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10/8 皇后美智子さまのうた　 安野光雅 994 10/15 紫匂う　 葉室　麟 未定 10/14 十津川警部　証言　（仮） 西村京太郎 未定 10/6 黒いモノリス　 クルト・マール＆クラーク・ダールトン/増田久美子713

10/8 ことり屋おけい探鳥双紙　 梶よう子 799 10/15 地図のない場所で眠りたい　 高野秀行/角幡唯介 未定 10/14 逆襲弁護士　（仮） 大下英治 未定 10/6 竜との舞踏(中）　 ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン/酒井昭伸1728

10/8 ジャーニー・ボーイ　 高橋克彦 756 10/15 炎を薙ぐ　 池永　陽 未定 10/14 公園通りのクロエ　（仮） 野中　柊 未定 10/21 物質暗示者　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/赤根洋子713

10/8 海賊同心、参る！　 福原俊彦 756 10/15 続・ボクの妻と結婚してください。　 ●口卓治 未定 10/14 殺し屋刑事　（仮） 南　英男 未定 10/21 彷徨える艦隊(11）　巡航戦艦レビヤタン ジャック・キャンベル/月岡小穂1253

10/8 御用船捕物帖(2）　 小杉健治 648 10/15 御三家が斬る！　 井川香四郎 未定 10/14 未　定　 浦賀和宏 未定 10/21 転位宇宙　 Ａ・Ｇ・リドル/友廣　純1123

10/8 相棒　season14(上）　 碇　卯人/輿水泰弘 929 10/15 十津川警部　長野新幹線の奇妙な犯罪　 西村京太郎 未定 10/14 風の市兵衛(18）　（仮） ●堂　魁 未定 10/21 さあ、気ちがいになりなさい　 フレドリック・ブラウン/星　新一994

10/8 風花帖　 葉室　麟 670 10/15 スター・ウォーズ　エピソード１：ファントム・メナス　テリー・ブルックス/ジョージ・ルーカス未定 10/14 かまさん　（仮） 門井慶喜 未定 10/6 黒猫の約束あるいは遡行未来　 森　晶麿 778

10/15 皿の中に、イタリア　 内田洋子 未定 10/14 戻り舟同心　(3）　逢魔刻（仮） 長谷川卓 未定 10/6 航空宇宙軍史・完全版(2）　火星鉄道一九／巡洋艦サラマンダー谷　甲州 1296

10/8 迷惑メール、返事をしたらこうなった。　詐欺＆悪徳商法「実体験」ルポ多田文明 741 10/15 イコン＜新装版＞　 今野　敏 未定 10/14 みだら道中　（仮） 睦月影郎 未定 10/6 あまいゆびさき　 宮木あや子 691

10/8 プロ野球ドラフト「黄金世代」読本　ファンを熱狂させた「８つの世代」手束　仁 720 10/15 西尾維新対談集　本題　 西尾維新 未定 10/14 月の剣　浮かれ鳶の事件帖(2）　（仮） 原田孔平 未定 10/21 天冥の標(9）ヒトであるヒトとないヒトと(2) 小川一水 778

10/15 海と月の迷路(上）　 大沢在昌 未定 10/14 完本　密命(16）　烏鷺　飛鳥山黒白（仮） 佐伯泰英 未定 10/21 幸せなひとりぼっち　 フレドリック・バックマン/坂本あおい1058

10/19 太平記(6）　 兵藤裕己 未定 10/15 海と月の迷路(下）　 大沢在昌 未定 10/14 こうして作れば医者はいらない　（仮） 若杉友子 未定 10/21 殺し屋を殺せ　 クリス・ホルム/田口俊樹1058

10/19 父帰る・藤十郎の恋　菊池寛戯曲集 石割　透 未定 10/15 新装版　はやぶさ新八御用帳(1）　大奥の恋人 平岩弓枝 未定 10/14 文学でめぐる京都　（仮） 高野　澄 未定 10/6 誰がわたしを殺したか　 デビー・ハウエルズ/真崎義博1382

10/19 八月の光(上）　 フォークナー/諏訪部浩一未定 10/15 へうげもの　十一服　 山田芳裕 未定 10/21 く　じ　 シャーリイ・ジャクスン/深町眞理子1080

10/19 ティラン・ロ・ブラン(1）　 J・マルトゥレイ/M・J・ダ・ガルバ未定 10/15 へうげもの　十二服　 山田芳裕 未定 10/29 世間のカラクリ　 池田清彦 529 10/6 スイッチ！　「変われない」を変える方法 チップ・ハース＆ダン・ハース/千葉敏生886

10/19 キリストはエボリで止まった　 カルロ・レーヴィ/竹山博英未定 10/15 ぶらりぶらこの恋　 吉川トリコ 未定 10/29 組長の娘　ヤクザの家に生まれて 廣末　登 497

10/6 われらが背きし者　 ジョン・ル・カレ/上岡伸雄1404 10/15 水鏡推理(4）　アノマリー 松岡圭祐 未定 10/29 死後の恋　夢野久作傑作選 夢野久作 724 10/8 愛の扉を解き放つ日に　 メレディス・デュラン/島原里香972

10/19 神話と日本人の心　 河合隼雄/河合俊雄 未定 10/15 お面屋たまよし　彼岸ノ祭　 石川宏千花 未定 10/29 廓のおんな　金沢　名妓一代記 井上　雪 594 10/8 英国ちいさな村の謎　(1）　アガサ・レーズンとカリスマ美容師Ｍ・Ｃ・ビートン/羽田詩津子907

10/19 児童文学論　 リリアン・H・スミス/石井桃子未定 10/15 駐在刑事　尾根を渡る風　 笹本稜平 未定 10/29 電車をデザインする仕事　 水戸岡鋭治 594

10/15 現　調　 遠藤武文 未定 10/29 タダイマトビラ　 村田沙耶香 529 10/3 アラビアの花嫁　 リン・グレアム/漆原　麗670

11/1 ブラックベリー・パイは潜んでいる　 ジョアン・フルーク/上條ひろみ950 10/15 泣いたの、バレた？　 酒井順子 未定 10/29 日本の聖域　ザ・タブー　 「選択」編集部 637 10/3 ジェシカの愛情研究　 ペニー・ジョーダン/三木たか子670

10/15 バードドッグ　 木内一裕 未定 10/29 野山で出会う動物図鑑　 久保田修 未定 10/3 シチリアで愛して　 サラ・モーガン/吉田洋子670

下 軍艦と装甲　 新見志郎 832 10/15 地獄堂霊界通信(6）　 香月日輪 未定 10/29 迷子の王様　君たちに明日はない(5) 垣根涼介 594 10/3 僧院のジュリアン　 アン・ハンプソン/福田美子670

下 海軍軍令部　 豊田　穣 1026 10/15 ノーウェア・トゥ・ラン　 Ｃ・Ｊ・ボックス/野口百合子未定 10/29 死刑のための殺人　土浦連続通り魔事件・死刑囚の記録読売新聞水戸支局取材班594 10/3 悪　夢　 ヴァイオレット・ウィンズピア/安引まゆみ670

下 海鷲 ある零戦搭乗員の戦争　 梅林義輝 929 10/8 スエデンボルグ　 鈴木大拙 1620 10/29 いとみち　三の糸　 越谷オサム 767 10/3 デリラとサムソン　 ノーラ・ロバーツ/荒尾信子720

下 怒りの海　 相良俊輔 907 10/8 湯川秀樹歌文集　 湯川秀樹 1728 10/29 ほんもの　白洲次郎のことなど 白洲正子 562 10/17 ガラスの靴　 キャロル・モーティマー/阿木よし生540

10/8 個人全集月報集　武田百合子全作品　森茉莉全集　講談社文芸文庫 1728 10/29 神様が降りてくる　 白川　道 961 10/17 誤　解　 イヴォンヌ・ウィタル/瀬戸ふゆ子540

10/10 かりそめのレディ　 ジョアンナ・テイラー/樫尾朋花895 10/8 月は東に　 安岡章太郎 1404 10/29 群青シリーズ(4）　（仮） 河野　裕 未定 10/17 伯爵と一粒の真珠　 カレン・ラニー/杉本ユミ980

10/26 生存本能　 ジェレミー・ロビンソン/多田桃子1080 10/21 アラビア太郎　 杉森久英 未定 10/29 青の数学(2）　 王城夕紀 637 10/17 哀しみのハート　 シャロン・サラ/平江まゆみ920

10/21 マイルス・デイヴィスの真実　 小川隆夫 未定 10/29 私でない私　 サンドラ・ブラウン/長岡沙里1188 10/17 真夜中の壁の花　 ロレイン・ヒース/皆川孝子970

10/26 悪　文　伝わる文章の作法 岩淵悦太郎 未定 10/21 男はつらいらしい　 奥田祥子 未定 10/17 シルバー　 ペニー・ジョーダン/小林町子950

10/26 浮世絵鑑賞事典(1）　 高橋克彦 未定 10/21 三木武夫　日本政治を破壊した恐怖政治家　（仮）倉山　満 未定 上 井伊直虎　～聖水の守護者　 童門冬二 590 10/26 刑事ファビアン・リスク　顔のない男　 ステファン・アーンヘム/堤　朝子970

10/26 おとなの背中　（仮） 鷲田清一 未定 10/21 院内刑事　 濱　嘉之 未定 10/26 シャーロック・ホームズの事件録　芸術家の血　 ボニー・マクバード/日暮雅通970

10/26 百人一首への招待　（仮） 吉海直人 未定 10/21 赤ヘルの礎を築いた投手たち　（仮） 鎮　勝也 未定 10/26 元　姫　（仮） 新井夕花 540

10/7 天衣無縫　 織田作之助 未定 10/12 杜甫全詩訳注(4）　 下定雅弘/松原　朗 未定 10/26 ウサギなキミの甘え方　（仮） 琴織ゆき 540 10/4 最終解答　日本近現代史　幕末から平成までの歴史論争を一刀両断八幡和郎 778

10/7 汚れつちまつた悲しみに……　 中原中也/佐々木幹郎未定 10/12 人間の由来(下）　 チャールズ・ダーウィン/長谷川眞理子未定 10/26 泣き顔のプリンセス　（仮） cheeery 540 10/4 世界といまを考える(3）　（仮） 是枝裕和 950

10/26 忠勤の府　江戸幕臣始末 （仮） 上田秀人 未定 10/12 エスの系譜　沈黙の西洋思想史　 互　盛央 未定 10/26 Ｍｙ　Ｈｅａｒｔ　（仮） 永良サチ 540 10/4 あなたの身を護る「危機管理大全」　（仮） 柘植久慶 1728

10/26 蚊がいる　 穂村　弘 未定 10/12 興亡の世界史　通商国家カルタゴ　 栗田伸子/佐藤育子 未定 10/26 夜の底にて鐘が鳴る　（仮） 白星ナガレ 540 10/4 おとなの雑談力　（仮） 梶原しげる 691

10/26 死の淵を見た男　吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日門田隆将 未定 10/12 風と雲のことば辞典　 宇田川眞人/岡田憲治未定 10/10 浮気者上司！？に溺愛されてます　 水守恵蓮 680 10/4 抱くことば　（仮） ダライ・ラマ法王14世/野町和嘉842

10/26 ひとりぼっちの吹奏楽部　（仮） 初野　晴 未定 10/12 「日本」　国号の由来と歴史　 神野志隆光 未定 10/10 あなたの恋を実らせましょう　（仮） 望月沙菜 680 10/4 100歳まで介護がいらない人になる４つの習慣　（仮）石原結實 648

10/26 サクラダリセット(2）　 河野　裕 未定 10/19 アンデッドガール・マーダーファルス(2）　 青崎有吾 778 10/10 俺様社長の愛でる花　（仮） 鈴ゆりこ 680 10/4 アレの名前大百科　（仮） みうらじゅん 670

10/26 キマイラ(18）　別巻 青龍変 夢枕　獏/三輪士郎 未定 10/10 プライマリーキス　 立花実咲 680 10/4 もしかして、うちの子、発達障害かも！？　（仮） 岡田　俊 670

10/26 将軍の猫(2）　 和久田正明 未定 10/13 目　嚢　（仮） 加門七海 未定 10/10 ご懐妊！！　（仮） 砂川雨路 680 10/4 東大脳は12歳までに育てる！　（仮） 谷あゆみ 680

10/26 喜連川の風(2）　（仮） 稲葉　稔 未定 10/13 眠れる森　（仮） 大石　圭 未定 10/29 もう夢なんて見ない　（仮） いぬじゅん 648 10/15 文蔵　2016.11　 「文蔵」編集部 670

10/26 醜い日本の私　 中島義道 未定 10/13 流　鶯　 佐伯泰英 未定 10/29 風にキス、君にキス。　 繭 648

10/26 さいごの毛布　 近藤史恵 未定 10/13 暗い越流　 若竹七海 未定 10/3 乱読のセレンディピティ　 外山滋比古 未定

10/26 俳　魁　 三田　完 未定 10/13 アパリション　 前川　裕 未定 中 50歳からゆるく生きる仏の教え　 名取芳彦 702 10/3 オルター・オブ・エデン(上）　 ジェームズ・ロリンズ 未定

10/26 苦手図鑑　 北大路公子 未定 10/13 処刑までの十章　 連城三紀彦 未定 中 やめた人から成功する。　 千田琢哉 648 10/3 オルター・オブ・エデン(下）　 ジェームズ・ロリンズ 未定

10/26 冬空トランス　 長沢　樹/青山裕企 未定 10/13 大●見警部の事件簿　 深水黎一郎 未定 中 髪と肌のリンパケア　 渡辺佳子 702 10/3 アフター・ザ・キス　 カレン・ラニー 未定

10/26 こどもの城殺人事件　 ヒキタクニオ 未定 10/13 インサート・コイン（ズ）　 詠坂雄二 未定 中 「懐かしい」は英語でなんて言う？　これ１冊で、なんでも英語で言えるようになる本ルーク・タニクリフ 864 10/14 闇のカルテット　新装版　 小池真理子 740

10/26 ライフ・アンド・デス(1）　 藤田宜永 未定 10/13 神様のケーキを●ばるまで　 彩瀬まる 未定 中 草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　 平谷美樹 702 10/14 ママの狙撃銃　新装版　 荻原　浩 740

10/26 猟師になりたい！　 北尾トロ/日高トモキチ未定 10/13 闇の処刑人　（仮） 安達　瑶 未定 10/14 ひかりの魔女　 山本甲士 710

10/26 昨日みた夢　口入れ屋おふく 宇江佐真理 未定 10/13 三毛猫ホームズの登山列車　新装版　 赤川次郎 未定 10/7 この時代小説がすごい！　時代小説傑作選　 『この時代小説がすごい！』編集部700 10/14 狂　犬　 矢月秀作 710

10/26 Ａコース　 山田悠介 未定 10/13 名探偵と鉄旅　 ミステリー文学資料館未定 10/7 警察庁最重要案件指定　靖國爆破を阻止せよ―　八木圭一 745 10/14 雨の日のきみに恋をして　 松尾由美 680

10/26 天地雷動　 伊東　潤 未定 10/13 冬　桜　 藤原緋沙子 未定 10/7 谷中レトロカメラ店の謎日和　フィルム、時を止める魔法　柊サナカ 648 10/14 松本清張ジャンル別作品集(4）　法廷ミステリ 松本清張 660

10/26 ホーンテッド・キャンパス(10）　 ●木理宇/ヤマウチシズ未定 10/13 甘露の雨　 井川香四郎 未定 10/7 尾道茶寮 夜咄堂　おすすめは、お抹茶セット五百円（つくも神付き）　加藤泰幸 702 10/14 ゲストハウス八百万へようこそ　 仲野ワタリ 670

10/26 夜　葬　 最東対地 未定 10/13 陣幕つむじ風　 村上元三 未定 10/7 響け！ユーフォニアム 北宇治高校の吹奏楽部日誌　武田綾乃 691 10/14 トラッカー恋唄　（仮） 霧原一輝 670

10/26 いぬの日(1）　 倉狩　聡/西島大介 未定 10/13 むせび橋　（仮） 稲葉　稔 未定 10/14 魔性の女　（仮） 末廣　圭 670

10/12 展望と開運365日〔2017年の一白水星〕　 村山幸徳 未定 10/13 隠れ柳生　（仮） 鳥羽　亮 未定 10/20 みだら森の未亡人　（仮） 葉月奏太 691 10/14 妻たちの性体験　夫の眼の前で、今…　 日活×早瀬真人 690

10/12 展望と開運365日〔2017年の二黒土星〕　 村山幸徳 未定 10/13 この人を見よ　 ニーチェ/丘沢静也 未定 10/21 平山夢明恐怖全集　(4）　怪奇心霊編（仮） 平山夢明 713 10/14 小説　この世界の片隅に　（仮） こうの史代/蒔田陽平 620

10/12 展望と開運365日〔2017年の三碧木星〕　 村山幸徳 未定 10/13 偉　業　 ナボコフ/貝澤　哉 未定 10/28 ダーウィンの警告(上）　（仮） ジェームズ・ロリンズ/桑田　健756 10/14 冬の蛍　（仮） 藤井邦夫 670

10/12 展望と開運365日〔2017年の四緑木星〕　 村山幸徳 未定 10/13 劇画・山口組武闘史(1）　 溝口　敦 未定 10/28 ダーウィンの警告(下）　（仮） ジェームズ・ロリンズ/桑田　健756 10/14 天下怠弊　（仮） 芝村凉也 680

10/12 展望と開運365日〔2017年の五黄土星〕　 村山幸徳 未定 10/13 劇画・山口組武闘史(2）　 溝口　敦 未定 10/29 「超」怖い話　仏滅　（仮） 久田樹生 702 10/14 かりんとう侍　 中島　要 660

10/12 展望と開運365日〔2017年の六白金星〕　 村山幸徳 未定 10/13 地図と地形で読み解く　戦国の城攻め　 渡邊大門 未定 10/29 怪談売買所　（仮） 黒木あるじ 702

10/12 展望と開運365日〔2017年の七赤金星〕　 村山幸徳 未定 10/29 鬼刻　百物語　（仮） 伊計　翼 702 10/26 小料理のどか屋　人情帖(18）　 倉阪鬼一郎 700

10/12 展望と開運365日〔2017年の八白土星〕　 村山幸徳 未定 10/8 恋の闇からくり　鶴屋南北隠密控(3）　 稲葉　稔 702 11/1 点灯員　The Lamplighters　（仮） フレイザー・リー 864 10/26 隠密奉行　柘植長門守　（仮） 藤水名子 700

10/12 展望と開運365日〔2017年の九紫火星〕　 村山幸徳 未定 10/8 風の中の用心棒　（仮） いずみ光 680 10/12 メイフェアのおかしな後見人　（仮） Ｍ・Ｃ・ビートン/桐谷知未1080 10/26 地獄耳　（仮） 和久田正明 700

10/12 大人の常識　日本のしきたり・年中行事　 飯倉晴武 未定 10/8 闇の華　特命与力　犬飼平士郎　（仮） 中岡潤一郎 702 10/21 ワン・ウロング・ムーブ(原題）　 シャノン・マッケナ/幡美紀子1234

10/12 仕事のヒント　 神田昌典 未定 10/8 お裁き将軍　天下吟味(2）　 誉田龍一 702 10/7 文庫手帳2017　 安野光雅 713 10/21 アン・インディーセント・インヴィテイション(原題）　ローラ・トレンサム/寺尾まち子946

10/12 人生が変わる　呼吸の教科書　 加藤俊朗 未定 10/8 暴れ綱重　（仮） 鷹井　伶 702 10/7 論　語　 齋藤　孝 1026

10/12 敗者の古代史　戦いに敗れた者たちはどこへ行ったのか 森　浩一 未定 10/8 ミサイル戦艦「大和」　（仮） 原　俊雄 702 10/7 多摩川飲み下り　 大竹　聡 778 10/25 喪服の女に僕は欲情する　（仮） 弓月　誠 未定

10/12 いいことがいっぱい起こる　幸せみがきの法則　高津りえ 未定 10/7 ぽんこつ　 阿川弘之 1026 10/25 剣道部奴隷合宿　（仮） 冬木弦堂 未定

10/17 冥暗堂偽妖怪語(1）　 神奈木智/yoco 未定 中 封印作品の謎　テレビアニメ・特撮編　 安藤健二 750 10/7 きもの自在　 鶴見和子 950 10/25 兄嫁は僕だけの服従メイド　（仮） 梶　怜紀 未定

10/17 幽遊菓庵～春寿堂の怪奇帳～(7）　四季徒然 真鍋　卓/二星　天 未定 10/7 吉本隆明という「共同幻想」　 呉　智英 778 10/25 三人の人妻　（仮） 庵乃音人 未定

10/17 あやかし万華鏡(1）　佐香と奇妙なお客たち 花川戸菖蒲/石据カチル未定 上 花や咲く咲く　 あさのあつこ 640 10/7 最終戦争　 今日泊亜瀾/日下三蔵1026 10/25 母親失格　（仮） 但馬庸太/華フック 未定

10/17 翠玉姫演義(1）　―宝珠の海の花嫁― 柊平ハルモ/雨壱絵穹未定 上 星々たち　 桜木紫乃 640 10/7 スモールワールド・ネットワーク　世界を知るための新科学的思考法ダンカン・ワッツ/辻　竜平1728 10/25 近所の女　（仮） 多久間太 未定

10/17 僕とやさしいおばけの駅(1）　 永菜葉一/するば 未定 上 処女刑事　大阪バイブレーション　 沢里裕二 640 10/7 空海入門　弘仁のモダニスト 竹内信夫 1080 10/12 〔完全堕落版〕 熟臀義母　（仮） 麻実克人 未定

10/26 秘　密(中）　 映画館 未定 上 遊星小説　 朱川湊人 640 10/7 有閑階級の理論〔新版〕　 ソースティン・ヴェブレン/村井章子1404 10/12 人妻・媚肉嬲り 〔織恵と美沙緒〕　（仮） 御前零士 未定

10/26 Ｓｔｒａｙ　ｃａｔ(上）　（仮） ココア* 未定 上 時限病棟　（仮） 知念実希人 640 10/7 心はどこにあるのか　 ダニエル・Ｃ・デネット/土屋　俊1296

10/26 彼を好きな理由(上）　 AKuBiy 未定 上 くらまし奇剣　剣客旗本奮闘記 鳥羽　亮 600 10/7 読んでいない本について堂々と語る方法　 ピエール・バイヤール/大浦康介1026 10/6 働きなさいロックスター　 山下貴光 670

10/26 そこにキミがいるから…　 さとう涼 未定 上 探偵部への挑戦状　放課後はミステリーとともに　東川篤哉 670 10/6 神君家康の誤算　 大橋千竜 778

10/26 疲れた日は猫のいる銭湯へ　（仮） 美月りん 未定 上 ランチ探偵　 水生大海 640 10/22 Ｓの継承(上）　 堂場瞬一 756 10/6 死神剣　 黒崎裕一郎 756

10/26 幸せの青い自販機　（仮） 成田名璃子 未定 上 漫才刑事　 田中啓文 690 10/22 Ｓの継承(下）　 堂場瞬一 756 10/6 翻　弄　闇刑事 南　英男 842

10/26 DOUBLES！！―ダブルス―　3rd Set　 天沢夏月 未定 上 ＴＨＥ密室　 泡坂妻夫/折原　一 670 10/22 夢も定かに　 澤田瞳子 734 10/6 疑心経営　 江上　剛 864

10/26 からくさ図書館来客簿(6）　～冥官・小野篁と雪解けの歌～ 仲町六絵 未定 中 地図に秘められた「東京」歴史の謎　 谷川彰英 691 10/22 その男、恥も外聞もなく　（仮） 中路啓太 756 10/6 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第九部　日米反撃　森　　詠 972

10/26 ０能者ミナト(10）　 葉山　透 未定 中 地図に秘められた「大阪」歴史の謎　 谷川彰英 691 10/22 向かい風で飛べ！　 乾　ルカ 713 10/6 共食い　風魔小太郎血風録 安芸宗一郎 778

10/26 水族館の板前さん　 末羽　瑛 未定 10/22 瓜子姫の艶文　 坂東眞砂子 691 10/6 川北流短所逆転法　 川北義則 670

10/21 とっておきの幽霊　怪異名所巡り(7) 赤川次郎 未定 10/22 小説読本　 三島由紀夫 756

10/17 アメ横仁侠食堂　（仮） 福澤徹三 未定 10/21 律子慕情　 小池真理子 未定 10/22 島尾敏雄短篇集　（仮） 島尾敏雄/梯久美子 1296 10/8 運命に、似た恋　 北川悦吏子 713

10/17 神様からの手紙　ポストのある喫茶店　（仮） 新津きよみ 未定 10/21 サラは銀の涙を探しに　 橋本長道 未定 10/22 金沢の不思議　 村松友● 734 10/8 傷だらけのカミーユ　 ピエール・ルメートル/橘　明美864

10/17 きょうも猫日和　 今江祥智 未定 10/21 初めてのルーブル　 中野京子 未定 10/22 汽車旅放浪記　 関川夏央 864 10/8 女のいない男たち　 村上春樹 670

10/17 猫に知られるなかれ　 深町秋生 未定 10/21 どーしてこんなにうまいんだあ！　 椎名　誠 未定 10/22 食事の文明論　 石毛直道 842 10/8 三国志　外伝　 宮城谷昌光 745

10/17 警察アンソロジー　（仮） 推理作家協会 未定 10/21 新版　生きるヒント(3）　癒しの力を得るための12のレッスン五木寛之 未定 10/22 切支丹の里　 遠藤周作 670 10/8 騒乱前夜　酔いどれ小籐次　決定版(6) 佐伯泰英 745

10/17 公安もの(1）　（仮） 麻見和史 未定 10/21 スイーツレシピで謎解きを　推理が言えない少女と保健室の眠り姫友井　羊 未定 10/8 ターミナルタウン　 三崎亜記 1177

10/17 影の火盗犯科帳(2）　（仮） 鳴神響一 未定 10/21 天神外伝　招きの空士 小森陽一 未定 10/12 緑のカプセルの謎〔新訳版〕　 ジョン・ディクスン・カー/三角和代972 10/8 あしあと　 勝目　梓 810

10/17 秘密　ゆめ姫事件帖(3）　 和田はつ子 未定 10/21 リケコイ。　 喜多喜久 未定 10/12 満　潮(上）　 シッラ＆ロルフ・ボリリンド/久山葉子1188 10/8 虹の家のアリス〈新装版〉　 加納朋子 832

10/17 千住宿情け橋(3）　（仮） 吉田雄亮   未定 10/21 大あくびして、猫の恋　猫の手屋繁盛記 かたやま和華 未定 10/12 満　潮(下）　 シッラ＆ロルフ・ボリリンド/久山葉子1188 10/8 湯を沸かすほどの熱い愛　 中野量太 691

10/17 閻魔裁き(2）　（仮） 風野真知雄 未定 10/21 小説版　スニッファー 嗅覚捜査官　 青塚美穂 未定 10/21 浴室には誰もいない　 コリン・ワトスン/直良和美1037 10/8 空海曼陀羅　 夢枕　獏 810

10/21 明智小五郎事件簿(6）　「黄金仮面」 江戸川乱歩 未定 10/21 シャーロック・ホームズたちの冒険　 田中啓文 972 10/8 逃　北　つかれたときは北へ逃げます 能町みね子 702

10/5 史上最強の哲学入門　東洋の哲人たち　 飲　　茶 994 10/21 ヴェサリウスの秘密　 ジョルディ・ヨブレギャット/宮崎真紀未定 10/21 魔法使いの塔(上）ヴァルデマールの嵐（仮）(3) マーセデス・ラッキー/山口　緑1361 10/8 泣くなら、ひとり　壇蜜日記(3) 壇　　蜜 691

10/5 はじめての短歌　 穂村　弘 562 10/21 時をかける眼鏡　王の覚悟と女神の狗　 椹野道流/南野ましろ未定 10/21 魔法使いの塔(下）ヴァルデマールの嵐（仮）(3) マーセデス・ラッキー/山口　緑1361 10/8 大戦国史　最強の武将は誰か？ 文藝春秋 788

10/5 井伊直虎と戦国の女城主たち　 楠戸義昭 713 10/21 鎌倉香房メモリーズ(4）　 阿部暁子/げ　　み 未定 11/1 死体は笑みを招く　 ネレ・ノイハウス/酒寄進一1296 10/8 父・金正日と私　金正男独占告白 五味洋治 756

10/5 小林カツ代のおかず道場　 小林カツ代 896 10/21 卯ノ花さんちのおいしい食卓(3）　（仮） 瀬王みかる/くにみつ未定 11/1 狂乱廿四孝／双蝶闇草子　 北森　鴻 1188 10/8 知ってても偉くないＵＳＡ語録　 町山智浩 842

10/5 私の方丈記　〔現代語訳付〕 三木　卓 702 10/21 週末は隠れ家でケーキを　―女子禁制の洋菓子店―　杉元晶子/アルコ 未定 10/12 天空の標的(2）　惑星ラランド２降下作戦 ギャビン・スミス/金子　浩1015 10/8 １１／２２／６３(上）　 スティーヴン・キング/白石　朗1156

10/5 熊本城を救った男　谷干城　 嶋岡　晨 778 10/21 迷える公爵に魅せられて　（仮） メアリー・ジョー・パトニー/高里ひろ未定 10/21 万華鏡　ブラッドベリ自選傑作集 レイ・ブラッドベリ/中村　融1620 10/8 １１／２２／６３(中）　 スティーヴン・キング/白石　朗1156

10/5 アメリカの友人　 パトリシア・ハイスミス/佐宗鈴夫950 11/1 星群艦隊　 アン・レッキー/赤尾秀子1296 10/8 １１／２２／６３(下）　 スティーヴン・キング/白石　朗1156

10/7 アイス・ツインズ　 Ｓ・Ｋ・トレメイン/国弘喜美代972 10/8 神経症の時代　わが内なる森田正馬 渡辺利夫 1393

10/8 嘘　 明野照葉 未定 10/7 柳家小三治の落語(5）　 柳家小三治 583 10/8 薄　氷　 麻倉一矢 691

10/8 ショットバー　 麻生　幾 未定 10/7 永遠の1/2　 佐藤正午 864 10/8 優しい嘘　 今井絵美子 691 上 セレクション(1）　片恋協奏曲 キーラ・シャス/服部理佳734

10/8 ゼンカン　警視庁捜査一課・第一特殊班　 安東能明 未定 10/7 続・深夜食堂　 大石直紀/安倍夜郎 540 10/8 未　定　 上田秀人 713 上 初恋料理教室　 藤野恵美 713

10/8 もしも俺たちが天使なら　 伊岡　瞬 未定 10/7 世界でいちばん美しい　 藤谷　治 810 10/8 国盗り慕情　 倉阪鬼一郎 691 上 何度でも、おかえりを言おう　 バルバラ・コンスタンティン/堀内久美子713

10/8 リバース　 五十嵐貴久 未定 10/7 エアー2.0　 榎本憲男 832 10/8 真田合戦記　京洛の妻問 幡　大介 702 上 おしい刑事　 藤崎　翔 734

10/8 あの男の正体（ハラワタ）　 牛島　信 未定 10/7 低欲望社会　 大前研一 680 10/8 金色の仮面　 牧　秀彦 691

10/8 不等辺三角形　 内田康夫 未定 10/7 おじ上は、平蔵　 千野隆司 626 10/8 花咲家の怪　 村山早紀 691 10/21 あなたの未練　お聴きします　（仮） 小山洋典 680

10/8 言わなかった言わなかった　 内館牧子 未定 10/7 なぎさホテル　 伊集院静 616 10/8 ぶたぶたの花束　 矢崎存美 670 10/21 サムウェア・ノットヒア　ここではない何処かへ 小野崎まち/カスヤナガト680

10/8 給食のおにいさん　留年　 遠藤彩見 未定 10/7 疑　医　 仙川　環 702 10/8 月神祭　 夢枕　獏 810

10/8 悪夢の水族館　 木下半太 未定 10/8 北国街道殺人事件　〈新装版〉 内田康夫 691 10/29 日本史上、いちばん頭がいいのは誰だ！　 富増章成 637

10/8 閻魔大王の代理人　 高橋由太 未定 10/8 図解　「哲学」は図で考えると面白い　 白取春彦 961 10/8 不動心　精神的スタミナをつくる本 尾関宗園 864 10/29 世界のVIPの心もとらえる執事の気くばり術　 新井直之 637

10/8 僕は沈没ホテルで殺される　 七尾与史 未定 10/8 クローゼットで仕上げる　片づいた毎日　 広沢かつみ 691 10/8 史　記(5）　権力の構造 司馬遷/大石智良 1350 10/29 「なりたい自分」になる一番いい方法　 バーバラ・バーガー/入江真佐子637

10/8 探偵少女アリサの事件簿　 東川篤哉 未定 10/21 ゴルフの飛距離は「呼吸打法」で20ヤード伸びる！　小澤　徹 637

10/8 テンペスタ　最後の七日間　 深水黎一郎 未定 10/4 「よど号」事件　最後の謎を解く　対策本部事務局長の回想島田滋敏 864 10/6 お金の問題一挙解決！　こちら、サムライ法律経済事務所　日経ヴェリタス編集部842 10/21 「戦い方」で読む日本史　 「大人のための」歴史研究会637

10/8 ふたり狂い　 真梨幸子 未定 10/4 朝鮮開国と日清戦争　アメリカはなぜ日本を支持し、朝鮮を見限ったか渡辺惣樹 1058 10/6 60分で名著快読　徒然草 　 山田喜美子/造事務所864 10/21 男は一生、好きなことをやれ！　 里中李生 637

10/8 リケイ文芸同盟　 向井湘吾 未定 10/4 宇宙を織りなすもの(上）　時間と空間の正体 ブライアン・グリーン/青木　薫1188 10/21 頭のいい一言「すぐ言える」コツ　 鶴野充茂 637

10/8 深海の人魚　 森村誠一 未定 10/4 宇宙を織りなすもの(下）　時間と空間の正体 ブライアン・グリーン/青木　薫1188 10/21 考証　風流大名列伝　 稲垣史生 864 10/21 つるかめ食堂　 ベターホーム協会 637

10/8 光　芒　 矢月秀作 未定 10/4 昭和二十年(13）　さつま芋の恩恵 鳥居　民 1620

10/8 偽りのシスター　 横関　大 未定
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リットーミュージック

幻冬舎 徳間書店



発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価 発売日 書名＆巻数 著者名 定価予価

10/4 蜘蛛の見る夢　（仮） 丸木文華 691 10/17 ユケ、鉄路！　夜行急行『北星』北東北突破戦　早狩武志/sime 未定 10/19 俺、ツインテールになります。(12）　 水沢　夢/春日　歩 未定

10/4 十年愛　（仮） 御堂志生 691 10/17 トクシュー！(2）　特殊債権回収室 吉野茉莉/巖本英利 未定 10/19 熾界龍皇と極東の七柱特区(5）　 ツカサ/夕　　薙 未定

10/17 ジャバウォック(1）　～真田邪忍帖～ 友野　詳/吟 未定 10/19 七星のスバル(4）　 田尾典丈/ぶーた 未定

10/21 高度に発達した魔法は神の奇蹟と区別がつかない(2）　瀬尾つかさ/kakao 689 10/19 フィギュアな兄とへたれ教師のエロとコメディ　（仮）赤月カケヤ/成沢　空 未定

10/17 恋するシェイクスピア　十二夜 　―身代り小姓と不機嫌な公爵― 吉村りりか/雲屋ゆきお未定 10/19 ぼくたちが本当にシタかったこと　 白都くろの/珈琲猫 未定

10/21 能キ侍女、奮闘ス。　（仮） 倉下　青/椎名咲月 689 10/17 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される　 ぷにちゃん/成瀬あけの未定 10/19 勇者に期待した僕がバカでした(2）　 ハマカズシ/Ixy 未定

10/21 双剣の乙女　待ってて、わたしの旦那様！　（仮）こ　　る/朝日川日和 689 10/17 花冠の王国の花嫌い姫　騎士と掲げるグラジオラス 長月　遥/ま　　ち 未定 10/19 妖姫のおとむらい　 希/こずみっく 未定

10/17 おこぼれ姫と円卓の騎士(15）　（仮） 石田リンネ/起家一子 未定

11/1 ランペリウスの吸血姫(2）　 浅井咲希/氷堂れん 700 10/10 はつ戀　（仮） 弓月あや/Ciel 713

10/17 お庭番望月蒼司朗参る！(5）　（仮） 流　星香/榊　空也 未定 10/10 幸福学入門　（仮） 一　　咲/ひなこ 713

10/17 百億の金貨と転生者　 美高ヒロ/霜　　降 680 10/17 喧嘩番長 乙女　恋するノックアウトヒーロー！ 柴森小夜/スパイク・チュンソフト未定 10/10 ツキミノル　 水白ゆも/れの子 713

10/17 アキハバラ∧デンパトウ　 藍上　陸/れい亜 680

10/17 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(11）　大森藤ノ/ヤスダスズヒト648 10/8 狐神と嫁入り男子　 佐々木禎子/北沢きょう未定 10/10 レベッカ・ストリート　 菅野　彰/珂弐之ニカ 691

10/17 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(11）　ドラマCD付き限定特装版大森藤ノ/ヤスダスズヒト2376 10/8 僕と執事様　 本庄咲貴/小　　禄 未定 10/10 武家の初恋　 小林典雅/松本　花 670

10/17 灰燼の魔法士と魔導戦艦(2）　 葉月　双/伍　　長 648 10/8 キスしてください、愛してください　 安曇ひかる/いさか十五郎未定 10/10 ひとめぼれ王子さま　 柊平ハルモ/駒城ミチヲ670

10/17 くじ引き特賞：無双ハーレム権(3）　 三木なずな/瑠奈璃亜 670 10/8 禁欲的じゃない　 伊祖子久美/えまる・じょん未定

10/17 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです！(4）　海空りく/さくらねこ 648 10/12 イケメンとテンネン　 流月るる 691

10/17 のうりん(13）　 白鳥士郎/切　　符 659 10/29 フラワーナイトガール(4）　（仮） 是鐘リュウジ/有河サトル未定 10/12 今日はあなたと恋日和　 葉嶋ナノハ 691

10/17 聖剣使いの禁呪詠唱＜ワールドブレイク＞(18）　あわむら赤光/refeia 659 10/29 奪う者 奪われる者(6）　 mino/和武はざの 未定

10/29 嫌われ者始めました(2）　～転生リーマンの領地運営物語～くま太郎/かれい 未定 10/12 ４番目の許婚候補(2）　 富樫聖夜 691

10/24 溺愛サディスティック　 釘宮つかさ/中田アキラ690 10/29 暇人、魔王の姿で異世界へ(3）　時々チートなぶらり旅藍　　敦/桂井よしあき未定 10/12 ナチュラルキス新婚編(3）　 風 691

10/29 モブ志向な俺がよりにもよって巨大化無双　 志田用太朗/切　　符 未定

10/26 結婚なんて興味なし、愛の手ほどきだけで。　 神埼たわ/sizh 690 10/29 蒼冥のキャンタンク　（仮） 築地俊彦/NOCO 未定 10/15 異世界の本屋さんへようこそ！(2）　 安芸とわこ 691

10/26 孤独な令嬢は愛を知る　 雪村亜輝/水綺鏡夜 680 10/29 竜騎士から始める国造り(2）　 いぬぶくろ/ニリツ 未定 10/15 これは余が余の為に頑張る物語である(1）　 文月ゆうり 691

10/29 魔術高専の就職活動　（仮） 嬉野秋彦/惠　　坂 未定 10/15 側妃志願！(1）　 雪永真希 691

10/26 セイヴァーズ＝ガーデン(1）　～Age of grounD～十本スイ/「理想郷」Project734

10/26 キミもまた、偽恋（オタク）だとしても。(１下）　 渡辺恒彦/wingheart 680 下 ハーレムギルド　 竹内けん/成海クリスティアーノート721 10/15 セブンスブレイブ(1）　 乃塚一翔 659

10/26 生ポアニキ　パンプアップ　 アサウラ/赤井てら 702 下 お嬢様ハニトラエステ　（仮） 高岡智空/魁　　李 721 10/15 スピリット・マイグレーション(2）　 ヘロー天気 659

10/26 10年ごしの引きニートを辞めて外出したら(2）　異世界で開拓民になりました坂東太郎/紅　　緒 702 下 悪魔と私～百合の口付け～　（仮） 上田ながの/瀬奈茅冬＊721 10/15 ワールドトークＲＰＧ！(5）　 しろやぎ 659

10/26 神話伝説の英雄の異世界譚(6）　 奉/ミユキルリア 702

下 女子大生家庭教師　（仮） 早瀬真人/ズンダレぽん770 10/29 ダフネ　 春日部こみと 691

10/29 腹ペコウサギと可愛いオオカミ　 森本あき/コウキ。 670 10/29 シークレット・ガーデン　黒狼侯爵の甘い罠 神矢千璃 691

10/29 恋とアフタヌーンティー　 妃川　螢/梨とりこ 670 10/20 愛しのオオカミ、恋家族　 鳥谷しず/コウキ。 680

10/29 極道カフェには窮鼠が潜む　（仮） 朝香りく/小山田あみ 670 10/20 純情ウサギが恋したら　 月東　湊/高星麻子 680 10/10 魔法少女育成計画ＱＵＥＥＮＳ　 遠藤浅蜊 691

10/20 恋は和菓子のように　 小宮山ゆき/花小蒔朔衣680

10/26 おれの料理が異世界を救う！(2）　 越智文比古/睦　　茸 未定 10/20 暴君ドクターのわんこ愛妻計画　 榛名　悠/緒田涼歌 648 11/1 タブーカラー　（仮） いおかいつき/國沢　智648

10/26 俺の転移した異世界がクソゲー年間大賞　～マジックアイテムでも物理で殴ればいい～ 小山タケル/檜坂はざら未定 10/20 王様と猫と甘い生活　 金坂理衣子/鈴倉　温 648 11/1 ラブコレ　12thアニバーサリー　（仮） ふゆの仁子/奈良千春648

10/26 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(10）　 長月達平/大塚真一郎未定

10/26 クソゲー・オンライン〈仮〉(2）　 つちせ八十八/に　　ろ未定 10/5 幻獣王の心臓　 氷川一歩/沖麻実也 未定 10/24 軍人皇帝の溺愛寵姫　（仮） 夜織もか/な　　ま 691

10/26 異世界とわたし、どっちが好きなの？(2）　 暁　　雪/へるるん 未定 10/5 オトコのオキテ　 水無月さらら/小山田あみ未定 10/24 蜜闇サクリファイス　（仮） 小出みき/KRN 691

10/26 姫さま、世界滅ぶからごはん食べ行きますよ！(2）　おかざき登/おしおしお未定 10/5 恋する救命救急医　～今宵、あなたと隠れ家で～　春原いずみ/緒田涼歌未定

10/26 僕たちは空気が読めない(1）　（仮） 鏡　銀鉢/ひさまくまこ 未定 10/5 浮気男初めて嫉妬を覚えました　～フェロモン探偵やっぱり受難の日々～　丸木文華/相葉キョウコ未定 10/28 守護者がめざめる逢魔が時(5）　（仮） 神奈木智/みずかねりょう616

10/26 彼女は俺のヒロイン……じゃない！？(1）　（仮） 三門鉄狼/掃除朋具 未定 10/5 氷の侯爵と偽りの花嫁　 水島　忍/八千代ハル 未定 10/28 双つの愛　（仮） 秀香穂里 616

10/26 超読解　Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(1）　 長月達平 未定 11/1 ＶＩＰ　残月　 高岡ミズミ/佐々成美 未定 10/28 愛になるまで　（仮） 杉原理生/小椋ムク 616

11/1 神戸パルティータ　華族探偵と書生助手　 野々宮ちさ/THORES柴本未定

10/3 オーバーカマー！！(2）　解けない心の溶かし方 春日部タケル/ハル犬 未定 11/1 宿命の花嫁　（仮） 貴嶋　啓/くまの柚子 未定 10/29 時空魔法で異世界と地球を行ったり来たり(1）　 か　　つ/わだつみ 690

10/3 異世界図書館へようこそ(2）　 三萩せんや/伍　　長 未定 11/1 夢守りの姫巫女(3）　（仮） 後藤リウ/かわく 未定 10/29 神眼の勇者(5）　 ファースト/晃田ヒカ 670

10/3 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う(2）　昼　　熊/加藤いつわ 未定 10/29 物理さんで無双してたらモテモテになりました(7）　kt60/cccpo 670

10/3 シャチになりましたオルカナティブ(1）　 にゃお/松うに 未定 10/4 小説　スマイルプリキュア！　 小林雄次/東堂いづみ 670 10/29 天才外科医が異世界で闇医者を始めました。(3）　柊　むぅ/ゆらん 700

10/3 金曜日のおはよう　 藤谷燈子/ヤマコ 未定 10/21 社長と猫もふライフ　 有実ゆひ/八千代ハル702 10/22 ジャガー神の愛妻教育　～カリブ編～　 華藤えれな/周防佑未 669

10/3 文豪ストレイドッグス(4）　55Minutes 朝霧カフカ/春河35 未定 10/21 ヴァンパイア・ベイビーズ　 一文字鈴/ケイト 702 10/22 月とナイフ　 月上ひなこ/佐々木久美子669

10/3 イングテッドの怪盗令嬢(2）　婚約と罠と男子校！？伊藤たつき/あ　　き 未定

10/3 厨病激発ボーイ(3）　 藤並みなと/穂　　嶋（Kitty creators）未定 10/21 白夜月の褥　 ゆりの菜櫻/小路龍流 734 10/8 恋人は女装騎士！？　 桜舘ゆう/周防佑未 710

10/3 令嬢鑑定士と画廊の悪魔(1）　 糸森　環/宵　マチ 未定 10/21 仁義なき嫁　海風編　 高月紅葉/高峰　顕 734

10/3 ワーズワースの秘薬(1）　恋を誘う月夜の花園 文野あかね/山田シロ 未定 10/25 未　定　 未　　定 670

10/3 堀川さんはがんばらない(1）　 あずまの章/ヤマダ 未定 10/12 ――ねぇ、柴田。　 川瀬千紗/フライ 778

10/12 おいしいは正義　 松田未完/POKImari 778 10/25 竜の棲み処　（仮） 宵/一夜人見 670

10/3 翡翠の花嫁、王子の誓い　 水瀬結月/明神　翼 未定 10/12 零の記憶　 風島ゆう/カズアキ 778

10/3 蜜月契約　～ラスベガスの恋人～ ナツ之えだまめ/山田シロ未定 中 Ｍｙ妹　魔女の林檎　 わかつきひかる/みやま零未定

10/3 タクミくんシリーズ　完全版(8）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 10/26 溺愛指名　私が御曹司の花嫁なんて！？　（仮）芹名りせ/氷堂れん 690 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

10/3 虎皇帝の甘蜜花嫁　 真崎ひかる/鈴倉　温 未定 10/26 官能小説家と恋に落ちるまで　（仮） 希彗まゆ/KRN 690 中 美少年転生　女装して後宮に入ったよ！　（仮） 嵩夜あや/たにはらなつき未定

10/3 アラン＆ローズ　（仮） 若月京子/弓槻みあ 未定 10/19 ＬＯＶＥ　ＭＥＬＯＤＹ　（仮） 妃川　螢/せ　　ら 700 10/12 未　定　 栗城　偲/駒城ミチヲ 未定

10/3 やんちゃ王子と男装騎士　（仮） 伊織みな/えとう綺羅 未定

10/6 先生にペット志願！　調教は答え合わせのあとで藍井　恵/烏丸かなつ 700 中 心の声が聞こえる　寡黙な騎士団長と侯爵令嬢　（仮）蒼磨　奏/芦原モカ 未定

10/10 いでおろーぐ！(5）　 椎田十三/憂姫はぐれ未定 中 初恋婚　花嫁姫はかの騎士団長に求愛す　（仮）伽月るーこ/駒田ハチ 未定

10/10 青春ブタ野郎はハツコイ少女の夢を見ない　 鴨志田一/溝口ケージ未定 11/1 ひきこもり魔術師と社交界の薔薇　それで口説いてないなんて！　秋杜フユ/サカノ景子 637 中 骨董日和　運命のマリアージュ　（仮） 如　　月/城之内寧々 未定

10/10 神獄塔　メアリスケルター　～光の在処～ 乙野四方字/ナナメダケイ未定 11/1 チョコレート・ダンディ　～天使の誘惑は君の罪～　我鳥彩子/カスカベアキラ659

10/10 ヴァルハラの晩ご飯(3）　～金冠鳥と仔鹿のグリル～ 三鏡一敏/ファルまろ 未定 11/1 雪侯爵の銀灯師　見せかけ夫婦と王宮の庭　 白川紺子/紫　真依 648 上 身代わり×お見合い＝激甘結婚！？　（仮） 七里瑠美/椎名咲月 未定

10/10 ガーリー・エアフォース(7）　 夏海公司/遠坂あさぎ 未定 上 保健室の狼センセイと秘密の恋はじめました　（仮）立花実咲/SHABON 未定

10/10 剣と炎のディアスフェルド　 佐藤ケイ/PALOW 未定 10/26 無双竜撃の継承者　 空埜一樹/しばの番茶未定

10/10 キノの旅(20）　the Beautiful World 時雨沢恵一/黒星紅白未定 10/26 最強の種族が人間だった件(2）　熊耳少女に迫られています柑橘ゆすら/夜ノみつき未定 10/14 お前の首輪はキスマーク　（仮） 髙月まつり/すがはら竜610

10/10 狂気の沙汰もアイ次第　 神田夏生/麦春あやみ未定 10/26 カンピオーネ！(19）　魔王内戦 丈月 城/シコルスキー未定 10/14 今日、おとうとができました。　 恵　　庭/羽純ハナ 680

10/10 天使の３Ｐ！×(8）　 蒼山サグ/てぃんくる 未定 10/26 潜像のイノセンス　（仮） 紺野アスタ/竣　　成 未定

10/10 デュラララ！！×博多豚骨ラーメンズ　 木崎ちあき/成田良悟 未定 10/26 遊者戦記　＃君とリアルを取り戻すRPG　 紙城境介/40　　原 未定 10/18 宝石吐きのおんなのこ(5）　～ちいさな宝石店といつわりの魔法使い～なみあと/景 702

10/10 折原臨也と、喝采を　 成田良悟/ヤスダスズヒト未定 10/26 俺の家が魔力スポットだった件(3）　～住んでいるだけで世界最強～あまうい白一/鍋島テツヒロ未定 10/18 美女と賢者と魔人の剣(2）　 片遊佐牽太/六　　時 702

10/10 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(3）　その名は『ぶーぶー』 鎌池和馬/真　　早 未定 10/26 笑顔で魔力チャージ(3）　～無限の魔力で異世界再生三木なずな/植田　亮 未定

10/10 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？(12）　 聴猫芝居/Hisasi 未定 10/26 異世界魔王の日常に技術革新を起こしてもよいだろうか　おかゆまさき/lack 未定 10/3 二周目英雄の荒稼ぎ興国記(2）　 しやけ遊魚/七原冬雪 669

10/10 ノイズ：ドラゴラ　 十階堂一系/なぎみそ未定 10/3 命がけのゲームに巻き込まれたので嫌いな奴をノリノリで片っ端から殺してやることにした(3）　中田かなた/ともぞ 669

10/21 時をかける眼鏡　王の覚悟と女神の狗　 椹野道流/南野ましろ 未定 10/3 龍と狐のジャイアントキリング　 神秋昌史/東　　西 669

10/21 増えゆく街の異界譚(1）　 こあらだまり／グループSNE/北沢　慶未定 10/21 鎌倉香房メモリーズ(4）　 阿部暁子/げ　　み 未定 10/3 異世界創造の絶対神　 若桜拓海/村上ゆいち 669

10/21 卯ノ花さんちのおいしい食卓(3）　（仮） 瀬王みかる/くにみつ 未定 10/3 超ド級ニートから始める終末戦争＠へっぽこ女神つき　無側　迫/宮瀬まひろ 669

10/21 週末は隠れ家でケーキを　―女子禁制の洋菓子店―　杉元晶子/アルコ 未定

中 人質花嫁の極甘新婚生活　（仮） 宇佐川ゆかり/えとう綺羅691
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