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11/8 新世界の覇王　 竹内一正 756 11/16 ミステリー傑作選　（仮） 日本推理作家協会 未定 11/30 吾輩も猫である　 赤川次郎/新井素子 529 11/9 細胞活性装置の危機　 デトレフ・Ｇ・ヴィンター＆クラーク・ダールトン/嶋田洋一713

11/8 使ってみたい　武士の日本語　 野火　迅 648 11/16 Ｎｅｖｅｒ　Ｇｏ　Ｂａｃｋ(上）　 リー・チャイルド/小林宏明未定 11/30 メガバンク世界決戦　 波多野聖 810 11/9 伊藤典夫翻訳SF傑作選　ボロゴーヴはミムジイ　ルイス・パジェット/高橋良平972

11/8 性犯罪被害とたたかうということ　 小林美佳 648 11/16 Ｎｅｖｅｒ　Ｇｏ　Ｂａｃｋ(下）　 リー・チャイルド/小林宏明未定 11/30 首折り男のための協奏曲　 伊坂幸太郎 724 11/9 竜との舞踏(下）　 ジョージ・Ｒ・Ｒ・マーティン/酒井昭伸1728

11/8 防げ現場のヒューマンエラー　事故を防ぐ３つの力中田　亨 734 11/16 恋路ヶ島サービスエリアとその夜の獣たち　 森　晶麿 未定 11/30 日本の身体　 内田　樹 680 11/22 超ヴィールス　 ペーター・グリーゼ＆エルンスト・ヴルチェク/嶋田洋一713

11/8 Ｄ－消えた貴族軍団　吸血鬼ハンター(31) 菊地秀行 799 11/16 イヤミス短篇集　 真梨幸子 未定 11/30 ポケット版　大阪名物　なにわみやげ 井上理津子/団田芳子853 11/22 ゴッド・ガン　 バリントン・Ｊ・ベイリー/大森　望1080

11/8 相棒　season14(中）　 碇　卯人/輿水泰弘 929 11/16 イコン　新装版　 今野　敏 未定 11/30 身体巡礼　ドイツ・オーストリア・チェコ編 養老孟司 594 11/22 宇宙軍士官学校―前●―(12）　 鷹見一幸 821

11/8 定義集　 大江健三郎 778 11/16 大江戸怪奇草子　どたんばたん（土壇場譚）　 平山夢明 未定 11/30 Ｘ’ｍａｓ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　一年でいちばん奇跡が起きる日朝井リョウ/あさのあつこ497 11/22 放課後地球防衛軍　 笹本祐一 756

11/16 妖怪晩餐庁　 嬉野　君 未定 11/30 古代史謎解き紀行(4）　瀬戸内編 関　裕二 594 11/22 花を追え　（仮） 春坂咲月 886

11/9 黙ってみている青い空　（仮） 睦月影郎 756 11/16 阿蘭陀西鶴　 朝井まかて 未定 11/30 虎の尾を踏む　新・古着屋総兵衛(13) 佐伯泰英 724 11/9 メソッド15／33　 シャノン・カーク/横山啓明1080

11/9 人妻刑事　（仮） 八神淳一 756 11/16 スター・ウォーズ　エピソード２：クローンの攻撃　Ｒ・Ａ・サルヴァトア/ジョージ・ルーカス1134 11/30 七つの忠臣蔵　 吉川英治/池波正太郎594 11/22 スパイの忠義(上）　 サイモン・コンウェイ/熊谷千寿950

11/9 未　定　 末廣　圭 756 11/16 三姉妹探偵団(23）　三姉妹、舞踏会への招待 赤川次郎 未定 11/30 すえずえ　 畠中　恵 594 11/22 スパイの忠義(下）　 サイモン・コンウェイ/熊谷千寿950

11/18 エロティック・トラップ　（仮） バーバラ片桐 734 11/16 新装版　カルナヴァル戦記　 船戸与一 未定 11/30 しゃばけ漫画　仁吉の巻　 畠中　恵/柴田ゆう 594 11/9 ありふれた祈り　 ウィリアム・ケント・クルーガー/宇佐川晶子1080

11/16 新装版　漂泊の楽人　 内田康夫 未定 11/30 しゃばけ漫画　佐助の巻　 畠中　恵/萩尾望都 594 11/22 二壜の調味料　 ロード・ダンセイニ/小林　晋864

11/17 八月の光(下）　 フォークナー/諏訪部浩一未定 11/16 プチ整形の真実　 近藤須雅子 未定 11/30 スクールポーカーウォーズ(1）　 維羽祐介 594 11/9 決定力！　正しく選択するための４つのステップ チップ・ハース＆ダン・ハース/千葉敏生972

11/17 ティラン・ロ・ブラン(2）　 J・マルトゥレイ/M・J・ ダ・ガルバ未定 11/16 女神の骨格　警視庁殺人分析班　 麻見和史 未定 11/30 恋よりブタカン！(3）　池谷美咲の演劇部日誌 青柳碧人 562 11/22 世界はなぜ「ある」のか？　 ジム・ホルト/寺町朋子1080

11/17 二百十日・野分　 夏目漱石 未定 11/16 晩年様式集　 大江健三郎 未定

11/17 獺祭書屋俳話・芭蕉雑談　 正岡子規 未定 11/16 コミック版　狂骨の夢(上）　 京極夏彦/志水アキ 未定 11/26 私、逆高校デビューします！　 あよな 540 11/9 愛の秘密はすみれ色　 コートニー・ミラン/岩崎　聖1080

11/17 漱石全集物語　 矢口進也 未定 11/16 コミック版　狂骨の夢(下）　 京極夏彦/志水アキ 未定 11/26 制服で一晩中　（仮） 榊あおい 540 11/9 英国王妃の事件ファイル(6）　貧乏お嬢さまのクリスマスリース・ボウエン/田辺千幸1037

11/17 機会不平等　 斎藤貴男 未定 11/16 TATSUMAKI　特命捜査対策室７係　 曽根圭介 未定 11/26 この雨がやむまでに　 あさぎ千夜春 540

11/16 警視庁情報官　ゴーストマネー　 濱　嘉之 未定 11/26 １センチ　（仮） 琴　　鈴 540 11/2 バラの館　 ダイアナ・パーマー/寺平　笙670

11/7 黒い鶴　 鏑木　蓮 864 11/16 おちゃっぴい　大江戸八百八　 堀川アサコ 未定 11/26 憧れと呪いのメッセージ　（仮） 神田翔太 540 11/2 真実は秘めたまま　 ジャクリーン・バード/秋元由紀子670

11/7 直　虎　乱世に咲いた紅き花 高橋直樹 734 11/16 猫のよびごえ　 町田　康 未定 11/11 イケメン富豪と華麗なる恋人契約　 御堂志生 680 11/2 復讐は愛ゆえに　 ミシェル・リード/秋元由紀子670

11/16 キウイγは時計仕掛け　KIWI γ IN CLOCKWORK　森　博嗣 未定 11/11 氷の社長に溶かされて　 高田ちさき 680 11/2 弟の花嫁　 シャーロット・ラム/すなみ翔670

下 艦艇防空　 石橋孝夫 907 11/16 ムーミン読書100冊ノート　 トーベ・ヤンソン 421 11/11 完璧なカノジョの秘密のアレコレ。　（仮） きたみまゆ 680 11/2 結婚？！　 アネット・ブロードリック/栗山葉子670

下 マリアナ沖海戦　 吉田俊雄 864 11/11 新撰　小倉百人一首　 塚本邦雄 1728 11/11 無愛想上司にデキゴコロ　 真彩―mahya― 680 11/2 ばらと魔女　 ジェイン・Ａ・クレンツ/中山美都子700

下 最後の鎮魂 シベリヤ物語　 松下　忠 842 11/11 戦後的思考　 加藤典洋 2592 11/11 Secret Residence～冷たい彼と燃える恋～　（仮）nichola 680 11/16 囚われの結婚　 ヘレン・ビアンチン/久我ひろこ540

下 真珠湾特別攻撃隊　 須崎勝彌 886 11/11 自伝的女流文壇史　 吉屋信子 1620 11/29 夕星のした、僕らは嘘をつく　 八谷　紬 583 11/16 白いベールは偽りの色　 スーザン・フォックス/高杉啓子540

11/11 長春五馬路　 木山捷平 1404 11/29 天国までの49日間　 櫻井千姫 583 11/16 キャヴェンドン・ホール　失われた薔薇　 バーバラ・Ｔ・ブラッドフォード/霜月　桂1020

11/10 やさしき野獣にとらわれて　 マーガレット・マロリー/草鹿佐恵子987 11/18 毟り合い　６億円強奪事件　 永瀬隼介 864 11/16 ハートの奥まで触れないで　 ローリー・フォスター/西江璃子980

11/26 羊飼いのルール(上）　 イーサン・クロス/高岡　香788 11/18 シンプルに生きる　変哲のないものに喜びをみつけ、味わう　ドミニック・ローホー/原　秋子未定 11/9 珈琲店タレーランの事件簿(5）　この鴛鴦茶がおいしくなりますように岡崎琢磨 713 11/16 今宵、聖夜の花嫁に　 メアリ・バログ/辻　早苗890

11/26 羊飼いのルール(下）　 イーサン・クロス/高岡　香788 11/18 井伊直虎と謎の超名門「井伊家」　 八幡和郎/八幡衣代 未定 11/12 ＷＩＮＮＩＥ　ＴＨＥ　ＰＯＯＨ　ＭＹ　ＢＯＯＫ　 ウォルト・ディズニー・ジャパン500 11/23 ＧＬＡＣＥ(上原題）　 ベルナール・ミニエ/土居佳代子820

11/18 真珠湾攻撃75年　零戦搭乗員たちの戦中戦後　神立尚紀 未定 11/12 ＤＩＳＮＥＹ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ　ＭＹ　ＢＯＯＫ　 ウォルト・ディズニー・ジャパン500 11/23 ＧＬＡＣＥ(下原題）　 ベルナール・ミニエ/土居佳代子820

11/26 円空と木喰　 五来　重 未定 11/11 興亡の世界史　イスラーム帝国のジハード　 小杉　泰 未定 11/23 ＧＯＮＥ　ゴーン(2）飢餓(上) マイケル・グラント/片桐恵理子820

11/26 童蒙おしえ草　ひびのおしえ　現代語訳(1）　 福沢諭吉 未定 11/11 故郷七十年　 柳田國男 未定 11/18 立川志らく　まくらコレクション　（仮） 立川志らく 864 11/23 ＧＯＮＥ　ゴーン(2）飢餓(下) マイケル・グラント/片桐恵理子820

11/26 北斎　HOKUSAI　ジャパノロジー・コレクション 大久保純一 未定 11/11 パスカル『パンセ』を楽しむ　名句案内40章　 山上浩嗣 未定 11/22 絶頂作戦　警視庁警備九課一係　秋川涼子　（仮）沢里裕二 691

11/26 生きるよすがとしての神話(1）　 ジョーゼフ・キャンベル/飛田茂雄未定 11/11 則天武后　 氣賀澤保規 未定 11/22 平山夢明恐怖全集　怪奇心霊編(5）　 平山夢明 713 11/2 「街道」で読み解く日本史の謎　（仮） 安藤優一郎 799

11/26 ことばの歳時記(1）　（仮） 山本健吉 未定 11/11 再発見　日本の哲学　折口信夫――いきどほる心　木村純二 未定 11/26 Ｃｌｅａｒ　ｂｙ　Ｆｉｒｅ(上）　（仮） ジョシュア・フッド 756 11/2 現地特派員が何年住んでも理解できないアメリカ　（仮）名村晃一 680

11/18 ほしのこえ　The voices of a distant star 大場　惑/新海　誠 未定 11/11 『新約聖書』の誕生　 加藤　隆 未定 11/26 Ｃｌｅａｒ　ｂｙ　Ｆｉｒｅ(下）　（仮） ジョシュア・フッド 756 11/2 身体にやさしい「ワイン学」　（仮） 清水健一 756

11/26 捜査不能　警視庁都民相談室　七曲風馬 姉小路祐 未定 11/17 ＬＯＳＴ　失覚探偵(上）　 周木　律 745 11/29 ふたりの嫁 ＜新装版＞　 霧原一輝 691 11/2 冷えとり　妊娠・出産・子育てスタイル　（仮） 進藤義晴/進藤幸恵 734

11/26 もしもし、運命の人ですか。　 穂村　弘 未定 11/17 シャーロック・ホームズの十字架　 似鳥　鶏 778 11/29 恐怖箱　酔怪　（仮） 加藤　一 702 11/2 近代日本のヒロインたち　（仮） 長尾　剛 691

11/26 カブキブ！(5）　 榎田ユウリ 未定 11/29 実話コレクション　邪怪談　（仮） 小田イ輔 702 11/2 「体の疲れ」が消える本　（仮） 梶本修身 648

11/26 たそがれ横丁騒動記　外伝(3）　 鳥羽　亮 未定 11/10 眠れる森　（仮） 大石　圭 未定 11/29 怪談五色(4）　（仮） 我妻俊樹 702 11/2 ジェシカの言葉　心の奥のもっと奥　（仮） 道端ジェシカ 670

11/26 女が、さむらい(3）　 風野真知雄 未定 11/10 冬天の昴　 あさのあつこ 未定 12/1 完全記憶(上）　（仮） デイヴィッド・バルダッチ/関麻衣子756 11/2 意外に身近な「禅の世界」　（仮） 松原信樹 670

11/26 破　門　 黒川博行 未定 11/10 キャビンアテンダント　（仮） 六道　慧 未定 12/1 完全記憶(下）　（仮） デイヴィッド・バルダッチ/関麻衣子756 11/2 漱石先生　決定版ぞな、もし　（仮） 半藤一利 691

11/26 名刀月影伝(1）　 高井　忍 未定 11/10 猫は毒餌をまたぐ　（仮） 柴田よしき 未定 11/9 まいない節――献残屋佐吉御用帖　（仮） 山本一力 994

11/26 機械仕掛けの選択　サクラダリセット(3）　 河野　裕 未定 11/10 未来の手紙　 椰月美智子 未定 11/10 オシリスの眼　 オースティン・フリーマン/渕上痩平1026 11/9 戦国北条記　（仮） 伊東　潤 734

11/26 踊る男　 赤川次郎 未定 11/10 ホイッスル　 藤岡陽子 未定 11/10 へんな毒　すごい毒　 田中真知 907 11/9 東京ダンジョン　（仮） 福田和代 799

11/26 ペギーの居酒屋　 喜多嶋隆 未定 11/10 赤毛のメサイア　（仮） 小玉二三 未定 11/10 江戸の大道芸人　 中尾健次 842 11/9 鯖猫長屋ふしぎ草紙　（仮） 田牧大和 842

11/26 スナックさいばら　おしごと篇 西原理恵子 未定 11/10 敬語で旅する四人の男　 麻宮ゆり子 未定 11/10 ルビコン・ビーチ　 スティーヴ・エリクソン/島田雅彦1296 11/9 大坂城の十字架　（仮） 鈴木英治 756

11/26 スナックさいばら　落ち武者篇 西原理恵子 未定 11/10 鬼首殺人事件　 内田康夫 未定 11/10 外国人旅行者が見た明治ニッポン　 中野　明 907 11/9 師匠！　（仮） 立川談四楼 756

11/26 うちの執事が言うことには(9）　 高里椎奈 未定 11/10 マンション殺人　 西村京太郎 未定 11/10 人間なき復興　原発避難と国民の「不理解」をめぐって山下祐介/市村高志 1080 11/16 文蔵　2016.12　 「文蔵」編集部 670

11/26 感傷コンパス(1）　 多島斗志之 未定 11/10 三毛猫ホームズの黄昏ホテル　新装版　 赤川次郎 未定 11/10 少しだけ、おともだち　 朝倉かすみ 734

11/26 私の家では何も起こらない(1）　 恩田　陸 未定 11/10 いえない時間　夏樹静子ミステリー短編傑作集（仮）夏樹静子 未定 11/10 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 11/11 殺意を運ぶリゾート特急　十津川警部捜査行 西村京太郎 730

11/26 気障でけっこうです(1）　 小嶋陽太郎 未定 11/10 春　雷　 藤原緋沙子 未定 11/10 代数入門　数と式　 遠山　啓 1296 11/11 あなたの人生、片づけます　 垣谷美雨 700

11/26 椎名誠　超常小説ベストセレクション　 椎名　誠 未定 11/10 傀儡の一座　（仮） 喜安幸夫 未定 11/10 増補　アジア主義を問いなおす　 井上寿一 1188 11/11 松本清張ジャンル別作品集(5）　犯罪小説 松本清張 710

11/26 眠たい奴ら(1）　新装版 大沢在昌 未定 11/10 菜の花月　 井川香四郎 未定 11/10 ウンコな議論　 ハリー・Ｇ・フランクファート/山形浩生972 11/11 出雲のあやかしホテルに就職します　 硝子町玻璃 630

11/26 バカボンのパパと読む「老子」　 ドリアン助川/フジオ・プロダクション未定 11/10 恋情の果て　 北原亞以子 未定 11/10 論理哲学入門　 エルンスト・トゥーゲントハット/ウルズラ・ヴォルフ1404 11/11 あやかし屋台なごみ亭　金曜は不思議の宴 篠宮あすか 630

11/26 一私小説書きの独語　 西村賢太 未定 11/10 ピノッキオの冒険　 コッローディ/大岡　玲未定 11/11 淫と妖の伝説　 睦月影郎 650

11/26 完全版　1★9★3★7　イクミナ(上）　 辺見　庸 未定 11/10 薔薇の奇蹟　 ジュネ/宇野邦一 未定 11/19 ルネサンスの歴史(上）　黄金世紀のイタリア I・モンタネッリ/R・ジェルヴァーゾ994 11/11 海女と女教師と奥さんと　（仮） 葉月奏太 690

11/26 完全版　1★9★3★7　イクミナ(下）　 辺見　庸 未定 11/10 劇画　実録・山口組武闘史　血と抗争！菱の男たち(3)溝口　敦/笠井和弘 未定 11/19 ルネサンスの歴史(下）　反宗教改革のイタリア Ｉ・モンタネッリ/Ｒ・ジェルヴァーゾ1188 11/11 地下室の痴人　（仮） 館　淳一 670

11/26 入り婿侍商い帖　出仕秘命(2) 千野隆司/浅野隆広 未定 11/10 ネイティブはたった100語で話している　 デイビッド・セイン 未定 11/19 魂病める妻への祈り　島尾敏雄選集 島尾敏雄/梯久美子 1296 11/11 暗闘始末　（仮） 藤井邦夫 670

11/26 学校では教えてくれない！　国語辞典の遊び方　サンキュータツオ 未定 11/19 井伊一族　動乱を乗り越えた名門 相川　司 799 11/11 落雲雀　 坂岡　真 680

11/26 魔女調伏委員会(2）　（仮） 篠原美季 未定 11/9 悪食─鮫疾る！　（仮） 藤堂房良 702 11/19 安野モヨコ偏愛短篇集その２　（仮） 安野モヨコ 648 11/11 将軍の城　（仮） 井川香四郎 680

11/26 八獄の界　死相学探偵(6) 三津田信三 未定 11/9 剣客定廻り　浅羽啓次郎(3）　 志木沢郁 702 11/19 私の酒　『酒』と作家たち(2) 浦西和彦 799 11/11 未　定　 誉田龍一 660

11/26 バチカン奇跡調査官(14）　（仮） 藤木　稟 未定 11/9 若殿はつらいよ(3）　 鳴海　丈 702 11/19 文明の海洋史観　増補新版　 川勝平太 972 11/11 巫女の蕎麦　（仮） 早見　俊 670

11/15 ゼロからわかる　聖書の“名画”　 井出洋一郎 未定 11/9 酔いどれ剣士・藤堂兵衛　（仮） 飯野笙子 702 11/19 江古田ロック　喫茶〈ひとつぶの涙〉事件簿（仮）(2)鯨統一郎 778 11/11 未　定　 経塚丸雄 640

11/15 お客様は「えこひいき」しなさい！　３倍売れる「顧客差別」の方法高田靖久 未定 11/19 浪人若さま　新見左近　人斬りの涙　（仮） 佐々木裕一 680 11/19 闇討ち斬　新装版 鈴木英治 691 11/11 カートに入れる？　 岸本葉子 630

11/15 世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法　斉藤　淳 未定 11/19 猫の夢　（仮） 神在月うみねこ 702 11/19 旅は道づれ雪月花　 高峰秀子/松山善三 760

11/15 本当に役に立つ「失敗学」　 畑村洋太郎 未定 11/19 忍者月輪　 津本　陽 691 11/26 剣客相談人(18）　 森　　詠 700

11/15 日本人なら知っておきたい天皇家の謎　 『歴史読本』編集部 未定 11/19 岳飛伝　(1）　三霊の章 北方謙三 未定 11/19 十津川警部 鳴子こけし殺人事件　 西村京太郎 648 11/26 居眠り同心　影御用(21）　 早見　俊 700

11/16 堕ち神さまの神頼み(2）　 さくまゆうこ/しわすだ未定 11/19 ここはボツコニアン(5）　FINAL ためらいの迷宮 宮部みゆき 未定 11/19 古典文学読本　 三島由紀夫 756 11/26 時雨橋あじさい亭(1）　（仮） 森真沙子 700

11/16 おいしいベランダ。(2）　２人の相性とトマトシチュー竹岡葉月/おかざきおか未定 11/19 ●挽道守　 木内　昇 未定 11/19 水木しげるの不思議旅行　 水木しげる 626 11/26 蜜の夜　（仮） 睦月影郎 710

11/16 あやかしお宿に美味い肴あります。　 友麻　碧/Laruha 未定 11/19 ハコブネ　 村田沙耶香 未定 11/19 女の足指と電話機　女のエロチシズム 虫明亜呂無 864 11/26 父の愛人　（仮） 深草潤一 710

11/16 有松恋染めノスタルジー(1）　 藍生　有/黒　　裄 未定 11/19 GO！GO！アリゲーターズ　 山本幸久 未定 11/19 ハッカの薫る丘で　 森久美子 734 11/19 ティル・デス・ドゥ・アス・パート(原題）　 アマンダ・クイック/安藤由紀子1132

11/16 あやかし夫婦は今世こそ幸せになりたい。(1）　 友麻　碧/あやとき 未定 11/19 ふたつの星とタイムマシン　 畑野智美 未定 11/19 首里城への坂道　鎌倉芳太郎と近代沖縄の群像与那原恵 1296 11/19 ザ・トラブル・ウィズ・プリンセシズ(原題）　 トレイシー・アン・ウォレン/久野郁子926

11/16 ミヤマの社　君に捧げる恋の舞 一石月下/コウキ。 未定 11/19 がまんしなくていい　 鎌田　實 未定 11/19 あなたへの歌　 楊逸 842 3 陰陽師「安倍晴明」超ガイドブック　（仮） 安倍晴明研究会 670

11/26 ブラドラ　最強無敵☆ヤンキーズ！！（仮）(2) ふつみ 未定 11/19 新版　生きるヒント　(4）　ほんとうの自分を探すための12のレッスン五木寛之 未定 11/19 饒舌抄　 吉田五十八 1296

11/26 秘　密(下）　 映画館 未定 11/19 ニッポンぶらり旅　（仮） 太田和彦 未定 11/23 新妻瑠璃・二十七歳　（仮） 綺羅　光 未定

11/26 Stray cat　その手を取ってもいいですか？ ココア* 未定 11/19 質屋藤十郎隠御用(5）　（仮） 小杉健治 未定 11/2 最後の医者は桜を見上げて君を想う　 二宮敦人 702 11/23 僕の同棲生活　（仮） 巽飛呂彦 未定

11/26 彼を好きな理由(下）　 AKuBiy 未定 11/19 未　定　 浅暮三文 未定 11/23 女子テニス部員 〔引き裂かれたスコート〕　（仮） 一柳和也 未定

11/26 絶対城先輩の妖怪学講座(9）　 峰守ひろかず 未定 11/19 明智小五郎事件簿(7）　「吸血鬼」 江戸川乱歩 未定 11/12 ハリー・クバート事件(上）　 ジョエル・ディケール/橘　明美未定 11/23 侵入者・引き取った子に寝取られて　（仮） 藤崎　玲 未定

11/26 東京バルがゆく　会社をやめて相棒と店やってます似鳥航一 未定 11/19 君に太陽を　（仮） ジャンディ・ネルソン/三辺律子未定 11/12 ハリー・クバート事件(下）　 ジョエル・ディケール/橘　明美未定 11/23 三人の年上隣人　（仮） 鷹羽　真 未定

11/26 倫敦幽霊バラッド　 行田尚希 未定 11/19 ブロンテ姉妹　 ブロンテ姉妹/桜庭一樹未定 11/12 節約は災いのもと　 エミリー・ブライトウェル/田辺千幸未定 11/23 兄嫁徴収・義母没収　（仮） 御前零士 未定

11/26 お世話になっております。陰陽課です(3）　 峰守ひろかず 未定 11/19 宝石商リチャードの●鑑定(3）　（仮） 辻村七子/雪広うたこ未定 11/12 夜の庭師　 ジョナサン・オージエ/山田順子未定

11/26 天然石ねこまち堂は坂の上　（仮） 水沢あきと 未定 11/19 Ｆが鳴るまで待って　 我鳥彩子/よしだもろへ未定 11/21 詩人と狂人たち 〔新訳版〕　ガブリエル・ゲイルの生涯の逸話Ｇ・Ｋ・チェスタトン/南條竹則未定 11/11 だから荒野　 桐野夏生 864

11/26 座敷童子の代理人(4）　 仁科裕貴 未定 11/19 ブラック企業に勤めております。　丘の上の狼は謎を解かない　要　はる/藤ヶ咲 未定 11/21 ファーストレディの秘密のゲスト　 スーザン・イーリア・マクニール/圷　香織未定 11/11 天使は奇跡を希う　 七月隆文 691

11/26 ミュース　翡翠の竜使い　 志村一矢 未定 11/19 僕たちは同じひとつの夢を見る　メープル通りのユニコーン　縞田理理/TCB 未定 11/21 ミステリーズ！新人賞受賞作品集(1）　（仮） 高井　忍/秋梨惟喬 未定 11/11 太陽の棘　 原田マハ 734

11/21 深夜の市長　 海野十三/日下三蔵 未定 11/11 子育て侍　酔いどれ小籐次　決定版(7) 佐伯泰英 778

11/15 碑銘　ブラディ・ドール(2）　 北方謙三 未定 11/9 柳家小三治の落語(6）　 柳家小三治 583 11/21 紐結びの魔道師　 乾石智子 未定 11/11 無縁旅人　 香納諒一 950

11/15 食堂つばめ(8）　 矢崎存美 未定 11/9 脱・限界集落株式会社　 黒野伸一 767 12/1 クリスマスの朝に　キャンピオン氏の事件簿(3) マージェリー・アリンガム/猪俣美江子未定 11/11 十一月に死んだ悪魔　 愛川　晶 1069

11/15 バー・リバーサイド　 吉村喜彦 未定 11/9 ヘビメタ中年！　 荒木　源 659 12/1 ゴーストフォビア　 美輪和音 未定 11/11 月に捧ぐは清き酒　鴻池流事始 小前　亮 983

11/15 お断り　鎌倉河岸捕物控(29）　 佐伯泰英 未定 11/9 ゲノムの国の恋人　 瀬川　深 702 12/1 処刑人　（仮） シャーリイ・ジャクスン/市田　泉未定 11/11 あしたはひとりにしてくれ　 竹宮ゆゆこ 734

11/15 日雇い浪人生活録(2）　（仮） 上田秀人 未定 11/9 付添い屋・六平太　獏の巻　嘘つき女　 金子成人 648 11/12 天空の標的(3）　地下都市要塞の死闘 ギャビン・スミス/金子　浩未定 11/11 異人たちの館　 折原　一 1339

11/15 居酒屋ぜんや(2）　（仮） 坂井希久子 未定 11/9 小説　土竜の唄　チャイニーズマフィア編　 小木田十 648 11/21 うどん　キツネつきの　 高山羽根子 未定 11/11 江戸川乱歩傑作選　蟲　●村深月編 江戸川乱歩 1058

11/15 八丁堀剣客同心シリーズ　（仮） 鳥羽　亮 未定 11/9 僕らが愛した手塚治虫(1）　 二階堂黎人 1080 11/11 ちいさな城下町　 安西水丸 756

11/15 千住宿情け橋(3）　 吉田雄亮    未定 11/9 太田和彦の居酒屋歳時記(上）　 太田和彦 680 11/3 百年目の同窓会　〈新装版〉 赤川次郎 691 11/11 直面（ヒタメン）三島由紀夫若き日の恋　 岩下尚史 950

11/9 太田和彦の居酒屋歳時記(下）　 太田和彦 680 11/3 うたかたエマノン　 梶尾真治 810 11/11 昭和天皇　第七部　 福田和也 832

11/5 死神文学賞　（仮） 二宮敦人 670 11/9 棺の女　 リサ・ガードナー/満園真木1048 11/3 ねとられ人妻　 草凪　優 691 11/11 桜の軌跡　ラグビー日本代表25年の苦闘と栄光スポーツ・グラフィック　ナンバー950

11/5 生きるための哲学　 岡田尊司 778 11/9 ＡＦＴＥＲ　season２　壊れる絆(1）　 アナ・トッド/飯原裕美 702 11/3 寺内奉行検断状　 小泉盧生 713 11/11 高倉健　1956－2014　 文藝春秋 950

11/5 若　冲　 澁澤龍彦 799 11/9 ＡＦＴＥＲ　season２　壊れる絆(2）　 アナ・トッド/飯原裕美 756 11/3 妖かしの蜘蛛　 鈴木英治 702 11/11 世にも奇妙な人体実験の歴史　 Ｔ・ノートン/赤根洋子 1145

11/5 過酷なるニーチェ　 中島義道 778 11/3 消えたトワイライトエクスプレス　 西村京太郎 680 11/11 シャドウ・ストーカー(上）　 Ｊ・ディーヴァー/池田真紀子994

11/5 天平の三皇女　 遠山美都男 864 11/12 崖っぷち町役場　（仮） 川崎草志 未定 11/3 まぼろしのマイナンバー　 松宮　宏 680 11/11 シャドウ・ストーカー(下）　 Ｊ・ディーヴァー/池田真紀子994

11/5 消えたダイヤ　 森下雨村 799 11/12 サイバー戦争の犬たち　（仮） 一田和樹 未定 11/3 処刑捜査　 南　英男 713

11/5 まちあわせ　 柳美里 734 11/12 愚者の毒　（仮） 宇佐見まこと 未定 11/3 カチョウ　火災原因調査官 中野順一 691 上 スノウ・ティアーズ　 梨屋アリエ 713

11/5 哲学史講義(3）　 Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル/長谷川宏1620 11/12 天地の蛍　日暮し同心始末帖（仮）(4) ●堂　魁 未定 11/3 東京駅で消えた　 夏樹静子 864 上 セレクション(2）　裏切小夜曲 キーラ・シャス/服部理佳756

11/12 縄のれん福寿　細腕お園美味草紙　（仮） 有馬美季子 未定 11/3 史　記(6）　歴史の底流 司馬遷/村山　孚 1350 上 調香師レオナール・ヴェイユの香彩ノート　 小瀬木麻美 713

11/17 派遣刑事　 南　英男 730 11/12 公事宿始末人　千坂唐十郎　（仮） 黒崎裕一郎 未定 11/3 戦国の女城主　井伊直虎と散った姫たち 高橋伸幸 896 上 海の子　 ドリアン助川 691

11/12 完本　密命(17）　初心　闇参籠（仮） 佐伯泰英 未定 上 英国幻視の少年たち(3）　グリム・リーパー 深沢　仁 713

中 本当にあった！　特殊乗り物図鑑　 横山雅司 680 11/5 仕事の王道　 小宮一慶 788

中 現役グラドルが明かす　グラビアアイドルのぶっちゃけ話　吉沢さりぃ 669 11/10 戦国の世を生き抜いた女城主の素顔！　井伊直虎と徳川家康　中江克己 918 11/5 30の都市からよむ日本史　 仁木　宏/造事務所 864 11/29 女はいくつになっても可愛くなくちゃ！　 白川みき 648

11/11 さよならの代わりに　 白石さよ 680 11/10 図説「生きる力」は日本史に学べ　 加来耕三 1080 11/5 村上式シンプル英語勉強法　―使える英語を、本気で身につける 　村上憲郎 756 11/29 今さら聞けない神社参拝のマナー集　 白鳥詩子 648

11/29 不思議なくらい心が見透かされる心理テスト　 中嶋真澄 648

11/8 聖書に隠された成功法則　 松島　修 756 11/11 銀座№1ホステスの大切な恋の続け方　 水　　希 702 11/3 ローグ・フォーセズ(上）　 デイル・ブラウン 未定 11/22 「人の上に立つ」ための50の練習　 岩田松雄 648

11/11 いい女の話し方　 中谷彰宏 648 11/3 ローグ・フォーセズ(下）　 デイル・ブラウン 未定 11/22 人生の悩みが消える空海の教え　 大栗道榮 648

上 雪煙チェイス　 東野圭吾 700 11/11 ２時間でおさらいできる日本文学　 板野博行 702 11/3 ハート・オブ・オブシディアン(上）　 ナリーニ・シン 未定 11/22 ビール飲み放題で腹をへこます技術　 小林一行 648

11/3 ハート・オブ・オブシディアン(下）　 ナリーニ・シン 未定 11/22 三菱・三井・住友　世界を動かす日本の三大財閥の謎　財閥研究会 648

11/22 美しい「日本語」の言いまわし　 「日本の言葉」●楽部 648

11/19 古代金属国家論　 内籐正敏/松岡正剛 864
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3 偽る王女の不器用な初恋　（仮） 桜井さくや 691 11/16 なりゆき斎王の入内(9）　（仮） 小田菜摘/凪かすみ 未定 11/19 異世界修学旅行(4）　 岡本タクヤ/しらび 未定

3 毒の隠花　（仮） 鳴海　澪 670 11/16 なんちゃってシンデレラ　王宮陰謀編（仮） 汐邑　雛/武村ゆみこ 未定 11/19 妹さえいればいい。(6）　 平坂　読/カントク 未定

11/16 狼侯爵と愛の霊薬　 橘　千秋/紫　真依 未定 11/19 人生ぷち　 川岸殴魚/ななせめるち未定

11/21 妖珠王の騎士　金剛石の都で英雄さまの相棒になりました！？　本宮ことは/明咲トウル669 11/16 なむあみだ仏っ！　 月本ナシオ 未定 11/19 ストライクフォール(2）　 長谷敏司/筑波マサヒロ未定

11/21 緋連国鬼記　婚約者にはなれません、主さま！　伊月十和/ま　　ち 689 11/16 KING OF PRISM by PrettyRhythm　ノベル＆イラストアンソロジー　ビーズログ文庫アリス編集部未定 11/19 七日の喰い神(4）　 カミツキレイニー/nauribon未定

11/21 恋と悪魔と黙示録(8）　（仮） 糸森　環/榊　空也 689 11/16 ノラネコ・シティ　 木崎ちあき/鈴木次郎 未定 11/19 はま高登山部ダイアリー　 希/NECO戦車 未定

11/16 夢色キャスト　The AUDITION　　 水野隆志 未定

12/1 王太子妃になんてなりたくない！！(2）　 月神サキ/蔦森えん 700 11/11 淫魔にもできる簡単なお仕事です　 鹿嶋アクタ/亜樹良のりかず713

12/1 やさしい真実と政略結婚　 藤沢みや/ウエハラ蜂 700 11/8 深愛の恋愛革命　 青野ちなつ/香坂あきほ未定 11/11 幸福の棲家　（仮） 綾ちはる/みずかねりょう713

11/8 国王陛下の麗しき花嫁　 ゆりの菜櫻/みずかねりょう未定 11/11 百ヘクタールの愛をきみに　 李丘那岐/篁　ふみ 713

11/16 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(11）　 明月千里/春日　歩 648 11/8 無明の華　 井上ハルヲ/ひたき 未定

11/16 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる(12）　 裕時悠示/るろお 659 11/11 三千世界の鴉を殺し(20）　 津守時生/麻々原絵里依670

11/16 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる(12）　ドラマCD付き限定特装版裕時悠示/るろお 2376 12/1 神姫ＰＲＯＪＥＣＴ　（仮） 氷上慧一/吉　　沢 未定

11/16 29とＪＫ(2）　～大人はモテてもヒマがない～ 裕時悠示/Yan-Yam 670 12/1 異世界ですが魔物栽培しています。　 雪月花/shri 未定 11/11 君しか見えない　 栗城　偲/木下けい子 670

11/16 彼と神様の恋愛事情　（仮） 火海坂猫/がおう 648 12/1 千年戦争アイギス　　白の帝国編 むらさきゆきや/七原冬雪未定 11/11 酸いも甘いも恋のうち　 久我有加/志水ゆき 670

11/16 そのオーク、前世（もと）ヤクザにて(2）　 機村械人/兎塚エイジ 648 12/1 ギルドは本日も平和なり　 ナヤカ/上田夢人 未定

11/16 ギャンブル・ウィッチ・キングダム　 菱川さかく/夕　　薙 659 12/1 賢者の孫(5）　（仮） 吉岡　剛/菊池政治 未定 11/11 ＡｔｏＺ　（仮） マリー・セクストン/一瀬麻利972

11/16 ハンドレッド(12）　（仮） 箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）648 12/1 グランブルーファンタジー(6）　 はせがわみやび/cygames未定

11/16 地球丸ごと異世界転生　～無敵のオレが、最弱だったスライムの子を最強にする～　kt60/〆鯖コハダ 648 12/1 この恋と、その未来。(6）　（仮） 森橋ビンゴ/Nardack 未定 11/15 泣き虫ポチ(上）　～ゲーム世界を歩む～ 六つ花えいこ 691

12/1 魔迷宮チャンネル　（仮） 関根パン/桜木　蓮  未定 11/15 泣き虫ポチ(下）　～ゲーム世界を歩む～ 六つ花えいこ 691

11/26 愛しいじゃ、足りない　 桃野真幸/宝井さき 700 11/15 乙女ゲーム世界で主人公相手にスパイをやっています(2）　香月みと 691

11/21 グランクレスト戦記(8）　（仮） 水野　良/深　　遊 未定

11/26 ワケあり少女漫画家との恋愛事情　 榛名　悠/弓槻みあ 1200 11/21 金色の文字使い(9）　―勇者四人に巻き込まれたユニークチート―十本スイ/すまき俊悟 未定 11/8 恋活！　 橘　柚葉 691

11/21 ハイスクールＤ×Ｄ　DX.(3）　クロス×クライシス 石踏一榮/みやま零 未定 11/8 Ｃａｎ’ｔ　Ｓｔｏｐ　Ｆａｌｌ　ｉｎ　Ｌｏｖｅ(1）　 桧垣森輪 691

11/26 異世界魔法は遅れてる！(7）　 ●●臥命/猫鍋　蒼 745 11/21 空戦魔導士候補生の教官(11）　 諸星　悠/甘味みきひろ(アクアプラス)未定

11/26 異世界迷宮の最深部を目指そう(8）　 割内タリサ/鵜飼沙樹 810 11/21 ゲーマーズ！(6）　ぼっちゲーマーと告白チェインコンボ葵せきな/仙人掌 未定 11/8 ４番目の許婚候補(3）　 富樫聖夜 691

11/26 聖女の回復魔法がどう見ても俺の劣化版な件について。(2）　きなこ軍曹/パセリ 702 11/21 アサシンズプライド(4）　暗殺教師と桜乱鉄道 天城ケイ/ニノモトニノ 未定 11/8 ナチュラルキス　新婚編(4）　 風 691

11/26 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(3）　鬼影スパナ/よう太 745 11/21 気ままで可愛い病弱彼女の構いかた(2）　 竹原漢字/MACCO 未定

11/21 テンプレ展開のせいで、おれのラブコメが鬼畜難易度(2）　氷高　悠/檜坂はざら 未定 11/15 側妃志願！(2）　 雪永真希 691

11/29 腹ペコウサギと可愛いオオカミ　 森本あき/コウキ。 670 11/21 冴えない彼女の育てかた(11）　 丸戸史明/深崎暮人 未定 11/15 これは余が余の為に頑張る物語である(2）　 文月ゆうり 691

11/29 花淫の檻　（仮） 淡路　水/小　　禄 670 11/21 終末ノ再生者(1）　Ⅰ.ワンハンド・マテリアル 河端ジュン一/むつみまさと未定 11/15 異世界の本屋さんへようこそ！(3）　 安芸とわこ 691

11/29 いつも覚悟はできている　 綺月　陣/周防佑未 756 11/21 この旅の果ては、約束と救済と嘘の場所(1）　 日暮　晶/赤井てら 未定

11/21 はじめまして世界。(1）　天使と悪魔と始める、終わらない旅上総朋大/るろお 未定 11/15 反逆の勇者と道具袋(2）　 大沢雅紀 659

11/26 盟約のリヴァイアサン(8）　 丈月　城/仁村有志 未定 11/15 左遷も悪くない(3）　 霧島まるは 659

11/26 ヒロインテイム・マイスター　―契約《キス》と楔紋《ギアス》の空島生活―(2）　砥石大樹/racer 未定 下 猫耳少女との同棲もの　（仮） 冬房すずや/夕　　海 721 11/15 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(5）　蝉川夏哉 659

11/26 エイルン・ラストコード　～架空世界より戦場へ～(5）　東龍乃助/みことあけみ未定 下 調教師と初恋の戦乙女　（仮） 愛枝　直/萌木雄太 778 11/15 レイン(13）　新天地へ 吉野　匠 659

11/26 三千世界の英雄王〈レイズナー〉(2）　 壱日千次/おりょう 未定 下 女体化魔王に子作り　（仮） 089タロー/奈々篠ヵ劇 721

11/26 異世界ならニートが働くと思った？(4）　 刈野ミカタ/ねこめたる未定 11/8 桃色ツアー　（仮） 北條拓人 713

11/26 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。(2）　すぎやまリュウ/るび様未定 11/17 エルフ王と愛され子育て　 櫛野ゆい/石田　要 648 11/16 兄嫁人形　禁断の時間停止エクスタシー　（仮） 庵乃音人 713

11/26 14歳と絵師　（仮） むらさきゆきや/溝口ケージ未定 11/17 やさしい鬼とひとつ屋根　 安曇ひかる/街子マドカ680

11/26 魔法少女に転生した俺の双剣が有能すぎる　（仮）岩波　零/Gilse 未定 11/17 兄が狐でお婿さん！？　 市村奈央/サマミヤアカザ680 11/23 あなたの言葉に溺れたい　恋愛小説家と秘密の読書会　（仮）高田ちさき/花本八満 713

11/26 天才ゲーマー、異世界を救う　この世界ゲームっぽくね？（仮）土橋真二郎/天川さっこ未定 11/17 愛の奴隷になりました　 李丘那岐/金ひかる 680 11/23 イケメン兄弟から迫られてますがなんら問題ありません。　（仮）兎山もなか/SHABON 713

11/26 ギャルと聖剣　転生したら伝説の剣なのに扱いが雑（仮）落合祐輔 未定 11/17 黒王子はいじわるに溺愛中　 小中大豆/カワイチハル648

11/17 真　音(2）　 谷崎　泉/麻生　海 788 11/28 子供たちは制服を脱いで　毎日晴天！(13) 菅野　彰/二宮悦巳 616

11/2 ノーブルウィッチーズ(5）　第506統合戦闘航空団　激闘！　オリジナルドラマCD付き同梱版南房秀久/島田フミカネ＆Projekt　World　Witches未定 11/17 蛇恋の禊　 沙野風結子/奈良千春788 11/28 砂楼の花嫁(3）　（仮） 遠野春日/円陣闇丸 616

11/2 ノーブルウィッチーズ(5）　第506統合戦闘航空団　激闘！南房秀久/島田フミカネ＆Projekt　World　Witches未定 11/28 皆殺しの天使　 水原とほる/未　　定 616

11/2 勇者一行ぶらり旅(3）　 気がつけば毛玉/ホロすけ未定 11/3 アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略者(16）　 榊　一郎/ゆーげん 691

11/2 ブレイブウィッチーズPrequel(1）　オラーシャの大地築地俊彦/島田フミカネ＆Projekt　World　Witches未定 11/3 誉められて神軍(1）　 竹井10日/CUTEG 691 11/22 愛の在り処をさがせ！　（仮） 樋口美沙緒/街子マドカ890

11/2 この素晴らしい世界に祝福を！(10）　ギャンブル・スクランブル！暁なつめ/三嶋くろね 未定 11/3 ツール・ド・ガールズ！！　 さいききょうや/菊池政治未定

11/2 サークルクラッシャーのあの娘、ぼくが既読スルー決めたらどんな顔するだろう(1）　秀　　章/Rりんご 未定 11/3 闇弾の少女と殺さない暗殺者　―ミッドナイト・バレット―　瀬尾　順/紅林のえ 未定 12/1 アリの巣ダンジョン(1）　 テラン/いちやん 700

11/2 インスタント・ビジョン(1）　3分間の未来視宣告 永菜葉一/まごまご 未定 11/3 雨音天袮のラノベ作家養成講座　おまえをラノベ作家にしてやろうか！　舞阪　洸/necomi 未定 12/1 再臨勇者の復讐譚～勇者やめて元魔王と組みます～(2）　羽咲うさぎ/しらこみそ 680

11/2 永き聖戦の後に(1）　ストレイ・シープ 榊　一郎/猫缶まっしぐら（ニトロプラス）未定 11/3 英雄取締部隊　 菊池九五/一　　色 未定 12/1 必勝ダンジョン運営方法(5）　 雪だるま/ファルまろ 670

11/3 奴隷姫と過ごす日々　蒼の姫と召喚教師　 高野小鹿/あずーる 未定 12/1 ぼくは異世界で付与魔法と召喚魔法を天秤にかける(8）　横塚　司/マニャ子 670

11/2 一華後宮料理帖　第二品 三川みり/凪かすみ 未定 11/3 魔王、配信中！？　 南篠　豊/れい亜 未定

11/2 平安うた恋語(4）　結ばれた縁 岐川　新/このか 未定 11/3 焔狼のエレオノラ　 天宮　暁/左　　折 未定 11/23 勇壮なラブリー～もふもふしてみろ～　 真崎ひかる/桜城やや 669

11/2 アルバート家の令嬢は没落をご所望です(3）　 さ　　き/双葉はづき 未定 11/23 性悪人誑しに男前わんこが溺れています　 今城けい/兼守美行 710

11/2 少年陰陽師　境の岸辺に甦れ 結城光流/伊東七つ生未定 11/19 ヘタレ社長と豪邸ちびっこモデル付き　（仮） 森崎結月/蘭　蒼史 702

11/2 フェアリータイムズ(1）　英雄魔術師と恋知らずの乙女山崎里佳/山下ナナオ未定 11/19 コーヒーとクグロフと成り上がりと殿下　（仮） 樹生かなめ/KASA. 702 11/11 不器用なマリアージュ　 白ヶ音雪/花綵いおり 710

11/2 タクミくんシリーズ　完全版(9）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 11/22 可愛くない　 小中大豆/高田ロノジ 734 11/26 雪熔け蜜は花になる　花街エロティカ　 西野　花/Ciel 670

11/2 雪豹さんのお嫁さま　 相良みこと/三尾じゅん太未定 11/22 桃源郷の鬼　 ふゆの仁子/小山田あみ734

11/2 皇帝陛下と恋する子猫　 廣瀬　航/北沢きょう 未定 中 美少女戦士エロエロムーン　（仮） 上原りょう/isao 未定

11/2 極道の淫らな挑発　 中原一也/桜城やや 未定 11/11 調香師　成瀬薫瑠の芳醇な日常　 端島　凜/篁　ふみ 713 中 エルフスレイヤー　俺は世界を救わない　（仮） 葉原　鉄/西E田 未定

11/11 そこまで塩分いりません　 横田アサヒ/二宮悦巳 713 中 エルフ嫁と過ごすスローライフ　（仮） わかつきひかる/八坂ミナト未定

11/2 皇帝と花嫁　（仮） 白ヶ音雪/DUO BRAND.未定

11/2 最賀すみれ作品　（仮） 最賀すみれ/北沢きょう未定 11/26 不妖艶王に愛された眠り姫　（仮） しみず水都/ことね壱花690 11/11 愛犬連縛　 宮緒　葵/兼守美行 未定

11/26 王子の秘密と猫かぶり姫　（仮） 粟生　慧/弓槻みあ 690

11/11 モテなさすぎた俺は、とうとう人形に手を出した　 手水鉢直樹/U35 未定 11/26 未　定　 未　　定/ウエハラ蜂 690 中 冷血騎士と天然王女　（仮） 芹名りせ/蔦森えん 未定

11/11 幸せ二世帯同居計画　～妖精さんのお話～ 五十嵐雄策/フライ 未定 中 罪人たちの饗宴　（仮） 市尾彩佳/小　　禄 未定

11/11 天鏡のアルデラミン(11）　 宇野朴人/竜　　徹 未定 11/17 鳳凰皇后　（仮） 日向唯稀/水綺鏡夜 690

11/11 魔王なあの娘と村人Ａ(11）　～魔王さまと俺たちのグラディエーション～ゆうきりん/赤　　人 未定 11/17 王子さまと極甘ロマンティック　（仮） 姫野百合/北沢きょう 690 上 恋する王子の溺愛事情　艶声カレシ　 麻生ミカリ/アオイ冬子未定

11/11 新約　とある魔術の禁書目録(17）　 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 11/17 後宮寵妃　（仮） 伊郷ルウ/緒　　花 690 上 ワンコな御曹司と発情甘々同棲ライフ　 七福さゆり/早瀬あきら未定

11/11 ソードアート・オンライン　オルタナティブ　クローバーズ・リグレット渡瀬草一郎/ぎん太 未定 11/17 異世界トリップして王太子殿下の新妻になりました。　立花実咲/えとう綺羅 690 上 シンデレラ・コンシェルジュ　（仮） 玉紀　直/倖月さちの 未定

11/11 僕らはどこにも開かない　―There are no facts，only interpretations.―御影瑛路/安倍吉俊 未定 11/17 大公閣下の甘やかな執着　（仮） くるひなた/瀧　順子 690

11/11 ディエゴの巨神　 和ヶ原聡司/黒　　銀 未定 11/12 菅ヶ原家のアブナイ兄弟　 森本あき/明神　翼 650

11/11 混沌とした異世界さんサイドにも問題があるのでは？　旭　蓑雄/紅　　緒 未定 11/2 後宮陶華伝 首斬り台の花嫁は謎秘めし器を愛す　はるおかりの/由利子 659

11/11 ご近所の殴りクレリック　戦鬼ウルスラの後悔 奇　　水/鍋島テツヒロ 未定 11/2 王女が秘される童話（メルヒェン） 南瓜の王女の研究録　長尾彩子/宵マチ 637 11/2 女騎士と行く異世界旅行　 猫又ぬこ/U35 669

11/11 エルフ嫁と始める異世界領主生活(3）　―異世界に医者がいると思った？ 残念！―鷲宮だいじん/Nardack未定 11/2 手塚先生の恋愛指南 恋に堕ちたら赤点です！　日高砂羽/くまの柚子 648 11/2 百錬の覇王と聖約の戦乙女(12）　 鷹山誠一/ゆきさん 669

11/11 Ｂａｂｅｌ(2）　―剣の王と崩れゆく言葉― 古宮九時/森沢晴行 未定 11/2 超！異世界学級！！(2）　 空埜一樹/児玉　酉 669

11/11 マギアスブレード／異世界剣士の科学都市召喚記(2）　一条景明/冬　ゆき 未定 11/26 文句の付けようがないラブコメ(6）　 鈴木大輔/肋兵器 未定 11/2 アイテムチートな奴隷ハーレム建国記(3）　 猫又ぬこ/奈津ナツナ 669

11/11 安達としまむら(7）　 入間人間/の　　ん 未定 11/26 死んでも死んでも死んでも死んでも　（仮） 斧名田マニマニ/竹岡美穂未定 11/2 六畳間の侵略者！？(24）　 健　　速/ポ　　コ 669

11/26 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム　新木　伸/卵の黄身 未定 11/2 ＜Infinite Dendrogram＞―インフィニット・デンドログラム―(1）　可能性の始まり海道左近/タイキ 669

11/21 オルタンシア・サーガ(1）　―蒼の騎士団― 和智正喜/セガゲームス未定 11/26 すまん、資金ブーストよりチートなスキル持ってる奴おる？　えきさいたー/ふーみ 未定

11/26 黒騎士さんは働きたくない　（仮） 雨木シュウスケ/伍　　長未定 中 お針子殿下の着せ替え遊戯　（仮） 葉月エリカ/Ciel 691

11/16 デモンズパーティー　 吉村　夜 未定 11/26 セーブ＆ロードのできる宿屋さん(2）　～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

11/16 星境なき医師団のナイチンゲール　（仮） 鳥村居子 未定

11/16 天球駆けるスプートニク　未到の空往く運送屋、ネジの外れた銀髪衛精ツカサ/redjuice 未定
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