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9/8 サザエさんからいじわるばあさんへ　女・子どもの生活史樋口恵子 648 9/16 呉越春秋　湖底の城(5）　 宮城谷昌光 未定 9/29 職業としての小説家　 村上春樹 637 9/21 モノグラム殺人事件　 ソフィー・ハナ/山本　博972
9/8 アンガーマネジメント入門　イライラ、ムカムカを一瞬で変える技術安藤俊介 648 9/16 スター・ウォーズ　フォースの覚醒　 アラン・Ｄ・フォスター/稲村広香1026 9/29 ９回裏２死満塁　素晴らしき日本野球玉木正之 637 9/8 プシオン性迷宮　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス＆ウィリアム・フォルツ/渡辺広佐691
9/8 作家の口福　おかわり　 朝井リョウ 648 9/16 口唇紋　警視庁北多摩署特捜本部　太田蘭三 未定 9/29 爛　 瀬戸内寂聴 562 9/8 竜との舞踏(上）　 ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン/酒井昭伸1728
9/8 深代惇郎の天声人語　完結編　 深代惇郎 778 9/16 Ｑｒｏｓの女　 誉田哲也 未定 9/29 特定の人としかうまく付き合えないのは、結局、あなたの心が冷めているからだ　五百田達成/堀田秀吾562 9/21 難船者たち　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆クルト・マール/若松宣子691
9/8 ブラックボックス　 篠田節子 864 9/16 さらばスペインの日日(上）　 ●坂　剛 未定 9/29 円周率に挑んだ侍　 鳴海　風 637 9/21 強行偵察　宇宙兵志願(2) マルコ・クロウス/金子　浩1080
9/8 聖なる怠け者の冒険　 森見登美彦 799 9/16 さらばスペインの日日(下）　 ●坂　剛 未定 9/29 銀の匙　 中　勘助 464 9/8 ガブリエルの猟犬　 高千穂遙 864
9/8 魔女は月曜日に嘘をつく(3）　 太田紫織 648 9/16 夢の燈影　 小松エメル 未定 9/29 花びらめくり　 花房観音 529 9/21 セルフ・クラフト・ワールド(3）　 芝村裕吏 756

9/16 眼球堂の殺人　～Ｔｈｅ　Ｂｏｏｋ～　 周木　律 未定 9/29 芽吹長屋仕合せ帖　ご縁の糸　 志川節子 680 9/21 マルドゥック・アノニマス(2）　 冲方　丁 864
9/17 旅　愁(下）　 横光利一 未定 9/16 「ファミリーラブストーリー」　 ●口卓治 未定 9/29 甘いお菓子は食べません　 田中兆子 594 9/21 マルドゥック・ストーリーズ　 冲方　丁/早川書房編集部756
9/17 近代はやり唄集　 倉田喜弘 未定 9/16 ＱＥＤ　～ｆｌｕｍｅｎ～　ホームズの真実　高田崇史 未定 9/29 マイブック　2017年の記録 大貫卓也 400 9/8 ノース・ガンソン・ストリートの虐殺　 Ｓ・クレイグ・ザラー/真崎義博972
9/17 竹久夢二詩画集　 石川桂子 未定 9/16 狐さんの恋結び　 北　夏輝 未定 9/29 棋士という人生　傑作将棋アンソロジー大崎善生 637 9/21 繊細な真実　 ジョン・ル・カレ/加賀山卓朗1080
9/17 失われた時を求めて(10）囚われの女(1)プルースト/吉川一義未定 9/16 エウレカの確率　よくわかる殺人経済学入門　石川智健 未定 9/29 満月の道　流転の海(7) 宮本　輝 767 9/8 高い窓　 レイモンド・チャンドラー/村上春樹972
9/17 宇宙の統一理論を求めて　 風間洋一 未定 9/16 東京水上警察　警部補・碇拓真　 吉川英梨 未定 9/29 上野池之端　鱗や繁盛記　 西條奈加 637 9/8 熊と踊れ(上）　 アンデシュ・ルースルンド/ステファン・トゥンベリ1080
9/17 トランスナショナル・ジャパン　 岩渕功一 未定 9/16 なぜ会いたくて震えるのか　Ｊポップで考える哲学　戸谷洋志 未定 9/29 よるのふくらみ　 窪　美澄 594 9/8 熊と踊れ(下）　 アンデシュ・ルースルンド/ステファン・トゥンベリ1080

9/16 甘い罠　（仮） 鏑木　蓮 未定 9/29 雨の底　慶次郎縁側日記 北原亞以子 637 9/21 パードレはそこにいる(上）　 サンドローネ・ダツィエーリ/清水由貴子756
9/29 フェスティブ・イン・デス　（原題） Ｊ・Ｄ・ロブ/青木悦子994 9/16 五年前の忘れ物　 益田ミリ 未定 9/29 セラピスト　 最相葉月 637 9/21 パードレはそこにいる(下）　 サンドローネ・ダツィエーリ/清水由貴子756

9/16 名花散る　宗元寺隼人密命帖(3）　 荒崎一海 未定 9/29 怪人二十面相　 江戸川乱歩 562 9/8 意識は傍観者である　脳の知られざる営みデイヴィッド・イーグルマン/大田直子1080
下 倒す空、傷つく空　 渡辺洋二 907 9/16 素浪人半四郎百鬼夜行(8）　終焉の百鬼行芝村凉也 未定 9/29 謎好き乙女(4）　 瀬川コウ 未定 9/8 それでもなお、人を愛しなさい　 ケント・Ｍ・キース/大内　博756
下 昭和天皇に背いた伏見宮元帥　 生出　寿 929 9/16 祈りの幕が下りる時　 東野圭吾 未定 9/21 オペラ座のお仕事　世界最高の舞台をつくる三澤洋史 864
下 淵田美津雄　 星　亮一 972 9/16 短●五芒星　 舞城王太郎 未定 9/10 １日を２倍に使う「時間」の法則　 ライフ・リサーチ・プロジェクト961
下 特攻隊員語録　 北影雄幸 994 9/16 駆込み宿　影始末(4）　（仮） 鳥羽　亮 未定 9/10 感情に免疫力をつける本　 リズ山崎 756 9/8 はじめての恋は公爵と　 ジュリアナ・グレイ/如月　有1026

9/16 転落の街(上）　 マイクル・コナリー/古沢嘉通未定 9/8 宵闇に想いを秘めて　 メアリ・バログ/山本やよい1026
9/10 堕天使の瞳に魅せられて　 ローズマリー・ロジャーズ/荻窪やよい1132 9/16 転落の街(下）　 マイクル・コナリー/古沢嘉通未定 中 買ってはいけない健康食品　買ってもいい健康食品　渡辺雄二 756 9/8 スープ専門店(1）　謎解きはスープが冷めるまえにコニー・アーチャー/羽田詩津子972
9/26 十人目の聖人　 Ｄ・Ｊ・ニコ/市ノ瀬美麗926 9/10 苦心の学友　少年●楽部名作選　 佐々木邦 1836 中 本質を見通す100の講義　 森　博嗣 702 9/8 秘密のお料理代行(1）　そのお鍋、押収します！ジュリア・バックレイ/上條ひろみ961

9/10 東京の横丁　 永井龍男 1728 中 困ったときのパソコン補習塾　今さら人に訊けないエクセル＆ワードの疑問林　　学 734
9/26 しぐさの民俗学　 常光　徹 未定 9/10 蒲生氏郷　武田信玄　今川義元　 幸田露伴 1512 中 超入門「中国の思想」　 湯浅邦弘 702 9/2 万葉集と日本の夜明け　（仮） 半藤一利 810
9/26 昔ばなしの神話学　あの世とこの世をつなぐ物語 古川のり子 未定 9/8 袋小路の休日　 小林信彦 1404 中 仏像風土記　関西、中国、四国、九州　籔内佐斗司 972 9/2 最終解答　日本近現代史　（仮） 八幡和郎 778
9/26 増補版　伊予小松藩会所日記　（仮）増川宏一/北村六合光未定 9/21 マルクスが日本に生まれていたら　 出光佐三 未定 9/2 「名画の巨匠」謎解きガイド　（仮） 日本博学●楽部756
9/26 乳房の神話学　 ロ　　ミ/高遠弘美未定 9/21 強く、楽しく、美しく！　80歳からの美しい女、生き方論　白江亜古/森川　昇未定 9/7 警視庁捜査二課・郷間彩香　ガバナンスの死角　梶永正史 691 9/2 給料戦争　（仮） 竹内謙礼/青木寿幸799
9/2 流星茶房物語(1）　龍は天に恋を願う羽倉せい/霧夢ラテ未定 9/21 完全版　猪飼野少年愚連隊　奴らが哭くまえに　黄民基 未定 9/7 10分間ミステリー　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　　 『このミステリーがすごい！』大賞編集部799 9/2 おとなの雑談力　（仮） 梶原しげる 691
9/26 燻　り　 黒川博行 未定 9/21 「マイナス」のプラス　――反常識の人生論　外山滋比古 未定 9/7 刀剣屋真田清四郎  大倶利伽羅広光(おおくりからひろみつ)　麻倉一矢 691 9/2 心がやすらぐ、お別れの心得　（仮） 枡野俊明 691
9/26 新訳　話し方入門　 D・カーネギー/田内志文未定 9/10 杜甫全詩訳注(3）　 下定雅弘/松原　朗未定 9/7 響け! ユーフォニアムシリーズ　立華高校マーチングバンドへようこそ　後編　武田綾乃 713 9/2 今夜、月が綺麗に見える――漱石101の言葉　（仮）伊藤氏貴 670
9/26 オーファンＸ(上）　（仮） グレッグ・ハーウィッツ未定 9/10 人間の由来(上）　 チャールズ・ダーウィン/長谷川眞理子未定 9/7 日本人になりたいヨーロッパ人　ヨーロッパ27カ国から見た日本人　片野　優/須貝典子734 9/2 駕籠に乗る人　担ぐ人　（仮） 早坂茂三 670
9/26 オーファンＸ(下）　（仮） グレッグ・ハーウィッツ未定 9/10 心の科学史　西洋心理学の源流と実験心理学の誕生　高橋澪子 未定 9/2 広島カープ論　（仮） 赤坂英一 680
9/26 隠密同心(2）　 小杉健治 未定 9/10 江戸開幕　 藤井讓治 未定 9/2 本当は恐い！日本むかし話　闇に葬られた教訓説話　（仮）深層心理研究会648 9/9 死者は語らずとも　（仮） フィリップ・カー/柳沢伸洋1500
9/26 コハルノートへおかえり(2）　 石井颯良 未定 9/10 興亡の世界史　ロシア・ロマノフ王朝の大地　土肥恒之 未定 9/9 ＳＥＶＥＮ　ＷＯＮＤＥＲＳ(上）　（仮） ベン・メズリック/田内志文810 9/9 本所おけら長屋(7）　（仮） 畠山健二 670
9/26 サクラダリセット　1．猫と幽霊と日曜日の革命（仮）河野　裕 未定 9/21 トイプー警察犬　メグレ　神隠しと消えた殺意の謎　七尾与史 713 9/9 ＳＥＶＥＮ　ＷＯＮＤＥＲＳ(下）　（仮） ベン・メズリック/田内志文810 9/9 家族連写　（仮） 森　浩美 756
9/26 ミヤマ物語(3）　第三部 偽りの支配者 あさのあつこ 未定 9/21 平山夢明恐怖全集　(3）　怪奇心霊編（仮）平山夢明 713 9/9 うふふな日々　（仮） あさのあつこ 691
9/26 檜山兄弟(上）　 吉川英治/北上次郎未定 9/9 愛の死角　京都～東京殺人ライン 深谷忠記 未定 9/22 いつわりの人妻　（仮） 草凪　優 691 9/9 女城主　戦国時代小説傑作編　（仮）池波正太郎/井上　靖648
9/26 檜山兄弟(下）　 吉川英治/北上次郎未定 9/9 天魔の裁き　（仮） 小杉健治 未定 9/30 恐怖箱　不浄怪談　（仮） 戸神重明/雨宮淳司702 9/9 手の中の天秤　（仮） 桂　望実 799
9/26 微睡みの海(1）　 熊谷達也 未定 9/9 栗色のスカーフ　杉原爽香＜43歳の秋＞赤川次郎 未定 9/30 奇々耳草紙　死怨　（仮） 我妻俊樹 702 9/9 猫のいる喫茶店の名言探偵　 北國浩二 842
9/26 プランナーズ！(1）　あなたのお悩み解決します梨　　沙 未定 9/9 二歩前を歩く　 石持浅海 未定 9/30 百万人の恐い話(2）　（仮） 住倉カオス 702 9/16 文蔵　2016.10　 「文蔵」編集部 670
9/26 姫島殺人事件　 内田康夫 未定 9/9 トリックアート　 六道　慧 未定
9/26 逸脱捜査(1）　キャリア警部・道定聡 五十嵐貴久 未定 9/9 逃　亡　（仮） 南　英男 未定 9/8 幕末単身赴任　下級武士の食日記　青木直己 842 9/3 好きな人がいること(上）　 桑村さやか/百瀬しのぶ未定
9/26 あらわれた悪魔、消えたロザリオ　セーラー服と黙示録古野まほろ/九条キヨ未定 9/9 眠れる森　（仮） 大石　圭 未定 9/8 泥酔懺悔　 朝倉かすみ 691 9/3 ハイキャッスル屋敷の死　 レオ・ブルース 未定
9/26 妖女の誘惑　七楽署刑事課長・一ノ瀬和郎　安達　瑶 未定 9/9 異次元の館の殺人　 芦辺　拓 未定 9/8 ロルドの恐怖劇場　 アンドレ・ド・ロルド/平岡　敦864 9/3 ミッドナイト・シークレット　 リサ・マリー・ライス未定
9/26 海外旅行熱、急上昇して急降下　つれづれノート(30)銀色夏生 未定 9/9 殺意の構図　探偵の依頼人　 深木章子 未定 9/8 紅茶と薔薇の日々　森茉莉コレクション　１．食のエッセイ森　茉莉/早川茉莉864
9/26 真実の瞬間　 赤川次郎 未定 9/9 無用の店　ショートショートセレクション（仮）(2)江坂　遊 未定 9/8 わたしの小さな古本屋　倉敷「蟲文庫」に流れるやさしい時間田中美穂 842 9/16 十津川と三人の男たち　 西村京太郎 640
9/26 わが家は●園の拝み屋さん(3）　秘密の調べと狐の金平糖望月麻衣 未定 9/9 若狭殺人事件　 内田康夫 未定 9/8 突撃！　ロンドンに家を買う　 井形慶子 886 9/16 棟居刑事の青春の雲海　 森村誠一 710
9/26 哀切の小海線　 西村京太郎 未定 9/9 ぬりかべの娘　（仮） 霜島けい 未定 9/8 最高殊勲夫人　 源氏鶏太 864 9/16 デッドエンド　 柴田哲孝 770
9/26 スナックさいばらremix　けものみち篇西原理恵子 未定 9/9 おぼろ舟　 藤原緋沙子 未定 9/8 エジプト神話集成　 杉　　勇/屋形禎亮2160 9/16 白戸修の逃亡　 大倉崇裕 720
9/26 スナックさいばらremix　おひとりさま篇西原理恵子 未定 9/9 影忍び・御三家斬り　 風野真知雄 未定 9/8 規則と意味のパラドックス　 飯田　隆 1080 9/16 どうしてこんなところに　 桜井鈴茂 740
9/26 ＧＯＳＩＣＫ　ＲＥＤ　 桜庭一樹 未定 9/9 天狗姫　 井川香四郎 未定 9/8 笑　い　 アンリ・ベルクソン/合田正人1080 9/16 ハンザキ　 両角長彦 700
9/26 月華の神剣(1）　 牧　秀彦 未定 9/9 五郎正宗　 藤井邦夫 未定 9/8 思考のための文章読本　 花村　太郎 1188 9/16 松本清張ジャンル別作品集(3）　美術ミステリ松本清張 730
9/26 駅伝ランナー(3）　 佐藤いつ子/佐藤真紀子未定 9/9 継　嗣　鬼役（仮）(19) 坂岡　真 未定 9/8 アタリ文明論集　未来を構想することは可能かジャック・アタリ/林　昌宏1080 9/16 神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん(2）　竹村優希 630
9/26 北天の馬たち　 貫井徳郎 未定 9/9 ゴリオ爺さん　 バルザック/中村佳子未定 9/16 青い月の夜、もう一度彼女に恋をする　広瀬未衣 660
9/26 ブルー・ゴールド　 真保裕一 未定 9/9 存在と時間(2）　 ハイデガー/中山　元未定 9/22 警視庁組対特捜Ｋ(1）　 鈴峯紅也 734 9/16 駅弁しっぽり旅　（仮） 橘　真児 660
9/26 最終増補版　餃子の王将社長射殺事件　一橋文哉 未定 9/9 脂肪の塊／ロンドリ姉妹　 モーパッサン/太田浩一未定 9/22 金田一先生の日本語講座　ことばのことばっかし金田一秀穂 756 9/16 ぶっちゃけ満願寺　 沢里裕二 670
9/26 やぶ医薄斎(2）　（仮） 幡　大介 未定 9/9 ナルニア国物語(1）　魔術師のおい Ｃ・Ｓ・ルイス/土屋京子未定 9/22 「持たざる国」からの脱却　日本経済は再生しうるか松元　崇 864 9/16 ときめき引越便　（仮） 新藤朝陽 630
9/26 ブリジット・ジョーンズの日記　恋に仕事に子育てにてんやわんやの12か月（仮）(下)ヘレン・フィールディング/亀井よし子未定 9/9 談志の十八番　 広瀬和生 未定 9/22 私の食べ歩き　 獅子文六 778 9/16 未　定　 稲葉　稔 670
9/26 標的はひとり(1）　新装版 大沢在昌 未定 9/9 鉄道会社はややこしい　 所澤秀樹 未定 9/22 恋しくて　Ten Selected Love Stories 村上春樹 799 9/16 未　定　 黒木久勝 670
9/26 うなぎと日本人　 伊集院静/日本ペンクラブ未定 9/22 風景を見る犬　 ●口有介 691 9/16 知りすぎた戯作者　 飯島一次 660
9/26 古寺歩きのツボ(1）　仏像・建築・庭園を味わう 井沢元彦 未定 9/17 鏡の花　 道尾秀介 未定 9/22 カクメイ　（仮） 新野剛志 691 9/16 千弥一夜　岡場所揉めごと始末記(2)深水　越 680
10/1 戦国を生きた姫君たち(1）　 火坂雅志 未定 9/17 手のひらの砂漠　 唯川　恵 未定 9/22 猫の目散歩　 浅生ハルミン 799 9/16 悪役レスラーのやさしい素顔　 ミスター高橋 1000
9/26 死呪の島(1）　 雪富千晶紀 未定 9/17 貴族探偵対女探偵　 麻耶雄嵩 未定 9/22 少年と空腹　貧乏食の自叙伝 赤瀬川原平 756
9/14 学校で教わらなかった　日本史「その後」の謎　雑学総研 未定 9/17 ここはボツコニアン(4）　ほらホラHorrorの村宮部みゆき 未定 9/22 写　楽　江戸人としての実像 中野三敏 864 9/24 栄次郎江戸暦(16）　 小杉健治 700
9/14 おんな領主　井伊直虎　 渡邊大門 未定 9/17 新版　生きるヒント(2）　今日を生きるための12のレッスン五木寛之 未定 9/22 江戸看板図聚　 三谷一馬 1296 9/24 御庭番の二代目(2）　 氷月　葵 700
9/14 生きていることを楽しんで(1）　 ターシャ・テューダー/食野雅子未定 9/17 博物館のファントム　 伊与原新 未定 9/24 隠居右善　江戸を走る(1）　（仮） 喜安幸夫 700
9/14 あなたを変える52の心理ルール　 メンタリスト　DaiGo未定 9/17 上石神井さよならレボリューション　 長沢　樹 未定 9/2 撮られたい　 今野杏奈 756 9/24 ほたて綺譚　（仮） 睦月影郎 710
9/14 坂野惇子　子ども服にこめた「愛」と「希望」 青山　誠/『歴史読本』編集部未定 9/17 トラウマ恋愛映画入門　 町山智浩 未定 9/2 くりす亭のほろ酔い事件簿　 板橋雅弘 734 9/24 叔母はスッチー　（仮） 浅見　馨 710
9/14 本当の意味を知ればカラオケがもっと楽しめる！昭和ヒット曲150の真実　未　　定 未定 9/17 ひとりでは生きられない　ある女医の95年養老静江 未定 9/21 ザ・ベリード　（原題） シェリー・コレール/水川　玲967
9/16 紅霞後宮物語　第零幕　一．伝説のはじまり 雪村花菜/桐矢　隆未定 9/17 ばけもの好む中将(5）　（仮） 瀬川貴次 未定 9/12 犯罪は老人のたしなみ　 カタリーナ・インゲルマン＝スンドベリ/木村由利子未定 9/21 ミステリー・マン　（原題） クリスエティン・アシュリー/高里ひろ1132
9/26 秘　密(上）　 映画館 未定 9/17 築地　魚の達人　 小川貢一 未定 9/12 ブラック・リバー　 Ｓ・Ｍ・ハルス/高山祥子未定
9/26 初恋をもう一度…　 わたあめ 未定 9/17 明智小五郎事件簿(5）　「魔術師」 江戸川乱歩 未定 9/12 ミハスの落日　 貫井徳郎 未定 9/24 年の差　（仮） 青橋由高 未定
9/26 ただ、どうしようもないほど君がすき　Rain 未定 9/17 オーディンの末裔　 ハラルド・ギルバース/酒寄進一未定 9/12 ミステリなふたり　ア・ラ・カルト　 太田忠司 未定 9/24 自宅占拠　（仮） 榊原澪央 未定
9/26 ワガママ王子と売買契約　 ange 未定 9/17 異人館画廊(4）　（仮） 谷　瑞恵/詩縞つぐこ未定 9/12 星の羅針盤　サラファーンの星(1) 遠藤文子 未定 9/24 ママ、ママン、母　（仮） 星　悠輝 未定
9/26 日本酒ＢＡＲ「四季」春夏冬中(2）　さくら咲く季節の味つるみ犬丸 未定 9/17 ひっぱたけ！　～利根南高校軟式テニス部～　川添枯美/烏羽　雨未定 9/27 浮かんだ男　（仮） シャーロット・マクラウド/戸田早紀未定 9/24 夜這い初体験〔四人の淫らな隣人妻〕　（仮）小鳥遊葵 未定
9/26 招き猫神社のテンテコ舞いな日々(3）　有間カオル 未定 9/17 ボタン屋　（仮） きりしま志帆/深山キリ未定 9/27 松谷警部と向島の血　 平石貴樹 未定 9/24 一家調教　（仮） 香坂燈也 未定
9/26 こひすてふ　 土屋　浩 未定 9/27 蝿　男　名探偵帆村荘六の事件簿(2)海野十三/日下三蔵未定 9/24 隣　人　（仮） 黒沢　淳 未定
9/26 恋する寄生虫　 三秋　縋 未定 9/7 柳家小三治の落語(4）　 柳家小三治 540 10/1 晴れた日の森に死す　（仮） カーリン・フォッスム/成川裕子未定
9/26 やり残した、さよならの宿題　 小川晴央 未定 9/7 家族スクランブル　 田丸雅智 551 9/12 天空の標的(1）　サイボーグ戦士の復活ギャビン・スミス/金子　浩未定 9/3 とっぴんぱらりの風太郎(上）　 万城目学 778
9/26 鎌倉幽霊不動産のあやかし物件　 安東あや 未定 9/7 いつの日も泉は湧いている　 盛田隆二 724 9/27 時間衝突 〔新版〕　 バリントン・Ｊ・ベイリー/大森　望未定 9/3 とっぴんぱらりの風太郎(下）　 万城目学 745

9/7 チューバはうたう　 瀬川　深 583 9/3 憎悪のパレード　池袋ウエストゲートパーク(11)石田衣良 670
9/16 さらば、荒野　ブラディ・ドール(1）　 北方謙三 未定 9/7 エストロゲン　 甘糟りり子 745 9/3 洗い屋　 井川香四郎 702 9/3 ありふれた愛じゃない　 村山由佳 788
9/16 びんぼう草　 群ようこ 未定 9/7 六条御息所　源氏がたり(上）　 林真理子 724 9/3 華麗なる探偵たち　〈新装版〉 赤川次郎 713 9/3 らくだ　新・酔いどれ小籐次(6) 佐伯泰英 713
9/16 幻想古書店で珈琲を(3）　（仮） 蒼月海里 未定 9/7 六条御息所　源氏がたり(下）　 林真理子 788 9/3 木遣り未練　 沖田正午 702 9/3 売　国　 真山　仁 778
9/16 人喰いの時代(2）　（仮） 山田正紀 未定 9/7 幸せの値段　 梅田みか 540 9/3 吉原の夕　 北川哲史 659 9/3 ●沢りく(上）　 ほしよりこ 648
9/16 麻布署生活安全課　小栗烈(2）　（仮）浜田文人 未定 9/7 フェリペ五世からの刺客　 安芸宗一郎 680 9/3 鍵のことなら、何でもお任せ　 黒野伸一 713 9/3 ●沢りく(下）　 ほしよりこ 648
9/16 バー・リバーサイド　 吉村喜彦 未定 9/7 コレスポンダンス　 ジュゼッペ・トルナトーレ/中村浩子605 9/3 絶倫刑事　闇夜を照らす、スキンヘッド作戦沢里裕二 691 9/3 頼みある仲の酒宴かな　縮尻鏡三郎佐藤雅美 713
9/16 サイドキック　 矢月秀作 未定 9/7 セクシーに生きる　 ジェイミー・キャット・キャラン/永峯　涼未定 9/3 帝冠の恋　 須賀しのぶ 713 9/3 顔なし勘兵衛　 鳥羽　亮 745
9/16 料理人季蔵捕物控（第二幕）(4）　（仮）和田はつ子 未定 9/7 幸福な食堂車　 一志治夫 未定 9/3 獣散る刻　 鈴木英治 702 9/3 還暦猫　ご隠居さん(5) 野口　卓 745

9/7 プロフェッショナルセールスマン　 神谷竜太 未定 9/3 探偵びりびり　ショートケーキにご用心高橋由太 637 9/3 三人の大叔母と幽霊屋敷　 堀川アサコ 842
9/6 謎解きゴッホ　 西岡文彦 886 9/3 颱風秋晴　 福原俊彦 680 9/3 螺旋階段のアリス〈新装版〉　 加納朋子 745
9/6 戦国の尼城主　井伊直虎　 楠木誠一郎 713 9/13 ライオンの棲む街　平塚おんな探偵の事件簿（仮）(1)東川篤哉 未定 9/3 臣　女　 吉村萬壱 702 9/3 運命に、似た恋　 北川悦吏子 713
9/6 漱石入門　 石原千秋 896 9/13 新・傭兵代理店(7）　（仮） 渡辺裕之 未定 9/3 強　欲　〈新装版〉 南　英男 713 9/3 ひさしぶりの海苔弁　 平松洋子/安西水丸832
9/6 人生讃歌　 小檜山博 821 9/13 十津川警部　哀しみの吾妻線　（仮） 西村京太郎 未定 9/28 すべてはこの夜に　（仮） 英田サキ/笠井あゆみ616 9/3 無理難題が多すぎる　 土屋賢二 778
9/6 地獄八景　 田中啓文 842 9/13 ポンチョに夜明けの風はらませて　（仮）早見和真 未定 9/3 参勤交代の真相　 安藤優一郎 1080 9/3 通訳日記　ザックジャパン1397日の記録矢野大輔 1134
9/6 悲の器　 高橋和巳 1404 9/13 侵食捜査　（仮） 安東能明 未定 9/3 史　記(4）　逆転の力学 司馬遷/和田武司1350 9/3 そばと私　 季刊「新そば」 853
9/6 さすらう者たち　 イーユン・リー/篠森ゆりこ1296 9/13 未　定　 草凪　優 未定
9/6 哲学史講義(1）　 Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル1512 9/13 警視庁幽霊係　（仮） 天野頌子 未定 9/6 会社の老化は止められない。　―宿命にどう立ち向かうか　細谷　功 864 上 スクールポリス　 佐々木充郭 734

9/13 闇奉行　（仮） 喜安幸夫 未定 9/6 本音を引き出す「３つの質問」　 渡瀬　謙 810 上 明日町こんぺいとう商店街(3）　招きうさぎと七軒の物語大島真寿美/越谷オサム691
9/15 町奉行内与力奮闘記(3）　権益の侵 上田秀人 未定 9/13 完本　密命(15）　無刀（仮） 佐伯泰英 未定 上 レッド・マスカラの秋　 永井するみ 691

9/13 かまさん　（仮） 門井慶喜 未定 9/3 貸し物屋お庸　娘店主、想いを秘める　平谷美樹/げ　　み691 上 はるか遠く、彼方の君へ　 安澄加奈 864
9/17 大江戸怪異事件帳　廻り地蔵　あやかし小町鳴海　丈 700 9/13 京都おでかけ帖　（仮） 甲斐みのり 未定

9/13 文学でめぐる京都　（仮） 高野　澄 未定 9/2 愛のデッドライン　 ダイアナ・パーマー/小畑一美670 9/21 神崎食堂のしあわせ揚げ出し豆腐　 帆下布団/あんべよしろう680
9/8 ぼんくら同心と徳川の姫(3）　 聖　龍人 702 9/2 愛の形見を胸に　 マーガレット・ウェイ/井上京子670 9/21 雨に似た人　（仮） 富良野馨/ふすい699
9/8 若さま十兵衛　天下無双の居候(5）　早見　俊 702 9/26 腹黒王子にハマりました　（仮） Rin 540 9/2 嵐のハネムーン　 ヘレン・ビアンチン/古城裕子670
9/8 次男坊若さま修行中(2）　 千野隆司 702 9/26 不器用ハニー　（仮） 相沢ちせ 540 9/2 暗闇の中の愛　 レベッカ・ウインターズ/東山竜子670 9/29 知っているようで知らない「ネーミングの謎」　博学面白●楽部637
9/8 出世若殿　田河意周(5）　 早瀬詠一郎 680 9/26 あなたとなら、世界は変わる　（仮） 佐倉伊織 540 9/2 運命からの招待　 キャロル・モーティマー/永幡みちこ670 9/29 眠れないほど面白くて怖い世界史　 堀江宏樹 637
9/8 若さま剣客　一色綾之丞(3）　 藤井　龍 702 9/26 一番星　（仮） 涙　　鳴 540 9/2 七年目のキス　 ローリー・フォスター/遠坂恵子700 9/29 片付けるのが楽しくなる部屋のつくり方　本間朝子 637

9/26 テクサレバナ　 一ノ瀬紬 540 9/10 傷だらけの結婚指輪　 ミランダ・リー/響　遼子540 9/21 読む「哲学」カフェ　 日々野敦/阿刀田高637
中 貧困のハローワーク　 増田明利 680 9/12 窓際の花　（仮） 愛　　無 680 9/10 捨てられた花嫁　 ミシェル・リード/織田みどり540 9/21 「交渉力」を鍛える本　 福田　健 637
中 ぼくは強迫性障害　 筒見遼次郎 669 9/12 絶対的な関係　（仮） 夏雪なつめ 680 9/10 大富豪と淑女　 ダイアナ・パーマー/松村和紀子720 9/21 その話し方では軽すぎます！　 矢野　香 637

9/10 Ｏｎｃｅ　ａｇａｉｎ　 蒼井蘭子 680 9/12 今夜も、その体で　（仮） mitiko 680 9/10 シャーブルックの御曹司　 キャサリン・コールター/富永佐知子970 9/21 絶対見たい！「日本の庭園」が１冊でわかる本　ライフサイエンス637
9/12 鬼常務の獲物は私！？　（仮） 藍里まめ 680 9/10 暗闇はささやく　 アイリス・ジョハンセン・ロイ・ジョハンセン/瀬野莉子1020 9/21 「やりたくない！」が心からみるみる消える47の習慣術　和田秀樹 637

9/10 金持ちになる男、貧乏になる男　 S・シーボルト 756 9/12 描き下ろし　（仮） pinori 680 9/10 世界でいちばん熱い恋　 ローリー・フォスター/仁嶋いずる870
9/29 放課後美術室　 イアム 648 9/10 裸足の伯爵夫人　 キャンディス・キャンプ/細郷妙子890 9/21 お笑い芸人に学ぶ　いじり・いじられ術　田中イデア 648

中 モテ上司　できる男が実践する部下の女性取扱マニュアルいつか 734 9/29 青空にさよなら　 実沙季 648 9/22 レディ・エミリーの事件帖　盗まれた王妃の宝石　ターシャ・アレクサンダー/さとう史緒980 9/21 お笑い芸人に学ぶ　ウケる！トーク術　田中イデア 648
9/22 薔薇と屑　 エメイ・カーター/富永佐知子1120 9/21 生きているジャズ史　 油井正一 972
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9/2 嘘つきな指先　（仮） 姫野百合/蜂不二子 734 9/16 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(2）　 三浦勇雄/屡　　那 未定 9/22 英雄教室(6）　キャラクター事典付き特装版 新木　伸/森沢晴行 未定

9/2 ビューティフル・ワールド　（仮） 宇奈月香/ひのもといちこ691 9/16 ディメンタル・マン　ロイドのカルテ サイトウケンジ/さとうけいいち未定 9/22 英雄教室(6）　 新木　伸/森沢晴行 未定

9/16 破滅軍師の賭博戦記　幼き女王は賽を投げる 未　　定 未定 9/22 長よ……もはや、草食しかないと思います　（仮）ゆうきりん/ファルまろ 未定

9/21 猫耳魔術師の助手　本日も呪い日和。　（仮） 香月　航/藤未都也 669 9/16 マッドネス(2）　グラート王国戦記 新見　聖/深井涼介 未定 9/22 魔法学園＜エステリオ＞の管理人(2）　～最強勇者だった俺の美少女コーチングライフ～原　雷火/米白　粕 未定

9/21 妖珠王の騎士　（仮） 本宮ことは/明咲トウル669 9/22 白蝶記(3）　―どうやって獄を破り、どうすれば君が笑うのか―るーすぼーい/白身魚未定

9/16 恋するシェイクスピア　～ロミオとジュリエット～ （仮）吉村りりか/椎名咲月 未定 9/22 孤高の精霊術士(3）　 華散里/ryuga 未定

9/30 身代わりの薔薇は褐色の狼に愛でられる(2）　 白ヶ音雪/DUOBRAND.700 9/16 レイデ夫妻のなれそめ(5）　（仮） 山咲　黒/アオイ冬子 未定 9/22 竜王と封印の巫女　（仮） 空埜一樹/しばの番茶未定

9/30 乙女ゲームで死にたくないんです　 葉月クロル/田中　琳 700 9/16 死神姫の再婚(22）　（仮） 小野上明夜/冨士原良未定 9/22 逆転召喚(2）　～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

9/22 セーブ＆ロードのできる宿屋さん　～カンスト転生者が宿屋で新人育成を始めたようです～　稲荷　竜/加藤いつわ 未定

9/16 りゅうおうのおしごと！(4）　 白鳥士郎/しらび 659 9/16 神さまになりまして、(3）　 石田リンネ/motai 未定

9/16 りゅうおうのおしごと！(4）　ドラマＣＤ付き限定特装版白鳥士郎/しらび 2376 9/16 彼氏・オブ・ザ・デッド　 西台もか/MACCO 未定 9/12 法廷外恋愛闘争　 結城一美/みずかねりょう745

9/16 中古でも恋がしたい！(7）　 田尾典丈/ReDrop 648 9/12 藍より昏く秘めやかに　（仮） 手嶋サカリ/amco 745

9/16 中古でも恋がしたい！(7）　小冊子付き限定版 田尾典丈/ReDrop 1069 9/8 伯爵と囚われの華　 小中大豆/小路龍流 未定 9/12 ダメ犬の生存戦略　（仮） 楠田雅紀/駒城ミチヲ 713

9/16 ゴブリンスレイヤー(3）　 蝸牛くも/神奈月昇 648 9/8 ご主人様の花嫁探し　 北瀬　黒/コウキ。 未定

9/16 フィクション・ブレイカーズ　 西島ふみかる/大崎シンヤ670 9/8 ＨＹＰＥＲ　ＢＬＡＣＫ　 井上ハルヲ/小山田あみ未定 9/12 幸せならいいじゃない　 久我有加/おおやかずみ670

9/16 うちの居候が世界を掌握している！(15）　 七条　剛/希望つばめ 659 9/8 皇子と刀剣の舞姫　 秋山みち花/Ciel 未定 9/12 恋のプールが満ちるとき　 名倉和希/街子マドカ 670

9/16 我が驍勇にふるえよ天地(2）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680

9/16 異能バトルは日常系のなかで(12）　 望　公太/029 659 10/1 楽園への清く正しき道程　国王様と楽園の花嫁たち 野村美月/竹岡美穂 未定 9/12 窓際の花　（仮） 愛　　無 680

10/1 覇剣の皇姫アルティーナ(11）　 むらさきゆきや/himesuz未定 9/12 絶対的な関係　（仮） 夏雪なつめ 680

9/24 快楽奉仕～贖いの罠に堕ちて～　 真宮藍璃/鳥海よう子 680 10/1 今日が最後の人類だとしても　 庵田定夏/細居美恵子未定 9/12 今夜も、その体で　（仮） mitiko 680

10/1 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金 (11）　 鳳乃一真/の　　ん 未定 9/12 鬼常務の獲物は私！？　（仮） 藍里まめ 680

9/26 姫君は男装の花嫁　 立花実咲/涼河マコト 690 10/1 千年戦争アイギス　月下の花嫁(6) ひびき遊/加藤いつわ 未定 9/12 描き下ろし　（仮） pinori 680

10/1 異世界でハンター始めました。　獲物はおいしくいただきます（仮）ゆうきりん/布施龍太 未定

9/24 フレイム王国興亡記(5）　 疎陀　陽/ニリツ 778 9/9 恋の種を蒔きましょう！　 龍田よしの 691

9/24 Ｏｃｃｕｌｔｉｃ；Ｎｉｎｅ(3）　―オカルティック・ナイン― 志倉千代丸/pako 810 9/21 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ(10）　―オンリーセンス・オンライン― アロハ座長/ゆきさん 未定 9/9 カレに恋するオトメの事情　 波奈海月 691

9/24 現実主義勇者の王国再建記(2）　 どぜう丸/冬　ゆき 745 9/21 できそこないの魔獣錬磨師(6）　 見波タクミ/狐　　印 未定

9/24 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(4）　ネコ光一/Nardack 778 9/21 織田信奈の野望　全国版(16）　 春日みかげ/みやま零未定 9/9 ナチュラルキス 新婚編(2）　 風 691

9/24 黒の召喚士(2）　 迷井豆腐/黒　　銀 702 9/21 デート・ア・ライブ(15）　 橘　公司/つなこ 未定 9/9 ４番目の許嫁候補(1）　 富樫聖夜 691

9/24 キミもまた、偽恋（オタク）だとしても。(１下）　 渡辺恒彦/wingheart 778 9/21 オタサーの姫と恋ができるわけがない。(2）　 佐倉　唄/あゆま紗由 未定

9/24 生ポアニキ　パンプアップ　 アサウラ/赤井てら 778 9/21 金色の文字使い　外伝(3）　―ユニークチートの魔界見聞録―十本スイ/すまき俊悟 未定 9/16 異世界の本屋さんへようこそ！(1）　 安芸とわこ 691

9/24 音使いは死と踊る(2）　 弁当箱/巖本英利 702 9/21 機甲狩竜のファンタジア(1）　 内田弘樹/比村奇石 未定 9/16 詐騎士外伝　薬草魔女のレシピ(2) かいとーこ 691

9/21 天と地と姫と(1）　上杉謙信　龍の誕生　織田信奈の野望　全国版 春日みかげ/深井涼介未定 9/16 赤ちゃん竜のお世話係に任命されました(2）　 草野瀬津璃 691

9/29 視姦に沈む　 沙野風結子/笠井あゆみ670 9/21 非オタの彼女が俺の持ってるエロゲに興味津々なんだが……(3）　滝沢　慧/睦　　茸 未定

9/29 大奥恋情絵巻～夜桜恋し～　 吉田珠姫/サマミヤアカザ670 9/21 妹=絶滅したのです(1）　 八奈川景晶/ちこたむ 未定 9/16 俺と蛙さんの異世界放浪記(2）　 くずもち 659

9/16 左遷も悪くない(2）　 霧島まるは 659

9/24 ピリオドからはじまる魔導機書(2）　 水月紗鳥/萌木原ふみたけ未定 9/16 紅霞後宮物語　第零幕　一．伝説のはじまり 雪村花菜/桐矢　隆 未定 9/16 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(4）　蝉川夏哉 659

9/24 エルフでビキニでマシンガン！　 神野オキナ 未定

9/24 竜骸都市の盗賊　（仮） 為　　三/47AgDragon 未定 9/16 symphony 交響曲　 愁堂れな/水名瀬雅良 680 9/22 償いは蜜の味　（仮） 御堂志生/小島ちな 713

9/24 崖っぷちから始める世界寿命の延ばし方　 秋月煌介/水鏡まみず未定 9/16 狡い男(下）　 成瀬かの/花小蒔朔衣734 9/22 あなたのシンデレラ　若社長の強引なエスコート　（仮）水城のあ/羽柴みず 713

9/24 Re：ゼロから始める異世界生活(9）　 長月達平/大塚真一郎未定 9/16 侯爵とメイド花嫁　 伊郷ルウ/陵クミコ 680

9/24 前略、英雄候補は強くなるためにセンセイと××します。(2）　葉村　哲/たかしな浅妃未定 9/16 蜜惑オメガは恋を知らない　 ナツ之えだまめ/のあ子680 9/28 すべてはこの夜に　（仮） 英田サキ/笠井あゆみ 616

9/24 ようこそ実力至上主義の教室へ(4.5）　 衣笠彰梧/トモセシュンサク未定 9/16 真　音(1）　 谷崎　泉/麻生　海 734 9/28 気がついたら幽霊になってました。　（仮） 成瀬かの/yoco 616

9/24 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。(2）　ひびき遊/ゆらん 未定 9/28 恋愛全力投球　（仮） 火崎　勇 /高緒　拾 616

9/24 異世界拷問姫(2）　 綾里けいし/鵜飼沙樹 未定 9/2 薔薇の乙女は剣を捧げる　 花夜　光/梨とりこ 未定

9/24 おれの料理が異世界を救う！(2）　 越智文比古/睦　　茸 未定 9/2 溺愛ウェディング　 里崎　雅/成海柚希 未定 10/1 魔王軍最強の魔術師は人間だった(1）　 羽田遼亮/KUMA 670

9/24 世界の終わりの世界録〈アンコール〉(8）　 細音　啓/ふゆの春秋 未定 9/2 花嫁は愛に揺れる　 火崎　勇/池上紗京 未定 10/1 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する(6）　すずの木くろ/黒獅子 700

9/24 俺の転移した異世界がクソゲーオブザイヤー　（仮）小山タケル/檜坂はざら未定 10/1 モンスターのご主人様(7）　 日暮眠都/ナ　　ポ 710

9/3 やっぱり死神が無能なせい　 広重若冲/藤真拓哉 未定 10/1 異世界の迷宮都市で治癒魔法使いやってます(5）　幼馴じみ/おりょう 630

9/2 いつかの空、君との魔法(1）　 藤宮カズキ/フライ 未定 9/3 彼女がフラグをおられたら　冥土の土産よ、最期に卒業式のことを教えてあげるわ　竹井10日/CUTEG 未定

9/2 魔装学園Ｈ×Ｈ(9）　 久慈マサムネ/黒　　銀未定 9/3 「地下鉄に乗るっ」シリーズ　京・ガールズデイズ(2）　幹/賀茂川 未定 9/24 ドラゴリアン婚姻譚　～甘やかされる生贄～　 早乙女彩乃/キツヲ 669

9/2 勇者一行ぶらり旅(3）　 気がつけば毛玉/ホロすけ未定 9/3 Ｖ系バンドの王子様が実は学園一の美少女お嬢様なのは秘密にしてくれ(2）　椎月アサミ/蜜桃まむ（EDEN’S NOTES）未定 9/24 いかがわしくも愛おしい　 海野　幸/篠崎マイ 669

9/2 エクスタス・オンライン　01．魔王はクリアを許さない 久慈マサムネ/平つくね未定 9/3 ギャルこん！　ギャルと新婚生活することになった。　三門鉄狼/あにぃ 未定 9/24 妄想男子のイケナイ楽しみ　 髙月まつり/兼守美行 669

9/2 さよなら、サイキック　1．恋と重力のロンド 清野　静　/あすぱら 未定 9/3 虚無の魔王、創世の英雄姫　 澄守　彩/すし＊ 未定

9/10 耽溺契約婚　～ドＳ公爵の淫らなアトリエ～　 すずね凛/めろ見沢 710

9/2 流星茶房物語(1）　龍は天に恋を願う 羽倉せい/霧夢ラテ 未定 9/17 上司と信愛　～男系大家族物語～(7）　 日向唯稀/みずかねりょう648

9/17 甘やかされるモフモフ　（仮） 伊郷ルウ/鈴倉　温 648 9/27 雪熔け蜜は花になる　花街エロティカ　 西野　花/Ciel 670

9/2 ふられても、好きなひと。(1）　 藤崎　都/陸裕千景子 未定

9/2 タクミくんシリーズ　完全版(7）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 9/21 暴君は狼奴隷を飼い殺す　 鳥舟あや/アヒル森下 756 中 Ｍｙ妹　魔女の林檎　 わかつきひかる/みやま零未定

9/2 獣皇子と初恋花嫁　 鳥谷しず/みずかねりょう未定 9/21 熱砂の愛従　（仮） 桂生青依/駒城ミチヲ 734 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

中 美少女を上手に○○する方法　（仮） アナルカン/ユキヲ 未定

9/2 けもみみ夫婦　（仮） 永谷圓さくら/DUO BRAND.未定 9/10 シャーベット・ゲーム　オレンジ色の研究　 階　知彦/鉄　　雄 713 中 夢オチ上等！　異世界勇者と子づくりドラゴン　（仮）姫ノ木あく/有末つかさ未定

9/2 溺愛禁止！？　クールな社長が狼さんに豹変中斎王ことり/コトハ 未定 9/10 花屋の倅と寺息子　 葛来奈都/vient 713

9/10 東京下町湯屋話　 真媛響乃/文倉　十 713 9/10 未　定　 バーバラ片桐/藤村綾生未定

9/12 プラスティック・メモリーズ　（仮） 林　直孝(MAGES.)/okiura未定 9/10 蜜従と愛縛　（仮） 葵居ゆゆ/雪路凹子 未定

9/12 おはよう、愚か者。おやすみ、ボクの世界　 松村涼哉/竹岡美穂 未定 9/27 マイフェアレディ　（仮） すずね凜/坂本あきら 690

9/12 続　この大陸で、フィジカは悪い薬師だった　 鳩見すた/アマガイタロー未定 9/27 王子の妹は王妃になれるか　（仮） 火崎　勇/池上紗京 690 中 宝石姫　蜜玉の褥　（仮） すみれ晶/旭　　炬 未定

9/12 魔法科高校の劣等生(20）　南海騒擾編 佐島　勤/石田可奈 未定 9/27 明治東京ロマネスク　（仮） 奥山　鏡/みずきたつ 690 中 クーデレ公爵様の落とし方　（仮） 月神サキ/gamu 未定

9/12 魔法と夜のウォンテッド！　 高樹　凛/藤実なんな 未定 中 三人の王子に溺愛された姫　（仮） 七福さゆり/あみ子 未定

9/12 シンドローム×エモーション　 本田壱成/sune 未定 9/17 未　定　 森本あき/旭　　炬 690

9/12 OBSTACLEシリーズ　激突のヘクセンナハト(3）　川上　稔/さとやす(TENKY)未定 9/17 未　定　 わかつきひかる 690 上 宝石王子のシンデレラ　（仮） 玉紀　直/早瀬あきら 未定

9/12 非モテなオレが５日間でヒロインと出会うまで　 秋目　人/兎塚エイジ 未定 9/17 未　定　 日向唯稀 690 上 帝王の寵愛　（仮） 御厨　翠/南国ばなな 未定

9/12 クロバンス戦記　ブラッディ・ビスカラ 高村　透/p19 未定 上 ドＳパティシエさまには逆らえない　（仮） 南咲麒麟/駒城ミチヲ 未定

9/12 ヘヴィーオブジェクト　一番小さな戦争　 鎌池和馬/凪　　良 未定 9/2 若奥様、ときどき魔法使い。　 白川紺子/椎名咲月 648

9/12 いもーとらいふ(下）　 入間人間/フライ 未定 9/2 死にかけ聖女と皇帝の帰還　 藍川竜樹/加々見絵里648 9/14 誘惑フェロモン系ダーリン　 切江真琴/林　マキ 650

9/12 狼と香辛料(18）　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｏｇ 支倉凍砂/文倉　十 未定 9/2 犬恋花伝　―青銀の花犬は誓約を恋う―　 瑚池ことり/あ　　き 616 9/14 万華鏡ドロップス　 弓月あや/明神　翼 670

9/12 新説　狼と香辛料　狼と羊皮紙　 支倉凍砂/文倉　十 未定

9/12 血翼王亡命譚(3）　ガラドの夜明け 新　八角/吟 未定 9/17 コップクラフト　DRAGNET MIRAGE RELOADED(6）　賀東招二/村田蓮爾 未定 9/19 帰ってきた元勇者(7）　 ニ　　シ/米白　粕 702

9/12 はたらく魔王さま！０-Ⅱ　 和ヶ原聡司/029 未定 9/17 弱キャラ友崎くん(2）　 屋久ユウキ/フライ 未定

9/17 人類は衰退しました　未確認生物スペシャル 田中ロミオ/戸部　淑 未定 9/2 精霊幻想記(5）　白銀の花嫁 北山結莉/Riv 669

9/21 ウセモノ☆サルベージ(1）　艦隊これくしょん―艦これ―艦これRPG遊撃リプレイ 齋藤高吉/冒険支援 未定 9/17 ダストライン・クロニクル　 三屋咲ゆう/kannnu 未定 9/2 神話大戦ギルガメッシュナイト(3）　 翅田大介/津路参汰 669

9/17 魔法医師の診療記録(4）　 手代木正太郎/ニリツ 未定 9/2 ドルグオン・サーガ　 にゃお/ペロッチ 669

下 温泉街姉妹凌辱もの　（仮） 島津　六/匿名ヒーロー770 9/17 やがて恋するヴィヴィ・レイン　 犬村小六/岩崎美奈子未定 9/2 ヴァンパイア／ロード　～君臨するは、終焉の賢王～●西伸哉/さくらねこ 669

9/2 女騎士と行く異世界旅行　 猫又ぬこ/U35 669

9/12 不在の痕　 Ｓ・Ｅ・ジェイクス/冬斗亜紀972

中 聖女の蜜罰　（仮） 西野　花/林　マキ 691
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