝 842

6/4 二時間の印象派　 西岡文彦 907 6/24 Ｅ・Ａ・ポー　 エドガー・アラン・ポー/桜庭一樹未定 6/11 秋色〈新装版〉(下）　 平岩弓枝 864

6/4 アリス殺人事件　不思議の国のアリス　ミステリーアンソロジー有栖川有栖/北原尚彦 950 6/24 吸血鬼は初恋の味　 赤川次郎/ひだかなみ 未定 6/14 邂　逅　シドニー州都警察殺人課 キャンディス・フォックス/冨田ひろみ1188 6/11 華栄の丘〈新装版〉　 宮城谷昌光 810

6/4 白骨の処女　 森下雨村 972 6/24 荒霊村三丁目のＫ談 男子高校生と楽しい夏休みのすごしかた　梨　　沙/おかざきおか 未定 6/23 過去を殺した女　 エルスベツ・イーホルム/木村由利子1512 6/11 レバ刺しの丸かじり　 東海林さだお 680

6/4 猫　 石田孫太郎 713 6/24 お坊さんとお茶を 孤月寺茶寮三人寄れば　 真堂　樹/木下けい子 未定 6/23 古書贋作師　 ブラッドフォード・モロー/谷　泰子1080 6/11 あかんやつら　東映京都撮影所血風録 春日太一 1123

6/4 カメリ　 北野勇作 886 6/24 金沢金魚館 シュガードーナツと少女歌劇　 み　　ゆ/舟　　岡 未定 6/23 怪盗ニック全仕事(3）　 エドワード・Ｄ・ホック/木村二郎1404 6/11 歴史という武器　 山内昌之 778

6/4 ＴＡＰ　 グレッグ・イーガン/山岸　真972 6/24 カスミとオボロ 大正百鬼夜行物語　 丸木文華/THORES柴本未定 6/23 ドミノ倒し　 貫井徳郎 842 6/11 キュンとしちゃだめですか？　 益田ミリ 648

6/4 エドウィン・マルハウス　 スティーヴン・ミルハウザー1620 6/24 映画ノベライズ 青空エール　 下川香苗/河原和音 未定 6/23 オーリエラントの魔道師たち　 乾石智子 821 6/11 人生エロエロ　 みうらじゅん 767

6/24 夢みるキスの続き　（仮） テッサ・デア/金井真弓 未定 6/23 ボレアの妖月　タイタス・クロウ・サーガ ブライアン・ラムレイ/夏来健次1188 6/11 ハウルの動く城　 スタジオジブリ＋文春文庫1080

6/11 漫画版　野武士のグルメ　 久住昌之/土山しげる 未定 7/1 探偵は孤高の道を　 サラ・グラン/髙山祥子 1296 6/11 内村鑑三　 新保祐司 1512

6/11 夜の日本史　 末國善己 未定 6/8 ロボット・イン・ザ・ガーデン　 DEBORAH・INSTALL/松原葉子918 7/1 エルフ皇帝の後継者(上）　 キャサリン・アディスン/和爾桃子1080 6/11 日本の古代を読む　 本居宣長/津田左右吉 1426

6/11 玉磨き　 三崎亜記 未定 6/8 埋蔵金発掘課長　 室積　光 788 7/1 エルフ皇帝の後継者(下）　 キャサリン・アディスン/和爾桃子1080 6/11 完本　南洲残影　 江藤　淳 1415

6/11 その青の、その先の、　 椰月美智子 未定 6/8 西郷と愛加那　 植松三十里 680 6/14 帰還兵の戦場(2）　軌道エレベーターの下で ギャビン・スミス/金子　浩950

6/11 ハイエナ　警視庁捜査二課　本城仁一　 吉川英梨 未定 6/8 サマードレスの女たち　 アーウィン・ショー/小笠原豊樹896 6/23 一千億の針〔新版〕　 ハル・クレメント/小隅　黎1058 上 ピンザの島　 ドリアン助川 734

6/11 片見里、二代目坊主と草食男子の不器用リベンジ　 小野寺史宣 未定 6/8 僕のヤバイ妻　 豊田美加/黒岩　勉 616 7/1 年刊日本SF傑作選2015　（仮） 大森　望/日下三蔵 1404 上 ズッコケ中年三人組　age41　 那須正幹 648

6/11 白銀の眼　 知念実希人 未定 6/8 船に乗れ！(1）　合奏と協奏 藤谷　治 680 上 活版印刷三日月堂　 ほしおさなえ 734

6/11 あの日、僕は旅に出た　 蔵前仁一 未定 6/8 船に乗れ！(2）　独奏 藤谷　治 702 6/4 天使の誘惑　 草凪　優 680 上 カカオ80％の夏　 永井するみ 670

6/11 だからこそ、自分にフェアでなければならない。　プロ登山家・竹内洋岳のルール　小林紀晴 未定 6/8 船に乗れ！(3）　合奏協奏曲 藤谷　治 648 6/4 天皇の刺客(上）　 澤田ふじ子 734

6/11 日本全国津々うりゃうりゃ　 宮田珠己 未定 6/8 逆襲、にっぽんの明るい奥さま　 夏石鈴子 551 6/4 天皇の刺客(下）　 澤田ふじ子 734 中 未　定　 未　　定 未定

6/11 ハノイ発夜行バス、南下してホーチミン　 吉田友和 未定 6/8 自転車の教科書　 堂城　賢 551 6/4 青紬の女　 ●堂　魁 713 中 未　定　 未　　定 未定

6/11 義娘（よめ）の尻ぼくろ　 生方　澪 未定 6/8 銀座のカラス(上）　 椎名　誠 810 6/4 短篇ベストコレクション　現代の小説2016 日本文藝家協会 799 6/21 古書店の家政婦さん ～恋綾繋～　（仮） 南　　潔 680

6/11 闘いいまだ終わらず　新ナニワ遊侠伝・川口和秀　 山平重樹 未定 6/8 銀座のカラス(下）　 椎名　誠 810 6/4 ５人のジュンコ　 真梨幸子 713 6/21 無気力探偵　（仮） 楠谷　佑 680

6/11 万願堂黄表紙事件帖(2）　品川女郎謎噺 稲葉　稔 未定 6/4 神去なあなあ夜話　 三浦しをん 691

6/11 居酒屋お夏(5）　縁結び 岡本さとる 未定 6/10 運命の舞台裏　日本史を変えた合戦　 歴史の謎研究会 918 6/4 史　記(1）　覇者の条件 司馬遷/市川　宏 1350 6/29 眠れないほど面白いインバウンド24時　「爆買い」「爆食」「爆××」……今日もどこかで何かが起きている！博学面白倶楽部 637

6/11 仇討ち東海道(3）　振り出し三島宿 小杉健治 未定 6/10 原価の秘密大辞典　 ●情報取材班 918 6/4 世界の宗教　タブーと習慣　 島崎　晋 896 6/29 やたらとお金が貯まる人の習慣　 本田　健 637

6/11 日輪の賦　 澤田瞳子 未定 6/29 思い出すだけで心が温まる50の物語　 西沢泰生 637

6/11 出世侍(3）　昨日の敵は今日も敵 千野隆司 未定 6/4 日本開国　アメリカがペリー艦隊を派遣した本当の理由渡辺惣樹 810 6/4 ストーリーがすべて 　―仕事がうまくいく黄金律―　（仮）川上徹也 810 6/21 食べても食べても太らない法　 菊池真由子 626

6/11 妻恋坂情死行　 鳥羽　亮 未定 6/4 ダンディー・トーク(2）　 徳大寺有恒 950 6/4 ナイスショットはいつでも打てる！　　 佐久間馨 756 6/21 イチロー思考　 児玉光雄 637

6/11 三匹の浪人　 藤井邦夫 未定 6/4 説　得　エホバの証人と輸血拒否事件 大泉実成 1080 6/21 田中角栄　天才の言葉88　 昭和人物研究会 637

6/4 嫌なものは嫌ときっぱり伝える対話術　 バルバラ・ベルクハン/瀬野文教756 6/11 誓いは夏の木蔭で　 メレディス・デュラン/水野麗子1026 6/21 40歳からハッピーに生きるコツ　 横森理香 637

6/17 大江戸巨魂侍(10）　女忍地獄変 鳴海　丈 700 6/4 昭和二十年(11）　本土決戦への特攻戦備 鳥居　民 1620 6/11 死ぬまでにやりたいことリスト(1）　真夜中の女子会で事件発生！エリザベス・ペローナ/子安亜弥1015 6/21 図解！戦国時代　 「歴史ミステリー」●楽部637

6/17 犯行前夜　刑事課強行犯係 南　英男 700

6/21 JUNICHIシルエット絵本　 中原淳一 1296
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6/2 公爵は愛を描く　（仮） 藍生　有 648 6/16 レイデ夫妻のなれそめ　君が忘れた思い出の場山咲　黒/アオイ冬子 未定 6/18 筺底のエルピス(4）　―廃棄未来― オキシタケヒコ/toi8 660

6/2 陰謀は湯けむりのなかに　（仮） 春日部こみと 670 6/16 おこぼれ姫と円卓の騎士　王女の休日 石田リンネ/起家一子未定 6/18 クオリディアプロジェクト～千葉編～　（仮） 渡　　航/saitom 未定

6/16 花冠の王国の花嫌い姫　　ガーベラの約束 長月　遥/ま　　ち 未定 6/18 されど罪人は竜と踊る(17）　 浅井ラボ/ざいん 未定

6/20 小和田くんに隙はない？　飯田さんの学園事件簿　（仮）萩原麻里 689 6/18 ストライクフォール　 長谷敏司/筑波マサヒロ未定

6/20 魔王令嬢の異世界婚活奮闘記　（仮） 吉野　匠/白谷こなか 689 6/11 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない　 鴨志田一/溝口ケージ未定 6/18 不戦無敵の影殺師(7）　 森田季節/にぃと 未定

6/11 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ Lv.(11）　聴猫芝居/Hisasi 未定 6/18 勇者に期待した僕がバカでした　（仮） ハマカズシ/Ixy 未定

6/20 転生乙女は恋なんかしない～俺様王様間に合ってます！！～　小野上明夜/松本テマリ689 6/11 彼女はとても溶けやすい　 丸山英人/REI 未定

6/20 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(4）　山口　悟/ひだかなみ 689 6/11 アクセル・ワールド(20）　―白と黒の相剋― 川原　礫/HIMA 未定 6/24 吸血鬼は初恋の味　 赤川次郎/ひだかなみ未定

6/20 聖獣様と泣きむし聖女　（仮） かいとーこ/玄吾朗 689 6/11 未踏召喚://ブラッドサイン(5）　 鎌池和馬/依河和希 未定 6/24 荒霊村三丁目のＫ談 男子高校生と楽しい夏休みのすごしかた　梨　　沙/おかざきおか未定

6/11 はたらく魔王さま！(16）　 和ヶ原聡司/029 未定 6/24 お坊さんとお茶を 孤月寺茶寮三人寄れば　 真堂　樹/木下けい子未定

6/30 王太子妃になんてなりたくない！！　 月神サキ/蔦森えん 700 6/11 GENESISシリーズ 境界線上のホライゾン(９下）　川上　稔/さとやす（TENKY）未定 6/24 金沢金魚館 シュガードーナツと少女歌劇　 み　　ゆ/舟　　岡 未定

6/30 政略結婚の在り方　 園内かな/三浦ひらく 700 6/11 血翼王亡命譚(2）　―ナサンゴラの幻翼― 新　八角/吟 未定 6/24 カスミとオボロ 大正百鬼夜行物語　 丸木文華/THORES柴本未定

6/30 緑の雫　 あひる/yos 890 6/11 ステ振り失敗！育成計画 ポンコツ勇者のシロとクロ　～赤魔法教官の災難～石川　湊/町村こもり 未定 6/24 映画ノベライズ 青空エール　 下川香苗/河原和音 未定

6/11 ヴァルハラの晩ご飯(2）　～オオカミとベルセルクの野菜煮込み～三鏡一敏/ファルまろ 未定

6/16 姉（かのじょ）と妹（カノジョ）の下着事情。(3）　 柚本悠斗/けけもつ 659 6/11 エルフ嫁と始める異世界領主生活(2）　―そうだ、この異世界に学校を建てよう―鷲宮だいじん/Nardack未定 6/11 さかしまな恋　（仮） 義月粧子/Ciel 670

6/16 中古でも恋がしたい！(6）　 田尾典丈/ReDrop 659 6/11 いちご牛乳純情奇譚　 さとむら緑/テクノサマタ713

6/16 ハンドレッド(11）　―リトル・フラグメンツ― 箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）648 6/16 無法の弁護人(2）　正しい警察との最低な戦い方師走トオル/toi8 未定 6/11 俺様人魚姫　 火崎　勇/れの子 670

6/16 ハンドレッド(11）　―リトル・フラグメンツ―〔クレア〕グラフィグ付き限定特装版箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）1058 6/16 磁極告解録　 吉上　亮 未定

6/16 うちの居候が世界を掌握している！(14）　 七条　剛/希望つばめ659 6/16 S20‐2／戦後トウキョウ退魔録　 伊藤ヒロ/峰守ひろかず未定 6/11 おうちのありか　イエスかノーか半分か(3) 一穂ミチ/竹美家らら 670

6/16 聖剣使いの禁呪詠唱＜ワールドブレイク＞(16）　あわむら赤光/refeia 659 6/11 身勝手な純愛　 柊平ハルモ/駒城ミチヲ670

6/16 最強喰いのダークヒーロー　 望　公太/へいろー 659 6/8 あなたの嫁にしてください！　 渡海奈穂/壱　　也 未定

6/16 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる(11）　 裕時悠示/るろお 648 6/8 その脚の白き誘惑　 火崎　勇/周防佑未 未定 6/7 甘恋レシピ　 望月とうこ 691

6/16 29とJK　～業務命令で女子高生と付き合うハメになった～　裕時悠示/Yan-Yam 680 6/8 秘密の夜のお伽噺　 chiｰco/タカツキノボル未定 6/7 不埒な彼と、蜜月を　 希彗まゆ 691

6/16 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです！(3）　海空りく/さくらねこ 670 6/7 恋のカミサマは恋愛偏差値ゼロ！　 佐々千尋 691

6/16 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外伝　ソード・オラトリア(6）　大森藤ノ/はいむらきよたか702 7/1 鳴いた鳥のゆく先は　 洋之東西/今宵みつき未定

7/1 異世界スーパーマーケットを経営します(2）　（仮）柏木サトシ/なかばやし黎明  未定 6/18 異界の魔術士(5）　 ヘロー天気 691

6/27 王妃は政略結婚の夜に溺れる　 木野美森/水綺鏡夜 700 7/1 幻獣調査員　 綾里けいし/lack 未定 6/18 精霊地界物語(3）　 山梨ネコ 691

6/27 聖愛と密約のマリアージュ　 宇佐川ゆかり/鳩屋ユカリ690 7/1 嫌われ者始めました　 くま太郎/かれい 未定 6/18 アイリスの剣　外伝　 小田マキ 691

7/1 暇人、魔王の姿で異世界へ　時々チートなぶらり旅　 (2）　藍　　敦/桂井よしあき未定

6/27 黒の召喚士(1）　封印されし悪魔 迷井豆腐/黒　　銀 680 7/1 奪う者 奪われる者(5）　 mino/和武はざの 未定 6/18 俺と蛙さんの異世界放浪記(1）　 くずもち 659

6/27 セイヴァーズ＝ガーデン(1）　～Age of grounD～十本スイ/「理想郷」Project734 7/1 フラワーナイトガール(3）　（仮） 是鐘リュウジ/有河サトル未定 6/18 スピリット・マイグレーション(1）　 ヘロー天気 659

6/27 聖女の回復魔法がどう見ても俺の劣化版な件について。(1）　きなこ軍曹/パセリ 702 7/1 100ゴールドショップ『ウサギ屋』(2）　（仮） 猫之宮折紙/村上ゆいち未定 6/18 僕の嫁の、物騒な嫁入り事情と大魔獣(5）　 かっぱ同盟 659

6/27 異世界迷宮の最深部を目指そう(7）　 割内タリサ/鵜飼沙樹 778 6/18 レイン(12）　光の当たる場所 吉野　匠 659

6/27 異世界魔法は遅れてる！(7）　 樋●臥命/himesuz 745 6/21 要塞少女と契約の騎士(下）　 黒井　龍／グループSNE/北沢　慶未定

6/27 神話伝説の英雄の異世界譚(5）　 奉/ミユキルリア 745 6/27 旦那様の通い婚　（仮） 可南さらさ/高星麻子 616

6/27 三つの塔の物語(2）　 赤雪トナ/藤ちょこ 724 6/21 創神と喪神のマギウス(2）　 三田　誠/曽我　誠 未定 6/27 鬼の王と契れ(3）　（仮） 高尾理一/石田　要 616

6/27 最果てのパラディン(2）　獣の森の射手 柳野かなた/輪くすさが767 6/27 獣とケダモノ　（仮） 中原一也/みずかねりょう616

6/27 10年ごしの引きニートを辞めて外出したら(1）自宅ごと異世界に転移してた(下)坂東太郎/紅　　緒 702 下 ハーレムバンディット　（仮） 竹内けん/saraki 721 6/27 パブリックスクール(3）　（仮） 樋口美沙緒/yoco 616

6/27 戦華の舞姫(3）　双華ノ姫君ハ糾ワナイ 岸根紅華/猫鍋　蒼 702 下 ヤンデレ妹に愛されすぎて子作り監禁生活(2）　栗栖ティナ/竹馬２号 721 6/27 暗闇の封印(下）　（仮） 吉原理恵子/笠井あゆみ616

6/29 ヘヴンズトリガー　（仮） 桐嶋リッカ/サマミヤアカザ670 下 女探偵誘惑もの　（仮） 伊吹泰郎/AZASUKE 770 下 巨乳ファンタジー(３下）　（仮） 鏡　裕之/Waffle 745

6/29 獣・煉獄　 綺月　陣/亜樹良のりかず710

6/29 ヘプタゴンは微笑む　 水原とほる/幸村佳苗670 6/16 狐の嫁取り雨　 四ノ宮慶/高星麻子 713 7/1 ギルドのチートな受付嬢(4）　 夏にコタツ/三弥カズトモ630

6/16 その、ひとことが　（仮） 椎崎　夕/榊　空也 713 7/1 再臨勇者の復讐譚～勇者やめて元魔王と組みます～(1）　羽咲　兎/しらこみそ 700

6/11 吾輩は猫である　朗読CD付　 夏目漱石/梶　裕貴 1050 6/16 初恋のゆくえ　 西　　門/街子マドカ 648 7/1 ぼくは異世界で付与魔法と召喚魔法を天秤にかける(7）　横塚　司/マニャ子 640

6/11 痴人の愛　朗読CD付　 谷崎潤一郎/岡本信彦1050 6/16 きみがほしい、きみがほしい　 市村奈央/三池ろむこ680 7/1 物理さんで無双してたらモテモテになりました(6）　kt60/cccpo 680

6/16 黄金のひとふれ　 中庭みかな/テクノサマタ734

6/25 復活したらLv1だったので、生き延びるために英雄少女を口説くことにしました。　ひびき遊 未定 6/16 社長と溺愛子育て中　 松幸かほ/陵クミコ 680 6/24 九天楼の買われた花嫁　 葵居ゆゆ/日野ガラス669

6/25 クソゲーオンライン　（仮） つちせ八十八 未定

6/25 そんな世界は壊してしまえ(2）　―クオリディア・コード―さがら総/カントク 未定 6/4 夢守りの姫巫女　魔の影は金色　 後藤リウ/かわく 未定 6/11 王子様のスイーツ●シンデレラ～溺愛ロイヤル・クルーズ～　春木彩花/SHABON 710

6/25 異世界とわたし、どっちが好きなの？　 暁　　雪/へるるん 未定 6/4 秘蜜のヴァンパイア　～溺愛伯爵に繋がれて～　北條三日月/KRN 未定

6/25 押し入れの中のダンジョンクラフト ―幸福で不幸で幸福な兄妹―　からて/namo 未定 6/4 ＶＩＰ　残月　 高岡ミズミ/佐々成美 未定 6/25 皇女の選択　（仮） chi-co/鳩谷ユカリ 670

6/25 異世界ならニートが働くと思った？(3）　 刈野ミカタ/ねこめたる未定 6/4 背徳の契り　 久我有加/逆月酒乱 680

6/25 Re：ゼロから始める異世界生活 短編集(2）　 長月達平/大塚真一郎未定 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

6/25 魔技科の剣士と召喚魔王〈ヴァシレウス〉(12）　三原みつき/CHuN 未定 6/3 イー・ヘブン(2）　死者の海賊と崩壊のメトロポリス奥村惇一朗/るちえ 713 中 ダンジョン魔王の処女100人斬り　（仮） 箕崎　准/きみづか葵未定

6/25 盟約のリヴァイアサン(8）　 丈月　城/仁村有志 未定 6/3 アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者(15）　榊　一郎/ゆーげん 670 中 魔剣のメイド　（仮） わかつきひかる/HIMA未定

6/25 ハイスクール・フリート いんたーばるっ　 姫ノ木あく/AIS 未定 6/3 終末世界のスペルブレイカー(2）　 高橋びすい/新堂アラタ未定 中 妹さえいれば生きていける！　（仮） なかひろ/みけおう 未定

6/3 勇者が修羅場すぎて世界を救ってる場合じゃない(2）　魔王の呪いでヒロインたちと混浴しなければなりません岩波　零/むにゅう 未定

6/2 ラストエンブリオ(3）　暴走、精霊列車！ 竜ノ湖太郎/ももこ 未定 6/3 フェアトラークの七剣人　 谷蔵　裕/hanamuke 未定 6/11 狐火の夜　 水原とほる/タカツキノボル未定

6/2 特命生徒会(1）　特別に命を奪うことを許可された生徒会日日日/れい亜 未定

6/2 東京侵域：クローズドエデン　03.人類の敵VS人類の敵岩井恭平/しらび 未定 6/21 春売り花嫁とやさしい涙　 高月紅葉/白崎小夜 756 中 大正見聞譚　制服の恋情　（仮） 蒼磨　奏/Ciel 未定

6/2 四億円当てた勇者ロトと俺は友達になってる(2）　新木　伸/佐嶋真実 未定 6/21 秘書は敵陣営で飼われる　（仮） 不住水まうす/幸村佳苗734 中 花冠の皇女とふたりの騎士　（仮） 天条アンナ/椿木トリコ未定

6/2 転生従者の悪政改革録(3）　 語部マサユキ/遠坂あさぎ未定 中 わたし、異世界で聖王さまの花嫁にならなきゃいけないんです！？　（仮）麻生ミカリ/田中　琳 未定

6/2 オーバーカマー！！(1）　馬鹿とチートは紙一重春日部タケル/ハル犬未定 6/27 スイート・ハッピー・ウェディング　（仮） 池戸裕子/旭　　炬 690

6/2 アキバ戦記(1）　異能力を封印した俺が、2.5次元の姫を護衛する吉川兵保/檜坂はざら未定 6/27 偏屈ピアニストの桐原さんは、エレベーターで恋に落ちたようです　（仮）麻生ミカリ/要まりこ 690 上 後輩がケモノで、夜ごと甘く襲われます　（仮） 山野辺りり/駒城ミチヲ未定

上 年下カレシ　センセイ、すごく濡れてますよ　（仮）沢上澪羽/gamu 未定

6/2 男装騎士の憂鬱な任務(2）　 さ　　き/松本テマリ 未定 6/2 光の巫女を抱く夜　 前田珠子×香月せりか/由利子616 上 やさしいオトコ。　ハイスペック・ダーリンの極上愛　（仮）三津留ゆう/大橋キッカ未定

6/2 イングテッドの怪盗令嬢(1）　紅茶と恋と予告状！？伊藤たつき/あ　　き 未定 6/2 チョコレート・ダンディ ～君の瞳は甘い罠～　 我鳥彩子/カスカベアキラ659

6/2 シグザール警察特命官 まるで愛おしくない君とふたり　御永真幸/双葉はづき616 6/14 いとしい音のねむる庭　 佐竹ガム/あおのなち 650

6/2 タクミくんシリーズ 完全版(4）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定

6/2 獅子王の激愛幼妻　 真崎ひかる/鈴倉　温未定 6/25 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 6/4 宝石吐きのおんなのこ(4）　～彼女の想いと彼の想い～なみあと/景 702

6/2 俺の財布に迫られています　 東町二丁目/みずかねりょう未定 6/25 ウィッチ・アームス　 榊　一郎/藤真拓哉 未定

6/25 モンスター娘のお医者さん　 折口良乃/Ｚトン 未定 6/2 姉ちゃんは中二病(7）　 藤孝剛志/An2A 669

6/2 男装巫女　（仮） 水戸　泉/幸村佳苗 未定 6/25 最強の種族が人間だった件(1）　エルフ嫁と始める異世界スローライフ柑橘ゆすら/夜ノみつき未定 6/2 俺がヒロインを助けすぎて世界がリトル黙示録！？(16）　なめこ印/和狸ナオ 669

6/2 プリンとポワンのお菓子な恋人　（仮） 伊織みな/椎名咲月 未定 6/25 俺の家が魔力スポットだった件～住んでいるだけで世界最強～　あまうい白一/ザ　　ザ未定 6/2 精霊幻想記(4）　 北山結莉/Riv 669

6/25 笑顔で魔力チャージ～無限の魔力で異世界再生　三木なずな/植田　亮未定 6/2 異世界でトレーナーをしています。(2）　 わかつきひかる/植田　亮669

6/16 妙見さゆり新作　（仮） 妙見さゆり/イノセ 未定 6/25 都市伝説系彼女。(2）　 おかざき登/U35 未定 6/2 異世界勇者禁止法　 志木謙介/フルーツパンチ669

6/16 お庭番望月蒼司朗参る！　ヘンペルのカラスと希望の種流　星香/榊　空也 未定

6/25 緋色の聖女に接吻（くちづけ）を　―白き翼の悪魔―　葵木あんね/あ　　き 未定 中 マイ・フェア・レディの結婚　富豪の手ほどきは甘く深月ゆかり/森原八鹿670

※発売日は山陰への入荷予定日です。
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