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7/8 安倍“壊憲”政権と昭和史の教訓　 保阪正康 756 7/16 淫具屋半兵衛　（仮） 沢里裕二 未定 7/29 陰翳礼讃・文章読本　 谷崎潤一郎 594 7/7 アトランの帰還　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆ウィリアム・フォルツ/嶋田洋一691

7/8 街場の五輪論　 内田　樹/小田嶋隆 793 7/16 61　Ｈｏｕｒｓ(上）　 リー・チャイルド/小林宏明未定 7/29 約束の海　 山崎豊子 767 7/7 人類再生戦線(上）　 Ａ・Ｇ・リドル/友廣　純972

7/8 関西人の正体　 井上章一 756 7/16 61　Ｈｏｕｒｓ(下）　 リー・チャイルド/小林宏明未定 7/29 解　縛　しんどい親から自由になる 小島慶子 529 7/7 人類再生戦線(下）　 Ａ・Ｇ・リドル/友廣　純972

7/8 立ち直る技術　 為末　大 691 7/16 銃とチョコレート　 乙　　一 未定 7/29 穴　 小山田浩子 497 7/22 ウルスフ決死隊　 クルト・マール/星谷　馨691

7/8 アンダーグラウンド・マーケット　 藤井太洋 842 7/16 日●の断層　 森村誠一 未定 7/29 流星ひとつ　 沢木耕太郎 724 7/22 彷徨える艦隊　外伝(3）　勝利を導く剣 ジャック・キャンベル/月岡小穂1188

7/8 偽恋愛小説家　 森　晶麿 756 7/16 怪談四代記　八雲のいたずら　 小泉　凡 未定 7/29 雨のち晴れ、ところにより虹　 吉野万理子 637 7/22 宇宙軍士官学校 ―前●―(11）　 鷹見一幸 648

7/16 信じないけど愛してる　（仮） うかみ綾乃 未定 7/29 戦場の軍法会議　日本兵はなぜ処刑されたのかNHKスペシャル取材班/北　博昭594 7/22 血と霧(2）　無名の英雄 多崎　礼 864

7/16 原爆詩集　 峠　三吉 未定 7/16 ナマコ　 椎名　誠 未定 7/29 月光の誘惑　 赤川次郎 767 7/22 イマジナリ・フレンド　 ミタヒツヒト 864

7/16 浄土系思想論　 鈴木大拙 未定 7/16 猫柳十一弦の失敗　探偵助手五箇条　 北山猛邦 未定 7/29 残夢の骸　満州国演義(9) 船戸与一 961 7/22 暗殺者の反撃(上）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃972

7/16 パンセ(下）　 パスカル/塩川徹也 未定 7/16 兼業まんがクリエイター・カレー沢薫の日常と退廃　負ける技術(2)カレー沢薫 未定 7/29 美の世界旅行　 岡本太郎 594 7/22 暗殺者の反撃(下）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃972

7/16 漱石紀行文集　 藤井淑禎 未定 7/16 戦国BASARA３　長宗我部元親の章／毛利元就の章　タタツシンイチ/鏡　征爾未定 7/29 村上海賊の娘(3）　 和田　竜 680 7/22 ミルク殺人と憂鬱な夏　中年警部クルフティンガーフォルカー・クルプフル＆ミハイル・コブル/岡本朋子972

7/16 丸山眞男回顧談(上）　 松沢弘陽/植手通有 未定 7/16 文庫版　現世怪談(1）　主人の帰り（仮） 木原浩勝 未定 7/29 村上海賊の娘(4）　 和田　竜 637 7/7 スポーツ遺伝子は勝者を決めるか？　アスリートの科学デイヴィッド・エプスタイン/川又政治1080

7/16 漱石を読みなおす　 小森陽一 未定 7/16 都会のトム＆ソーヤ(9）　前夜祭（EVE） ＜内人side＞はやみねかおる 未定 7/29 六億九、五八七万円を取り戻せ同盟(上）　プチ・コン編古野まほろ 562 7/7 ヒトラーのオリンピックに挑め(上）　若者たちがボートに託した夢ダニエル・ジェイムズ・ブラウン/森内　薫1015

7/16 犬、そして猫が生きる力をくれた　介助犬と人びとの新しい物語大塚敦子 未定 7/16 赤目姫の潮解　LADY SCARLET EYES AND HER DELIQUESCENCE　森　博嗣 未定 7/29 六億九、五八七万円を取り戻せ同盟(下）　グラン・コン編古野まほろ 562 7/7 ヒトラーのオリンピックに挑め(下）　若者たちがボートに託した夢ダニエル・ジェイムズ・ブラウン/森内　薫1015

7/16 沖縄　若夏の記憶　 大石芳野 未定 7/16 刑事の約束　 薬丸　岳 未定 7/29 宝　島　 ロバート・スティーヴンソン/鈴木　恵680 7/7 タングステンおじさん　化学と過ごした私の少年時代オリヴァー・サックス/斉藤隆央1080

7/16 隠密　味見方同心(6）　 風野真知雄 未定 7/29 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

7/6 ぼくはこう生きている君はどうか　 鶴見俊輔/重松　清 734 7/16 風の靴　 朽木　祥 未定 7/29 イスラエル外交史　モサドを率いた男の告白 エフライム・ハレヴィ/河野純治907 7/2 伯爵家のシンデレラ　 ジャクリーン・バード/加藤由紀670

7/6 カント先生の散歩　 池内　紀 594 7/16 若返り同心　如月源十郎　不思議な飴玉　 佐々木裕一 未定 7/2 潮風と砂と金の髪　 リンゼイ・スティーヴンス/竹原　麗670

7/16 大江戸秘脚便　 倉阪鬼一郎 未定 7/26 だから、好きだって言ってんだよ　 miNato 540 7/2 パリの青い空　 シャーロット・ラム/加藤しをり670

下 輸送艦　給糧艦　測量艦　標的艦　他　 大内建二 810 7/16 島はぼくらと　 ●村深月 未定 7/26 愛して。～不良俺様ボーイズ×絶世美少女～　 水瀬甘菜 540 7/2 暗闇のオアシス　 ヘレン・ブルックス/竹本祐子670

下 遺書配達人　 有馬頼義 778 7/16 白球アフロ　 朝倉宏景 未定 7/26 四つ葉のクローバーちょうだい。　 rila。 540 7/2 御曹子の恋　 キム・ローレンス/高木晶子670

下 気象が勝敗を決めた　 熊谷　直 842 7/16 地獄堂霊界通信(5）　 香月日輪 未定 7/26 僕らのブルー　（仮） rila。 540 7/2 薄情な花婿　 ジェイン・アン・クレンツ/堺谷ますみ700

下 原爆で死んだ米兵秘史　 森　重昭 864 7/16 スカウト・バトル　 本城雅人 未定 7/26 首取りゲーム　 未輝乃 540 7/16 情熱の罠　 リン・グレアム/有光美穂子540

7/9 思い出す事など　私の個人主義　硝子戸の中　 夏目漱石 1512 7/11 強引社長の甘い罠　 咲良みり 680 7/16 愛、ふたたび　 アン・メイザー/細郷妙子540

7/11 悪魔とワルツを　 ロレイン・ヒース/芦原夕貴957 7/9 あまりに野蛮な(上）　 津島佑子 1836 7/11 未　定　 佐倉伊織 680 7/16 すれ違う心　 ダイアナ・パーマー/松村和紀子700

7/26 黄金の図書館を探せ　 ゲイル・リンズ/斉賀拓真1188 7/9 あまりに野蛮な(下）　 津島佑子 1836 7/11 俺様上司は溺愛体質！？　 あさぎ千夜春 680 7/16 たそがれに恋した伯爵　 ジュリア・クイン/兒嶋みなこ970

7/9 戦艦大和ノ最期　 吉田　満 1404 7/11 専務が私を追ってくる！　 坂井志緒 680 7/16 天使の傷が癒えるまで　 マヤ・バンクス/中谷ハルナ970

7/26 大津絵　民衆的風刺の世界 クリストフ・マルケ/楠瀬日年未定 7/21 真田十勇士という「忍者」　 加来耕三 未定 7/11 未　定　 若菜モモ 680 7/16 侯爵の罠に落ちたら　 ステファニー・ローレンス/清水由貴子1180

7/26 よくわかる曹洞宗　重要経典付き(1）　 瓜生　中 未定 7/21 君は山口高志を見たか　伝説の剛速球投手　 鎮　勝也 未定 7/29 一瞬の永遠をきみと　 沖田　円 648 7/26 英国のスパイ　 ダニエル・シルヴァ/山本やよい1040

7/26 リンドバーグ第二次大戦日記(上）　 チャールズ・リンドバーグ/新庄哲夫未定 7/21 四〇〇万企業が哭いている　ドキュメント検察が会社を踏み潰した日　石塚健司 未定 7/29 可視光の夏～特攻隊と過ごした日々～　（仮） 汐見夏衛 648 7/26 最果てのイレーナ　 マリア・Ｖ・スナイダー/宮崎真紀980

7/26 リンドバーグ第二次大戦日記(下）　 チャールズ・リンドバーグ/新庄哲夫未定 7/21 なぜ「小三治」の落語は面白いのか？　 広瀬和生 未定 7/26 心臓がきみを好きだという　 ジェシ・カービィ/早川麻百合930

7/26 海底二万里(上）　 ジュール・ヴェルヌ 未定 7/21 「長生き」に負けない生き方　 外山滋比古 未定 7/8 一生太らない体をつくる腸健康法　 藤田紘一郎 648

7/26 海底二万里(下）　 ジュール・ヴェルヌ 未定 7/21 野村克也語録　 野村克也 未定 7/8 私らしい最高の愛を見つけるシンデレラレッスン　斎藤芳乃 702 7/2 「戦国大名」失敗の研究≪群雄割拠篇≫　政治力の差が勝敗を分けた（仮）瀧澤　中 799

7/26 新訳　原因と結果の法則(1）　 ジェームズ・アレン/山川紘矢未定 7/12 杜甫全詩訳注(2）　 下定雅弘/松原　朗 未定 7/8 一冊でまるごとわかるローマ帝国史　 本村凌二 756 7/2 できる男のものの言い方・話し方　（仮） 川北義則 670

7/26 新訳　人を動かす　 D・カーネギー/田内志文未定 7/12 論理学　考える技術の初歩　 エティエンヌ・ボノ・ド・コンディヤック/山口裕之未定 7/8 「空のカタチ」の秘密　 武田康男 799 7/2 仕事の大事は５分で決まる　（仮） 宮家邦彦 670

7/26 櫻子さんの足下には死体が埋まっている(10）　 太田紫織 未定 7/12 利休聞き書き　「南方録　覚書」　全訳注　 筒井紘一 未定 7/8 実話ホラー　黒い思ひ出　 洋介犬 702 7/2 13歳からの「男の子」の育て方　（仮） おおたとしまさ 648

7/26 かどわかし　下っ引夏兵衛捕物控 (3) 鈴木英治 未定 7/12 女官　明治宮中出仕の記　（仮） 山川三千子 未定 7/2 元号（げんごう）でたどる日本史　 グループSKIT 756

7/26 ここは神楽坂西洋館(2）　 三川みり 未定 7/12 民権闘争七十年　咢堂回想録　 尾崎行雄 未定 7/7 神様の見習い　もののけ探偵社はじめました　 高橋由太 583 7/2 働く女の人間関係の新ルール　（仮） 有川真由美 648

7/26 手蹟指南所「薫風堂」　 野口　卓 未定 7/20 バビロン(2）　―死― 野﨑まど 745 7/7 新装版　アリアドネの弾丸　 海堂　尊 842 7/2 ものの見方　（仮） 外山滋比古 670

7/26 乙女の美術史(3）　日本編 堀江宏樹/滝乃みわこ未定 7/20 水の杜の人魚　霊媒探偵アーネスト　 風森章羽/雪広うたこ 713 7/7 カササギの計略　 才羽　楽 724 7/2 「地勢」で読み解く太平洋戦争の謎　（仮） 三野正洋 756

7/26 “ありのまま”の自分に気づく　（仮） 小池龍之介 未定 7/20 僕と死神の白い罠　 天野頌子/bookwall 680 7/7 病のゆくえ　 楓　　蛍 648 7/2 「めんどうくさい人」の接し方、かわし方　師匠談志と古典落語が教えてくれた立川談慶 680

7/26 ダンデライオン(1）　 河合莞爾 未定 7/20 エチュード春一番　第二曲　三日月のボレロ　 荻原規子 778 7/7 読まされ図書室　 小林聡美 734 7/9 ぐうたら旅日記　恐山・知床をゆく 北大路公子 691

7/26 はなとゆめ　 冲方　丁 未定 7/9 フェノメノ(5）　美鶴木夜石は微笑まない 一　　肇/安倍吉俊 1350 7/7 悪用禁止！　裏ネタ　 日本博識研究所   648 7/9 キミの名前　箱庭旅団（仮） 朱川湊人 734

7/26 ミヤマ物語(2）　第二部 結界の森へ あさのあつこ 未定 7/7 どんどん目が良くなるマジカル・アイ　BEST SELECTION MINI　徳永貴久（元長崎綜合療術院　院長）600 7/9 極限密室　（仮） 木下半太 648

7/26 シュンスケ！　 門井慶喜 未定 7/13 情愛の奸　 上田秀人 未定 7/9 こはだの鮓　（仮） 北原亞以子 648

7/26 人生は奇跡の連続！　（仮） 山川亜希子 未定 7/13 許されざるもの　 樋口明雄 未定 7/15 Ｗｒａｉｔｈ　レイス(上）　（仮） ジェイムズ・Ｒ・ハンニバル756 7/9 谷根千少女探偵団　（仮） 阿野　冠 734

7/26 戦国秘史　（仮） 風野真知雄/伊東　潤未定 7/13 ブラックジャックぶたぶた　 矢崎存美 未定 7/15 Ｗｒａｉｔｈ　レイス(下）　（仮） ジェイムズ・Ｒ・ハンニバル756 7/9 荒ぶる魂　空気投・三船久蔵十段 嶋津義忠 842

7/26 プランナーズ！(1）　あなたのお悩み解決します 梨　　沙 未定 7/13 問題物件　 大倉崇裕 未定 7/21 熟れどき団地妻　 橘　真児 691

7/26 シャーロック・ホームズの帰還(6）　 コナン・ドイル/駒月雅子未定 7/13 ヴルスト！ヴルスト！ヴルスト！　 原　宏一 未定 7/22 THE NESSIE　ザ・ネッシー　湖に眠る伝説(上）　（仮）ボイド・モリソン/阿部清美810 7/5 ラヴソング(下）　 倉光泰子/蒔田陽平 未定

7/26 江戸出府　喜連川藩騒動始末（仮） 稲葉　稔 未定 7/13 彼女の家計簿　 原田ひ香 未定 7/22 THE NESSIE　ザ・ネッシー　湖に眠る伝説(下）　（仮）ボイド・モリソン/阿部清美810 7/5 ＯＵＲ　ＨＯＵＳＥ　 野島伸司 未定

7/26 ナーダという名の少女(1）　 角野栄子 未定 7/13 誰知らぬ殺意　 夏樹静子 未定 7/29 Hunter Killer　ハンター・キラー(上）　（仮） クリス・ライアン/石田　享756 7/5 拾った女　 チャールズ・ウィルフォード未定

7/26 樫乃木美大の奇妙な住人(2）　 柳瀬みちる 未定 7/13 日光殺人事件　 内田康夫 未定 7/29 Hunter Killer　ハンター・キラー(下）　（仮） クリス・ライアン/石田　享756 7/5 シャナラ・クロニクルズ(1）　 テリー・ブルックス 未定

7/26 恐怖の金曜日　 西村京太郎 未定 7/13 悪の条件　牛島刑事事件簿 森村誠一 未定 7/30 「超」怖い話　丙　 松村進吉 702 7/5 ハイキャッスル屋敷の死　 レオ・ブルース 未定

7/26 幻惑の尾根　山の霊異記 安曇潤平 未定 7/13 山岳迷宮　山のミステリー傑作選 山前　譲 未定 7/30 恐怖箱　百式　（仮） 加藤　一 702

7/26 うちの執事が言うことには(8）　 高里椎奈 未定 7/13 螢　籠　 藤原緋沙子 未定 7/30 瞬殺怪談(2）　（仮） 平山夢明 702 7/15 十津川警部　湯けむりの殺意　 西村京太郎 740

7/26 ゼロから始める都市型狩猟採集生活　 坂口恭平 未定 7/13 落とし水　 井川香四郎 未定 7/9 突然の結婚は恋を招いて　（仮） ジュリア・クイン/村山美雪1080 7/15 悪人海岸探偵局　新装版　 大沢在昌 740

7/26 細　雪(上）　 谷崎潤一郎 未定 7/13 贖罪の女　 喜安幸夫 未定 7/15 夏休みの拡大図　 小島達矢 650

7/26 細　雪(中）　 谷崎潤一郎 未定 7/13 似顔絵師りつ・事件帖　 知野みさき 未定 7/7 怒る！日本文化論　 パオロ・マッツァリーノ 907 7/15 夢　巻　 田丸雅智 640

7/26 細　雪(下）　 谷崎潤一郎 未定 7/13 土俵を走る殺意　新装版　 小杉健治 未定 7/7 あたらしい自分になる本　SELF CLEANING BOOK服部みれい 778 7/15 人妻、預かります　（仮） 草凪　優 640

7/26 SNOOPY COMIC ALL COLOR 60's　 チャールズ・M・シュルツ/谷川俊太郎未定 7/13 水の精（ウンディーネ）　 フケー/識名章喜 未定 7/7 増補　サバイバル！　 服部文祥 864 7/15 夏祭りの夜に　（仮） 霧原一輝 670

7/26 ＯＮＥ　猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤　了 未定 7/13 資本論　第一巻草稿　 マルクス/森田成也 未定 7/7 人間万事●ばっかり　 山田風太郎 1026 7/15 オフィス・ラブ　（仮） 櫻木　充 680

7/26 優雅なる監禁(1）　 大石　圭 未定 7/13 ラクに結果を出し続ける人の習慣術　 井上裕之 未定 7/7 宮澤喜一と竹下登　 御厨　貴 929 7/15 なかないで　 風野真知雄 630

7/26 無惨百物語(2）　みちづれ 黒木あるじ 未定 7/13 「排便力」をつけて便秘を治す本　 松生恒夫 未定 7/7 後藤田正晴と矢口洪一　 御厨　貴 929 7/15 鬼　風　 鳥羽　亮 660

7/26 拝み屋怪談(2）　禁忌を書く 郷内心瞳 未定 7/13 アジア「女子旅」の達人　 長谷川まり子 未定 7/7 性と呪殺の密教　 正木　晃 1296 7/15 鈍　刀　（仮） 坂岡　真 680

7/26 怖の日常(1）　 福澤徹三 未定 7/7 士の思想　日本型組織と個人の自立 笠谷和比古 1296 7/15 走れ銀八　 幡　大介 670

7/14 情報の呼吸法(1）　 津田大介 未定 下 民族の移動・移住・侵略で見る世界史　 島崎　晋 734 7/7 英米哲学史講義　 一ノ瀬正樹 1296 7/15 未　練　（仮） 小杉健治 680

7/14 20代から身につけたい論理的な考え方　 西村克己 未定 下 廃道探索　山さ行がねが　 平沼義之 864 7/7 新しい自然学　非線形科学の可能性 蔵本由紀 1080 7/15 天空牡丹　（仮） 早見　俊 680

7/14 歴史が面白くなる　東大のディープな日本史〔古代・中世編〕　相澤　理 未定 7/15 旗本金融道(2）　 経塚丸雄 640

7/14 人工知能はなぜこんなに面白いのか　 松尾　豊/塩野　誠 未定 7/21 共犯捜査　 堂場瞬一 未定 7/23 追跡・アメリカの思想家たち　増補版　 会田弘継 864 7/15 教養としてのプロレス　 プチ鹿島 610

7/16 幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～(6）　 真鍋　卓/二星　天 未定 7/21 ここはボツコニアン(3）　二軍三国志 宮部みゆき 未定 7/23 ミンドロ島ふたたび　 大岡昇平 864 7/15 うちのお寺は天台宗　 拓人社 610

7/16 神望町つくも神小学校(1）　新米先生はじめました 和智正喜/motai 未定 7/21 どうして人はキスをしたくなるんだろう？　 みうらじゅん/宮藤官九郎未定 7/23 真　乗　心に仏を刻む 「真乗」刊行会 864

7/16 思い出読みの憶絵さん(1）　 吉田しく 未定 7/21 老いの戒め　 下重暁子 未定 7/23 路上のジャズ　 中上健次 886 7/26 未　定　居眠り同心　影御用(20) 早見　俊 700

7/16 トリプルエース(1）　君のいない夏に、なくしたものを探して 汐見舜一/小嶋ララ子未定 7/21 激走！　日本アルプス大縦断　密着、トランスジャパンアルプスレース　富士～静岡415kmNHKスペシャル取材班未定 7/23 一人暮らしをたのしんで生きる　 吉沢久子 670 7/26 未　定　剣客相談人(17) 森　　詠 700

7/26 奇人の頭を叩いてみれば(1）　 花　　子 未定 7/21 真田十勇士(2）　烈風は凶雲を呼んだ 柴田錬三郎 未定 7/23 怒り　エピソード０　（仮） 吉田修一 562 7/26 未　定　浮世小路　父娘捕物帖(3) 高城実枝子 700

7/26 私を愛して、王子様　 愛咲メル 未定 7/21 ゆめ散らし　おんな髪結い・卯野（仮） 倉本由布 未定 7/23 水木しげるの戦場　 水木しげる 778 7/21 シークレット・シスターズ　（原題） ジェイン・アン・クレンツ/安藤由紀子1132

7/26 オネエ系男子攻略法　 アキユウ 未定 7/21 女子高生ハッカー鈴木沙穂梨と〇．一ミリの冒険　一田和樹 未定 7/21 フォー・オール・タイム　（原題） ジュード・デヴロー/阿尾正子1028

7/26 ブラドラ　最強無敵☆ヤンキーズ！！　 ふつみ 未定 7/21 明智小五郎事件簿(3）　「蜘蛛男」 江戸川乱歩 未定 7/12 緑衣の女　 アーナルデュル・インドリダソン/柳沢由実子1188 8/1 肝試し「恐怖百物語」　本当に起きた身も心も凍る実話（仮）山岸和彦 670

7/25 風歌封想　 綾崎　隼 未定 7/21 その先は想像しろ　 エルヴェ・コメール/田中未来未定 7/12 伝説の都　嵐の王(3) カイ・マイヤー/酒寄進一1598

7/25 ちどり亭にようこそ　～京都の小さなお弁当屋さん～ 十三　湊 未定 7/21 ドストエフスキー　 ドストエフスキー/沼野充義未定 7/22 エジプト十字架の謎 〔新訳版〕　 エラリー・クイーン/中村有希1080 7/23 夜這い調教　（仮） 森一太朗 未定

7/25 踊り場姫コンチェルト　 岬　鷺宮 未定 7/21 下鴨アンティーク(4）　（仮） 白川紺子/井上のきあ未定 7/22 悪徳小説家　 ザーシャ・アランゴ/浅井晶子1058 7/23 未亡人四姉妹　（仮） 花邑　薫 未定

7/25 三輪ケイトの秘密の暗号表　 真坂マサル 未定 7/21 高校野球短編集　（仮） 須賀しのぶ/河原和音未定 7/22 崇徳院を追いかけて　（仮） 鯨統一郎 821 7/23 女教師と教え娘　（仮） 綺羅　光 未定

7/25 ななもりやま動物園の奇跡　（仮） 上野　遊 未定 7/21 千早あやかし派遣會社(2）　（仮） 長尾彩子/加々見絵里未定 7/22 魔導の系譜　 佐藤さくら 1080 7/23 狂気の逆恨み　（仮） 一柳和也 未定

7/25 古森くんの、心霊動画でも撮りに行きませんか？　（仮）夏川鳴海 未定 7/21 ゆきうさぎのお品書き(2）　（仮） 小湊悠貴/イシヤマアズサ未定 7/29 パリの骨　 ローリー・Ｒ・キング/山田久美子1469 7/23 フランス書院文庫アンソロジー　ありえない官能話　（仮）アンソロジー 未定

7/25 アンティーク贋作堂　～想い出は偽物の中に～ 大平しおり 未定 7/21 ポップコーン・ラバーズ　―You're my better half―　野村行央/ヤマウチシズ未定 7/29 四人の女 〔新版〕　 パット・マガー/吉野美恵子1080 7/23 義母と二人の兄嫁　（仮） 天崎僚介 未定

7/29 水族館の殺人　 青崎有吾 950

7/16 捜査組曲　東京湾臨海署安積班　 今野　敏 未定 7/7 夏の果て　 岡　康道 767 7/12 ハイ・ライズ　 Ｊ・Ｇ・バラード/村上博基994 7/9 死神の浮力　 伊坂幸太郎 907

7/16 群青のタンデム　 長岡弘樹 未定 7/7 真田十勇士　 松尾清貴 659 7/12 帰還兵の戦場(3）　アステロイドベルト急襲 ギャビン・スミス/金子　浩950 7/9 山桜記　 葉室　麟 637

7/16 ターンオーバー　 堂場瞬一 未定 7/7 付添い屋・六平太　麒麟の巻　評判娘　 金子成人 648 7/29 裏山の宇宙船(上）　 笹本祐一 907 7/9 漁師の愛人　 森　絵都 637

7/16 福も来た　パンとスープとネコ日和　 群ようこ 未定 7/7 社　運　 長野慶太 853 7/29 裏山の宇宙船(下）　 笹本祐一 907 7/9 再　会　あくじゃれ瓢六捕物帖(4) 諸田玲子 767

7/16 神様からの手紙　ポストのある喫茶店　（仮） 新津きよみ 未定 7/7 黒い暴動　 豊田美加/宇賀那健一540 7/29 躯体上の翼　 結城充考 799 7/9 老いの入舞（いりま）い　麹町常楽庵　月並の記 松井今朝子 810

7/16 監　督　（仮） 須藤靖貴 未定 7/7 横山光輝の『史記』で学ぶ故事成語　 横山光輝 648 7/9 孫六兼元　酔いどれ小籐次　決定版(5) 佐伯泰英 724

7/16 わが闘争　 角川春樹 未定 7/7 胡蝶殺し　 近藤史恵 659 7/2 拝　命　 麻倉一矢 702 7/9 問いのない答え　 長嶋　有 778

7/16 星合の空　代筆屋おいち　 篠　綾子 未定 7/7 遺　産(上）　 笹本稜平 702 7/2 こがねもち　 飯島一次 691 7/9 ストロボ　 真保裕一 821

7/7 遺　産(下）　 笹本稜平 745 7/2 終焉の太刀　〈新装版〉 上田秀人 713 7/9 夜明けの雷鳴〈新装版〉　医師　高松凌雲 吉村　昭 810

7/5 猫　 石田孫太郎 713 7/7 田中角栄に訊け！　 後藤謙次 未定 7/2 鞆の浦殺人事件　 内田康夫 680 7/9 嘘みたいな本当の話　みどり　 内田　樹/高橋源一郎734

7/5 １％の力　 鎌田　實 540 7/7 プロフェッショナルサラリーマン　 俣野成敏 未定 7/2 妖気の山路　 鈴木英治 713 7/9 読書脳　ぼくの深読み300冊の記録 立花　隆 853

7/5 大丈夫！　キミならできる！　 松岡修造 594 7/7 女子高生サヤカが学んだ「１万人に１人」の勉強法　美達大和/山村サヤカ＆ヒロキ未定 7/2 戦国の龍虎(3）　 津野田幸作 713 7/9 杖ことば　 五木寛之 745

7/5 感じることば　 黒川伊保子 680 7/2 血闘　波返し　 鳥羽　亮 680 7/9 もうすぐ100歳、前向き。　豊かに暮らす生活術 吉沢久子 713

7/5 本所下町グルメ長屋　 畠山健二 821 7/14 庶務行員　多加賀主水が許さない　（仮） 江上　剛 未定 7/2 北陸新幹線ダブルの日　 西村京太郎 702 7/9 刑務所わず。　 堀江貴文 896

7/5 ビリジアン　 柴崎友香 778 7/14 はじめてだらけの夏休み　大人になりたいぼくと、子どもでいたいお父さん（仮）唯野未歩子 未定 7/2 悪党同盟　 南　英男 713 7/9 小泉官邸秘録　総理とは何か 飯島　勲 950

7/5 激闘駆逐戦艦隊　 倉橋友二郎 907 7/14 子育てはもう卒業します　（仮） 垣谷美雨 未定 7/2 ラプラスの鬼　 六道　慧 691 7/9 一〇〇年前の女の子　 船曳由美 842

7/5 憂鬱なる党派(上）　 高橋和巳 1404 7/14 千年鈴虫　（仮） 谷村志穂 未定 7/2 史　記(2）　乱世の群像 司馬遷/奥平　卓 1350 7/9 糖尿病Ｓ氏の豊かな食卓　 坂本素行 702

7/5 憂鬱なる党派(下）　 高橋和巳 1296 7/14 いつか終わる曲　（仮） 加藤千恵 未定 7/2 「日露戦争」軍人事典　 近現代「時代と人物」研究会1296 7/9 ジョイランド　 スティーヴン・キング/土屋　晃未定

7/14 ファイティング寿限無　（仮） 立川談四楼 未定

7/8 殺生伝(1）　（仮） 神永　学 未定 7/14 狙われた男　秋葉京介探偵事務所　（仮） 西村京太郎 未定 7/6 60分で名著快読　マキアヴェッリ『君主論』　 河島英昭/造事務所 918 上 星空ロック　 那須田淳 691

7/8 殺生伝(2）　（仮） 神永　学 未定 7/14 魔界都市ブルース　妖婚宮　（仮） 菊地秀行 未定 7/6 みんなの経営学　 佐々木圭吾 972 上 一鬼夜行　鬼の福招き　 小松エメル 734

7/14 刑事稼業　弔い捜査　（仮） 南　英男 未定 上 地底アパート入居者募集中！　 蒼月海里 713

7/8 観音頭巾　（仮） 八神淳一 702 7/14 喧嘩屋　取次屋栄三（仮）(16) 岡本さとる 未定 7/6 勝山太夫、ごろうぜよ　 車　浮代/スカイエマ 691 上 ぼくたちのスカイマップ　 戸梶圭太 713

7/8 流星刀ぬめり花　 睦月影郎 670 7/14 隙間風　素浪人稼業（仮）(13) 藤井邦夫 未定 7/6 やっとうの神と新米剣客　 西本雄治/眼福ユウコ767

7/8 風来坊若さま　青井兵馬　（仮） 森山茂里 702 7/14 冬の風鈴　日暮し同心始末帖（仮）(3) ●堂　魁 未定 7/29 願いは、叶うためにある　 フクちゃん 637

7/8 お裁き将軍　天下吟味　（仮） 誉田龍一 702 7/14 くるすの残光　天の庭　（仮） 仁木英之 未定 7/9 奇跡が舞いおりた日に　 ブリタニー・C・チェリー/緒川久美子950 7/29 「腸の大そうじ」で女性はもっとキレイになる！　 池田陽子 637

7/20 タロット師　珠夢の羅針儀　（仮） 国沢　裕 702 7/14 完本　密命(14）　遠謀　血の絆（仮） 佐伯泰英 未定 7/9 おばあちゃん姉妹探偵(3）　さわらぬ先祖にたたりなしアン・ジョージ/寺尾まち子907 7/29 16タイプの「血液型」でその人のすべてが見えてくる！　荒尾和彦 637

7/20 笹の庵事件簿(2）　（仮） 須和雪里 702 7/14 50過ぎたら、家事は割り算、知恵は掛け算　（仮）沖　幸子 未定 7/21 売れる営業マンの「しないこと」リスト　 中島孝志 637

7/14 アメリカ歴代大統領の通信簿　（仮） 八幡和郎 未定 7/21 探し物はたぶん嘘　（仮） 大石塔子/usi 680 7/21 タニタ式　太らない健康食　 池田義雄 637

中 教科書には載せられない　日本軍の秘密組織　日本軍の謎検証委員会580 7/21 坂上動物園の白くま飼育員　当園では、雨男はお断りしています（仮）結城敦子/げ　　み 699 7/21 「読む」「聞く」「考える」は５分でできる！　 小宮一慶 637

中 ＤＶシェルターの女たち　 朝倉洋子 669 7/9 子どもはあなたに大切なことを伝えるために生まれてきた。　池川　明 702 7/21 １分で耳がよくなる　 今野清志 637

7/9 一瞬で自分を浄化するプチ儀式　 菊山ひじり 691 7/21 ぼくはマンガ家　 手塚治虫 972 7/21 日本の城がわかる！　 登城●楽部 745

7/11 見つめてるキミの瞳がせつなくて　 芹澤ノエル 680 7/21 手塚治虫小説集成　 手塚治虫 972

7/2 怪奇フィルム～ホラー映画監督が語る実話怪談～　福谷　修 756

7/16 運に愛される人　 中島　薫 648 7/2 仕事に活かす哲学者50人の智恵　 小川仁志 702
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8/1 密　約　（仮） 山野辺りり 691 7/11 ソードアート・オンライン　オルタナティブ　ガンゲイル・オンライン(5）―サード・スクワッド・ジャム ビトレイヤーズ・チョイス― (下)時雨沢恵一/川原　礫未定 7/21 下鴨アンティーク(4）　（仮） 白川紺子/井上のきあ未定

8/1 壊された純愛　（仮） 貴原すず 670 7/11 女の子が完全なる恋愛にときめかない３つの理由　土橋真二郎/白身魚未定 7/21 高校野球短編集　（仮） 須賀しのぶ/河原和音未定

7/11 ガーリー・エアフォース(6）　 夏海公司/遠坂あさぎ未定 7/21 千早あやかし派遣會社(2）　（仮） 長尾彩子/加々見絵里未定

7/16 閨盗人　（仮） 沙野風結子 756 7/11 穿天のセフィロト・シティ　 平松ハルキ/ぽんかん⑧未定 7/21 ゆきうさぎのお品書き(2）　（仮） 小湊悠貴/イシヤマアズサ未定

7/16 執事と二人目の主人　（仮） 不住水まうす 756 7/11 もじょと極める異世界仰天生活　―彼女の作るポーションがいろいろとヤバいんです―黒沼　昇/フルーツパンチ未定 7/21 ポップコーン・ラバーズ　―You're my better half―　野村行央/ヤマウチシズ未定

7/11 ねじ巻き精霊戦記　天鏡のアルデラミン(10）　宇野朴人/竜　　徹 未定

7/21 俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」として拉致られた件(11）　七月隆文/閏　月戈 689 7/11 マンガの神様(4）　 蘇之一行/Tiv 未定 7/21 異世界修学旅行(3）　 岡本タクヤ/しらび 未定

7/21 千の魔刃と神鏡の聖騎士　（仮） 早矢塚かつや/もりたん689 7/11 死想転生　フェオーリア魔法戦記 旭　蓑雄/ニリツ 未定 7/21 妹さえいればいい。(5）　 平坂　読/カントク 未定

7/11 最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点　その名は『ぶーぶー』 (2)鎌池和馬/真　　早 未定 7/21 されど罪人は竜と踊る(17）　 浅井ラボ/ざいん 未定

7/21 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 7/11 あくまで魔王の究極菜譜　～行列のできる魔王食堂～ 多宇部貞人/zpolice未定 7/21 下ネタという概念が存在しない退屈な世界○EX　赤城大空/霜月えいと未定

7/21 ヴィクトリアン・ココア　レディースメイドと銀の暗殺者　（仮）瑞山いつき/紫　真依669 7/11 いもーとらいふ(上）　 入間人間/フライ 未定 7/21 どうでもいい世界なんて―クオリディア・コード―　渡　　航/saitom 未定

7/21 苺姫と子羊寮の夢見る狼　（仮） 平子雅野/鏑家エンタ669 7/11 ドウルマスターズ(4）　 佐島　勤/tarou2 未定 7/21 ハナシマさん　 天宮伊佐/ヤマウチシズ未定

7/11 マギアスブレード／異世界剣士の科学都市召喚記　一条景明/冬　ゆき 未定 7/21 ヒイラギエイク　 海津ゆたか/やすも未定

7/30 月刊　人外妄想図鑑　〔巨人族〕　 ひよこマッチ/白崎小夜700 7/21 マイダス・タッチ　 ますもとたくや/人　　米未定

7/30 契約妻と伯爵家　 白柳いちか/椎名咲月700 7/16 あんさんぶるスターズ！　皇帝の帰還 日日日/Happy Elements未定

7/16 星野宮桜子の三度目の正直。(2）　 日咲ユサ/文月路亜未定 7/27 未　定　 宇津田晴 未定

7/16 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(10）　 明月千里/春日　歩 659 7/16 麗龍学園生徒会！　（仮） 穂兎ここあ/明咲トウル未定

7/16 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(10）　ドラマCD付き限定特装版明月千里/春日　歩2376 7/11 世界のすべてを君にあげるよ　 砂原糖子/三池ろむこ691

7/16 我が驍勇にふるえよ天地　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680 7/8 その手は恋を拒めない　 森本あき/みずかねりょう未定 7/11 溺愛スウィートホーム　 鳥谷しず/橋本あおい670

7/16 そのオーク、前世（もと）ヤクザにて　 機村械人/兎塚エイジ648 7/8 身代わり女帝の恋　 月舘あいら/サマミヤアカザ未定

7/16 イレギュラーズ・リベリオン(4）　禍乱の帝都 尾地　雫/おちゃう 659 7/8 大好きすぎて意気地なし　 さとむら緑/嵩梨ナオト未定 7/8 恋愛ターゲットなんてまっぴらごめん！　 沢上澪羽 691

7/16 くじ引き特賞：無双ハーレム権(2）　 三木なずな/瑠奈璃亜659 7/8 甘いトモダチ関係　 玉紀　直 691

8/1 偉大なる大元帥の転身(3）　行きて、帰りし英雄譚 竹岡葉月/ともぞ 未定 7/8 前途多難な恋占い　 来栖ゆき 691

7/25 魔王様とボクの危うい日常　 若月京子/こうじま奈月680 8/1 姫、始めました。　（仮） 中野雅博/西Ｅ田 未定

8/1 賢者の孫(4）　 吉岡　剛/菊池政治未定 7/15 詐騎士外伝　薬草魔女のレシピ(1) かいとーこ 691

7/26 姫君は男装の花嫁　 立花実咲/涼河マコト690 8/1 コミュ難の俺が、交渉スキルに全振りして転生した結果 (2）　朱月十話/夜ノみつき未定 7/15 精霊地界物語(4）　 山梨ネコ 691

8/1 フラワーナイトガール　オフィシャルショートストーリーズ　（仮）月本　一/DMMゲームズ未定 7/15 魔界王立幼稚園ひまわり組(1）　 まりの 691

7/26 セイヴァーズ＝ガーデン(1）　～Age of grounD～十本スイ/「理想郷」Project734 8/1 グランブルーファンタジー(5）　 はせがわみやび/Cygames未定

7/26 三つの塔の物語(2）　 赤雪トナ/藤ちょこ 724 8/1 獅子皇は二度世界を救う　（仮） 朝凪シューヤ/そりむらようじ未定 7/15 左遷も悪くない(1）　 霧島まるは 659

7/26 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 7/15 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(3）　蝉川夏哉 659

7/26 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠をむさぼるまで(2）　鬼影スパナ/よう太 745 7/21 オレたちが異世界トリップして、エリンで無双する？　大畑　顕／F.E.A.R./菊池たけし未定 7/15 ワールドトークＲＰＧ！(3）　 しろやぎ 659

7/26 異世界に転生したんだけど俺、天才って勘違いされてない？(3）　にゅん/魚 702 7/21 ソード・ワールド2.0　バルバロスブック(1）　 北沢　慶／グループSNE/輪くすさが未定

7/26 ありふれた職業で世界最強(4）　 白米　良/たかやKi 745 7/21 冴えない彼女の育てかた(10）　 丸戸史明/深崎暮人未定 8/1 煽情ツアー　（仮） バーバラ片桐/奈良千春637

8/1 兄弟の蜜約　（仮） 秀香穂里/國沢　智 637

7/29 東の双龍、西の唐獅子　 綺月　陣/亜樹良のりかず670 下 子作りヴァルキリー！　戦乙女を孕ませちゃえ　089タロー/ヘイロー 721

7/29 不埒な博戯　 森本あき/Ciel 670 下 エルフの国の宮廷魔導師になれたので姫様に性的な悪戯をしてみた(2）　磯貝武連/成海クリスティアーノート778 7/23 恋愛完備トラブル付　ワケあり物件斡旋中　（仮）真坂たま/紅月りと。713

7/23 結婚が破談になったら、課長と子作りすることになりました！？　（仮）青砥あか/逆月酒乱713

7/11 孤島の鬼　朗読CD付　 江戸川乱歩/座裏屋蘭丸1050 7/16 黄金のひとふれ　 中庭みかな/テクノサマタ734

7/11 高瀬舟／山椒大夫　朗読CD付　 森　●外/山田ユギ1050 7/16 君恋ファンタスティック　 間之あまの/高星麻子734 7/28 暴君竜を飼いならせ(3）　（仮） 犬飼のの/笠井あゆみ616

7/16 ロマンスの帝王　 愁堂れな/石田　要 680 7/28 ウイークエンドは男の娘　（仮） 秀香穂里 616

7/26 三千世界の英雄王〈レイズナー〉　 壱日千次/おりょう 未定 7/16 お月さまの言うとおり　 御堂なな子/街子マドカ648 7/28 コレクション　（仮） 水原とほる 616

7/26 精霊使いの剣舞(16）　魔王凱旋（仮） 志瑞　祐/仁村有志未定 7/16 泣いてもいいよ、ここでなら　 杉原朱紀/鈴倉　温 680

7/26 図書迷宮の吸血奇譚　 秋都紅葉/ゆーげん未定 7/16 イケメンNo.1俳優の溺愛ねこ　 今城けい/カワイチハル680 7/6 お点前頂戴いたします！？～茶道家元の花嫁～　（仮）園原未久/敷城こなつ637

7/26 ソルブラッド・ストレイン　（仮） 刈野ミカタ/あゆま紗由未定 7/16 俺さまケモノと甘々同居中！？　 榛名　悠/コウキ。 680

7/26 学戦都市アスタリスク(11）　 三屋咲ゆう/okiura 未定 7/16 同じ声を待っている　 きたざわ尋子/佐々成美713 8/1 ぼっち転生記(3）　 ファースト/緑川　葉 670

7/26 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 8/1 転職の神殿を開きました(2）　 土　　鍋/堀泉インコ 650

7/26 異世界の悪魔がぐーたらすぎるので俺がお城を作ります　（仮）すぎやまリュウ/るび様未定 7/5 聖裔の花嫁　すれ違う恋は政変前夜に　 貴嶋　啓/くまの柚子未定 8/1 レベル99冒険者によるはじめての領地経営(6）　藤　　崎/くろかわ 740

7/26 妄想少女の観測する世壊　 二階堂紘嗣/きみしま青未定 7/5 龍の節義、Dr.の愛念　 樹生かなめ/奈良千春未定 8/1 エルフ転生からのチート建国記(4）　 月夜　涙/GUNP 650

7/26 アブソリュート・デュオ(11）　 柊★たくみ/浅葉ゆう未定

7/26 デュエル・イン・ザ・リヴァース(2）　 なかひろ/karory 未定 7/2 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 7/23 愛していいとは云ってない　 中原一也/奈良千春669

7/26 ノーゲーム・ノーライフ(9）　 榎宮　祐 未定 7/2 お前を、祝ってやろうか！？(1）　ラッキースケベの呪いを解いてくれ！御守いちる/ニノモトニノ未定

7/26 落ちてきた龍王と滅びゆく魔女の国(10）　 舞阪　洸/よう太 未定 7/2 絶対にラブコメしてはいけない学園生活24時　長岡マキ子/竹井正樹未定 7/9 政略結婚の顛末　～姫が人狼王子に嫁いだら？～　桂生青依/な　　ま 710

7/26 剣魔剣奏剣聖剣舞(2）　 嬉野秋彦/カグユヅ未定 7/2 アストレア戦記　ブリキカンドウォー　 浅倉イネ/加藤いつわ702 7/9 騎士王の××な溺愛事情　 舞　姫美/鳩屋ユカリ710

7/2 曾々木小夜子の甦る世界　 石川ノボロヲ/ののの713

7/2 魔装学園Ｈ×Ｈ(8）　 久慈マサムネ/黒　　銀未定 7/2 夜空ノ一振リ　 雪崎ハルカ/凪白みと未定 7/26 海上の絶対君主　既往の罪と罰　 chi-co/周防佑未 670

7/2 この素晴らしい世界に祝福を！(9）　紅の宿命 暁なつめ/三嶋くろね未定

7/2 ヒマワリ：unUtopial World(2）　 林トモアキ/マニャ子未定 7/9 フェノメノ(5）　美鶴木夜石は微笑まない 一　　肇/安倍吉俊 1350 中 キメ恋！　高嶺の華と幼なじみがキマった理由　橘　ぱん/桂井よしあき未定

7/2 天空監獄の魔術画廊(5）　 永菜葉一/八坂ミナト未定 中 女勇者の受難クエスト　（仮） ほんじょう山羊/新堂エル未定

7/2 薪割りスローライフをはじめますか？［はい／いいえ］(2）　新木　伸/佐嶋真実未定 7/20 狼ベイビーと子育て乱舞曲　（仮） 雛宮さゆら/椎名ミドリ648 中 異世界ヒロインぜんぶ孕ませ　（仮） 山口　陽/MtU 未定

7/2 師匠どもに告ぐ(2）　おとなになってください 神秋昌史/hou 未定 7/20 悪魔との赤ちゃん協定　（仮） 樹生かなめ/加賀美炬648 中 ワース伝説　男装剣士と悪魔巫女　（仮） 葉原　鉄/うるし原智志未定

7/2 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えますか？(2）　枯野　瑛/ue 未定

7/22 犬、拾うオレ、噛まれる　 野原　滋/香坂あきほ734 7/12 未　定　 渡海奈穂/兼守美行未定

7/2 少年陰陽師　そこに、あどなき祈りを 結城光流/伊東七つ生未定 7/22 何度も君に恋をする　 春原いずみ/逆月酒乱734

7/2 桜乙女と黒侯爵(4）　つながる過去と迫る闇清家未森/ねぎしきょうこ未定 中 独占王とクールビューティープリンセス　（仮）しみず水都/吉崎ヤスミ未定

7/2 一華後宮料理帖(1）　 三川みり/凪かすみ未定 7/26 溺愛殿下と天然プリンセス　（仮） みかづき紅月/ウエハラ蜂690 中 男装令嬢教師と王子様　（仮） 希彗まゆ/KRN 未定

7/26 提督王子の甘い新婚生活　（仮） 御堂志生/湯浅あゆ690 中 皇太子殿下の恋の手ほどき　（仮） みかづき紅月/駒田ハチ未定

7/2 タクミくんシリーズ　完全版(5）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定

7/2 極道さんはパパで愛妻家　 佐倉　温/桜城やや未定 7/2 こじらせシスコンと精霊の花嫁 恋の始まりはくちづけとともに　秋杜フユ/サカノ景子648 上 好きだなんて言ってあげない　 井上美珠/涼河マコト未定

7/2 紅王と初恋の子猫　 秋山みち花/六●かえで未定 7/2 後宮錦華伝 予言された花嫁は極彩色の謎をほどく　はるおかりの/由利子659 上 実はダダ甘！？　ドＳ秘書室長の発情エッチ　（仮）立花実咲/藤井サクヤ未定

7/2 魔女が死なない童話 林檎の魔女の診療簿　長尾彩子/宵マチ 637 上 紳士の獣性　甘い言葉と情熱の愛撫　（仮）御堂志生/辰巳　仁未定

7/2 お試し結婚だったはずですが！　（仮） 草野　來/弓槻みあ 未定

7/2 男みたいな花嫁がやってきた　（仮） 吉田　行/早瀬あきら未定 7/23 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 7/14 狛犬さまとないしょの約束　（仮） 髙月まつり/明神　翼630

7/23 嫌われ家庭教師のチート魔術講座　魔術師のディプロマ　延野正行/甘味みきひろ未定 7/14 サヨナラ・リアル　 朝丘　戻/問 730

7/16 魔獣調教師ツカイ・Ｊ・マクラウドの事件録　獣の王はかく語りき 綾里けいし/鵜飼沙樹未定 7/23 封印少女と復讐者の運命式　 伊瀬ネキセ/墨　　洲未定

7/16 密偵の無輪者〈エージェント・オブ・リラム〉　（仮）神野オキナ/西Ｅ田 未定 7/23 メロディ・リリック・アイドル・マジック　 石川博品/POO 未定 上 マイバイブルは『異世界召喚物語』(2）　 ポモドーロ/やすも 702

7/16 いつか君を撃つ日まで　（仮） 鏡　　遊 未定 7/23  異世界君主生活　～読書しているだけで国家繁栄～　須崎正太郎/狐　　印未定

7/23 笑顔で魔力チャージ(2）　～無限の魔力で異世界再生三木なずな/植田　亮未定 7/2 百錬の覇王と聖約の戦乙女(11）　 鷹山誠一/ゆきさん 669

7/16 夢王国と100人の王子様ノベライズ　（仮） 香月沙耶/ジークレ 未定 7/23 その10文字を、僕は忘れない　（仮） 持崎湯葉/はねこと 未定 7/2 アイテムチートな奴隷ハーレム建国記(2）　 猫又ぬこ/奈津ナツナ669

7/16 魔導書の姫と愛しき眷属　（仮） 夏野ちより/カズアキ未定 7/2 超！異世界学級！！　 空埜一樹/児玉　酉 669

7/16 月の魔法は恋を紡ぐ　～繋がる想いは永遠に～ 富樫聖夜/緒　　花 未定 7/11 変態スタイリストと女装青年　（仮） 白露にしき/北沢きょう713 7/2 転生英雄の異世界戦記　 しやけ遊魚/七原冬雪669

7/11 馬鹿と嘘と恋　 さくら芽留/陵クミコ 713

下 ヤブヌマ　侵食されゆく妻の蜜肌　 空　　蝉/猫　　丸 770 7/11 恋の病が重すぎて　 名倉和希/篁　ふみ 713 中 ラブ・ミルキィ　―熱情エロス短編集― アンソロジー 896
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幻冬舎ルチル文庫

ファミ通文庫

アルファライト文庫

富士見ドラゴンブック

ラヴァーズ文庫

二次元ドリーム文庫

蜜夢文庫

スプラッシュ文庫

一迅社文庫 ガガガ文庫

一迅社文庫アイリス

メリッサ文庫

ビーズログ文庫アリス

ルルル文庫

ヴァニラ文庫

シャレード文庫
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ソーニャ文庫 電撃文庫 集英社オレンジ文庫

プリズム文庫

レジーナ文庫

エバープリンセス

オーバーラップ文庫

ＧＡ文庫

ディアプラス文庫

Ｂ－ＰＲＩＮＣＥ文庫

エタニティ文庫・赤

ラルーナ文庫 プラチナ文庫

角川ビーンズ文庫

ティアラ文庫

角川スニーカー文庫 ＬｉＬｉＫ（リリ）文庫

星海社文庫 美少女文庫

ビーズログ文庫

ショコラ文庫

リアルドリーム文庫 乙蜜ミルキィ文庫

ガブリエラ文庫

コバルト文庫 オパール文庫

ジュエル文庫

ノベルゼロ

角川ルビー文庫


