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8 阪神タイガースの正体　 井上章一 886 16 警視の挑戦　 デボラ・クロンビー/西田佳子 未定 27 好きになんなよ、俺以外。　 嶺　　央 540 2 恋愛後見人　 エマ・ゴールドリック/富田美智子670

8 週末ちょっとディープなタイ旅　 下川裕治/阿部稔哉 756 16 どんどん橋、落ちた〈新装改訂版〉　 綾●行人 未定 27 恋をするならキミ以外　（仮） ももしろ 540 2 燃えさかる運命　 キム・ローレンス/村山汎子 670

8 特別捜査官　白鷹雨音　 梶永正史 734 16 旅猫リポート　 有川　浩 未定 27 他のヤツみてんなよ　 つゆ子 540 2 忘れ得ぬキス　 ミランダ・リー/響　遼子 670

8 内通者　 堂場瞬一 864 16 ぴんぞろ　 戌井昭人 未定 27 不器用なキスで終わらせよう　（仮） 天瀬ふゆ 540 2 別れは愛の証　 サラ・モーガン/高橋庸子 670

8 連　写　ＴＯＫＡＧＥ　特殊遊撃捜査隊 今野　敏 756 16 上野駅殺人事件　 西村京太郎 未定 27 君がくれた奇跡　（仮） 姫亜。 540 2 同居のルール　 ノーラ・ロバーツ/鳥居まどか 720

8 ぐでたまの「資本論」　お金と上手につきあう人生哲学 朝日文庫編集部 648 16 世界で一つだけの殺し方　 深水黎一郎 未定 11 イジワル王子のお気に召すまま　（仮） ふじさわさほ 680 2 ロアールの聖女　 ヴァイオレット・ウィンズピア/鷹久　恵670

16 雰囲気探偵　鬼鶫航　 高里椎奈 未定 11 恋愛シロウト　（仮） 西ナナヲ 680 16 バレンタインの夜に　 キャロル・モーティマー/永幡みちこ540

9 性の体験告白　女の素顔（仮） サンケイスポーツ文化報道部 810 16 黒薔薇　―刑事課強行犯係　神木恭子―　 二上　剛 未定 11 春陽恋情　（仮） 惣領莉沙 680 16 禁じられた追憶　 シャロン・ケンドリック/斉藤　薫 540

9 愛と勇気を持つ犬たち　（仮） 篠原淳美 720 16 囲碁殺人事件　 竹本健治 未定 11 モテ系同期と偽装恋愛！？　 藍里まめ 680 16 伯爵と日陰に咲くレディ　 エリザベス・ボイル/富永佐知子980

16 産む、産まない、産めない　 甘糟りり子 未定 11 エリート医師の胸に抱かれて　（仮） 鳴瀬菜々子 680 16 凍てつくハート　 シャロン・サラ/矢沢聖子 890

17 アレフ　 J・L・ボルヘス/鼓　　直 未定 16 あの子が欲しい　 朝比奈あすか 未定 3/1 キミという花　 夏雪なつめ 648 16 無口な男爵の甘いキス　 エリー・マクドナルド/さとう史緒 780

17 漫画　吾輩は猫である　 近藤浩一路 未定 16 晴れたり曇ったり　 川上弘美 未定 3/1 僕らの空は群青色　 砂川雨路 648 16 愛だと気づいてから　 ジェイン・Ａ・クレンツ/久原寛子 810

17 統辞理論の諸相　方法論序説 ノーム・チョムスキー/福井直樹未定 16 こぼれ落ちて季節は　 加藤千恵/横山　雄 未定 18 レッド・クイーン　 ヴィクトリア・エイヴヤード/田内志文980

17 余はいかにしてキリスト信徒となりしか　 内村鑑三/鈴木範久 未定 16 若返り同心　如月源十郎(2）　 佐々木裕一 未定 10 人とモメない心理学　 加藤諦三 756 18 血のない殺人(上）　 フェイ・ケラーマン/林　啓恵 980

17 昔話と現代　 河合隼雄/河合俊雄 未定 16 かげろう奇剣　駆込み宿　影始末　 鳥羽　亮 未定 10 日本史の内幕　その後の●末　 歴史の謎研究会 961 18 血のない殺人(下）　 フェイ・ケラーマン/林　啓恵 980

17 諧調は偽りなり(上）　伊藤野枝と大杉栄 瀬戸内寂聴 未定 16 殉愛　原節子と小津安二郎　 西村雄一郎 未定

17 諧調は偽りなり(下）　伊藤野枝と大杉栄 瀬戸内寂聴 未定 16 都会のトム＆ソーヤ(10）　前夜祭（ＥＶＥ）＜創也ｓｉｄｅ＞ はやみねかおる 未定 10 知的な老い方　 外山滋比古 702 2 手放すほど、豊かになる　 枡野俊明 670

17 私の生きた証はどこにあるのか　大人のための人生論 H・S・クシュナー/松宮克昌　 未定 16 浜村渚の計算ノート　７さつめ　深夜マイナス１　 青柳碧人 未定 10 マリリン・モンローの言葉　なぜ彼女は世界一セクシーと言われたのか山口路子 702 2 カタカナで覚える「超効率」英単語　 小池直己/佐藤誠司 778

16 迷宮百年の睡魔　LABYRINTH IN ARM OF MORPHEUS　 森　博嗣 未定 10 ２時間で「話せる・わかる」トラベル英会話　 船津　洋 648 2 100％自分原因説で物事を考えてみたら…　（仮） 秋山まりあ 648

3/1 リベリアス・ディザイアー(原題）　 ジュリー・ガ―ウッド/細田利江子972 16 水鏡推理(6）　クロノスタシス 松岡圭祐 未定 10 脳を鍛えるパズルトレーニング　 吉田敬一 702 2 「お寺」で読み解く日本史の謎　 河合　敦 799

10 聖　火　 モーム/行方昭夫 1404 10 菜の花食堂のささやかな事件簿　きゅうりには絶好の日　 碧野　圭 702 2 ほっとする人間関係　（仮） 林　恭弘 691

下 戦場に現われなかった爆撃機　 大内建二 864 10 Ｋ　 三木　卓 1512 2 世界なんでもランキング100　 幸運社 734

下 赤い天使　 有馬頼義 864 10 昔　話　 吉田健一 1512 8 天才株トレーダー・二礼茜　ブラック・ヴィーナス　 城山真一 734 2 危険な心理学　（仮） 匠　英一 691

下 本土空襲を阻止せよ！　 益井康一 886 21 他流試合　俳句入門真剣勝負！　 金子兜太/いとうせいこう 未定 8 建築士・音無薫子の設計ノート　あなたの人生、リノベーションします。　●上央士 702 16 文蔵　2017.3　 「文蔵」編集部 670

下 母艦航空隊　 高橋　定 972 21 院内刑事　 濱　嘉之 未定 8 警視庁捜査二課・郷間彩香　ハイブリッド・セオリー　 梶永正史 680

21 こころを開く対話術　（仮） 泉谷閑示 未定 8 相性がわかる！県民性のヒミツ　 矢野新一 626 3 56歳でフルマラソン、62歳で100キロマラソン　 江上　剛 未定

10 ウエディング・ベルズ　 ローレン・レイン/草鹿佐恵子 926 11 再発見　日本の哲学　北一輝――国家と進化　 嘉戸一将 未定 8 マンガでわかる！　トヨタ式仕事カイゼン術　 若松義人  648 3 クイズで覚える「ものの名前」　 北橋隆史 未定

27 監　禁　 Ｓ・Ａ・ボディーン/南亜希子 823 11 革命論集　 アントニオ・グラムシ/上村忠男 未定 3 ミッドナイト・クエスト　 リサ・マリー・ライス 未定

11 中国侠客列伝　 井波律子 未定 21 とろめき保母さん　（仮） 霧原一輝 691

上 闘将　島津義弘　　 野中信二 907 11 ソビエト連邦史　1917－1991　 下斗米伸夫 未定 3/1 恐怖箱　醜怪　（仮） 神沼三平太 702 17 キッド・ザ・ラビット　ナイト・オブ・ザ・ホッピング・デッド 東山彰良 680

11 時間の非実在性　 ジョン・エリス・マクタガート/永井　均未定 3/1 実話蒐録集　闇黒怪談　（仮） 黒　史郎 702 17 終の日までの　 森　浩美 660

27 古代研究(3）民俗学篇(3) 折口信夫 未定 21 おそれミミズク　 オキシタケヒコ 680 3/1 地獄往生集　死穢　（仮） 川奈まり子 702 17 ばんちゃんがいた　 朝比奈あすか 590

27 忍者の兵法　三大秘伝書を読む 中島篤巳 未定 21 私たちは生きているのか？　Are We Under the Biofeedback？　森　博嗣 745 7 みだらスーパー銭湯　（仮） 響由布子 713 17 王様ゲーム　深淵　8.02　 金沢伸明 710

27 戦国武将のカルテ　 篠田達明 未定 15 わが家はハーレム　（仮） 河里一伸 713 17 王様ゲーム　深淵　8.08　 金沢伸明 710

2 流星茶房物語(2）　月下の龍と恋を誓う 羽倉せい/霧夢ラテ 未定 10 幕末の志士　（仮） 小杉健治 未定 28 素人の禁断体験　恥じらいの美女　（仮） 投稿告白編集部 540 17 キッチン・ミクリヤの魔法の料理　決断のナポリタン 吉田安寿 650

27 ジーキル博士とハイド氏　 スティーヴンソン 未定 10 天華の剣(上）　 門田泰明 未定 11 レディ・オリヴィアの秘密の恋　（仮） ジュリア・クイン/村山美雪 1296 17 単身赴任　 雨宮　慶 630

27 蚊がいる　 穂村　弘 未定 10 天華の剣(下）　 門田泰明 未定 17 滾　り　 藍川　京/草凪　優 690

27 空想科学読本(1）　３分間で地球を守れ！？ 柳田理科雄/近藤ゆたか 未定 10 ただ一人の異性　 森村誠一 未定 9 昭和の洋食　平成のカフェ飯　家庭料理の80年 阿古真理 950 17 あま酒　 藤原緋沙子 660

27 小説　ひるね姫　～知らないワタシの物語～ 神山健治 未定 10 にぎやかな落葉たち　21世紀はじめての密室 ●　真先 未定 9 教科書で読む名作　夢十夜・文鳥ほか　 夏目漱石 734 17 御法度　 藤井邦夫 660

27 綾志別町役場妖怪課(1）　暗闇コサックダンス 青柳碧人 未定 10 フラッシュモブ　 遠藤武文 未定 9 「月給百円」サラリーマン　 岩瀬　彰 864 17 海嘯千里を征く　 幡　大介 670

27 アトミック・ボックス　 池澤夏樹 未定 10 ストーミー・ガール　 田中啓文 未定 9 小津映画　粋な日本語　 中村　明 950 17 乙ヶ淵哀話　（仮） 芝村凉也 680

27 ひとり吹奏楽部　ハルチカ番外篇 初野　晴 未定 10 残業税　 小前　亮 未定 9 お～い、丼　 ちくま文庫編集部 821 17 うちのお寺の総本山　 拓人社 660

27 少年と少女と、　サクラダリセット(6) 河野　裕 未定 10 十二月八日の幻影　 直原冬明 未定 9 マウンティング女子の世界　女は笑顔で殴りあう 瀧波ユカリ/犬山紙子 821 17 合格・上達祈願！「学問の神様」徹底ガイド　学業・芸能・スポーツから専門・科目別の神様まで（仮）戸部民夫 660

27 七帝柔道記　 増田俊也 未定 10 踊る猫　 折口真喜子 未定 9 消えたい　虐待された人の生き方から知る心の幸せ 高橋和巳 821

27 誘　神(2）　 川崎草志 未定 10 信州・奥多摩殺人ライン　 深谷忠記 未定 9 自作の小屋で暮らそう　Ｂライフの愉しみ 高村友也 734 25 小料理のどか屋　人情帖(19）　 倉阪鬼一郎 700

27 闇社会事件ファイル　 一橋文哉 未定 10 探偵の流儀　 福田栄一 未定 9 湯女図　視線のドラマ 佐藤康宏 1080 25 地獄耳(2）　 和久田正明 700

27 緑の家の女　 ●坂　剛 未定 10 十津川警部「荒城の月」殺人事件　 西村京太郎 未定 9 現代語訳　信長公記（全）　 太田牛一/榊山　潤 1620 25 隠密奉行　柘植長門守(2）　 藤水名子 700

27 秘　薬　表御番医師診療禄（仮）(9) 上田秀人 未定 10 闇猿潰し　（仮） 鳥羽　亮 未定 9 社会学的想像力　 Ｃ・ライト・ミルズ/伊奈正人 1512 25 夜のプロジェクト　（仮） 館　淳一 750

27 ビブリア古書堂セレクトブック(1）　ブラック・ジャック編 手塚治虫/三上　延 未定 10 風　蘭　 藤原緋沙子 未定 9 ゲルファント　やさしい数学入門　関数とグラフ　 Ｉ・Ｍ・ゲルファント/Ｅ・Ｇ・グラゴレヴァ1080 25 淫らな催眠術　（仮） 桜井真琴 750

27 暗殺競売　 曽根圭介 未定 10 招待状　赤川次郎ショートショート王国 赤川次郎 未定 9 シェイクスピア・カーニヴァル　 ヤン・コット/高山　宏 1404 21 ラヴァー・インシュラインド(原題）　 Ｊ・Ｒ・ウォード/安原和見 1382

27 ゼロからはじめる生命のトリセツ　 長沼　毅 未定 10 白　痴(2）　 ドストエフスキー/亀山郁夫 未定 21 ザ・ハンター(原題）　 ケリガン・バーン/辻　早苗 1050

27 記者たちは海に向かった　津波と放射能と福島民友新聞 門田隆将 未定 10 変と乱の日本史　 河合　敦 未定 22 わたしが殺した男　 永瀬隼介 864 3/1 日本史　謎の殺人事件　 楠木誠一郎 700

27 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 10 超入門ボブ・ディラン　 中山康樹 未定 22 私の旧約聖書　 色川武大 886 11 義母と兄嫁　（仮） 綾野　馨 741

27 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 22 古本道入門　 岡崎武志 864 11 監禁オフィス　（仮） 手嶋　怜 741

27 少女キネマ　或いは暴走王と屋根裏姫の物語 一　　肇 未定 8 将軍を蹴った男　松平清武江戸奮闘記　（仮） 誉田龍一 680 22 君が描く空　帝都芸大剣道部 里見　蘭 691 11 素人告白　ご近所の熟妻　（仮） 素人投稿編集部 741

27 北町同心　一色帯刀　 喜安幸夫 未定 8 影裁き請負人　（仮） 藤井　龍 680 22 暁　闇　新装版 鈴木英治 691

27 櫻子さんの足下には死体が埋まっている(11）　 太田紫織/鉄　　雄 未定 8 閻魔帳　（仮） 和久田正明 680 22 隼別王子の叛乱　 田辺聖子 756 24 重犯調教(2）　（仮） 綺羅　光 未定

27 祈りの証明　3.11の奇跡　（仮） 森村誠一 未定 8 変化大名　 山手樹一郎 864 22 大英博物館の話　 出口保夫 778 24 問答無用　（仮） 森一太朗 未定

27 深海のアトム　 服部真澄 未定 21 神様の子守はじめました。(5）　 霜月りつ 702 22 祖谷・淡路 殺意の旅　 西村京太郎 691 24 てほどき熟母　（仮） 庵乃音人 未定

27 ＦＯＫ46　突如40代でギター弾き語りを始めたらばの記（仮） 大槻ケンヂ 未定 22 常世の勇者　 早見　俊 648 24 三姉妹狩り　（仮） 宮坂景斗 未定

27 バチカン奇跡調査官(15）　（仮） 藤木　稟 未定 中 32歳までに知らないとヤバイお金の話　 岡崎充輝 680 22 前方後円墳国家　 広瀬和雄 1080 24 母の日と娘の日　（仮） 藤崎　玲/四畳半書房 未定

16 誤解だらけの日本史　 雑学総研 未定 中 超訳孫子の兵法　 許成準 700 22 歌舞伎町ダムド　 誉田哲也 734 24 分家の未亡人　（仮） 美原春人 未定

16 一流役員が実践してきた　入社１年目から「できる人になる」43の習慣　安田　正 未定 22 吉本隆明 江藤淳 全対話　 吉本隆明/江藤　淳 1080 11 人妻ヒロイン 〔絶体絶命〕　（仮） 御堂　乱 未定

16 首都圏「街」格差　「住みたい街」の賞味期限 青山　誠/「住む駅」格差研究会未定 18 岳飛伝(4）　日暈の章 北方謙三 未定 22 ジョージ・Ｆ・ケナン回顧録(3）　 ジョージ・Ｆ・ケナン/清水俊雄 1728 11 新妻奴隷姉妹　（仮） 北都　凛 未定

16 くまのプーさん　前向きな心をつくるニーチェの言葉　 ウォルト・ディズニー・ジャパン 未定 18 吸血鬼と怪猫殿　 赤川次郎 未定 22 無意識の幻想　 Ｄ・Ｈ・ロレンス/照屋佳男 1080

16 迷いを断つ諺（ことわざ）　座右の銘として恋愛・仕事・暮らしに活かす！橋本テツヤ 未定 18 春、戻る　 瀬尾まいこ 未定 22 側近日誌　侍従次長が見た終戦直後の天皇 木下道雄/高橋　紘 1404 7 特命！現役保険調査員の事件簿　 小幡兼路 605

16 紅霞後宮物語(5）　 雪村花菜/桐矢　隆 未定 18 眠る魚　 坂東眞砂子 未定 22 古代史疑　増補新版 松本清張 972 7 ループ！　 窪依　凛 670

16 福を招くと聞きまして。(1）　 森川秀樹/鷹野　久 未定 18 英雄はそこにいる　呪術探偵ナルコ 島田雅彦 未定 22 インカ帝国探検記　ある文化の滅亡の歴史 増田義郎 1080 7 リアル鬼ごっこＪＫ　 碇本　学/園　子温 691

27 ｔｗｏ(中）　 映画館 未定 18 ソーメンと世界遺産　　ナマコのからえばり（仮） 椎名　誠 未定 7 信長の狂気　 星　亮一 648

27 ＧＯＤ―囚われの姫―　 新井夕花 未定 18 精神科医が教える「怒り」を消す技術　 備瀬哲弘 未定 2 黒の派遣　 江崎双六 702 7 洛からの刺客　風魔小太郎血風録 安芸宗一郎 778

27 君を好きにならない方法　 ゆーり 未定 18 桜のような僕の恋人　 宇山佳佑 未定 7 極秘指令　特捜刑事 南　英男 842

27 メレンゲよりも甘い恋(1）　（仮） わたあめ 未定 18 沖縄コンフィデンシャル　ブルードラゴン（仮） 高嶋哲夫 未定 14 悪い夢さえ見なければ　ロングビーチ署殺人課 タイラー・ディルツ/安達眞弓 未定 7 大奥狂乱　死神幻十郎 黒崎裕一郎 842

27 ビブリア古書堂の事件手帖(7）　 三上　延 未定 18 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 14 ペナンブラ氏の24時間書店　 ロビン・スローン/島村浩子 未定 7 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第十一部　中国大分裂　森　　詠 972

27 君は月夜に光り輝く　 佐野徹夜/loundraw 未定 18 明智小五郎事件簿(10）　「少年探偵団」「黒蜥蜴」 江戸川乱歩 未定 14 玉妖綺譚(2）　異界の庭 真園めぐみ 未定 7 暴走弁護士　 麻野　涼 778

27 あやかしとおばんざい(2）　～ふたごの京都妖怪ごはん日記～仲町六絵 未定 18 悪魔の星(上）　（仮） ジョー・ネスボ/戸田裕之 未定 21 トレント最後の事件 〔新版〕　 Ｅ・Ｃ・ベントリー/大久保康雄 未定 7 仇討ち乙女　ものぐさ右近 鳴海　丈 734

27 キネマ探偵カレイドミステリー(1）　 斜線堂有紀 未定 18 悪魔の星(下）　（仮） ジョー・ネスボ/戸田裕之 未定 21 ニャン氏の事件簿　 松尾由美 未定 7 お宝さがしが好きすぎて　 山田悠介 626

27 天才・逢木恭平のキカイな推理(1）　（仮） 京本喬介/ミキワカコ 未定 18 宝石商リチャード氏の謎鑑定　導きのラピスラズリ　 辻村七子/雪広うたこ 未定 21 ようこそ授賞式の夕べに　成風堂書店事件メモ（邂逅編） 大崎　梢 未定

27 装幀室のおしごと。(1）　～本の表情つくりませんか？～ 範乃秋晴 未定 18 ご旅行はあの世まで？　死神は上野にいる　 彩本和希/カズアキ 未定 28 誘拐されたオルタンス　 ジャック・ルーボー/高橋　啓 未定 11 火　花　 又吉直樹 626

27 千川課長が超能力者って本当ですか？(1）　（仮） 山口幸三郎 未定 18 キャスター探偵　二十三時二十分の男　 愁堂れな/梨とりこ 未定 28 不正入札　（仮） Ｄ・Ｍ・ディヴァイン/中村有希 未定 11 大晦り（おおつごもり）　新・酔いどれ小籐次(7) 佐伯泰英 745

27 少女物語(1）　（仮） 入間人間 未定 18 映画ノベライズ　ひるなかの流星　 ひずき優/やまもり三香 未定 28 青鉛筆の女　 ゴードン・マカルパイン/古賀弥生未定 11 検察側の罪人(上）　 雫井脩介 702

28 クライマックスはワンカットで　（仮） ジョン・ガスパード/法村里絵 未定 11 検察側の罪人(下）　 雫井脩介 680

15 報い　警視庁追跡捜査係(7）　 堂場瞬一 未定 8 ひなた弁当　 山本甲士 670 28 最良の嘘の最後のひと言　 河野　裕 未定 11 夢をまことに(上）　 山本兼一 648

15 夏とサイダー　金曜日の本屋さん　（仮） 名取佐和子 未定 8 ヴェルサイユ　 エリザベス・メイシー/錦　治美 1004 28 夜の夢見の川　12の奇妙な物語（仮） Ｓ・スタージョン/Ｇ・Ｋ・チェスタトン未定 11 夢をまことに(下）　 山本兼一 648

15 情熱のナポリタン　ＢＡＲ追分(3）　 伊吹有喜 未定 8 旅だから出逢えた言葉　 伊集院静 583 21 ＢＩＳビブリオバトル部(2）　幽霊なんて怖くない 山本　弘 未定 11 ソナチネ　 小池真理子 745

15 あきない世傳　金と銀(3）　（仮） 髙田　郁 未定 8 大脱走　 荒木　源 724 28 クリオバーン　（仮） ロイス・マクマスター・ビジョルド/小木曽絢子未定 11 ボラード病　 吉村萬壱 562

15 異国の花　着物始末暦(8）　 中島　要 未定 8 祝　福　 長薗安浩 648 11 思い孕み　ご隠居さん(6) 野口　卓 745

15 新・剣客太平記(6）　（仮） 岡本さとる 未定 8 虫　娘　 井上荒野 616 4 虹の不在　 安東能明 724 11 紫草の縁　更紗屋おりん雛形帖 篠　綾子 875

15 あっぱれ毬谷慎十郎(6）　（仮） 坂岡　真 未定 8 気骨稜々なり　 火坂雅志 767 4 世界の裏側がわかる宗教集中講座　 井沢元彦 972 11 ゴールデン12（ダズン）　 夏樹静子 907

8 教師　宮澤賢治のしごと　 畑山　博 616 4 地獄の沙汰　 稲葉　稔 680 11 史伝　西郷隆盛　 海音寺潮五郎 799

4 ＪＲ上野駅公園口　 柳美里 670 8 日本一の女　 斉木香津 648 4 峠道　鷹の見た風景　 上田秀人 713 11 鬼平犯科帳〔決定版〕(4）　 池波正太郎 713

4 神さまってなに？　 森　達也 702 8 ホメ渡部！「ほめる奥義」「聞く技術」　 渡部　建（アンジャッシュ）/テレビ朝日「お願い！ランキング」680 4 隅田川殺人事件　＜新装版＞ 内田康夫 670 11 鬼平犯科帳〔決定版〕(5）　 池波正太郎 713

4 井伊の赤備え　 細谷正充 842 8 中村天風から教わった　やさしい瞑想法　 沢井淳弘 未定 4 波形の声　 長岡弘樹 702 11 女を観る歌舞伎　 酒井順子 648

4 ウスバかげろう日記　 遠藤周作 950 8 文は一行目から書かなくていい　 藤原智美 未定 4 妄想刑事エニグマの執着　 七尾与史 702 11 直木賞物語　 川口則弘 1264

4 陰陽師とは何か　 沖浦和光 799 4 真田合戦記　義信謀反 幡　大介 702 11 漱石の印税帖　娘婿がみた素顔の文豪 松岡　譲 832

4 半自叙伝　 古井由吉 842 15 ＴＡＣネームアリス(2）　尖閣上空10vs１ 夏見正隆 670 4 ソウルトランサー　 菱川さかく 724 11 とめられなかった戦争　 加藤陽子 594

4 少年愛の美学　Ａ感覚とＶ感覚　 稲垣足穂 1404 15 ゲームマスター　 沢村　鐵 未定 4 そのときまでの守護神　 日野　草 691 11 実況・料理生物学　 小倉明彦 842

4 黄色い雨　 フリオ・リャマサーレス/木村榮一950 15 終幕のない殺人　 内田康夫 未定 4 竜宮電車　 堀川アサコ 680 11 楽に生きるのも、楽じゃない　 春風亭昇太 832

4 チョコレートの歴史　 ソフィー・Ｄ・コウ/マイケル・Ｄ・コウ1296 15 殺し屋刑事(3）　殺戮者 南　英男 未定 4 穴屋でございます　 風野真知雄 713 11 民族と国家　 山内昌之 1415

15 日暮同心始末帖(5）　逃れ道 ●堂　魁 未定 4 大江戸猫三昧　〈新装版〉 澤田瞳子 713

8 女の子は、明日も。　 飛鳥井千砂 未定 15 高楊枝　素浪人稼業(14) 藤井邦夫 未定 4 強烈なオヤジが高校も塾も通わせずに３人の息子を京都大学に放り込んだ話　宝槻泰伸 756 21 愛国論　 田原総一朗/百田尚樹 691

8 骨を彩る　 彩瀬まる 未定 15 さくら餅　縄のれん福寿(2) 有馬美季子 未定 4 小説「聖書」　旧約篇(上) ウォルター・ワンゲリン/仲村明子1080 21 上杉謙信の夢と野望　 乃至政彦 799

8 みんな、ひとりぼっちじゃないんだよ　 宇佐美百合子 未定 15 公事宿始末人　千坂唐十郎(2）　破邪の剣 黒崎裕一郎 未定 21 横山式　貯金＆投資で安心生活　（仮） 横山光昭 702

8 犬とペンギンと私　 小川　糸 未定 15 完本　密命(20）　宣告　雪中行 佐伯泰英 未定 4 30の都市からよむ日本史　 金田章裕/造事務所 864

8 いろは匂へど　 瀧羽麻子 未定 15 人生を変える　感情コントロール　 和田秀樹 未定 4 「ダラダラ癖」から抜け出すための10の法則　 メリル・Ｅ・ダグラス/ドナ・Ｎ・ダグラス810 4 三　月　 大島真寿美 691

8 離婚して、インド　 とまこ 未定 15 進化できない中国人　経済は発展しても国民性は「道徳砂漠」金文学 未定 4 レッツ！！古事記　 五月女ケイ子 605

8 愛を振り込む　 蛭田亜紗子 未定 上 ポルレイターの秘密兵器　 マリアンネ・シドウ＆ホルスト・ホフマン/若松宣子713 4 活版印刷三日月堂　貝がらの豆本（仮） ほしおさなえ 691

8 女の数だけ武器がある。　たたかえ！ブス魂　 ペヤンヌマキ 未定 2 よみがえる力は、どこに　 城山三郎 529 下 異変の《ソル》　 デトレフ・Ｇ・ヴィンター＆クルト・マール/林　啓子713 4 全員少年探偵団　 藤谷　治 713

8 白蝶花　 宮木あや子 未定 2 イノセント・デイズ　 早見和真 724 下 時をとめた少女　 ロバート・Ｆ・ヤング/小尾芙佐 972 4 明日の湯　 秋山浩司 734

8 さみしくなったら名前を呼んで　 山内マリコ 未定 2 出版禁止　 長江俊和 680 下 ソフロニア嬢、倫敦で恋に陥落する　 ゲイル・キャリガー/川野靖子 950

8 すばらしい日々　 よしもとばなな 未定 2 徘徊タクシー　 坂口恭平 464 上 航空宇宙軍史・完全版(4）　エリヌス―戒厳令―／仮装巡洋艦バシリスク谷　甲州 1296 20 女性のイライラがスッキリ消える食事　 定真理子/桑島靖子 734

2 たけしの面白科学者図鑑　地球も宇宙もナゾだらけ！ ビートたけし/関野吉春 594 下 裏世界ピクニック　 宮澤伊織 756 20 未　定　 未　　定 未定

11 今宵は誰とキスをする　 滝沢美空 680 2 ライアー　 大沢在昌 961 下 壁と孔雀　 小路幸也 864 21 愛犬よろず相談室　天野美月の事件簿（仮） 相戸結衣/あんべよしろう 699

2 子供の死を祈る親たち　 押川　剛 724 上 プラダを着た悪魔　リベンジ！(上）　 ローレン・ワイズバーガー/佐竹史子842 21 恋へ潜らじ　（仮） 山本賀代/げ　　み 699

11 地球は「行動の星」だから動かないと何も始まらないんだよ。　斎藤一人 756 2 暗号名は「金沢」　十津川警部「幻の歴史」に挑む 西村京太郎 562 上 プラダを着た悪魔　リベンジ！(下）　 ローレン・ワイズバーガー/佐竹史子842

2 すべてはあの謎にむかって　 川上未映子 594 上 シャーロック・ホームズ殺人事件(上）　 グレアム・ムーア/公手成幸 864 3/1 不思議なくらい気持ちが落ち着く「呼吸」　 森田愛子 648

上 鎮　魂　浅草機動捜査隊 鳴海　章 700 2 京奉行　長谷川平蔵　八坂の天狗 秋月達郎 594 上 シャーロック・ホームズ殺人事件(下）　 グレアム・ムーア/公手成幸 864 3/1 １日３分　かんたん開脚で健康的に美しくなる　 真向法体操普及会 648

上 吉野桜鬼剣　走れ、半兵衛(3) 森　　詠 670 2 それは秘密の　 乃南アサ 594 下 制　裁　 アンデシュ・ルースルンド＆ベリエ・ヘルストレム/ヘレンハルメ美穂972 3/1 エスパー・小林の超☆人生相談　 エスパー・小林 648

上 銀行支店長、追う　 江上　剛 750 2 天久鷹央の推理カルテ(5）　 知念実希人 637 上 紙つなげ！　彼らが本の紙を造っている　 佐々涼子 864 21 贅沢な時間　 下重暁子 648

上 白バイガール　ガーディアンベルの謎　 佐藤青南 640 2 女王のポーカー(2）　 維羽裕介 680 上 偉大なる失敗　天才科学者たちはどう間違えたか マリオ・リヴィオ/千葉敏生 972 21 たった１％の「プロセス」を変えれば、仕事の成果は99％変わる　鳥原隆志 648

上 鍵師ギドウ　 大門剛明 700 2 妖怪博士　私立探偵　明智小五郎 江戸川乱歩 432 下 日本―喪失と再起の物語(上）　黒船、敗戦、そして３・11 デイヴィッド・ピリング/仲　達志 972 21 日本の美しい「町と村」　 「ニッポン再発見」●楽部 648

上 金の殿　（仮） 土橋章宏 700 2 美女と野獣　 ボーモン夫人/村松　潔 529 下 日本―喪失と再起の物語(下）　黒船、敗戦、そして３・11 デイヴィッド・ピリング/仲　達志 972 21 冷凍しておくと、便利なおかず　 ベターホーム協会 648

上 十津川警部捜査行　日本縦断殺意の軌跡　 西村京太郎 700 下 海を照らす光(上）　 Ｍ・Ｌ・ステッドマン/古屋美登里 756 21 コンサルタントの「聞く技術」　 松本幸夫 648

上 特命警部　 南　英男 700 2 犬たちの明治維新　ポチの誕生 仁科邦男 972 下 海を照らす光(下）　 Ｍ・Ｌ・ステッドマン/古屋美登里 756

上 侠盗組鬼退治　 吉田雄亮 670 2 ファミリー　シャロン・テート殺人事件(上）　 エド・サンダース/小鷹信光 1080 上 アーサー・ミラー(3）　みんな我が子／橋からのながめ アーサー・ミラー/倉橋　健 1080 18 定本　オサムシに伝えて　 手塚るみ子 972

上 龍馬の生きざま　 安部龍太郎/隆　慶一郎 700 2 ファミリー　シャロン・テート殺人事件(下）　 エド・サンダース/小鷹信光 1080 18 手塚治虫　シナリオ集成　 手塚治虫 972

上 ねこあつめの家　 相澤りょう 700 2 「日本の朝鮮統治」を検証する1910－1945　 ジョージ・アキタ/ブランドン・パーマー1026 9 公爵のルールを破るのは　 マギー・フェントン/如月　有 1296

上 終電の神様　 阿川大樹 640 2 アメリカはいかにして日本を追い詰めたか　「米国陸軍戦略研究所レポート」から読み解く日米開戦ジェフリー・レコード/渡辺惣樹 842 9 お茶と探偵(16）　アジアン・ティーは上海の館で ローラ・チャイルズ/東野さやか 1026
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2 乙女の秘密は恋の始まり　（仮） 山野辺りり/緒　　花 691 20 消えゆく街の異界譚　 こあらだまり／グループSNE/北沢　慶未定 18 偽る神のスナイパー(3）　 水野　昴/まごまご 未定

2 騎士と彼女の攻防戦　（仮） 秋野真珠/国　　原 670 18 されど罪人は竜と踊る(19）　 浅井ラボ/ざいん 未定

16 （仮）花嫁のやんごとなき事情(13）　～未来へ続く協奏曲～夕鷺かのう/山下ナナオ未定 18 ストライクフォール(2）　 長谷敏司/筑波マサヒロ未定

21 旦那様の頭が獣なのはどうも私のせいらしい(2）　（仮）紫月恵里/凪かすみ 689 16 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される(2）　 ぷにちゃん/成瀬あけの未定 18 物理的に孤立させられている俺の高校生活　（仮）森田季節/Mika Pikazo未定

21 お守り屋なのに、私の運が悪すぎて騎士に護衛されてます。　黒湖クロコ/Shabon 689 16 おこぼれ姫と円卓の騎士(16）　反撃の号令 石田リンネ/起家一子 未定

16 黒の魔術士と最期の彼女(1）　 秋野真珠/由貴海里 未定 11 嘘とホープ　（仮） ひのもとうみ/御景　椿 713

3/1 緑の雫(2）　 あひる/yos 700 11 うたかたの月　 いとう由貴/みずかねりょう713

3/1 身代わりの薔薇は褐色の狼に愛でられる(3）　 白ヶ音雪/DUO BRAND.700 16 オタクガール、悪役令嬢に転生する。(1）　 富士ゆゆ/はくり 未定

16 石神様の仰ることは(1）　 黒辺あゆみ/水口　十 未定 11 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 うちの居候が世界を掌握している！(16）　 七条　剛/希望つばめ 659 16 家電彼氏(1）　 雪乃下ナチ/釜田みさと未定 11 毎日カノン、日日カノン　 砂原糖子/小椋ムク 670

中 聖剣使いの禁呪詠唱＜ワールドブレイク＞(19）　あわむら赤光/refeia 659 11 また会う日まで　（仮） 渡海奈穂/みずかねりょう670

中 デボネア・リアル・エステート(3）　傭兵は勇者となり、地上げ屋たちは浮遊城を堕とす。山貝エビス/柴乃櫂人 648 8 銀の獅子と身代わり姫　 水無月さらら/サマミヤアカザ未定

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(4）　 三木なずな/瑠奈璃亜 680 8 獣王の貢ぎ嫁　 華藤えれな/北沢きょう未定 14 過保護な幼なじみ　 沢上澪羽 691

中 りゅうおうのおしごと！(5）　 白鳥士郎/しらび 659 8 触れないで甘い唇　～テクノクラートの省内恋愛～義月粧子/駒城ミチヲ 未定 14 ４番目の許婚候補(番外編）　 富樫聖夜 691

中 りゅうおうのおしごと！(5）　小冊子付き限定版 白鳥士郎/しらび 1069 14 君のために僕がいる(1）　 井上美珠 691

中 伊達エルフ政宗(3）　 森田季節/光姫満太郎648 3/1 フラワーナイトガール(5）　（仮） 是鐘リュウジ/有河サトル未定

中 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語　サトウとシオ/和狸ナオ670 3/1 フラワーナイトガール　エピソードコレクション(2) 是鐘リュウジ/月本　一未定 14 箱入り魔女のおかげさま　 くるひなた 691

中 ぜったい転職したいんです！！　～バニーガールは賢者を目指す～　山川　進/なつめえり 648 3/1 Ｉ’ｌｌ　ｈａｖｅ　Ｓｈａｒｂｅｔ！(1）　 九　　曜/フライ 未定 14 軽い気持ちで替え玉になったらとんでもない夫がついてきた。　奏多悠香 691

3/1 奪う者　奪われる者(7）　 mino/和武はざの 未定 14 令嬢アスティの幻想質屋　 遊森謡子 691

27 偽りの騎士と美貌の伯爵　 池戸裕子/史堂　櫂 680 3/1 魔術師たちの就職戦線(2）　（仮） 嬉野秋彦/惠　　坂 未定

27 恋するスイートホーム　 髙月まつり/こうじま奈月680 14 セブンスブレイブ(2）　 乃塚一翔 659

20 プロデュース・オンライン(1）　棒声優はネトゲで変わりたい。田尾典丈/はる雪 未定 14 白の皇国物語(11）　 白沢戌亥 659

27 イジワル騎士と一途な王女様　 立花実咲/一越Ａ区 690 20 天と地と姫と(3）　川中島　龍虎の邂逅　織田信奈の野望　全国版春日みかげ/深井涼介未定 14 反逆の勇者と道具袋(3）　 大沢雅紀 659

20 暗黒騎士を脱がさないで(5）　♯エリー　♯いもけんぴ　♯枕びしょびしょ罪木村心一/有　　葉 未定

27 Ｏｃｃｕｌｔｉｃ；Ｎｉｎｅ(3）　―オカルティック・ナイン― 志倉千代丸/pako 853 20 ガチャにゆだねる異世界廃人生活(1）　 時野洋輔/紅　　緒 未定 3/1 仕組まれた再会　 文月　蓮 691

27 そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞(1）　 ●●臥命/夕　　薙 745 20 アサシンズプライド(5）　（仮） 天城ケイ/ニノモトニノ 未定 3/1 美味しくお召し上がりください、陛下　 柊あまる 691

27 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(4）　鬼影スパナ/よう太 702 20 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい(1）　合田拍子/nauribon 未定

27 10年ごしの引きニートを辞めて外出したら(3）　異世界でエルフに会いました坂東太郎/紅　　緒 702 20 勇者のパーティで、僕だけ二軍！？(1）　 布施瓢箪/さくらねこ 未定 25 愛欲スイッチ　 西野　花/陸裕千景子 670

27 神話伝説の英雄の異世界譚(7）　 奉/ミユキルリア 745 20 医療魔術師は、もう限界です！(1）　 は　　な/魔太郎 未定

23 身代わりの新妻　（仮） すずね凛/Ciel 756

3/1 子爵と冷たい華　（仮） 和泉　桂/円陣闇丸 890 下 騎士の私と悪魔の取引　百合の口付け　 上田ながの/瀬奈茅冬＊721 23 公爵様の可愛い恋人　（仮） 七福さゆり/池上紗京 756

3/1 金獅子の王と漆黒の騎士(2）　（仮） 妃川　螢/小　　禄 670

下 囚われた人妻捜査官　祐美子　（仮） 筑摩十幸/asagiri 770 27 双竜王を飼いならせ　暴君竜を飼いならせ(4) 犬飼のの/笠井あゆみ 616

27 学戦都市アスタリスク外伝　クインヴェールの翼(2）　三屋咲ゆう/okiura 未定 27 伯爵とカナリア　（仮） 櫛野ゆい/未　　定 616

27 異世界拷問姫(3）　 綾里けいし/鵜飼沙樹 未定 16 あべこべな僕らの恋デイズ　 川琴ゆい華/花小蒔朔衣648 27 束縛志願　（仮） 秀香穂里/未　　定 616

27 アブソリュート・デュオ(12）　 柊★たくみ/浅葉ゆう 未定 16 猫耳カレシの愛されレッスン　 ナツ之えだまめ/駒城ミチヲ648

27 アンタの中が気持ちいいわけじゃないんですけどっ！？(1）　～異世界温泉に転生した俺の効能がとんでもすぎる～七烏未奏/庄名泉石 未定 16 仮初の恋人　（仮） 椎崎　夕/高星麻子 648 3/1 俺の部屋ごと異世界へ！ネットとAmozonの力で無双する(1）　月夜　涙/冬空　実 670

27 Ｑ、もしかして、異世界を救った英雄さんですか？(1）　Ａ、違います、ただのパシリです。弥生志郎/フライ 未定 16 執事の学校　 愁堂れな/麻々原絵里依648 3/1 神眼の勇者(6）　 ファースト/晃田ヒカ 670

27 嫁エルフ。　～前世と来世の幼なじみから同時にコクられた俺～あさのハジメ/菊池政治未定 16 神狼さまの恋薬　 御堂なな子/緒田涼歌 648 3/1 魔王軍最強の魔術師は人間だった(2）　 羽田遼亮/KUMA 670

27 大国チートなら異世界征服も楽勝ですよ？　替え玉皇帝になったので美少女嫁も豊富です。　櫂末高彰/三上ミカ 未定 16 異世界で夜のお仕事しています　 高峰あいす/金ひかる 648 3/1 時空魔法で異世界と地球を行ったり来たり(2）　 か　　つ/わだつみ 690

27 落ちてきた龍王と滅びゆく魔女の国(11）　 舞阪　洸/よう太 未定

27 おれの料理が異世界を救う！(3）　 越智文比古/睦　　茸 未定 3 公爵夫妻の面倒な事情　 芝原歌織/明咲トウル 680 24 嫁にこい　～あやかし癒し～　 真崎ひかる/桜城やや 669

27 俺たちは空気が読めない(2）　孤独〈ボッチ〉な彼女の嫁ぎ方 鏡　銀鉢/ひさまくまこ 未定 3 身代わり姫は腹黒王子に寵愛される　 水島　忍/すがはらりゅう745 24 楽園暮らしはどうですか？　 夕映月子/高峰　顕 710

27 ゼロの使い魔(22）　ゼロの神話（仮） ヤマグチノボル/兎塚エイジ未定 3 龍の不動、Dr.の涅槃　 樹生かなめ/奈良千春未定 24 約束の楽園　 砂床あい/小椋ムク 799

3 薔薇王院可憐のサロン事件簿　愛がとまらないの巻　高岡ミズミ/アキハルノビタ未定

2 新妹魔王の契約者(10）　 上栖綴人/大熊猫介 未定 11 したたかな蜜月計画　～嘘つき公爵と頑なな王女～　多紀佐久那/鳩屋ユカリ741

2 魔装学園Ｈ×Ｈ(10）　 久慈マサムネ/黒　　銀未定 3 カタリカタルは謀略師　 神野オキナ 713

2 永き聖戦の後に(2）　スケイプ・ゴート 榊　一郎/猫缶まっしぐら（ニトロプラス）未定 3 マクロスΔ(2）　ウインダミア空中騎士団 小太刀右京 未定 25 未　定　 榛名　悠/すがはらりゅう640

2 自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う(3）　昼　　熊/加藤いつわ 未定 3 トラックに轢かれたのに異世界転生できないと言われたから、美少女と働くことにした。　日富美信吾/こもわた遙華未定

2 終末なにしてますか？　忙しいですか？　救ってもらっていいですか？#EX(1）　枯野　瑛/ue 未定 3 銃皇無尽のファフニール(13）　スターダスト・クライツカサ/梱枝りこ 未定 中 マゾノートに支配された生徒会長様　（仮） 鷹羽シン/有末つかさ 未定

2 エス・エクソシスト(1）　 霜月セイ/七和　禮 未定 3 ギャルこん！(2）　ギャルと合コンに参加することになった。三門鉄狼/あにぃ 未定 中 アンスイート　黒瀬勝子＆井上愛　（仮） ほんじょう山羊/田中あじ未定

2 まるで人だな、ルーシー(1）　 零真似/ゆきさめ 未定 中 不死の魔王は姫騎士調教で無聊を慰める　（仮）山口　陽/うるし原智志未定

2 俺色に染めるぼっちエリートのしつけ方(1）　 あまさきみりと/ぱ　　ん未定 21 シッター執事の子育てレッスン　（仮） 藍川せりか/吉崎ヤスミ702

21 俺様俳優がパパッ？　～スキャンダルベイビー～（仮）柚木ユキオ/鈴倉　温 702 11 死にたい病に効く薬　 水無月さらら/井上ナヲ未定

2 流星茶房物語(2）　月下の龍と恋を誓う 羽倉せい/霧夢ラテ 未定 11 秘蜜の褥　（仮） あさひ木葉/小路龍流 未定

21 猫を拾ったら猛犬がついてきました　（仮） かみそう都芭/小椋ムク734

2 聖王騎士の甘い溺愛　～異世界の恋人～ 月東　湊/旭　　炬 未定 21 皇子のいきすぎたご寵愛　～文章博士と物の怪の記～　雛宮さゆら/イ　　オ 734 中 転生したら王子の花嫁！？　メチャ甘愛され蜜色生活　（仮）立花実咲/八千代ハル未定

2 タクミくんシリーズ完全版(11）　 ごとうしのぶ/おおや和美未定 中 リセット　未来を書き換えたら溺れるほどの蜜月が待っていました。　（仮）月神サキ/すがはらりゅう未定

2 妖狐に嫁入り(1）　～平安あやかし奇譚～ 秋山みち花/六芦かえで未定 11 喫茶ルパンで秘密の会議　 蒼井蘭子/はねこと 713 中 私が主役ですか？　末っ子王女は皇帝陛下に愛でられる　（仮）柚原テイル/上原た壱 未定

2 極道さんは今日もパパで愛妻家　 佐倉　温/桜城やや 未定 11 宝石王子と五つの謎　おしゃべりシェパードと内緒の話　あさぎ千夜春/八つ森佳734

2 狗神サマにお仕えします！　 小中大豆/鈴倉　温 未定 上 おじさま教授の甘く執拗な蜜愛　 橘　志摩/八千代ハル 未定

27 ＣＥＯと理想の結婚　（仮） 御堂志生/坂本あきら 690 上 俺様ドクターの淫らな診察　 水城のあ/えまる・じょん未定

2 えっちな王太子殿下に昼も夜も愛されすぎてます　お嫁さんは「抱き枕」ではありませんっ！宇佐川ゆかり/SHABON未定 27 優しくしないで　（仮） 麻生ミカリ/な　　ま 690 上 腐女子のわたしが鬼畜彼氏に極愛されました。　水戸　泉/南国ばなな 未定

2 ケダモノ皇帝が旦那様になったらイチャつき過ぎですっ、陛下のばかばかっ！　藍杜　雫/北沢きょう 未定 27 偽りの恋人とルームシェア！？　（仮） 粟生　慧/小島ちな 690

14 鳴かない小鳥にいじわるなキス　 真崎ひかる/鈴倉　温 670

11 暗極の星に道を問え(1）　 エドワード・スミス 未定 18 獄　中　―寵辱の褥―（仮） 日向唯稀/タカツキノボル690 14 窓辺のヒナタ　 朝丘　戻/yoco 800

11 剣と炎のディアスフェルド(2）　 佐藤ケイ/PALOW 未定

11 魔法密売人(1）　極道、異世界を破滅へと導く 真坂マサル/巖本英利未定 4 執着系、恋愛のススメ　 橘　柚葉/ゴゴちゃん 690 18 アンダンテ　 日日日/紅　　緒 702

11 おことばですが、魔法医さま。(1）　～異世界の医療は問題が多すぎて、メスを入れざるを得ませんでした～時田　唯 未定 18 俺は／私は　オタク友達がほしいっ！　 左リュウ/ひづきみや 702

11 ヴァルハラの晩ご飯(4）　～イノシシとイノシシモドキの包み焼き～三鏡一敏/ファルまろ 未定 2 虚弱王女と口下手な薬師　告白が日課ですが、何か。　秋杜フユ/サカノ景子 637

11 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？(13）　 聴猫芝居/Hisasi 未定 2 猫伯爵の憂鬱　～紅茶係はもふもふがお好き～　かたやま和華/深山キリ583 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

11 86―エイティシックス―(1）　 安里アサト/I-IV 未定 2 異世界創造の絶対神(2）　 若桜拓海/村上ゆいち 669

11 はたらく魔王さま！　ハイスクールＮ！(1）　（仮） 和ヶ原聡司/三嶋くろね未定 25 異世界Ｃマート繁盛記(5）　 新木　伸/あるや 未定 2 ヴァンパイア／ロード(2）　 ●西伸哉/さくらねこ 669

11 ソードアート・オンライン(19）　ムーン・クレイドル 川原　礫/abec 未定 25 メルヘン・メドヘン　 松　智洋/StoryWorks 未定 2 龍と狐のジャイアント・キリング(2）　 神秋昌史/東　　西 669

11 魔法科高校の劣等生(21）　動乱の序章編 佐島　勤/石田可奈 未定 25 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？(2）　えきさいたー/ふーみ 未定 2 魔王さまと行く！　ワンランク上の異世界ツアー！！(2）　猫又ぬこ/U35 669

11 彼女と俺とみんなの放送(2）　 高峰自由/cuon 未定 25 最強の種族が人間だった件(3）　エルフ嫁と始める異世界スローライフ柑橘ゆすら/夜ノみつき未定 2 スキル喰らいの英雄譚　成長チートで誰よりも強くなる浅葉ルウイ/peroshi 669

11 姫咲アテナは実在しない。(1）　 麻宮　楓/くうねりん 未定 25 混沌都市の泥棒屋　 間宮真琴/ERIMO 未定 2 魔王な俺がエルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？　手島史詞/COMTA 669

16 最悪探偵(1）　 望　公太/小玉有起 未定 18 公爵夫人はアメリカ令嬢　（仮） エロイザ・ジェームズ/山田　蘭未定 中 泣き虫姫が政略結婚したらとろとろに愛されました　玉木ゆら/林　マキ 670

16 悪の組織の求人広告(1）　 喜友名トト/虎　　龍 未定

16 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(3）　 三浦勇雄/屡　　那 未定 14 異世界コンビニ(2）　 榎木ユウ 691

16 無法の弁護人(3）　 師走トオル/toi8 未定
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