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12/8 ［新版］独ソ戦史　ヒトラーvs.スターリン、死闘1416日の全貌山崎雅弘 864 12/16 ラフ・アンド・タフ　 馳　星周 未定 12/26 眠れなくなる夢十夜　 阿刀田高/あさのあつこ529 12/8 回転海綿との邂逅　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆クルト・マール/原田千絵713

12/8 『あしたのジョー』と梶原一騎の奇跡　 斎藤貴男 972 12/16 死刑の基準　「永山裁判」が遺したもの　 堀川惠子 未定 12/26 トワイライト・シャッフル　 乙川優三郎 594 12/8 最後の近衛戦士(上）　 マイク・スミス/金子　司950

12/8 田中角栄失脚　 塩田　潮 864 12/16 青い鳥　 モーリス・メーテルリンク/江國香織未定 12/26 芥川症　 久坂部羊 594 12/8 最後の近衛戦士(下）　 マイク・スミス/金子　司950

12/8 二代目　聞き書き　中村吉右衛門 小玉祥子 864 12/16 嗤うエース　 本城雅人 未定 12/26 悟浄出立　 万城目学 497 12/20 テラナー抹殺指令　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス＆ウィリアム・フォルツ/小津　薫713

12/8 ラストレター　 さだまさし 713 12/16 霊感検定(2）　 織守きょうや 未定 12/26 たけしのグレートジャーニー　 ビートたけし/関野吉晴594 12/8 ヤーンの虜　 宵野ゆめ/天狼プロダクション713

12/8 相棒　season14(下）　 碇　卯人/輿水泰弘 929 12/16 幻想温泉郷　 堀川アサコ 未定 12/26 透明な迷宮　 平野啓一郎 562 12/8 航空宇宙軍史・完全版(3）　最後の戦闘航海／星の墓標谷　甲州 1296

12/16 Ｄｅｐｒａｖｅｄ　Ｈｅａｒｔ(上）　 パトリシア・コーンウェル/池田真紀子未定 12/26 炎路を行く者　守り人作品集 上橋菜穂子 594 12/20 黒豚姫の神隠し　 カミツキレイニー 864

12/9 わが青春のマジックミラー号　（仮） 久保直樹 972 12/16 Ｄｅｐｒａｖｅｄ　Ｈｅａｒｔ(下）　 パトリシア・コーンウェル/池田真紀子未定 12/26 貘の檻　 道尾秀介 853 12/20 シャーリー・ホームズと緋色の憂鬱　 高殿　円 756

12/9 性の体験手記　人妻の味（仮） 夕刊フジ 810 12/16 双孔堂の殺人　～Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔｏｒｕｓ～　 周木　律 未定 12/26 十字路が見える　 北方謙三 594 12/20 ＰＳＹＣＨＯ－ＰＡＳＳ　ＧＥＮＥＳＩＳ(4）　 吉上　亮/サイコパス製作委員会778

12/16 新装版　寂庵説法　 瀬戸内寂聴 未定 12/26 銀婚式　 篠田節子 724 12/8 黒い波　破滅へのプレリュード エゼキエル・ブーン/山中朝晶1080

12/17 蕪村文集　 藤田真一 未定 12/16 妻が椎茸だったころ　 中島京子 未定 12/26 小暮写眞館(1）　 宮部みゆき 529 12/8 細い線〔新訳版〕　 エドワード・アタイヤ/真崎義博864

12/17 ティラン・ロ・ブラン(3）　 J・マルトゥレイ/M・J・ダ・ガルバ未定 12/16 清らかな●獄　霊媒探偵アーネスト　 風森章羽 未定 12/26 小暮写眞館(2）　世界の縁側 宮部みゆき 594 12/20 カウンター・ポイント　 サラ・パレツキー/山本やよい1512

12/17 ニーチェ　みずからの時代と闘う者　 ルドルフ・シュタイナー/高橋　巌未定 12/16 しょっぱい夕陽　 神田　茜 未定 12/26 少年探偵団　私立探偵　明智小五郎 江戸川乱歩 464 12/8 小さなチーム、大きな仕事　働き方の新スタンダードジェイソン・フリード/デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン864

12/17 通論考古学　 濱田耕作 未定 12/16 メフィストの漫画　 喜国雅彦/国樹由香 未定 12/26 機は熟せり(上）クリフトン年代記(6) ジェフリー・アーチャー/戸田裕之767 12/20 進化とは何か　ドーキンス博士の特別講義 リチャード・ドーキンス/吉成真由美864

12/17 神話の心理学　 河合隼雄/河合俊雄 未定 12/16 急げ、韋駄天　大江戸秘脚便（仮） 倉阪鬼一郎 未定 12/26 機は熟せり(下）クリフトン年代記(6) ジェフリー・アーチャー/戸田裕之767

12/17 ニーチェかく語りき　 三島憲一 未定 12/16 水鏡推理(5）　 松岡圭祐 未定 12/6 「向いてない！」と思う人でもリーダーになれる52のヒント　和田裕美 864

12/17 江戸の酒　 吉田　元 未定 12/16 つぼみ茸ムース　 森　博嗣 未定 12/26 泣いてもいいよ　 善生茉由佳 540

12/16 参勤　百万石の留守居役(8）　 上田秀人 未定 12/26 お前しか見えてないから　 青山そらら 540 12/9 アテナに愛の誓いを　 リサ・クレイパス/桐谷美由記1080

12/12 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち(上）　 ランサム・リグス/金原瑞人734 12/16 埋れた牙　 堂場瞬一 未定 12/26 ｉｆ　ｙｏｕ　 嶺　　央 540 12/9 大統領の料理人(4）　絶品チキンを封印せよ ジュリー・ハイジー/赤尾秀子972

12/12 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち(下）　 ランサム・リグス/金原瑞人734 12/16 家電の王様　（仮） 江上　剛 未定 12/26 ＴＩＭＥ　ＬＩＭＩＴ　（仮） 陽―Haru― 540

12/16 スター・ウォーズ　エピソード３：シスの復讐　 マシュー・ストーヴァー/ジョージ・ルーカス1188 12/26 感染学校　 西羽咲花月 540 12/2 愛の囚人　 ヘレン・ビアンチン/細郷妙子670

下 悲劇の艦艇　 大内建二 842 12/10 木菟燈籠　 小沼　丹 1620 12/12 カリスマ社長に愛されました　 花音莉亜 680 12/2 クリスマスは愛のとき　 キャロル・モーティマー/仙波有理670

下 遥かなる宇佐海軍航空隊　 今戸公徳 853 12/10 谷間／再びルイへ。　 林　京子 1728 12/12 あたしと結婚しませんか　 実花子 680 12/2 冬の恋物語　 ベティ・ニールズ/久坂　翠670

下 史論 児玉源太郎　 中村謙司 832 12/10 諷詠十二月　 三好達治 1512 12/12 御曹司と偽装結婚はじめます！？　 佐倉伊織 680 12/2 夢がかなう日　 エマ・ダーシー/山田信子670

下 伊号潜水艦　 荒木浅吉 961 12/10 抱擁家族　 小島信夫 1404 12/12 ブラック上司と、極上結婚シミュレーション！？　葉月りゅう 680 12/2 小さな悪魔　 アン・メイザー/田村たつ子670

12/21 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 12/12 砂漠に堕ちた天使　 若菜モモ 680 12/2 指輪の記憶　 メアリー・ウィバリー/前田雅子670

12/10 真実を探して　 シャロン・カレン/市ノ瀬美麗895 12/21 三木武夫　日本政治を破壊した恐怖政治家　（仮）倉山　満 未定 12/29 笑って。僕の大好きなひと。　 十　　和 648 12/16 静かに愛して　 ダイアナ・ハミルトン/三好陽子540

12/26 この世界の下に　 レベッカ・キャントレル/小桑みお895 12/21 英語コンプレックスの正体　 中島義道 未定 12/29 ガーネット　（仮） 沖田　円 648 12/16 ざくろの館　 ヴァイオレット・ウィンズピア/小谷正子540

12/21 色とカネ　4000人の女に30億円を注ぎ込んだ「紀州のドン・ファン」一代記　野崎幸助 未定 12/16 灰かぶりの令嬢　 カーラ・ケリー/佐野　晶910

12/23 平治物語　現代語訳付き　 日下　力 未定 12/10 興亡の世界史　ケルトの水脈　 原　　聖 未定 12/10 ポケット版　指ヨガ呼吸法　 龍村　修 810 12/16 身代わりの婚約者　 ゲイル・カレン/立石ゆかり940

12/23 よくわかる真言宗　重要経典付き(1）　 瓜生　中 未定 12/10 再発見　日本の哲学　佐藤一斎――克己の思想　栗原　剛 未定 12/10 品格ある人の所作はムダなく美しい　 小笠原清忠 810 12/16 なくした愛を囁いて　 マヤ・バンクス/中谷ハルナ970

12/23 芸者と遊び　日本的サロン文化の盛衰 田中優子 未定 12/10 テレヴィジオン　 ジャック・ラカン/藤田博史未定 12/16 ５つの恋と夢の時間　 アリス・ゲインズ/小長光弘美820

12/23 古代研究(1）民俗学篇(1) 折口信夫 未定 12/10 ブルジョワ　近代経済人の精神史　 ヴェルナー・ゾンバルト/金森誠也未定 中 「嫌な気分」を切り替える技術　 齋藤　孝 540 12/19 ＣＡＪＡ　ＮＥＧＲＡ(原題）　 フランシスコ・ナルラ/宮崎真紀820

12/23 古代研究(2）民俗学篇(2) 折口信夫 未定 12/10 キリスト教の歳時記　知っておきたい教会の文化　八木谷涼子 未定 12/19 いま、君にさよならを告げる　 Ｓ・Ｄ・ロバートソン/新井ひろみ820

12/23 デキる日本語　（仮） 金田一春彦 未定 12/20 鬼の蔵　よろず建物因縁帳　 内藤　了 680 12/2 12月25日の怪物　謎に満ちた「サンタクロース」の実像を追いかけて髙橋大輔 864

12/23 光秀の定理　 垣根涼介 未定 12/20 異端審問ラボ　魔女の事件簿(3）　 高里椎奈 713 12/2 ヒッチコックに進路を取れ　 山田宏一/和田　誠 1512 12/16 文蔵　2017.1　 「文蔵」編集部 670

12/23 タイムマシンで戻りたい　 日本うんこ学会 未定 12/2 学校では教えてくれなかった算数　 ローレンス・ポッター/谷川　漣918

12/23 さよならがまだ喉につかえていた　サクラダリセット(4)河野　裕 未定 12/9 ヤコブの梯子　 六道　慧 未定 12/2 昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが主役なのか　大塚ひかり 864 12/3 カインとアベル(上）　 未　　定 未定

12/23 烏の森　（仮） 矢月秀作 未定 12/9 神の子(上）　 薬丸　岳 未定 12/3 〔増補〕 日本の文化　本当は何がすごいのか　 田中英道 未定

12/23 ヴァイス(1）　麻布警察署刑事課潜入捜査 深見　真 未定 12/9 神の子(下）　 薬丸　岳 未定 12/9 私鉄・バス乗り放題きっぷで楽しむ週末鉄道旅　小林克己 702 12/3 ミッドナイト・ファイア　 リサ・マリー・ライス 未定

12/23 髪ゆい猫字屋繁盛記(7）　紅い月 今井絵美子 未定 12/9 こちら弁天通りラッキーロード商店街　 五十嵐貴久 未定 12/9 「本当にやりたいこと」が見つかる３つの習慣　人生を絶対に後悔しない古川武士 702

12/23 シネマガール(1）　 吉野万理子 未定 12/9 ＳＮＳのぶたぶた　（仮） 矢崎存美 未定 12/9 死にカタログ　Ｔｈｅ　Ｃａｔａｌｏｇｕｅ　ｏｆ　Ｄｅａｔｈ 寄藤文平 702 12/16 国境の南 ＜新装版＞　 赤川次郎 640

12/23 宿場鬼(1）　 菊地秀行 未定 12/9 便利屋探偵　 南　英男 未定 12/9 この一句　108人の俳人たち 下重暁子 702 12/16 鏡よ、鏡　 飛鳥井千砂 710

12/23 日本語の冒険　 阿刀田高 未定 12/9 オペラ座の美女　 鯨統一郎 未定 12/9 いくつになっても　いまがいちばん幸せ　 吉沢久子 702 12/16 氷の秒針　 大門剛明 720

12/23 33個めの石　傷ついた現代のための哲学 森岡正博 未定 12/9 三保ノ松原殺人事件　 梓林太郎 未定 12/9 逆境での闘い方　 三浦大輔 702 12/16 松本清張ジャンル別作品集(6）　社会派ミステリ 松本清張 660

12/23 カウントダウン　 山本文緒 未定 12/9 イケメン刑事・檜山千秋の捜査日記　（仮） 早見　俊 未定 12/16 終幕のゆくえ　 眉村　卓 690

12/23 最後の晩ごはん(7）　 椹野道流 未定 12/9 灯火亭　 石川渓月 未定 12/7 もののけ本所深川事件帖　オサキと江戸のおまんじゅう　高橋由太 500 12/16 京都寺町三条のホームズ(6）　新緑のサスペンス望月麻衣 680

12/23 不　義　刃鉄の人(2) ●堂　魁 未定 12/9 蜃気楼の王国　 高井　忍 未定 12/7 大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう　千両富くじ、根津の夢　山本巧次 648 12/16 艶つや恋愛占い　（仮） 草凪　優 660

12/23 バカボンのパパと読む「老子」　実践編　 ドリアン助川/フジオ・プロダクション未定 12/9 ナルちゃん憲法　 松崎敏彌 未定 12/7 国芳猫草紙　おひなとおこま　 森川楓子 691 12/16 人妻ちゃんこ　 橘　真児 650

12/23 学び直し日本史人物伝　戦国編 山本博文 未定 12/9 夏の霧　 藤原緋沙子 未定 12/7 異世界居酒屋「のぶ」　二杯目　 蝉川夏哉 702 12/16 匂いの女　（仮） 乃坂　希 650

12/23 怪しい店(1）　 有栖川有栖 未定 12/9 相も変わらず　きりきり舞い　 諸田玲子 未定 12/13 Ｄｏｃｔｏｒ－Ｘ　外科医・大門未知子(4）　前編 百瀬しのぶ/林　誠人 734 12/16 おったまげ　 風野真知雄 620

12/23 ダークタワー(1）　ガンスリンガー スティーヴン・キング/風間賢二未定 12/9 運　命　鬼役（仮）(20) 坂岡　真 未定 12/16 美術鑑定士・安斎洋人　「鳥獣戯画」空白の絵巻　中村　啓 734 12/16 仇討居合　（仮） 鳥羽　亮 640

12/23 ダークタワー(2）運命の三人(上) スティーヴン・キング/風間賢二未定 12/9 失われた時を求めて(5）　第三篇「ゲルマントのほうⅠ」プルースト/高遠弘美未定 12/17 メディカルチーム　レディ・ダ・ヴィンチの診断　後編佐野　晶/田中眞一 691 12/16 お江戸の信長　 高橋三千綱 640

12/23 ダークタワー(2）運命の三人(下) スティーヴン・キング/風間賢二未定 12/9 ライオンと魔女と衣装だんす　 Ｃ・Ｓ・ルイス/土屋京子未定 12/7 山口組 分裂抗争の全内幕　 西岡研介/盛力健児 756 12/16 家宝の鈍刀　 千野隆司 660

12/23 懐かしい食堂あります　谷村さんちは大家族 似鳥航一 未定 12/9 劇画　実録・山口組武闘史　血と抗争！菱の男たち(4)溝口　敦/笠井和弘 未定 12/16 てやんでぇ！　 金子成人 650

12/23 料理番　旅立ちの季節　新・包丁人侍事件帖（仮）(4)小早川涼 未定 12/9 井伊直虎と戦国の女傑たち　 渡邊大門 未定 12/9 林家たい平　特選まくら集　（仮） 林家たい平 864

12/23 鷹　狩　下っ引夏兵衛捕物控(4) 鈴木英治 未定 12/13 救世主の秘密(上）　（仮） ジェームズ・ベッカー/荻野　融756 12/20 公家武者　松平信平(15）　 佐々木裕一 700

12/23 後宮に星は宿る(1）　金椛国春秋　 篠原悠希 未定 12/8 近親相姦　母と息子　（仮） 白書編集部 702 12/13 救世主の秘密(下）　（仮） ジェームズ・ベッカー/荻野　融756 12/20 剣客大名　柳生俊平(5）　 麻倉一矢 700

12/23 遊牧夫婦(1）　 近藤雄生 未定 12/8 剣客将軍　徳川家重(2）　 近藤五郎 702 12/16 完全記憶(上）　（仮） デイヴィッド・バルダッチ/関麻衣子756 12/20 北町影同心(4）　 沖田正午 700

12/23 にほんのいきもの暦　 日本生態系協会 未定 12/8 瓦版屋権兵衛　筆さばき　（仮） 飯島一次 702 12/16 完全記憶(下）　（仮） デイヴィッド・バルダッチ/関麻衣子756 12/17 ザ・セヴンス・ヴィクティム(原題）　 メアリ・バートン/高橋佳奈子1050

12/23 幽落町おばけ駄菓子屋(8）　 蒼月海里 未定 12/8 緋牡丹頭巾(2）　 八神淳一 702 12/17 美熟女スクール　（仮） 睦月影郎 691 12/31 着物でわくわく12カ月　（仮） きくちいま 670

12/23 ＢＡＣＫ　猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤　了 未定 12/8 若さま双剣裁き(2）　 藤村与一郎 702 12/21 平山夢明恐怖全集　怪奇心霊編(6）　 平山夢明 713 12/20 男の着物人生、始めませんか？　（仮） 泉二弘明 670

12/23 黒き堕天使の城　 篠田真由美 未定 12/29 恐怖箱　絶望怪談　（仮） つくね乱蔵 702

12/23 バチカン奇跡調査官(14）　（仮） 藤木　稟 未定 中 本当にあった！　特殊乗り物図鑑　 横山雅司 680 12/29 怪談四十九夜　鎮魂　（仮） 黒木あるじ 702 12/23 義母とママの友達　（仮） 天崎僚介 未定

12/23 バイオハザード(1）　ザ・ファイナル　 ティム・ワゴナー/富永和子未定 中 あやしい投資話に乗ってみた　 藤原久敏 700 12/29 鬼哭怪談　（仮） 葛西俊和 702 12/23 敗戦国の女〔全国民奴隷〕　（仮） 御堂　乱 未定

12/16 ひと月５万円ラクに節約できる本　 節約委員会 未定 12/12 恋のはじまりは屋根の上で　（仮） ジュリア・クイン/村山美雪1080 12/23 僕の新居　嫁の母と嫁の妹　（仮） 神瀬知巳 未定

12/16 テレビ・新聞・ネットを読む技術　 池上　彰/津田大介 未定 12/10 全国かわいいおみやげ図鑑　 甲斐みのり 864 12/23 夫の悪魔連れ子に調教されて　（仮） 天海佑人 未定

12/16 仕事・人間関係「もう、限界！」と思ったとき読む本　石原加受子 未定 12/8 承認をめぐる病　 斎藤　環 907 12/23 悪魔アパート　（仮） 宗像　倫 未定

12/16 ドラッカー思考法大全　 藤屋伸二 未定 上 総理の夫　Ｆｉｒｓｔ　Ｇｅｎｔｌｅｍａｎ　 原田マハ 690 12/8 仁義なきキリスト教史　 架神恭介 950 12/23 未亡人狩りの旅　（仮） 蜜　　蟲 未定

12/16 中学３年間の数学をざっと復習する本　 吉永豊文 未定 上 忙しい花嫁　 赤川次郎 700 12/8 贅沢貧乏のお洒落術　 森　茉莉 907 12/10 淫行性吸血蛭(上）　（仮） 結城彩雨 未定

12/16 銀河を診るナイチンゲール　Dr.マイロンの病診推理 鳥村居子/凪　　良 未定 上 爆　落　（仮） 相場英雄 640 12/8 月刊　佐藤純子　 佐藤ジュンコ 1026 12/10 淫行性吸血蛭(下）　（仮） 結城彩雨 未定

12/26 世界はほんの少しの闇と溢れるばかりの愛で満ちている　伊東ミヤコ 未定 上 姫路・城崎温泉殺人怪道　私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 670 12/8 という、はなし　 吉田篤弘 864

12/26 桜　龍　嵐の序章編(上) 美　　那 未定 上 愚　妻　 草凪　優 640 12/8 羅生門・蜜柑ほか　 芥川龍之介 691 12/6 カーネル・サンダース　65歳から世界的企業を興した伝説の男藤本隆一 648

12/26 月下のジュリエット　 まりあ 未定 上 襲　撃　 今野　敏 680 12/8 山月記ほか　 中島　敦 691 12/6 死神ブログ　 窪依　凛 670

12/26 キミまであと一歩　 AKuBiy 未定 上 独　走　 堂場瞬一 800 12/8 難民高校生　絶望社会を生き抜く「私たち」のリアル仁藤夢乃 842 12/6 疑　惑　闇刑事（仮） 南　英男 842

12/23 おばけの遊園地始めました　 範乃秋晴 未定 上 さくら荘の管理人さん　（仮） 葉月奏太 640 12/8 増補　モスクが語るイスラム史　建築と政治権力羽田　正 1296 12/6 魔炎の主　死神幻十郎（仮） 黒崎裕一郎 821

12/23 こちらの荷物、どうしますか？　～アオバト引っ越しセンター～尾嵜橘音 未定 上 ランチ探偵　容疑者のレシピ　 水生大海 640 12/8 アマルティア・セン講義　経済学と倫理学　 アマルティア・セン/徳永澄憲1080 12/6 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第十部　台湾解放　（仮）森　　詠 972

12/23 京都骨董ふしぎ夜話(3）　 獅子ししゃも 未定 上 猫　忍(上）　 諸星　崇 700 12/8 ポパーとウィトゲンシュタインとのあいだで交わされた世上名高い10分間の大激論の謎　デヴィッド・エドモンズ/ジョン・エーディナウ1728 12/6 激突！日本海海戦　ＵＮＩＣＯＯＮ（仮） 大石英司 713

12/23 おかえりの神様(2）　 鈴森丹子 未定 上 猫　忍(下）　 諸星　崇 690 12/8 シャボテン幻想　 龍膽寺雄 1080 12/6 雪どけはくるか　（仮） 戸梶圭太 842

12/23 探偵・日暮旅人の残り物　 山口幸三郎 未定 上 突撃！はしご呑み　築地・立ち飲み・おでん編　 ラズウェル細木 734 12/8 監督　小津安二郎　 ●實重● 1620

12/23 永遠の君と、タイムカプセルをさがして　（仮） 松山　剛 未定 上 突撃！はしご呑み　中華・ファミレス・鍋編　 ラズウェル細木 734 12/8 内的時間意識の現象学　 エトムント・フッサール/谷　　徹1836 12/3 昨日のまこと、今日のうそ　髪結い伊三次捕物余話宇江佐真理 702

12/23 ぼくの映画。　～学園一の美少女をヒロインにしてゾンビ映画を撮ろう～金子跳祥 未定 上 「その後」の三国志　 渡辺精一 734 12/3 その峰の彼方　 笹本稜平 961

12/22 ジョージ・Ｆ・ケナン回顧録(1）　 ジョージ・Ｆ・ケナン/清水俊雄1728 12/3 平蔵狩り　 ●坂　剛 788

12/16 航空アクション(2）　（仮） 夏見正隆 未定 12/17 岳飛伝　(2）　飛流の章 北方謙三 未定 12/22 化学探偵Mr.キュリー(5）　 喜多喜久 691 12/3 そして誰もいなくなる　十津川警部シリーズ 西村京太郎 702

12/16 食堂のおばちゃん　 山口恵以子 未定 12/17 書楼弔堂　破曉 京極夏彦 未定 12/22 クラン(4）　警視庁機動分析課・上郷奈津実の執心沢村　鐵 734 12/3 風　葬　 桜木紫乃 583

12/16 ねこをかうことにしました　 今江祥智 未定 12/17 十津川警部　　特急「しまかぜ」で行く十五歳の伊勢神宮西村京太郎 未定 12/22 竹人形殺人事件　新装版 内田康夫 691 12/3 糸切り　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 659

12/16 公安もの(1）　（仮） 麻見和史 未定 12/17 新版　生きるヒント(5）　人生にときめくための12のレッスン五木寛之 未定 12/22 サンパギータ　警視庁組対特捜Ｋ 鈴峯紅也 734 12/3 あしたはれたら死のう　 太田紫織 788

12/16 名古屋メシ　 太田忠司 未定 12/17 小説　ロボジー　 矢口史靖 未定 12/22 アリゾナ無宿　 ●坂　剛 842 12/3 蔵前姑獲鳥殺人事件　耳袋秘帖 風野真知雄 648

12/16 髪結の亭主(7）　 和久田正明 未定 12/17 鍋奉行犯科帳(8）　 田中啓文 未定 12/22 逆襲の地平線　 ●坂　剛 842 12/3 煤払い　 藤井邦夫 756

12/16 料理人季蔵捕物控（第二幕）(5）　（仮） 和田はつ子 未定 12/17 ＧＯ！ＧＯ！アリゲーターズ　 山本幸久 未定 12/22 手習重兵衛 ― 梵鐘　新装版 鈴木英治 691 12/3 芝浜しぐれ　 井川香四郎 788

12/17 刑事課・亜坂誠　事件ファイル002　（仮） 浅暮三文 未定 12/22 棟居刑事の殺人の隙間　 森村誠一 756 12/3 竜笛嫋々　酔いどれ小籐次　決定版(8) 佐伯泰英 778

12/3 カノン　 中原清一郎 950 12/17 明智小五郎事件簿(8）　「人間豹」 江戸川乱歩 未定 12/22 ニッポンが変わる、女が変える　 上野千鶴子 691 12/3 桜子は帰ってきたか　 麗　　羅 875

12/3 覚醒のネットワーク　 上田紀行 842 12/17 偽りの襲撃者　（仮） サンドラ・ブラウン/林　啓恵未定 12/22 日本語で一番大事なもの　 大野　晋/丸谷才一 972 12/3 サンマの丸かじり　 東海林さだお 702

12/3 花　闇　 皆川博子 950 12/17 セルバンテス　 セルバンテス/野谷文昭未定 12/22 幸せガイドブック ― 傾斜宮占い　 中津川りえ 691 12/3 名画と読むイエス・キリストの物語　 中野京子 950

12/3 蕪村の名句を読む　 藤田真一 778 12/17 下鴨アンティーク　雪花の約束　 白川紺子/井上のきあ未定 12/22 四季のうた　続　 長谷川櫂 756 12/3 ニューヨークの魔法の約束　 岡田光世 680

12/3 カタカナの正体　 山口謠司 799 12/17 金物屋夜見坂少年の怪しい休日　 紙上ユキ/宵　マチ 未定 12/22 新編 ― 現代と戦略　 永井陽之助 972 12/3 未来のだるまちゃんへ　 かこさとし 745

12/3 三種の神器　天皇の起源を求めて 戸矢　学 842 12/17 怪奇編集部『トワイライト』　 瀬川貴次/高山しのぶ未定 12/22 歴史と戦略　 永井陽之助 918 12/3 バンド臨終図巻　ビートルズからSMAPまで 速水健朗/円堂郡司昭1058

12/3 ヰタ　マキニカリス　 稲垣足穂 1404 12/17 Ｂの戦場　さいたま新都心ブライダル課の攻防　ゆきた志旗/伊東フミ 未定 12/3 犯罪の大昭和史　戦前 文藝春秋 1058

12/3 哲学史講義(4）　 Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル/長谷川宏1944 12/17 映画ノベライズ　君と100回目の恋　 下川香苗/Chocolate Records未定 12/2 怪談・呪い舟　 山口敏太郎/観雪しぐれ702 12/3 零戦、かく戦えり！　搭乗員たちの証言集 零戦搭乗員会 994

12/17 公爵のキスはココアの香り　 レノーラ・ベル/旦　紀子未定 12/3 俺の遺言　幻の「週刊文春」世紀末コラム 野坂昭如/坪内祐三 896

12/7 愛のかたまり　 うかみ綾乃 未定 12/13 怪盗紳士モンモランシー(2）　ロンドン連続爆破事件エレナー・アップデール/杉田七重1188 12/3 民族と国家　 山内昌之 1415

12/7 窓際ドクター　研修医純情物語　 川渕圭一 未定 12/7 ザ・ギフト　聖夜の奇蹟の物語　 セシリア・アハーン/倉田真木756 12/13 領主館の花嫁たち　 クリスチアナ・ブランド/猪俣美江子1296

12/7 京都の中華　 姜尚美 未定 12/7 ＡＦＴＥＲ　season２　壊れる絆(3）　 アナ・トッド/飯原裕美 702 12/13 福家警部補の報告　 大倉崇裕 1058 上 みんなの少年探偵団　 アンソロジー 648

12/7 家猫少女　モナミを飼う日　 ●木理宇 未定 12/7 あなたの明かりが消えること　 柴崎竜人 616 12/13 妖たちの四季　妖怪の子預かります(3) 廣嶋玲子 864 上 ズッコケ中年三人組　家族がピンチだ42歳　（仮）那須正幹 670

12/7 三途の川で落しもの　 西條奈加 未定 12/7 パリわずらい　江戸わずらい　 浅田次郎 616 12/22 運のいい日　 バリー・ライガ/満園真木972 上 セレクション(3）　永遠交響曲 キーラ・キャス/服部理佳810

12/7 幻年時代　 坂口恭平 未定 12/7 オール・マイ・ラヴィング　 岩瀬成子 670 12/22 150歳の依頼人　 Ｅ・Ｊ・コッパーマン/藤井美佐子1339 上 コンビニたそがれ堂　祝福の庭　 村山早紀 691

12/7 身体を売ったらサヨウナラ　 鈴木涼美 未定 12/7 公器の幻影　 芦崎　笙 702 12/22 監獄舎の殺人　ミステリーズ！新人賞受賞作品集美輪和音/近田鳶迩 821 上 パパとあたしと幽霊ラジオ　（仮） 戸梶圭太 670

12/7 ドＳ刑事　桃栗三年柿八年殺人事件　 七尾与史 未定 12/7 イベリコ豚を買いに　 野地秩嘉 659 12/13 天空の標的(4）　史上最大の艦隊決戦 ギャビン・スミス/金子　浩1080

12/7 我が闘争　 堀江貴文 未定 12/7 きみまろ夫婦川柳傑作選　 綾小路きみまろ 494 12/22 イシャーの武器店 〔新版〕　 Ａ・Ｅ・ヴァン・ヴォークト/沼沢洽治1058 中 未　定　 未　　定 未定

12/7 完璧な母親　 まさきとしか 未定 12/7 僕らが愛した手塚治虫(2）　 二階堂黎人 1080 12/22 武器製造業者 〔新版〕　 Ａ・Ｅ・ヴァン・ヴォークト/沼沢洽治1058 中 未　定　 未　　定 未定

12/7 伊藤くんＡ to Ｅ　 柚木麻子 未定 12/21 喫茶『猫の木』の日常　不思議な猫マスターの癒しの一杯（仮）植原　翠/usi 699

12/7 劣　情　 草凪　優 未定 12/15 ＴＡＣネーム　アリス(2）　尖閣上空10vs1（仮） 夏見正隆 未定 12/3 県警出動　時効未遂 麻野　涼 745 12/21 浄天眼のお世話役(1）　（仮） 一色美雨季 699

12/7 従順な喘ぎごえ　 館　淳一 未定 12/15 闇の警視　撃滅(上）　（仮） 阿木慎太郎 未定 12/3 願いながら、祈りながら　 乾　ルカ 702

12/7 仇討ち東海道(4）　幕切れ丸子宿 小杉健治 未定 12/15 闇の警視　撃滅(下）　（仮） 阿木慎太郎 未定 12/3 世直し！　河童大明神　 立花水馬 702 12/27 ジェームズ・アレン　あなたの「思い」が豊かさを決める　ジェームズ・アレン/「引き寄せの法則」研究会648

12/7 若旦那隠密　 佐々木裕一 未定 12/15 殺し屋刑事(2）　女刺客（仮） 南　英男 未定 12/3 決戦！　日本海上空　 夏見正隆 745 12/27 とっつきやすい人、とっつきにくい人　 戸田久実 648

12/7 公事宿事件書留帳(22）　冤罪凶状 澤田ふじ子 未定 12/15 不屈の横綱　小説　千代の富士　（仮） 大下英治 未定 12/3 天の光　 葉室　麟 691 12/27 １日の終わりに読むとやさしい気持ちになる50の物語　西沢泰生 648

12/7 虹、つどうべし　 玉岡かおる 未定 12/15 冬の野　橋廻り同心・平七郎控(12）　（仮） 藤原緋沙子 未定 12/3 雪　桜　牧之瀬准教授の江戸ミステリ 福田栄一 713 12/21 心と体をととのえる「食禅」の作法　 柿沼忍昭 680

12/7 剣客春秋親子草　剣狼狩り　 鳥羽　亮 未定 12/15 夢の女　取次屋栄三(17）　（仮） 岡本さとる 未定 12/3 まぼろしのお好み焼きソース　 松宮　宏 745 12/21 「あの国」はなぜ、日本が好きなのか　 「ニッポン再発見」●楽部680

12/7 露払い　仇討探索方控　 福原俊彦 未定 12/15 離れ簪　風烈廻り与力・青柳剣一郎(37）　（仮） 小杉健治 未定 12/3 異境の水都　 森岡浩之 918 12/21 ハッブル宇宙望遠鏡が見た「宇宙絶景」　 沼澤茂美/脇屋奈々代864

12/15 完本　密命(18）　遺髪　加賀の変（仮） 佐伯泰英 未定 12/3 湖上の舞　 鈴木英治 691 12/21 １日５分　運がよくなる　すごい！　おそうじ　 林秀靜 648

12/17 大江戸巨魂侍(11）　諸国艶遊篇　こんぴら美女変化鳴海　丈 700 12/15 ＴＯＥＩＣ●　LISTENING AND READING TEST　千本ノック！(1）　新形式対策　絶対落とせない鉄板問題編（仮）中村澄子 未定 12/3 殿様の食卓　将軍の献立から饗応料理まで 山下昌也 1080 12/21 体の疲れを早く取る本　 和田健太朗 648

12/15 ＴＯＥＩＣ●　LISTENING AND READING TEST　千本ノック！(2）　新形式対策　解ければ差がつく良問編（仮）中村澄子 未定 12/3 史　記(7）　思想の命運 司馬遷/西野広祥 1350

12/10 この距離に触れるとき　 橘いろか 680 12/15 ＴＯＥＩＣ●　LISTENING AND READING TEST　千本ノック！(3）　新形式対策　難問・ひっかけ・トリック問題編（仮）中村澄子 未定
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光文社

彩図社

サンマーク出版

IMAIBOOKS 文庫新刊案内 2016年12月

新潮社講談社

潮出版社

ハーパーコリンズ・ジャパン

イースト・プレス

岩波書店

潮書房光人社

オークラ出版

スターツ出版

宝島社

竹書房

二見書房

コスミック出版

日本経済新聞出版社

原書房

河出書房新社

ＴＯブックス

幻冬舎 東京創元社

文芸社

文藝春秋

中央公論新社

角川春樹事務所 集英社

三笠書房

廣済堂出版

三交社

ポプラ社

マイナビ出版

祥伝社 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

12/2 サボテン王子のお姫さま　（仮） 八巻にのは 670 12/12 僕と彼女のゲーム戦争(10）　 師走トオル/八宝備仁 未定 12/21 月とライカと吸血鬼　 牧野圭祐/かれい 未定

12/2 軍服の秘密　（仮） 富樫聖夜 691 12/12 アクセル・ワールド(21）　―雪の妖精― 川原　礫/HIMA 未定 12/21 妹さえいればいい。(6）　 平坂　読/カントク 未定

12/12 このセカイで私だけが歌ってる　 土橋真二郎/白身魚 未定 12/21 マイダスタッチ(2）　 ますもとたくや/人　　米未定

12/21 折れた聖剣と帝冠の剣姫(4）　 川口　士/八坂ミナト 689 12/12 気づけば鎧になって異世界ライフ　 猪野志士/吉　　武 未定 12/21 ストライクフォール(2）　 長谷敏司/筑波マサヒロ未定

12/12 ゼロから始める魔法の書(8）　―禁書館の司書―虎走かける/しずまよしのり未定 12/21 勇者と勇者と勇者と勇者(4）　 川岸殴魚/すまき俊吾 未定

12/21 恋と悪魔と黙示録(8）　（仮） 糸森　環/榊　空也 689 12/12 手のひらの恋と世界の王の娘たち　 岩田洋季/白もち桜 未定 12/21 友人キャラは大変ですか？　 伊達　康/紅　　緒 未定

12/21 聖獣様と泣きむし聖女　不浄の鐘と不死の悪魔　（仮）かいとーこ/玄吾朗 689 12/12 魔人執行官　インスタント・ウィッチ　 佐島　勤/キヌガサ雄一未定 12/21 どうでもいい世界なんて―クオリディア・コード―(2）　渡　　航（Speakeasy）/saitom未定

12/12 ストライク・ザ・ブラッド(16）　陽炎の聖騎士　 三雲岳斗/マニャ子 未定

12/29 第三王子と女騎士団長　 睦　　月/成瀬山吹 700 12/12 未踏召喚：//ブラッドサイン(6）　 鎌池和馬/依河和希 未定 12/12 キューピッドはヴァンパイア　（仮） 火崎　勇/あじみね朔生670

12/12 悪逆騎士団　そのエルフ、凶暴につき　 水瀬葉月/ももこ 未定 12/12 ロマンスの鐘が鳴る　（仮） 越水いち/石田　要 713

中 月とうさぎのフォークロア。　 徒埜けんしん/魔太郎 648 12/12 転職アサシンさん、闇ギルドへようこそ！(2）　 真代屋秀晃/nauribon 未定

中 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(7）　大森藤ノ/はいむらきよたか648 12/12 わたしの魔術コンサルタント　 羽場楽人/笹森トモエ 未定 12/15 横顔と虹彩　～イエスかノーか半分か　番外篇～一穂ミチ/竹美家らら 670

中 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(7）　小冊子付き限定版大森藤ノ/はいむらきよたか1069 12/12 狂気の沙汰もアイ次第　ループ　 神田夏生/麦春あやみ未定 12/15 ロマンス、貸します　 小林典雅/砧　菜々 670

中 Ｓ級御曹司たちがゆく、異世界契約支配者生活《ルーラーズ・ライフ》(2）　明月千里/蔓木鋼音 670 12/30 泣かない美人　 菅野　彰/金ひかる 670

中 我が驍勇にふるえよ天地(3）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680 12/21 レーゼルドーン開拓記(3）　世にも不滅の冒険者たち大井雄紀/グループSNE未定

中 中古でも恋がしたい！(8）　 田尾典丈/ReDrop 648 12/21 Ｒｏｃｋ’ｎ　Ｒｏｌｅ(4）　ドロップデッド・マーメイド ベーテ・有理・黒崎/グループSNE未定 12/15 フェア・プレイ　 ジョシュ・ラニヨン/冬斗亜紀1080

中 フィクション・ブレイカーズ(2）　 西島ふみかる/大崎シンヤ670 12/21 チェインクロニクル(1）　暁の流星 Enbos/セ　　ガ 未定

中 瀬川くんはゲームだけしていたい。　 中谷栄太/ち　　り 659 12/16 乙女ゲーム世界で主人公相手にスパイをやっています(3）　香月みと 691

12/16 銀河を診るナイチンゲール　Dr.マイロンの病診推理 鳥村居子/凪　　良 未定 12/16 ヤンデレに喧嘩を売ってみる！　 花唄ツキジ 691

12/23 恋人にはなれない　 西條六花/こもとわか 680

12/16 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 12/9 エゴイストは秘書に恋をする　 市尾彩佳 691

12/26 新・星をひとつ貰っちゃったので、なんとかやってみる　茂木　鈴/珂弐之ニカ 720 12/16 ウサギ娘とだんな様(2）　 くるひなた 未定 12/9 Ｃａｎ’ｔ　Ｓｔｏｐ　Ｆａｌｌ　ｉｎ　Ｌｏｖｅ(2）　 桧垣森輪 691

12/16 誓いの薬酒と食卓の魔法　（仮） 仲村つばき/加々見絵里未定

12/26 買われた王妃は蜜夜にとまどう　 宇佐川ゆかり/椎名咲月690 12/9 ４番目の許婚候補(4）　 富樫聖夜 691

12/26 再会からはじまる淫らなレッスン　 日野さつき/繭果あこ 690 12/16 闇の皇太子(6）　（仮） 金沢有倖/伊藤明十 未定 12/9 ナチュラルキス新婚編(5）　 風 691

12/16 だから彼女はキューピッドになりたい　 七海ちよ/古屋モコ 未定

12/23 最果てのパラディン(３上）　鉄錆の山の王 柳野かなた/輪くすさが724 12/16 妹ばかり可愛がられてコンプレックス持ちになった少女が、御曹司に溺愛されました。　（仮）歌月碧威/hnk 未定 12/16 側妃志願！(3）　 雪永真希 691

12/23 最果てのパラディン　(３下）　鉄錆の山の王 柳野かなた/輪くすさが799 12/16 これは余が余の為に頑張る物語である(3）　 文月ゆうり 691

12/23 ありふれた職業で世界最強(5）　 白米　良/たかやKi 745 12/8 金と黒の密やかな宿命　 ふゆの仁子/周防佑未未定 12/16 悪の女王の軌跡(1）　 風見くのえ 691

12/23 聖樹の国の禁呪使い(8）　 篠崎　芳/〆鯖コハダ 745 12/8 皇帝花嫁　 伊郷ルウ/旭　　炬 未定

12/16 俺と蛙さんの異世界放浪記(3）　 くずもち 659

12/29 華は褥に咲き狂う(2）　（仮） 宮緒　葵/小山田あみ 670 12/29 ギルドは本日も平和なり　 ナヤカ/上田夢人 未定 12/16 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(6）　蝉川夏哉 659

12/29 禍と一つ屋根の下で　 水原とほる/榊　空也 670 12/29 近すぎる彼らの、十七歳の遠い関係(2）　（仮） 久遠　侑/和遥キナ 未定

12/29 未　定　 バーバラ片桐/みろくことこ710 12/29 “M.S.S Project × ファミ通文庫”コラボノベル　混沌四人衆のMinecraftサバイバル志田用太朗/皆川史生未定 12/28 王家の秘薬は受難な甘さ　 佐倉　紫 691

12/29 龍ヶ嬢七々々の埋蔵金(12）　 鳳乃一真/の　　ん 未定 12/28 ショコラの罠と蜜の誘惑　 桜舘ゆう 691

12/24 ハイスクール・フリート　いんたーばるっ(2）　 姫ノ木あく/桝石きのと未定 12/29 俺たちは異世界に行ったら真っ先に物理法則を確認する　深戯下左/閏　月戈 未定

12/24 ノーゲーム・ノーライフ　プラクティカルウォーゲーム　榎宮　祐 未定 12/29 相棒頼りの魔獣使役者ライフ　　うちのマメシバが異世界最強になりまして鳥村居子/ときち 未定 12/12 魔法少女育成計画ＱＵＥＥＮＳ　 遠藤浅蜊/マルイノ 691

12/24 くずクマさんとハチミツの汗をかく女の子　（仮） 烏川さいか/シロガネヒナ未定 12/29 外道王子の楽園興国記　（仮） 仁科朝丸/メロントマリ未定

12/24 テクノマギア・モンスターズ！　（仮） 絵戸太郎/パルプピロシ未定 12/23 国王陛下の溺愛王妃　（仮） 麻生ミカリ/DUO BRAND.756

12/24 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(11）　 長月達平/大塚真一郎未定 12/21 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 12/23 未　定　 芹名りせ/坂本あきら 756

12/24 緋弾のアリア(24）　 赤松中学/こぶいち 未定 12/21 いま、ｎ回目のカノジョ(1）　 小林がる/Tiv 未定

12/24 今日から俺はロリのヒモ！(2）　 暁　　雪/へんりいだ 未定 12/17 憎らしい彼　美しい彼(2) 凪良ゆう/●西リカコ 616

12/24 魔力ゼロの俺には、魔法剣姫最強の学園を支配出来ない……と思った？(2）　刈野ミカタ/あゆま紗由未定 12/6 龍の伽羅、Dr.の蓮華　 樹生かなめ/奈良千春未定 12/17 座敷童が屋敷を去るとき　（仮） 水無月さらら/駒城ミチヲ616

12/6 王の愛妾　 火崎　勇/池上紗京 未定

12/2 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えますか？(3）　枯野　瑛/ue 未定 12/6 事故物件幽怪班　森羅殿へようこそ　 伏見咲希/音中さわき 未定 12/29 俺の異世界姉妹が自重しない！(1）　 緋色の雨/原　　人 700

12/2 異世界詐欺師のなんちゃって経営術(3）　 宮地拓海/ファルまろ 未定 12/6 赤の雫石～アレクサンドロスの夢～　欧州妖異譚(14）　篠原美季/かわい千草未定 12/29 ぼっち転生記(4）　 ファースト/緑川　葉 670

12/2 ヒマワリ：ｕｎＵｔｏｐｉａｌ　Ｗｏｒｌｄ(3）　 林トモアキ/マニャ子 未定 12/27 淫惑に乱される花嫁　 北條三日月/沖田ちゃとら未定 12/29 モンスターのご主人様(8）　 日暮眠都/ナ　　ポ 670

12/2 滅びゆく世界を救うために必要な俺以外の主人公の数を求めよ(1）　みかみてれん/森倉　円未定 12/27 公爵夫妻の面倒な事情　 芝原歌織/明咲トウル 未定 12/29 転職の神殿を開きました(3）　 土　　鍋/堀泉インコ 670

12/2 グレイトフル・バッド(1）　闇に堕ちた英雄 鏡　　遊/ゆらん 未定 12/29 エルフ転生からのチート建国記(5）　 月夜　涙/GUNP 670

12/26 うさぎ強盗には死んでもらう(1）　 橘　ユマ/米山　舞 未定 12/3 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 未定

12/29 いつかの空、君との魔法(2）　 藤宮カズキ/フライ 未定 12/3 マクロスΔ(2）　 小太刀右京 未定 12/17 生活部へようこそ！　 花川戸菖蒲/梨とりこ 799

12/29 エクスタス・オンライン(2）　 久慈マサムネ/平つくね未定 12/3 友達いらない同盟　 園生　凪/天三月 未定 12/17 愛と不純なマネーゲーム　 秀香穂里/yoshi 669

12/29 さよなら、サイキック(2）　恋と重力のロンド（仮） 清野　静　/あすぱら 未定 12/3 終わりのセラフ(7）　一瀬グレン、16歳の破滅 鏡　貴也/山本ヤマト 未定

12/29 続・この素晴らしい世界に爆焔を！(1）　（仮） 暁なつめ/三嶋くろね 未定 12/3 かくて飛竜は涙を流す　The Dragons’ Tear　 五月猫文/はあと 未定 12/10 神は癒し巫女を離さない　 真下咲良/アオイ冬子 710

12/29 召喚士の俺は回復魔法が消えた世界で聖女を救う(1）　（仮）語部マサユキ/ぎうにう未定 12/3 白の姫騎士と黒き戦略家　 高橋右手/鳥飼やすゆき未定 12/10 不埒な寵愛　～おじさまの腕は甘い囚われ～　 すずね凛/KRN 710

12/29 おにぎりスタッバー(1）　 大澤めぐみ/U35 未定 12/3 異世界支配のスキルテイカー(5）　～ゼロから始める奴隷ハーレム～柑橘ゆすら/蔓木鋼音未定

12/29 テスタメントシュピーゲル(３上）　 冲方　丁/島田フミカネ未定 12/3 救世の背信者　 望月唯一/蒼咲ゆきな未定 12/27 騎士侯爵の優しい策略　―花嫁の初恋―　 佐倉　紫/旭　　炬 670

12/2 皇太后のお化粧係(2）　後宮に咲く偽りの華 柏　てん/由羅カイリ 未定 12/17 小児科医は子連れ刑事に恋をする　 墨谷佐和/志十　獄 702 中 復讐勇者の迷宮奴隷ハーレム　（仮） 朱月十話/魔太郎 未定

12/2 いじわる令嬢のゆゆしき事情(1）　灰かぶり姫の初恋 九江　桜/成瀬あけの 未定 12/17 暴君は空から落ちてくる　～ 音楽教室・双子ベビー物語 ～花宮しおん/鈴倉　温 702 中 俺得女子校ハーレム　（仮） 遠野　渚/奥森ボウイ 未定

12/2 嘘つき婚約コンチェルト(1）　 永瀬さらさ/緒　　花 未定 中 信長の妹の野望　尾張に咲く花　（仮） 井の中の井守/おりょう未定

12/2 ライオンちゃんとチワワくん。　 滝沢美空/森野　萌 未定 12/20 鬼天狗の嫁奪り奇譚　 鳥舟あや/兼守美行 756

12/2 昨日のアイツ、今日の君。(1）　 秋吉理帆/藤原ゆか 未定 12/20 兄と弟～荊の愛執～　 淡路　水/大西叢雲 734 12/10 可愛い兄のしつけかた　 渡海奈穂/タカツキノボル未定

12/10 和カフェ瑠璃庵の妖しな日常　 牧山とも/den 未定

12/2 タクミくんシリーズ　完全版(10）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 12/12 シャーベット・ゲーム　四つの題名(2）　 階　知彦/鉄　　雄 734 12/10 キャラフェ　改　 七地　寧/周防佑未 未定

12/2 蒼獅子と百年の恋　 鴇　六連/鈴倉　温 未定 12/12 青い桜と千年きつね　 戌井猫太郎/烏羽　雨 713

12/2 傲慢紳士と蜜愛バカンス　 神香うらら/こうじま奈月未定 中 大富豪と年の差ウェディング　若奥様はツンデレ姫　桜木知沙子/DUO BRAND.未定

12/2 ブルームーン・ラプソディー　富士見二丁目交響楽団シリーズ　外伝　秋月こお/後藤　星 未定 12/26 愛され若奥様は間違いメールで作られる？　（仮）斎王ことり/一越Ａ区 690 中 天界皇子　（仮） 桜舘ゆう/北　　燈 未定

12/2 水神の契り　 成瀬かの/みろくことこ未定 12/26 初恋を叶える方法　（仮） 池戸裕子/SHABON 690 中 溺愛皇帝の逃げた花嫁　（仮） 藍杜　雫/北沢きょう 未定

12/29 蛇神様と千年の恋　 天野かづき/陸裕千景子未定

12/29 武神×刀神　 真崎ひかる/みずかねりょう未定 12/17 ラブ・メロディ　情熱の旋律 妃川　螢/せ　　ら 700 上 眼鏡上司にとことん調教されました。　愛されアラサー女子は夜に啼く佐々千尋/な　　ま 未定

上 今日からアラブのお姫様！？　いきなりシンデレラ　笹木らいか/旭　　炬 未定

12/2 いきなり契約結婚ですかっ！？　御曹司とフツウなわたしの甘らぶ生活　三津留ゆう/ワカツキ 未定 12/6 紳士なＳ系数学教師のプロポーズ　 石田　累/鳩屋ユカリ 740 上 誰にもナイショ●ヒミツの極甘寮生活　 伽月るーこ/潤宮るか 未定

12/2 転生したら海賊王に嫁ぐのですかっ！　 柚原テイル/椎名咲月未定

12/2 鬱金の暁闇(29）　 前田珠子/小島　榊 583 12/2 高１ですが異世界で城主はじめました(10）　 鏡　裕之/ごばん 669

下 ハーレムグリフォン　（仮） 竹内けん/ちぇりーな 721 12/2 湖城の魔王と異界の少女　睡蓮の花嫁　 東堂　燦/うぐいす 648 12/2 リベンジ・オンライン(2）　 アカバコウヨウ/魔太郎669

12/2 暁の王女　名を持たぬ聖女と紫の王　 白洲　梓/池上紗京 659 12/2 精霊幻想記(6）　逢魔の前奏曲 北山結莉/Riv 669

下 奪われた恋人　女子校生は悪徳教師に堕とされて……　天草　白/孤裡精 770 12/2 造られしイノチとキレイなセカイ(2）　 緋月　薙/ふーみ 669

12/23 モンスター娘のお医者さん(2）　 折口良乃/Ｚトン 未定 12/2 木造アパートごと異世界旅行　～住人が増えるたびレベルアップ～ツガワトモタカ/パルプピロシ669

12/16 きんいろの祝祭　 中庭みかな/榊　空也 734 12/23 ソシャゲライター　クオリアちゃん　 下村　健/煎　　茶 未定 12/2 文字魔法×印刷技術で起こす異世界革命　 藤春　都/根岸千秋 669

12/16 愛しきたくらみ　 愁堂れな/角田　緑 680 12/23 カンピオーネ！(20）　 丈月　城/シコルスキー未定

12/16 溺愛ボイスと桃の誘惑　 四ノ宮慶/水名瀬雅良 713 12/23 異世界Ｃマート繁盛記(5）　 新木　伸/あるや 未定 中 愛玩姫の調教　 月森あいら/森原八鹿 670

12/16 郵便配達人は愛を届ける　 伊勢原ささら/鈴倉　温680 12/23 クオリディア・コード(2）　 渡　　航（Speakeasy）/松　　竜未定

12/16 欲しいものはひとつだけ　 真崎ひかる/陵クミコ 680 12/23 アンブレイカブル・ローゼス～暗殺乙女の秩序と役立たずな奇術師～　（仮）市川珠輝/いとうのいぢ未定

12/16 相合傘で子育て中　 雨月夜道/金ひかる 648
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