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1/7 将棋から学んできたこと　これからの道を歩く君へ 羽生善治 691 1/14 横　綱　 武田葉月 未定 1/26 クールな彼とルームシェア　 ＊あいら＊ 540 1 中継基地オルサファル　 マリアンネ・シドウ＆エルンスト・ヴルチェク/渡辺広佐713

1/7 戸越銀座でつかまえて　 星野博美 961 1/14 新装版　はやぶさ新八御用帳(2）　江戸の海賊 平岩弓枝 未定 1/26 私と彼の不完全なカンケイ　 柊　　乃 540 上 破壊された男　 アルフレッド・ベスター/伊藤典夫1080

1/7 誇大自己症候群　あなたを脅かす暴君の正体 岡田尊司 821 1/14 贅沢のススメ　 本城雅人 未定 1/26 俺をこんなに好きにさせて、どうしたいわけ？　 acomaru 540 上 動物農場〔新訳版〕　 ジョージ・オーウェル/山形浩生972

1/7 人はなぜ老いるのか　遺伝子のたくらみ 日高敏隆 691 1/14 蜂に魅かれた容疑者　警視庁いきもの係　 大倉崇裕 未定 1/26 はつこい　（仮） 和泉あや 540 下 自転する虚無　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆Ｋ・Ｈ・シェール/星谷　馨713

1/7 日本国憲法をつくった男　宰相　幣原喜重郎 塩田　潮 929 1/14 警視庁特別潜入捜査班　ACT(2）　告発者 矢月秀作 未定 1/26 ずっと、キミが好きでした。　 miNato 540 下 勅命臨時大使、就任！　 マイク・シェパード/中原直哉1080

1/7 キセキ　あの日のソビト 小林雄次/斉藤ひろし 648 1/14 墓守刑事の昔語り　本格短編ベスト・セレクション　 本格ミステリ作家クラブ 未定 1/11 今宵、契約の口づけを　（仮） 坂野真夢 680 下 伊藤計劃トリビュート(2）　 早川書房編集部 1231

1/14 がんばらない生き方　 植西　聰 未定 1/11 わんわん日和。～ワンコ系上司と同居生活～　（仮） 霜月悠太 680 下 棄種たちの冬　 つかいまこと 864

1/7 人妻になった義姉　（仮） 葉月奏太 778 1/14 京都西陣シェアハウス　憎まれ天使・有村志穂　 鏑木　蓮 未定 1/11 王子様系御曹司は身代わり秘書を溺愛しています　（仮）有坂芽流 680 下 ひとごろしのうた　 松浦千恵美 756

1/7 蝮の舌　（仮） うかみ綾乃 799 1/14 隠密　味見方同心(7）　 風野真知雄 未定 1/11 この度、友情結婚いたしました。　（仮） 田崎くるみ 680 上 グレイ(上）　 Ｅ・Ｌ・ジェイムズ/池田真紀子670

1/7 おじさま上司と桃尻社員　（仮） 早瀬真人 778 1/14 ＴＨＥ　ＷＡＹＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ(上）　（仮） ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 1/11 あなたに触れる、二秒前。　（仮） 宇佐木 680 上 グレイ(中）　 Ｅ・Ｌ・ジェイムズ/池田真紀子670

1/14 ＴＨＥ　ＷＡＹＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ(下）　（仮） ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 1/30 今日も君と、洗濯日和。　（仮） 梨木れいあ 648 上 グレイ(下）　 Ｅ・Ｌ・ジェイムズ/池田真紀子670

1/18 船　出　 ヴァージニア・ウルフ/川西　進未定 1/14 素浪人半四郎百鬼夜行（拾遺）　追憶の翰　 芝村凉也 未定 1/30 飛びたがりのバタフライ　（仮） 櫻いいよ 648 下 マエストラ　 Ｌ・Ｓ・ヒルトン/奥村章子 1080

1/18 ティラン・ロ・ブラン(4）　 Ｊ・マルトゥレイ/M・J・ダ・ガルバ未定 1/14 ラインの虜囚　 田中芳樹 未定 上 インヴィジブル・シティ　 ジュリア・ダール/真崎義博1080

1/18 日本の古代国家　 石母田正 未定 1/14 嶽神伝　鬼哭(上）　 長谷川卓 未定 1/7 魔法の世界がよくわかる本　 山北　篤 864 下 三人目のわたし　 ティナ・セスキス/青木千鶴 972

1/18 漫画 坊っちゃん　 近藤浩一路 未定 1/14 嶽神伝　鬼哭(下）　 長谷川卓 未定 1/7 手に取るようにわかる　他人の心理と自分の心理　 おもしろ心理学会 961 上 いつも「時間がない」あなたに　欠乏の行動経済学 センディル・ムッライナタン＆エルダー・シャフィール/大田直子1080

1/18 日本人の自画像　 加藤典洋 未定 1/14 淫香のグルメ　（仮） 睦月影郎 未定 1/7 大人の教科書　日本史の時間　 大人の教科書編纂委員会 950 下 ブラックホールで死んでみる(上）　 ニール・ドグラース・タイソン/吉田三知世864

1/18 美は乱調にあり　伊藤野枝と大杉栄　 瀬戸内寂聴 未定 1/14 Ｗの撃鉄　新東京水上警察（仮） 吉川英梨 未定 下 ブラックホールで死んでみる(下）　 ニール・ドグラース・タイソン/吉田三知世864

1/18  私の沖縄現代史　米軍支配時代を日本で生きて　 新崎盛暉 未定 1/14 美しい家　 新野剛志 未定 1/11 ねこ背が治る本　キレイな姿勢がずーっと続く！ 長谷川智 702 上 すばらしい新世界〔新訳版〕　 オルダス・ハクスリー/大森　望1296

1/14 舞　台　 西加奈子 未定 1/11 聡明な女たちへ　しなやかに生きる37章 桐島洋子 702

1/31 オブセッション・イン・デス(原題）　 Ｊ・Ｄ・ロブ/中谷ハルナ 994 1/14 女王の百年密室　 森　博嗣 未定 1/11 陰陽師・橋本京明のとらわれない生き方　 橋本京明 702 1/7 不埒な侯爵と甘い旅路を　 サラ・マクリーン/辻　早苗 1188

1/14 地獄堂霊界通信(7）　 香月日輪 未定 1/11 世界一たのしい哲学の本　 蔭山克秀 756 1/7 死ぬまでにやりたいことリスト(2）　恋人たちの橋は炎上中！エリザベス・ペローナ/子安亜弥1026

1/31 東京湾ぷかぷか探検隊　 森沢明夫 800 1/11 黄金の時刻の滴り　 ●　邦生 1944 1/11 西洋の伝統色　芸術の美を彩る 色彩美術研究会 702

1/11 幽　花腐し　 松浦寿輝 1728 1/27 愛より深く　 ローリー・フォスター/伊坂奈7々00

下 万能機列伝　 飯山幸伸 929 1/11 三木清教養論集　 三木　清/大澤　聡 1620 1/12 神の値段　 一色さゆり 680 1/27 仮面の妖精　 スーザン・フォックス/青山陽子670

下 捕虜敗戦　 豊田　穣 778 1/11 日和下駄　一名 東京散策記　 永井荷風 1080 1/31 Ｄｏｃｔｏｒ－Ｘ　外科医・大門未知子(4）　後編 百瀬しのぶ/林　誠人 734 1/27 危険すぎる契約　 リン・グレアム/茅野久枝 670

下 南雲忠一　 星　亮一 886 1/21 前方後円墳の暗号　 関　裕二 未定 1/12 一目置かれる大和言葉の言いまわし　 山岸弘子 626 1/27 愛は戯れでなく　 シャロン・サラ/竹内　喜 720

下 ルソン海軍設営隊戦記　 岩崎敏夫 842 1/21 在日マネー戦争　 朴一 未定 1/12 真「日本戦史」　 家村和幸 626 1/27 明日への扉　 ジェシカ・スティール/古城裕子670

1/21 〈被差別〉と〈暴力〉で大阪を背負った男　小西邦彦　 角岡伸彦 未定 1/12 図解「運に選ばれる」法則76　 桜井章一 626 1/27 ネプチューンの娘　 アン・ウィール/江口美子 670

1/9 傷を負った悪魔　 ブロンウェン・エヴァンス/荻窪やよい987 1/21 テロルの真犯人　（仮） 加藤紘一 未定 1/12 白洲次郎という生き方　 別冊宝島編集部 626 1/14 白雪姫の奇跡　 シャーロット・ラム/松村和紀子540

1/26 死んだ男の妻　 フィオナ・バートン/多田桃子1018 1/12 興亡の世界史　スキタイと匈奴　遊牧の文明　 林　俊雄 未定 1/12 本田宗一郎という生き方　 別冊宝島編集部 626 1/14 二重生活　 スーザン・ネーピア/高杉啓子540

1/12 再発見　日本の哲学　平田篤胤　霊魂のゆくえ　 吉田真樹 未定 1/14 公爵と物言わぬ花　 ミーガン・フランプトン/兒嶋みなこ960

1/26 創造的人間(1）　 湯川秀樹 未定 1/12 犬と鬼　知られざる日本の肖像　 アレックス・カー 未定 1/17 素人手記　夫にはヒミツよ～ふしだら妻の告白　（仮） 愛の体験編集部 691 1/14 ためらう唇　 リンダ・ハワード/加藤洋子 1050

1/26 貞観政要　ビギナーズ・クラシックス　中国の古典 湯浅邦弘 未定 1/12 愉しい学問　 フリードリヒ・ニーチェ/森　一郎未定 1/24 後妻の島　（仮） 葉月奏太 691 1/14 秘密の伯爵とマイ・レディ　 エリー・マクドナルド/さとう史緒780

1/26 広重　HIROSHIGE　ジャパノロジー・コレクション 大久保純一 未定 1/12 禅語の茶掛を読む辞典　 沖本克己/角田恵理子 未定 1/30 「超」怖い話　酉　 加藤　一 702 1/20 ＵＮＤＯＮＥ(1）　（原題）（仮） カリン・スローター/鈴木美朋864

1/26 関東戦国史　北条VS上杉55年戦争の真実 黒田基樹 未定 1/12 江戸の花鳥画　博物学をめぐる文化とその表象　 今橋理子 未定 1/30 恐怖実話　怪の足跡　（仮） 吉田悠軌 702 1/20 ＵＮＤＯＮＥ(2）　（原題）（仮） カリン・スローター/鈴木美朋864

1/26 古代研究(2）民俗学篇(2) 折口信夫 未定 1/19 臨床真実士ユイカの論理　ＡＢＸ殺人事件　 古野まほろ 810 1/30 恐怖実話　狂葬　（仮） 渋川紀秀 702 1/20 オードリー’ｓ　レディの格言　 ルーシー・ホリデイ/仁嶋いずる864

1/26 仏教の大意(1）　 鈴木大拙 未定 1/19 ゴーストケース　心霊科学捜査官　 柴田勝家 778 1/31 ゆうわくエアポート　（仮） 橘　真児 691

1/26 正義のセ(2）　 阿川佐和子 未定 1/19 ＬＯＳＴ　失覚探偵(中）　 周木　律 745 1/11 女怪盗　淫欲の懲役　（仮） 八神淳一 713 1/30 落語歳時記　（仮） 畠山健二 691

1/26 犯罪者(上）　 太田　愛 未定 1/30 フランス人の部屋には、ゴミ箱がない　（仮） MIKAPOSA 756

1/26 犯罪者(下）　 太田　愛 未定 1 呪詛の文　 上田秀人 未定 1/11 聞書　遊廓成駒屋　 神崎宣武 907 1/30 池上彰の新聞活用術　（仮） 池上　彰 724

1/26 もしもし、運命の人ですか。　 穂村　弘 未定 1/12 黒龍荘の惨劇　 岡田秀文 未定 1/11 青春怪談　 獅子文六 950 1/30 老化の不調の９割は「ゆず」で治せる　（仮） 岡山栄子 648

1/26 隠密同心(3）　 小杉健治 未定 1/12 ナウ・ローディング　 詠坂雄二 未定 1/11 教科書で読む名作　夏の花ほか　戦争文学　 原　民喜 734 1/30 意外に身近な「禅の世界」　（仮） 松原信樹 670

1/26 片手の楽園　サクラダリセット(5）　 河野　裕 未定 1/12 大江山異聞　鬼童子　 菊地秀行 未定 1/11 教科書で読む名作　陰翳礼讃・刺青ほか　 谷崎潤一郎 734 1/30 井伊直虎と戦国の女100人　 川口素生 799

1/26 キマイラ　18．鬼骨変 夢枕　獏/三輪士郎 未定 1/12 雨の背中　 中場利一 未定 1/11 その後の慶喜　大正まで生きた将軍　 家近良樹 842 1/30 ブッダの教え　一日一話　（仮） アルボムッレ・スマナサーラ 648

1/26 雨の夜、夜行列車に　 赤川次郎 未定 1/12 セブン　古い街の密かな死 浅暮三文 未定 1/11 キオスクのキリオ　 東　直子 734 1/30 信長・秀吉・家康「戦国の青春」を歩く　（仮） 泉　秀樹 842

1/26 青森わが愛　 西村京太郎 未定 1/12 三毛猫ホームズの心中海岸　新装版　 赤川次郎 未定 1/11 世界の犬の民話　 日本民話の会/外国民話研究会972 1/30 男の子が幸せに育つママの習慣　（仮） 清水克彦 691

1/26 スナックさいばら　サバイバル篇 西原理恵子 未定 1/12 風の視線(上）　 松本清張 未定 1/11 世界の猫の民話　 日本民話の会/外国民話研究会972 1/30 家　康　（仮） 岳　真也 810

1/26 江戸城心中　 吉川英治/北上次郎 未定 1/12 風の視線(下）　 松本清張 未定 1/11 論理と哲学の世界　 吉田夏彦 1296 1/7 魔神航路(4）　（仮） 仁木英之 691

1/26 老いと収納　 群ようこ 未定 1/12 落語ミステリー倶楽部　（仮） 山前　譲 未定 1/11 数学基礎論　 前原昭二/竹内外史 1080 1/7 怪物商人　（仮） 江上　剛 907

1/26 警視庁文書捜査官　 麻見和史 未定 1/12 紅　椿　 藤原緋沙子 未定 1/11 引き裂かれた自己　狂気の現象学 Ｒ・Ｄ・レイン/天野　衛 1404 1/7 三鬼の剣　 鳥羽　亮 734

1/26 獄の棘(1）　 大門剛明 未定 1/12 花たまご情話　（仮） 倉阪鬼一郎 未定 1/11 柄谷行人講演集成　1995－2015　思想的地震 柄谷行人 1080 1/7 極限冷蔵庫　（仮） 木下半太 648

1/26 これからお祈りにいきます(1）　 津村記久子 未定 1/12 百日紅の花咲く　（仮） 知野みさき 未定 1/11 共産主義黒書〈アジア篇〉　 ステファヌ・クルトワ/ジャン＝ルイ・マルゴラン1728 1/7 死んだのか、信長　 岩井三四二 799

1/26 週末カミング　 柴崎友香 未定 1/12 大川動乱　（仮） 稲葉　稔 未定 1/11 未開社会における性と抑圧　 Ｂ・マリノフスキー/阿部年晴1296 1/7 ナマコもいつか月を見る　（仮） 椎名　誠 734

1/26 冬の保安官(1）　新装版 大沢在昌 未定 1/12 備前長船兼光　（仮） 藤井邦夫 未定 1/14 文蔵　2017.2　 「文蔵」編集部 670

1/26 ダークタワー(3）荒地(上) スティーヴン・キング/風間賢二未定 1/12 幸福な王子／柘榴の家　 オスカー・ワイルド/小尾芙佐未定 1/20 ゆら心霊相談所(2）　 九条菜月 734

1/26 ダークタワー(3）荒地(下) スティーヴン・キング/風間賢二未定 1/12 空海と最澄はどっちが偉いのか？　 島田裕巳 未定 1/20 ロマネ・コンティの里から　ぶどう酒の悦しみを求めて 戸塚真弓 691 1/7 声なき蝉(上）　 佐伯泰英 700

1/26 わが家は●園の拝み屋さん(4）　椿の花が落ちるころ望月麻衣 未定 1/20 偽　証　オッドアイ 渡辺裕之 756 1/7 声なき蝉(下）　 佐伯泰英 700

1/26 私たちの願いは、いつも。　 尾﨑英子 未定 1/11 Ｄｅｓｐｉｓｅ　 中島梨里緒 680 1/20 楽　園　 花房観音 691 1/13 たった、それだけ　 宮下奈都 590

1/26 ファイナルガール　 藤野可織 未定 1/20 刑事たちの夏(上）　 久間十義 691 1/13 自薦　ＴＨＥ　どんでん返し(2）　 乾　くるみ 620

1/26 下町アパートのふしぎ管理人　 大城　密 未定 中 脳を創る読書　 酒井邦嘉 713 1/20 刑事たちの夏(下）　 久間十義 691 1/13 みだれ浪漫　（仮） 睦月影郎 670

1/26 秀吉を討て(1）　 武内　涼 未定 1/20 ピノキオ急襲(上）　 大石英司 691 1/13 欲棒ぶらり旅　 霧原一輝 670

1/26 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 1/21 岳飛伝(3）　嘶鳴の章 北方謙三 未定 1/20 ピノキオ急襲(下）　 大石英司 691 1/13 濡れた証拠　（仮） 櫻木　充 680

1/26 札幌アンダーソング(1）　間奏曲 小路幸也/あ　　き 未定 1/21 彼が通る不思議なコースを私も　 白石一文 未定 1/20 地球連邦の興亡(3）　流血の境界 佐藤大輔 756 1/13 十津川警部推理行　 西村京太郎 700

1/26 愛情生活(1）　 荒木陽子 未定 1/21 めぐり糸　 青山七恵 未定 1/20 火星の白蛇伝説　星界伝奇 川又千秋 756 1/13 不忠者　 藤井邦夫 670

1/26 夜見師　 中村ふみ 未定 1/21 人生のお福分け　 清川　妙 未定 1/20 モナ・リザの背中　 吉田篤弘 734

1/26 怪談狩り(2）　市朗百物語　赤い顔 中山市朗 未定 1/21 ダメをみがく　――“女子”の呪いを解く方法 津村記久子/深澤真紀 未定 1/20 おいしいものは田舎にある　日本ふーど記 玉村豊男 864 1/24 僕だけの永遠の未亡人兄嫁　（仮） 鷹山倫太郎 未定

1/14 改訂版　毎日１分　TOEIC●テスト英単語600点クリア　原田健作 未定 1/21 小林信彦　萩本欽一　ふたりの笑タイム　名喜劇人たちの横顔・素顔・舞台裏　小林信彦/萩本欽一 未定 1/20 大岡昇平 歴史小説集成　 大岡昇平 1080 1/24 修学旅行で調教された三人の女教師　（仮） 榊原澪央 未定

1/14 改訂版　毎日１分　TOEIC●テスト英単語860点クリア　原田健作 未定 1/21 トモダチ作戦　――気仙沼大島と米軍海兵隊の物語（仮）ロバート・D・エルドリッヂ 未定 1/20 考えるマナー　 穂村　弘/劇団ひとり 648 1/24 隣の席の女　（仮） 相馬哲生 未定

1/14 改訂版　毎日１分　TOEIC●テスト英単語730点クリア　原田健作 未定 1/21 嘘つき女さくらちゃんの告白　 青木祐子 未定 1/20 長寿の道しるべ　 日野原重明 810 1/24 初体験教育実習　（仮） 七海　優 未定

1/16 ９割の病気は腸で治せる！　 藤田紘一郎 未定 1/21 屋上で縁結び　 岡篠名桜 未定 1/20 英語襲来と日本人　 斎藤兆史 864 1/24 自宅占拠　（仮） 上条麗南 未定

1/16 コクヨ式　１分間で伝わる話し方　 下地寛也 未定 1/21 明智小五郎事件簿(9）　「大金塊」「怪人二十面相」 江戸川乱歩 未定 1/20 ジョージ・Ｆ・ケナン回顧録(2）　 ジョージ・Ｆ・ケナン/清水俊雄1620 1/24 若妻は元上司の肛虐奴隷に堕とされて　（仮） 鳴沢　巧 未定

1/16 誰も教えてくれなかった　日本史有名人の子孫　 『歴史読本』編集部 未定 1/21 分断されるアメリカ　 サミュエル・ハンチントン/鈴木主税未定

1/16 謎解き茶房で朝食を(1）　 妃川　螢/げ　　み 未定 1/21 鍵屋甘味処改(5）　野良猫少女の卒業 梨　　沙/ねぎしきょうこ 未定 1/11 ベースメント　 井川楊枝 724 1/16 鳴物師　音無ゆかり　依頼人の言霊　 上野　歩 691

1/16 君に叶わぬ恋をしている　 道具小路/loundraw 未定 1/21 ゆきうさぎのお品書き　12月の雪見おでん　（仮） 小湊悠貴/イシヤマアズサ 未定 1/16 ひまわり探偵局　 濱岡　稔 734

1/16 僕が恋したカフカな彼女(1）　 森　晶麿/カズアキ 未定 1/21 おにんぎょうさまがた　（仮） 長谷川夕/佳　　嶋 未定 1/13 ブラウン神父の童心 〔新版〕　 Ｇ・Ｋ・チェスタトン/中村保男799 1/16 ブレストガール！　女子高生の戦略会議 今井雅子 648

1/16 鎌倉おやつ処の死に神(3）　 谷崎　泉/宝井理人 未定 1/21 家出青年、猫ホストになる　（仮） 水島　忍/緒　　花 未定 1/13 人　形　デュ・モーリア傑作集 ダフネ・デュ・モーリア/務台夏子1080

1/26 桜　龍　嵐の序章編(下) 美　　那 未定 1/13 聖エセルドレダ女学院の殺人　 ジュリー・ベリー/神林美和 1188 1 鬼平犯科帳〔決定版〕(1）　 池波正太郎 713

1/26 ｔｗｏ(上）　 映画館 未定 1/7 ＡＦＴＥＲ　season２　壊れる絆(4）　 アナ・トッド/飯原裕美 637 1/13 魔物のためのニューヨーク案内　 ムア・ラファティ/杉田七重 1404 1 鬼平犯科帳〔決定版〕(2）　 池波正太郎 713

1/26 オネエ系男子攻略法(2）　 アキユウ/駄犬ひろし 未定 1/7 相棒　劇場版(4）　 大石直紀/太田　愛 551 1/13 石と星の夜　サラファーンの星(2) 遠藤文子 1145 1 鬼平犯科帳〔決定版〕(3）　 池波正太郎 713

1/26 ワケあり生徒会！ＮＥＸＴ(10）　 春川こばと/文月路亜 未定 1/7 薔薇の吐息　 鯨統一郎 745 1/23 花魁さんと書道ガール(2）　 瀬那和章 821 1/7 黒書院の六兵衛(上）　 浅田次郎 842

1/26 命の後で咲いた花　 綾崎　隼/ワカマツカオリ 未定 1/7 モップガール(3）　 加藤実秋 724 1/23 屋上の名探偵　 市川哲也 778 1/7 黒書院の六兵衛(下）　 浅田次郎 842

1/26 ただいまの神様　 鈴森丹子 未定 1/7 浮世に言い忘れたこと　 三遊亭圓生 626 1/23 ドラゴン・ヴォランの部屋　レ・ファニュ傑作選 シェリダン・レ・ファニュ/千葉康樹1080 1/7 警視庁公安部・青山望(9）　 濱　嘉之 745

1/26 ひとり旅の神様(1）　 五十嵐雄策 未定 1/7 ビートルズは眠らない　 松村雄策 680 1/30 かくして殺人へ　 カーター・ディクスン/白須清美929 1/7 銀座千と一の物語　 藤田宜永 842

1/26 八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。(1）　天沢夏月/とろっち 未定 1/7 ゆめいらんかね　やしきたかじん伝　 角岡伸彦 670 1/30 最後の足跡(上）　（仮） シャルロッテ・リンク/浅井晶子1361 1/7 おれたちに偏差値はない。　堂南高校ゲッキョク部 福澤徹三 950

1/26 おんみょう紅茶屋らぷさん(2）　～式神のいるお店で、おかわりをどうぞ～古野まほろ 未定 1/7 鴨川食堂おまかせ　 柏井　壽 616 1/30 最後の足跡(下）　（仮） シャルロッテ・リンク/浅井晶子1361 1/7 死の天使はドミノを倒す　 太田忠司 950

1/26 葬送行進曲～フューネラル・マーチ～(1）　（仮） 山口幸三郎 未定 1/30 エコープラクシア　反響動作(上）　 ピーター・ワッツ/嶋田洋一 1037 1/7 春雷道中　酔いどれ小籐次　決定版(9) 佐伯泰英 778

1/26 社会人、二十七歳。また、ヒーローになれたなら(1）　（仮）杜奏みなや 未定 1/13 感情８号線　 畑野智美 未定 1/30 エコープラクシア　反響動作(下）　 ピーター・ワッツ/嶋田洋一 1037 1/7 ●しぐれ＜新装版＞(上）　 藤沢周平 713

1/13 萩・津和野・山口殺人ライン　高杉晋作の幻想　 西村京太郎 未定 1/7 ●しぐれ＜新装版＞(下）　 藤沢周平 702

1/16 肉迫　ブラディ・ドール(3）　 北方謙三 未定 1/13 坐禅ガール　 田口ランディ 未定 1/9 さびしい独裁者　〈新装版〉 赤川次郎 691 1/7 五つの証文　幕府役人事情　浜野徳右衛門 稲葉　稔 875

1/16 ＢＡＲ追分(3）　 伊吹有喜 未定 1/13 淫爆　FIA諜報員　藤倉克己　 沢里裕二 未定 1/9 侠　客(1）　 門田泰明 713 1/7 徳川がつくった先進国日本　 磯田道史 572

1/16 麻布署生活安全課　小栗烈(3）　（仮） 浜田文人 未定 1/13 血煙東海道　はみだし御庭番無頼旅(2) 鳥羽　亮 未定 1/9 似非遍路　 澤田ふじ子 724 1/7 ドラマ「鬼平犯科帳」ができるまで　 春日太一 832

1/16 すしそばてんぷら　 藤野千夜 未定 1/13 闇奉行　凶賊始末　 喜安幸夫 未定 1/9 百忍斬り　 鈴木英治 713 1/7 アイドル女優に乾杯！　本音を申せば(10) 小林信彦 875

1/16 おしどりの契り　代筆屋おいち　 篠　綾子 未定 1/13 戻り舟同心　更待月　 長谷川卓 未定 1/9 箱根　愛と死のラビリンス　 西村京太郎 691 1/7 植村直己・夢の軌跡　 湯川　豊 810

1/16 浅草料理捕物帖(4）　（仮） 小杉健治 未定 1/13 騙し絵　 犬飼六岐 未定 1/9 炎の忠義　 牧　秀彦 691 1/7 芥川賞物語　 川口則弘 918

1/16 あっぱれ毬谷慎十郎(5）　（仮） 坂岡　真 未定 1/13 完本　密命(19）　意地　具足武者の怪 佐伯泰英 未定 1/9 警視庁極秘捜査班　 南　英男 724 1/7 宇宙が始まる前には何があったのか？　 Ｒ・クラウス/青木　薫 918

1/16 居酒屋ぜんや(2）　（仮） 坂井希久子 未定 1/9 乱　丸(上）　 宮本昌孝 724

1/30 学生との対話　 小林秀雄 497 1/9 乱　丸(中）　 宮本昌孝 724 上 真行寺美琴のぬいぐるみ事件簿　 飯田雪子 691

1/7 天皇と日本国憲法　 なかにし礼 842 1/30 生まれて来た以上は、生きねばならぬ　漱石珠玉の言葉夏目漱石/石原千秋 724 1/9 乱　丸(下）　 宮本昌孝 724 上 よろず占い処　陰陽屋狐の子守歌　 天野頌子 670

1/7 みんな酒場で大きくなった　 太田和彦 799 1/30 メガバンク絶体絶命　 波多野聖 810 1/9 史　記(8）　『史記』小事典 久米旺生/丹羽隼兵 1350 上 地底アパートの迷惑な来客　 蒼月海里 691

1/7 幸せを届けるボランティア　不幸を招くボランティア　 田中　優 691 1/30 さよなら、母娘ストレス　 香山リカ 464 上 晴安寺流便利屋帳　安住兄妹は日々是戦い！の巻　真中みずほ 713

1/7 あの蝶は、蝶に似ている　 藤沢　周 648 1/30 三省堂国語辞典のひみつ　辞書を編む現場から 飯間浩明 562 1/11 スゴい営業　そこまでやるか　――私の必勝テクニック 　日経産業新聞 756

1/7 ドアの向こうのカルト　（仮） 佐藤典雅 950 1/30 オムライスの秘密　メロンパンの謎　人気メニュー誕生ものがたり澁川祐子 637 1/11 サントリー対キリン　 永井　隆 864 1/21 浄天眼謎とき異聞録(下）　明治つれづれ推理（ミステリー）一色美雨季/ワカマツカオリ699

1/7 たしなみについて　 白洲正子 691 1/30 発掘狂騒史　「岩宿」から「神の手」まで 上原善広 680 1/21 わたしはさくら　（仮） 光明寺祭人/ち　　ほ 699

1/7 考えるということ　知的創造の方法 大澤真幸 950 1/30 たけしの面白科学者図鑑　ヘンな生き物がいっぱい！ビートたけし/関野吉春 594 1/26 闇仕合　(下）栄次郎江戸暦(17) 小杉健治 700

1/7 「雲」の楽しみ方　 ギャヴィン・プレイター＝ピニー/桃井緑美子1058 1/30 いま生きる「資本論」　 佐藤　優 594 1/26 御庭番の二代目(3）　 氷月　葵 700 1/28 「ランキング」でわかる幸福度の法則　 インタービジョン21 648

1/30 盲目的な恋と友情　 ●村深月 594 1/26 隠居右善　江戸を走る(2）　 喜安幸夫 700 1/28 心屋仁之助の心がほっとゆるむ本　 心屋仁之助 648

1/11 流星刀しのび恋　 睦月影郎 670 1/30 京奉行　長谷川平蔵　八坂の天狗 秋月●郎 594 1/26 あわび伝説　（仮） 睦月影郎 750 1/28 「上手に眠る」と何でもできる！！　 菅原洋平 648

1/11 若旦那伊三郎　くるわ奉公　（仮） 早瀬詠一郎 680 1/30 小暮写眞館(3）　カモメの名前 宮部みゆき 594 1/26 令嬢誘拐　（仮） 小玉二三 750 1/21 華僑の大富豪が教えてくれた「中国古典」生きる知恵　大城　太 648

1/11 ぼんくら同心と徳川の姫(4）　 聖　龍人 702 1/30 小暮写眞館(4）　鉄路の春 宮部みゆき 680 1/21 ボム・シェル(原題）　 キャサリン・コールター/林　啓恵1132 1/21 これってどうなっているの？科学のふしぎ雑学　 小谷太郎 648

1/11 足利将軍の末裔　喜連川の殿さま悪党退治　（仮） 早見　俊 702 1/30 グッドモーニング　 最果タヒ 432 1/21 デュークス・アー・フォレバー(原題）　 アンナ・ハリントン/氷川由子967 1/21 一休「禅」の言葉　 境野勝悟 648

1/30 イナゴの日　 ナサニエル・ウェスト/柴田元幸767 1/11 盗賊王の純真～砂宮に愛は燃える～　 魚谷はづき/坂本あきら 741 1/21 ちょっとしたことでかわいがられる人　敬遠される人　 山﨑武也 648

下 封印作品の謎　少年・少女マンガ編　 安藤健二 750 1/30 量子革命　アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突マンジット・クマール/青木　薫1069 1 完全総括SM手引書　（仮） 長池　士 670 1/21 図解！　「戦後」世界史　 「歴史ミステリー」●楽部 648

下 超口語訳　方丈記　 濱田浩一郎 669 1/30 汚染訴訟(上）　 Ｊ・グリシャム/白石　朗 810 1/11 美人司書と女教師と人妻と　（仮） 真島雄二 741

下 封印された東京の●　 小川裕夫 700 1/30 汚染訴訟(下）　 Ｊ・グリシャム/白石　朗 767 1/11 人妻だらけの禁忌告白　（仮） 性実話研究会 741 1/19 ロック豪快伝説　 大森庸雄 864

1/19 ゴシックハート　 高原英理 864
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1/7 不器用騎士は求愛中　（仮） 八巻にのは/DUO BRAND.691 1/17 境界探偵モンストルム(2）　 十文字青/晩杯あきら 未定 1/11 野蛮人の求愛　 高尾理一/三　　谷 713

1/7 愛を知っている　（仮） 荷　　鴣/KRN 691 1/11 コーラの恩返し　（仮） 鳩村衣杏/陵クミコ 713

1/16 憧れの魔法少女の正体が男でした。(1）　 山田　絢/おかざきおか未定

1/18 殺し屋さん、拾いました　（仮） 朝香りく/八千代ハル 734 1/16 御伽噺を翔ける魔女(1）　 山本風碧/あ　　き 未定 1/11 泣かない美人　 菅野　彰/金ひかる 670

1/11 甘い夜伽　愛の織り姫　 華藤えれな/小椋ムク 670

1/21 お嬢様と執事見習いの尋常ならざる関係　（仮） 梨　　沙/カズアキ 689 1/9 王子様の運命の花嫁(1）　 月舘あいら/壱　　也 未定

1/21 竜騎士のお気に入り　侍女はただいま兼務中　（仮）織川あさぎ/伊藤明十 689 1/9 愛しきことかな　 chiｰco/Ciel 未定 1/18 乙女ゲーム世界で主人公相手にスパイをやっています(4）　香月みと 691

1/9 闇の接吻　紅蓮の抱擁(1）　 水月真兎/タカツキノボル未定 1/18 異世界コンビニ(1）　 榎木ユウ 691

1 契約妻と伯爵家(2）　 白柳いちか/椎名咲月 700

1 初めての人になってくれませんか？　 浅　　葱/三浦ひらく 700 1/31 コミュ難の俺が、交渉スキルに全振りして転生した結果(3）　朱月十話/夜ノみつき 未定 1/11 Ｃａｎ’ｔ　Ｓｔｏｐ　Ｆａｌｌ　ｉｎ　Ｌｏｖｅ(3）　 桧垣森輪 691

1/31 千年戦争アイギス　月下の花嫁(7) ひびき遊/加藤いつわ 未定 1/11 熱愛を祈願します！　 篠原　怜 691

中 ギルティ・アームズ(3）　新たなる螺旋 秋堂カオル/加藤いつわ648

中 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ）(11）　 海空りく/を　　ん 648 1/21 Only Sense Online(11）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん 未定 1/11 ４番目の許婚候補(5）　 富樫聖夜 691

中 ゴブリンスレイヤー(4）　 蝸牛くも/神奈月昇 648 1/21 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……(4）　滝沢　慧/睦　　茸 未定 1/11 ナチュラルキス　新婚編(6）　 風 691

中 ゴブリンスレイヤー(4）　ドラマCD付き限定特装版蝸牛くも/神奈月昇 2376 1/21 妹＝絶滅したのです(2）　 八奈川景晶/ちこたむ 未定

中 最強喰いのダークヒーロー(3）　 望　公太/へいろー 659 1/21 オタサーの姫と恋ができるわけがない。(3）　 佐倉　唄/あゆま紗由 未定 1/18 竜の専属紅茶師(1）　 鳴澤うた 691

中 ゲーム脳な召喚師　～育成チートで天下無双～　フジヤマ/はぎやまさかげ648 1/21 織田信奈の野望　全国版(17）　 春日みかげ/みやま零未定 1/18 これは余が余の為に頑張る物語である(4）　 文月ゆうり 691

1/21 俺の青春を生け贄に、彼女の前髪をオープン(1）　凪木エコ/すし* 未定 1/18 悪の女王の軌跡(2）　 風見くのえ 691

1/24 不思議世界の白ウサギ　 若月京子/こうじま奈月680 1/21 魔術学園領域の拳王(1）　最弱覚醒 下等妙人/瑠奈璃亜 未定

1/21 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？(1）　井中だちま/飯田ぽち。未定 1/18 スピリット・マイグレーション(3）　 ヘロー天気 659

1/26 Ｏｃｃｕｌｔｉｃ；Ｎｉｎｅ(3）　―オカルティック・ナイン― 志倉千代丸/pako 853 1/21 できそこないの魔獣錬磨師　スライム・クロニクル(1）　見波タクミ/狐　　印 未定 1/18 ルーントルーパーズ(1）　自衛隊漂流戦記 浜松春日 659

1/26 聖樹の国の禁呪使い(8）　 篠崎　芳/〆鯖コハダ 745 1/21 追伸　ソラゴトに微笑んだ君へ(1）　 田辺屋敷/美和野らぐ 未定 1/18 左遷も悪くない(4）　 霧島まるは 659

1/26 三つの塔の物語(3）　 赤雪トナ/藤ちょこ 896

1/26 現実主義勇者の王国再建記(3）　 どぜう丸/冬　ゆき 745 下 百合ラブスレイブ　わたしだけの委員長　 あらおし悠/鈴音れな 721 1/31 帝は降嫁に散る　（仮） 沙野風結子/奈良千春691

1/26 黒の召喚士(3）　 迷井豆腐/黒　　銀 745 下 悦楽のノワール　腰砕け吸血姫の快楽特訓　 那羽都レン/平賀まつり778 1/31 禁断の感度　（仮） 西野　花/國沢　智 691

1/26 フレイム王国興亡記(6）　 疎陀　陽/ニリツ 842

1/20 愛の奴隷になりました　 李丘那岐/金ひかる 734 1/24 フォンダンショコラ男子は甘く蕩ける　（仮） ひらび久美/蜂不二子 734

1/30 おにいちゃんといっしょ　（仮） 栗城　偲/サマミヤアカザ670 1/20 花舞う夜に奪う愛　 和泉　桂/yoco 648 1/24 溺愛コンチェルト　（仮） 鳴海　澪/弓槻みあ 734

1/20 おとなりの野獣さん　 間之あまの/花小蒔朔衣680

1/26 ハンドシェイカー　 八薙玉造/内田孝行(GoHands)未定 1/20 支配者の溺愛　傲慢な虎の伴侶 秋山みち花/高星麻子 648 1/28 眠れる森の博士　（仮） いおかいつき/小山田あみ616

下 崖っぷちから始める世界寿命の延ばし方(2）　 秋月煌介/水鏡まみず未定 1/20 そらのだいじな旦那さま　 野原　滋/サマミヤアカザ680 1/28 猫屋敷先生と縁側の編集者　 砂原糖子/笠井あゆみ 616

下 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？(1）　花間　燈/sune 未定 1/20 溺れるほどの愛を聴かせて　 杉原朱紀/カワイチハル713 1/28 パペット　（仮） 丸木文華 /みずかねりょう616

下 アブソリュート・デュオ(12）　 柊★たくみ/浅葉ゆう 未定 1/20 S社長と愛されすぎな花彼氏　 小中大豆/のあ子 648

下 子連れ底辺冒険者〈ルーザー〉の迷宮踏破録(1）　（仮）番棚　葵/米白　粕 未定 1/20 リアルライフゲーム　 夜光　花/海老原由里 788 1/27 未熟な独占欲～元カレと折れた恋の治し方～　 桧垣森輪/無味子 637

下 世界の終わりの世界録〈アンコール〉(9）　 細音　啓/ふゆの春秋 未定 1/20 真　音(3）　 谷崎　泉/麻生　海 788 1/18 伯爵様のマイフェアレディ　 水島　忍/龍本みお 637

下 英雄なき世界にラスボスを！(1）　 柳実冬貴/を　　ん 未定 1/20 そこからは熱情　 きたざわ尋子/佐々成美713

下 魔弾の王と戦姫〈ヴァナディース〉(16）　 川口　士/片桐雛太 未定 1/31 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔法剣士(1）　kt60/cccpo 680

下 魔技科の剣士と召喚魔王〈ヴァシレウス〉(13）　 三原みつき/CHuN 未定 1/20 上司と婚約　～男系大家族物語～(8）　 日向唯稀/みずかねりょう702 1/31 異世界召喚は二度目です(4）　 岸本和葉/40　　原 630

1/20 恋するパパは鬼に金棒　（仮） 今井茶環/水綺鏡夜 702 1/31 チート魔術で運命をねじ伏せる(4）　 月夜　涙/夜ノみつき 630

1/25 うさぎ強盗には死んでもらう(1）　 橘　ユマ/米山　舞 691

1/30 いつかの空、君との魔法(2）　 藤宮カズキ/フライ 691 1/21 万華鏡の花嫁　 鹿能リコ/Den 756 1/24 放課後は獣の時間　 真宮藍璃/すがはら竜 669

1/30 エクスタス・オンライン　02.Santa-Xを待ちきれない久慈マサムネ/平つくね670 1/21 ぼくの小児科医　（仮） 春原いずみ/柴尾犬汰 756 1/24 雪だるまは一途に恋をする　 伊勢原ささら/コウキ。 669

1/30 さよなら、サイキック　2．愛と解放の地図 清野　静　/あすぱら 713

1/30 続・この素晴らしい世界に爆焔を！(1）　我ら、めぐみん盗賊団暁なつめ/三嶋くろね 648 1/11 花屋の倅と寺息子　高爪統吾と心霊スポット　 ●来奈都/vient 778 1/11 盗賊王の純真～砂宮に愛は燃える～　 魚谷はづき/坂本あきら741

1/30 おにぎりスタッバー(1）　 大澤めぐみ/U35 648 1/11 テルテル坊主の奇妙な過去帳　 江崎双六/Minoru 734

1/30 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 1/26 家に王子が泊まっています　 鳩村衣杏/yoko 670

1/26 契約婚の新妻は淫らに溺愛される　（仮） 水島　忍/すがはらりゅう690

1/25 平安時代にタイムスリップしたら紫式部になってしまったようです(1）　中臣悠月/すがはら竜 626 1/26 王子と歌姫のロマンス　（仮） 七福さゆり/瀧　順子 690 中 淫魔とギャルと男の娘は俺の嫁！　（仮） ほんじょう山羊/ぐじら 未定

1/30 視えるふたりの恋愛相談室(1）　 おみの維音/フライ 626 中 おやすみせっくす　兄妹のヒミツ　（仮） みかづき紅月/三上ミカ未定

1/30 レディローズは平民になりたい(1）　 こおりあめ/ひだかなみ648 1/17 未　定　 白ヶ音雪/未　　定 659 中 メイドなりたい！　（仮） 青橋由高/HIMA 未定

1/30 花咲高校演劇部へようこそ！(1）　 河合ゆうみ/佐野ことこ626 1/17 未　定　 早瀬響子/未　　定 659

1/30 王女フェリの幸せな試練(2）　祝福のベールアップ時田とおる/深山キリ 648 1/11 周と西門　（仮） 凪良ゆう/梨とりこ 未定

1/7 未　定　 麻生ミカリ/上原た壱 659

1/30 軍神皇帝の寵花　 つばき深玲/Ciel 未定 中 国王様と私　（仮） 浅見茉莉/石田恵美 未定

1/30 蛇神様と千年の恋　 天野かづき/陸裕千景子648 1/28 炎の蜃気楼昭和編　紅蓮坂ブルース　 桑原水菜/高嶋上総 616 中 王子様の花嫁選び　（仮） 水城のあ/gamu 未定

1/30 翡翠の花嫁、俳優の溺愛　 水瀬結月/明神　翼 未定 1/28 夜葬師と霧の侯爵 かりそめ夫婦と迷宮の王　 白川紺子/加々見絵里616 中 王女と双子　（仮） 豊川もなか/アオイ冬子未定

1/30 武神×刀神　 真崎ひかる/みずかねりょう未定 1/28 十三番目の女神は還らない 眠れる聖女と禁断の書　小湊悠貴/椎名咲月 680

上 愛人以上シンデレラ未満　御曹司社長の溺愛プロポーズ夜原月見/篁　ふみ 未定

1/7 平安きゅんらぶ●奥さま絵巻　殿下に甘やかされすぎて恥ずかしいですっ！！　しみず水都/吉崎ヤスミ未定 1/26 英雄教室(7）　オーディオドラマ ダウンロードシリアルコード付き限定版新木　伸/森沢晴行 未定 上 エロティック・バケーション　ＭとＳの禁断愛戯　 久保ちはろ/小路龍流 未定

1/7 ほっこり甘らぶ銭湯・縁結びの湯　 草野　來/弓槻みあ 未定 1/26 英雄教室(7）　 新木　伸/森沢晴行 未定 上 溺愛モードの旦那さま　（仮） 希彗まゆ/山田パン 未定

1/26 俺は魔王で思春期男子！　 横山采紅/フカヒレ 未定

1/11 霊感少女は箱の中(1）　 甲田学人/ふゆの春秋未定 1/26 逆転召喚(3）　～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 1/14 監禁愛　 あすか/Ciel 670

1/11 エロマンガ先生(8）　和泉マサムネの休日 伏見つかさ/かんざきひろ未定 1/26 勇者ですが異世界でエルフ嫁とピザ店始めます　城崎火也/シ　　ソ 未定

1/11 俺を好きなのはお前だけかよ(4）　 駱　　駝/ブリキ 未定 1/26 俺の家が魔力スポットだった件(4）　 あまうい白一/鍋島テツヒロ未定 1/18 マジきゅんっ！ルネッサンス　（仮） 成田 順 702

1/11 螺旋のエンペロイダー(4）　 上遠野浩平/巖本英利未定

1/11 なれる！ＳＥ(15）　疾風怒濤？社内競合 夏海公司/Ixy 未定 1/19 どうでもいい世界なんて　―クオリディア・コード―(2）　渡　　航（Speakeasy）/saitom620 1/31 精霊幻想記(6）　逢魔の前奏曲 北山結莉/Riv 689

1/11 ドリームハッカーズ(1）　コミュ障たちの現実チートピア出口きぬごし/るろお 未定 1/19 ＥＸＭＯＤ　思春期ノ能力者　 神野オキナ/こぞう 未定 1/31 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

1/11 迷宮料理人ナギの冒険(1）　～地下30階から生還するためのレシピ～ゆうきりん/TAKTO 未定 1/19 キモイマン　 中沢　健/荻pote 未定 1/31 戦うパン屋と機械じかけの看板娘(6）　 SOW/ザ　　ザ 669

1/11 勇者のセガレ(1）　 和ヶ原聡司/029 未定 1/19 シスターサキュバスの官能除霊小説　（仮） 赤城大空/魔太郎 未定 1/31 ＜Infinite Dendrogram＞―インフィニット・デンドログラム―(2）　超級激突海道左近/タイキ 669

1/11 東京ダンジョンスフィア(1）　 奈坂秋吾/柴乃櫂人 未定 1/19 弱キャラ友崎くん(3）　 屋久ユウキ/フライ 未定 1/31 世界最強は家族と仲良く出稼ぎ中！(4）　 空埜一樹/和武はざの 669

1/11 新フォーチュン・クエストⅡ(8）　月の光とセオドーラ深沢美潮/迎　夏生 未定 1/19 ハナシマさん(2）　 天宮伊佐/ヤマウチシズ未定 1/31 置き去り勇者と不死鳥の翼　 富永浩史/七　　六 669

1/11 ぼくらはみんなアブノーマル(1）　 佐々山プラス/霜月えいと未定 1/19 やがて恋するヴィヴィ・レイン(2）　 犬村小六/岩崎美奈子未定 1/31 魔物使いのもふもふ師弟生活　 無嶋樹了/野崎つばた 669

1/11 だれがエルフのお嫁さま？(1）　 上月　司/ゆらん 未定

1/11 《ハローワーク・ギルド》へようこそ！(1）　 小林三六九/和武はざの未定
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