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4/8 千の風になったあなたへ贈る手紙・第３章　新井　満/愛媛県西条市「千の風」手紙プロジェクト864 4/15 忍者烈伝ノ乱(上）　 稲葉博一 未定 4/29 本音で語る沖縄史　 仲村清司 680 上 カルデクの盾作戦　 Ｋ・Ｈ・シェール＆クルト・マール/嶋田洋一713

4/8 フランクル『夜と霧』への旅　 河原理子 907 4/15 忍者烈伝ノ乱(下）　 稲葉博一 未定 4/29 春山入り　 青山文平 594 上 紙の動物園　ケン・リュウ短篇傑作集(1) ケン・リュウ/古沢嘉通756

4/8 捨てる女　 内澤旬子 670 4/15 山月庵茶会記　 葉室　麟 未定 4/29 自省録　歴史法廷の被告として 中曽根康弘 594 下 ソラナー狩り　 ホルスト・ホフマン＆ウィリアム・フォルツ/嶋田洋一713

4/8 人生なんてくそくらえ　 丸山健二 713 4/15 ムカシ×ムカシ　Ｒｅｍｉｎｉｓｃｅｎｃｅ　 森　博嗣 未定 4/29 親鸞「四つの謎」を解く　 梅原　猛 767 下 ヒトラーの描いた薔薇　 ハーラン・エリスン/伊藤典夫1080

4/8 たたら侍　 松永弘高/錦織良成756 4/15 スペードの３　 朝井リョウ 未定 4/29 みなそこ　 中脇初枝 637 下 栄光の旗のもとに　ユニオン宇宙軍戦記 Ｈ・ポール・ホンジンガー/中原直哉1145

4/8 御用船捕物帖(3）　 小杉健治 648 4/15 ○○○○○○○○殺人事件　 早坂　吝 未定 4/29 組織に埋れず　 高杉　良 724 下 風の名前(2）　 パトリック・ロスファス/山形浩生886

4/15 永山則夫　封印された鑑定記録　 堀川惠子 未定 4/29 自　覚　隠蔽捜査(5･5) 今野　敏 594 上 風雲のヤガ　 五代ゆう 713

4/8 ゼロからわかるギリシャ神話　（仮） かみゆ歴史編集部741 4/15 タイタニア　(4）　烈風篇 田中芳樹 未定 4/29 乗合船　慶次郎縁側日記　 北原亞以子 594 上 航空宇宙軍史・完全版(5）　終わりなき索敵谷　甲州 1512

4/8 ゼロからわかる北欧神話　（仮） かみゆ歴史編集部741 4/15 純喫茶「一服堂」の四季　 東川篤哉 未定 4/29 カカノムモノ　 浅葉なつ 637 上 誤解するカド　ファーストコンタクトＳＦ傑作選　大森　望/野崎まど864

4/15 ＣＯＶＥＲＥＤ　Ｍ博士の島　（仮） 森　晶麿 未定 4/29 青年のための読書クラブ　 桜庭一樹 562 下 帝国宇宙軍(1）　―領宙侵犯― 佐藤大輔 691

4/15 春のめざめ　 Ｆ・ヴェデキント/酒寄進一未定 4/15 霊感検定　春にして君を離れ　 織守きょうや 未定 4/29 オリヴァー・ツイスト　 チャールズ・ディケンズ/加賀山卓朗1069 上 眠る狼　 グレン・エリック・ハミルトン/山中朝晶1231

4/15 バウドリーノ(上）　 ウンベルト・エーコ/堤　康徳未定 4/15 トランプ殺人事件　 竹本健治 未定 4/29 あしながおじさん　 ジーン・ウェブスター/岩本正恵529 上 夜に生きる(上）　 デニス・ルヘイン/加賀山卓朗799

4/15 バウドリーノ(下）　 ウンベルト・エーコ/堤　康徳未定 4/15 籠城の箱庭　 松岡圭祐 未定 4/29 イナゴの日　ナサニエル・ウェスト傑作選 ナサニエル・ウェスト/柴田元幸767 上 夜に生きる(下）　 デニス・ルヘイン/加賀山卓朗799

4/15 青　年　 森　●外 未定 4/15 Ｌｉｆｅ　人生、すなわち謎　ミステリー傑作選　日本推理作家協会未定 4/29 卵を産めない郭公　 ジョン・ニコルズ/村上春樹724 上 元素をめぐる美と驚き(上）　アステカの黄金からゴッホの絵具までヒュー・オールダシー＝ウィリアムズ/安部恵子799

4/15 転回期の政治　 宮沢俊義 未定 4/15 月のもと、走りゆく者をおくる(上）　（仮） 堀川アサコ 未定 上 元素をめぐる美と驚き(下）　アステカの黄金からゴッホの絵具までヒュー・オールダシー＝ウィリアムズ/安部恵子799

4/15 定本　昔話と日本人の心　 河合隼雄/河合俊雄未定 4/15 月のもと、走りゆく者をおくる(下）　（仮） 堀川アサコ 未定 4/13 陰謀の天皇金貨　 加治将一 未定 下 ヨーロッパ炎上　新・100年予測　動乱の地政学ジョージ・フリードマン/夏目　大1102

4/15 日本国憲法の誕生　増補改訂版　 古関彰一 未定 4/15 ショートショートの花束(9）　 阿刀田高 未定 4/13 スレーテッド　消された記憶　（仮） テリ・テリー/竹内美紀未定 下 蝿の王〔新訳版〕　 ウィリアム・ゴールディング/黒原敏行1188

4/15 口訳万葉集(中）　 折口信夫 未定 4/15 壁の鹿　 黒木　渚 未定 4/13 パレートの誤算　 柚月裕子 未定 上 アーサー・ミラー(4）　 アーサー・ミラー/倉橋　健1620

4/15 地獄堂霊界通信(8）　 香月日輪 未定 4/13 霧に棲む鬼　風烈廻り与力・青柳剣一郎(38)小杉健治 未定

下 超駆逐艦　標的艦　航空機搭載艦　 石橋孝夫 864 4/15 シモネッタのどこまでいっても男と女　 田丸公美子 未定 4/13 戻り舟同心　(5）　父と子と（仮） 長谷川卓 未定 4/3 虹に願いを　 マーシー・グレイ/関口諒子670

下 海軍兵学校生徒が語る太平洋戦争　 三浦　節 842 4/15 22年目の告白―私が殺人犯です―　 浜口倫太郎 未定 4/13 身もだえ東海道　夕立ち新九郎　ひめ唄道中　（仮）睦月影郎 未定 4/3 私の知らないあなた　 ローリー・フォスター/高山　恵700

下 目からウロコの勝者の戦略　 杉山徹宗 886 4/15 新装版　はやぶさ新八御用帳(3）　又右衛門の女房平岩弓枝 未定 4/13 公事宿始末人　千坂唐十郎(3）　叛徒狩り（仮）黒崎裕一郎 未定 4/3 すり替わった恋人　 ヘレン・ブルックス/平江まゆみ670

下 航空母艦物語　 野元為輝 972 4/15 一九戯作旅　 野口　卓 未定 4/13 闇奉行(4）　黒霧裁き（仮） 喜安幸夫 未定 4/3 愛は序曲に始まって　 ジェシカ・スティール/中井京子670

4/15 小旋風の夢絃　 小島　環/皇なつき未定 4/13 完本　密命(22）　再生　恐山地吹雪 佐伯泰英 未定 4/3 暴君はおことわり　 エマ・ダーシー/橘高弓枝670

4/10 大嫌いゲーム　 サリー・ソーン/日下部圭1018 4/11 黴　爛　 徳田秋声 1620 4/13 愛されたい！　なら日本史に聞こう　 白駒妃登美 未定 4/3 暗闇の妖精　 ミシェル・リード/松村和紀子670

4/26 砕かれた少女　 カリン・スローター/多田桃子1132 4/11 写生の物語　 吉本隆明 未定 4/17 始まりは愛人　 ヘレン・ビアンチン/鈴木けい540

4/11 三木清大学論集　 三木　清/大澤　聡1620 4/26 君の笑顔が見たいから！　（仮） ひなたとさくら 540 4/17 献　身　 ヴァイオレット・ウィンズピア/山路伸一郎540

4/26 ゼロからわかる虚数　 深川和久 未定 4/11 古典の細道　 白洲正子 1404 4/26 誘惑プリンスの不機嫌に甘いキス　（仮） 言ノ葉リン 540 4/17 暗黒伯爵の甘やかな獲物　 アン・スチュアート/佐野　晶980

4/26 わかる仏教史　 宮元啓一 未定 4/21 裏切りと嫉妬の「自民党抗争史」　あいつにだけは負けたくない　浅川博忠 未定 4/26 秘密のキスから恋がはじまる　（仮） ゆいっと 540 4/17 見えない求愛者　 アイリス・ジョハンセン/ロイ・ジョハンセン1000

4/26 古代研究(5）国文学篇(1) 折口信夫 未定 4/21 すてきな素敵論　 松浦弥太郎 未定 4/26 その涙に触れさせて　（仮） 涙　　鳴 540 4/17 伯爵と秘密の小部屋で　 ソフィ・バーンズ/さとう史緒980

4/26 不幸の心理　幸福の哲学　人はなぜ苦悩するのか岸見一郎 未定 4/21 神々にえこひいきされた男たち　 島地勝彦 未定 4/26 彼に殺されたあたしの体　（仮） 西羽咲花月 540 4/17 密　使　 エリカ・スピンドラー/平江まゆみ1000

4/26 新「育児の原理」(1）　赤ちゃん編 内藤寿七郎/小林　登未定 4/11 アーネスト・サトウの明治日本山岳記　 アーネスト・メイスン・サトウ/庄田元男未定 4/11 意地っ張りなキミにKISS～イジワル上司の甘い誘惑　（仮）小春りん 680

4/26 正義のセ(3）　 阿川佐和子 未定 4/11 死に至る病　 セーレン・キェルケゴール/鈴木祐丞未定 4/11 つま先に口づけを　（仮） 夏雪なつめ 680 4/4 間違いだらけの憲法改正論議　（仮） 倉山　満 734

4/26 共同正犯　 大門剛明 未定 4/11 新版　平家物語(1）　全訳注 杉本圭三郎 未定 4/11 秘書室室長がグイグイ迫ってきます　（仮）佐倉伊織 680 4/4 記憶力を鍛える方法　 加藤俊徳 691

4/26 ジキル博士とハイド氏　 スティーヴンソン/田内志文未定 4/11 ハイデガー入門　 竹田青嗣 未定 4/11 Ｓｗｅｅｔ　Ｌｏｖｅｒ　（仮） 若菜モモ 680 4/4 わらべ歌に隠された古代史の闇　 関　裕二 799

4/26 喜連川の風(3）　参勤交代 稲葉　稔 未定 4/11 哲学塾の風景　哲学書を読み解く　 中島義道 未定 4/11 ミスパーフェクトの受難　（仮） 悠木にこら 680 4/4 使うための心理学　 ポーポー・ポロダクション691

4/26 書けますか？　自分の名前の「書き順」　「日本人に多い名前」編「日本語書き順」研究会未定 4/11 ガリラヤからローマへ　地中海世界をかえたキリスト教徒　松本宣郎 未定 4/29 霞村四丁目の郵便屋さん　 佐倉伊織 648 4/4 ［図解］論理的な考え方・話し方・書き方の基本が身につく本　（仮）西村克己 734

4/26 宿場鬼(2）　（仮） 菊地秀行 未定 4/20 少年Ｎのいない世界(2）　 石川宏千花 713 4/29 まだ高校生のきみへ　（仮） 浅海ユウ 648 4/4 手にとるようにユング心理学がわかる本　（仮）長尾　剛 756

4/26 日本史快刀乱麻　（仮） 明石散人 未定 4/20 幸せのかたち、わたしの場合　（仮） 凪良ゆう 778 4/29 ソース　（仮） 本田晴巳 648 4/4 仕事に役立つ「１日１パターン」英会話　（仮）デイビッド・セイン648

4/26 ｉｆの悲劇(1）　（仮） 浦賀和宏 未定 4/20 ＬＯＳＴ　失覚探偵(下）　 周木　律 745 4/26 スケッチブック　 桜川ハル 648 4/4 「めんどくさい人」の取り扱い方法　（仮） 渋谷昌三 778

4/26 群青のとき(1）　 今井絵美子 未定 4/20 ディリュージョン社の提供でお送りします　 はやみねかおる745 4/26 だから俺と、付き合ってください　 晴　　虹 648 4/15 文蔵　2017.5　 「文蔵」編集部 670

4/26 俳句の図書室　 堀本裕樹 未定

4/26 人体　ミクロの大冒険　60兆の細胞が紡ぐ人生（仮）NHKスペシャル取材班未定 4/12 新・東京駅殺人事件　 西村京太郎 未定 4/17 色の秘密　 山脇惠子 702 4/14 誉生の証明　 森村誠一 770

4/26 ダークタワー　Ⅳ　魔道師と水晶球(上) スティーヴン・キング/風間賢二未定 4/12 だいじな本のみつけ方　 大崎　梢 未定 4/17 ２時間でおさらいできる源氏物語　 竹内正彦 702 4/14 リバース　 相場英雄 690

4/26 ダークタワー　Ⅳ　魔道師と水晶球(下) スティーヴン・キング/風間賢二未定 4/12 東京すみっこごはん　親子丼に愛を込めて　（仮）成田名璃子 未定 4/17 日本のかわいい鳥、世界の綺麗な鳥　 上田恵介 702 4/14 生き直し　 岡部えつ 610

4/26 窓がない部屋のミス・マーシュ(1）　占いユニットで謎解きを斎藤千輪 未定 4/12 ディッパーズ　 建倉圭介 未定 4/14 京都寺町三条のホームズ(6.5）　ホームズと歩く京都望月麻衣 680

4/26 憧れの作家は人間じゃありませんでした(1）　澤村御影 未定 4/12 三毛猫ホームズの正誤表　新装版　 赤川次郎 未定 4/7 愚者のスプーンは曲がる　 桐山徹也 691 4/14 京都寺町三条のホームズ(7）　贋作師と声なき依頼望月麻衣 650

4/26 人間とは何か(1）　トウェイン完訳コレクションマーク・トウェイン/大久保博未定 4/12 凶　行　組長刑事 南　英男 未定 4/7 長崎・オランダ坂の洋館カフェ　シュガーロードと秘密の本　江本マシメサ 691 4/14 嘘が見える僕は、素直な君に恋をした　 桜井美奈 620

4/26 くまのプーさん　心が変わる「論語」　 ウォルト・ディズニー・ジャパン未定 4/12 乱歩の変身　 江戸川乱歩 未定 4/7 美女と野獣　 佐野　晶 670 4/14 たぬきの落語　（仮） 遠原嘉乃 620

4/26 土方歳三(上）　 富樫倫太郎 未定 4/12 狼は罠に向かう　 大藪春彦 未定 4/7 本田宗一郎100の言葉　 別冊宝島編集部626 4/14 良妻恋慕　（仮） 草凪　優 670

4/26 敗者たちの季節(1）　 あさのあつこ 未定 4/12 てのひらの物語　（仮） 光文社文庫編集部未定 4/7 あなたの歴史知識はもう古い！ 変わる日本史　日本歴史楽会 562 4/14 骨董屋の女　（仮） 霧原一輝 670

4/26 吉祥寺よろず怪事請負処(1）　 結城光流 未定 4/12 殉　死　　鬼役（仮）(21) 坂岡　真 未定 4/7 コミックエッセイ アスペルガー症候群との上手なつきあい方入門　西脇俊二/アベナオミ648 4/14 お試しください　（仮） 橘　真児 660

4/26 ミッション建国　 楡　周平 未定 4/12 夜叉萬同心　冥途の別れ橋　 ●堂　魁 未定 4/14 七人の用心棒　 鳥羽　亮 640

4/26 黒猫王子の喫茶店(1）　お客様は猫様です高橋由太 未定 4/12 天　衝　水野勝成伝 大塚卓嗣 未定 4/6 グレート・ウォール　（仮） マーク・モリス/平澤　薫875 4/14 濡れ衣　 藤井邦夫 660

4/26 殺意の対談(1）　 藤崎　翔 未定 4/12 鹿鳴の声　 藤原緋沙子 未定 4/14 完全なる暗殺者(上）　（仮） ワード・ラーセン/本郷久美子756 4/14 奇跡は一度　（仮） 千野隆司 660

4/26 沼津藩留守居役忠勤控　 鈴木英治 未定 4/12 牡丹堂の春夏秋冬　（仮） 中島久枝 未定 4/14 完全なる暗殺者(下）　（仮） ワード・ラーセン/本郷久美子756 4/14 香木屋おりん(4）　（仮） 黒木久勝 660

4/26 パンドラ　猟奇犯罪検死官・石上妙子 内藤　了 未定 4/12 屋上のテロリスト　 知念実希人 未定 4/18 義姉さんは僕のモノ　＜新装版＞　（仮） 草凪　優 691 4/26 君の膵臓をたべたい　 住野よる 700

4/26 幽落町おばけ駄菓子屋(9）　 蒼月海里 未定 4/12 にんじん　 ルナール/中条省平未定 4/28 ロンギヌスの聖痕(上）　（仮） グレン・クーパー/石田　享778

4/17 ミッキーマウス　ありのままで夢がかなうアドラーの言葉　ウォルト・ディズニー・ジャパン未定 4/12 オリエント急行殺人事件　 アガサ・クリスティー/安原和見未定 4/28 ロンギヌスの聖痕(下）　（仮） グレン・クーパー/石田　享778 4/26 公家武者　松平信平(16）　 佐々木裕一 700

4/17 体がかたい人でもラクに開脚できるようになる本　藤本陽平 未定 4/12 わかりたい！　現代アート　 布施英利 未定 4/29 「超」怖い話　怖黄泉　（仮） 久田樹生 702 4/26 剣客大名　柳生俊平(6）　 麻倉一矢 700

4/17 お金の流れで読む日本の歴史　元国税調査官が「古代～現代史」にガサ入れ大村大次郎 未定 4/12 ライムスター宇多丸のゼロ年代「マブ論」　宇多丸 未定 4/29 奇々耳草紙　冥界　（仮） 我妻俊樹 702 4/26 北町影同心(5）　 沖田正午 700

4/17 風蜘蛛の棘(1）　 佐々木禎子/京極夏彦未定 4/29 怪談売買録　狐憑き　（仮） 宇津呂鹿太郎 702 4/26 可能世界の哲学　（仮） 三浦俊彦 756

4/17 翠玉姫演義(2）　―宝珠の海の花嫁― 柊平ハルモ/雨壱絵穹未定 4/8 近親相姦　母と息子　（仮） 白書編集部 702 4/6 淫らなタイムスリップ　（仮） 杜山のずく 713 4/26 誘惑ＰＴＡ　（仮） 渡辺やよい 750

4/26 彼女が好きと言えるまで(1）　（仮） 秋原アン 未定 4/8 葵の剣士　風来坊兵馬(2）　 森山茂里 702 4/11 地元は人妻ハーレム　（仮） 鷹澤フブキ 713 4/26 人妻の好奇心　（仮） 深草潤一 750

4/26 七色バス(1）　（仮） 眠　　空 未定 4/8 花のお江戸のでっかい奴(上）　 鳴海　丈 702 4/25 素人の禁断体験　乱れる人妻　（仮） 投稿告白編集部540 4/21 フォーリング・フォー・ザ・ハイランダー(原題）　リンゼイ・サンズ/上條ひろみ946

4/26 ブルースタートライン(1）　（仮） 丸野　智 未定 4/8 花のお江戸のでっかい奴(下）　 鳴海　丈 702 4/11 黒伯爵の花嫁選び　（仮） フランシス・フォークス/寺尾まち子1080 4/21 メイク・ミー・ラヴ・ユー(原題）　 ジョアンナ・リンジー/小林さゆり1050

4/26 そろそろ会社辞めようかなと思っている人に、一人でも食べていける知識をシェアしようじゃないか　最新改訂版山口揚平 未定 4/8 若さま双剣裁き(3）　 藤村与一郎 702 4/24 お針子と王子様　（仮） 秀香穂里/ウエハラ蜂756 4/26 元気が出る哲学　般若心経入門　（仮） 大栗道榮 691

4/26 続・ヒーローズ(株)！！！　 北川恵海 未定 4/8 そろばん若さま　井森幸四郎　（仮） 中岡潤一郎 702 4/24 未　定　 如　　月/すがはらりゅう756 4/11 寝取られ美母　（仮） 鈴川廉平 741

4/26 ちどり亭にようこそ(2）　～夏の終わりのおくりもの～十三　湊 未定 4/11 人妻だらけのシェアハウス　（仮） 観月淳一郎 741

4/26 ある日、爆弾がおちてきて〔新装版〕　（仮）古橋秀之 未定 4/11 大丈夫だよ、すべてはうまくいっているからね。　斎藤一人 648 4/7 教科書で読む名作　走れメロス・富嶽百景ほか　太宰　治 734 4/11 相姦白書　田舎の熟れ頃母　（仮） 素人投稿編集部741

4/26 都市伝説な彼女たち(1）　（仮） 柳田狐狗狸 未定 4/7 たべもの芳名録　 神吉拓郎 799

4/26 上倉家のあやかし同居人(2）　～見習い鍵守と、ふしぎの蔵のつくも神～梅谷　百 未定 上 「奥の細道」殺人事件　歴史探偵・月村弘平の事件簿風野真知雄 670 4/7 幸福はただ私の部屋の中だけに　 森　茉莉/早川茉莉842 下 ふたりの熟女家政婦と僕　（仮） 葉川慎司 未定

4/26 湯屋の怪異とカラクリ奇譚(2）　 会川いち 未定 上 幻想運河　 有栖川有栖 740 4/7 小説　浅草案内　 半村　良 842 下 義母と温泉旅行 〔ふたりきり〕　（仮） 神瀬知巳 未定

上 可愛いベイビー　 五十嵐貴久 740 4/7 セルフビルドの世界　 石山修武/中里和人1404 下 女教師調教クラブ　（仮） 御堂　乱 未定

4/17 本屋稼業　 波多野聖 未定 上 どぜう屋助七　 河治和香 740 4/7 光の塔　 今日泊亜蘭 1296 下 先生の奥さんと娘姉妹狩り　（仮） 千賀忠輔 未定

4/17 点をつなぐ　 加藤千恵 未定 上 料理まんだら　大江戸隠密おもかげ堂　 倉阪鬼一郎 670 4/7 枕草子(上）　 島内裕子/清少納言1620 下 僕の家には三人の淫らな未亡人がいる　（仮）香坂燈也 未定

4/17 未来へ……　 新井素子 未定 上 鉄道少年　 佐川光晴 670 4/7 枕草子(下）　 島内裕子/清少納言1620 下 ヒトヅマカリ　（仮） 川俣龍司/イナフミン未定

4/17 嫁入り　鎌倉河岸捕物控(30）　 佐伯泰英 未定 上 処女刑事　横浜セクシーゾーン　 沢里裕二 640 4/7 ヨーロッパの帝国主義　生態学的視点から歴史をみるアルフレッド・Ｗ・クロスビー/佐々木昭夫1620 上 魔弾！〔完全版〕　（仮） 綺羅　光 未定

4/17 影の火盗犯科帳(3）　 鳴神響一 未定 上 三狼鬼剣　剣客旗本奮闘記　 鳥羽　亮 600 4/7 点と線から面へ　 ヴァシリー・カンディンスキー/宮島久雄1296 上 背徳の夫婦交換　（仮） 御前零士 未定

4/17 ゆめ姫事件帖(5）　 和田はつ子 未定 上 運転、見合わせ中　 畑野智美 720 4/7 哲学の誕生　ソクラテスとは何者か 納富信留 950

上 特命警部　醜悪　 南　英男 720 4/6 新編　日本中国戦争　怒濤の世紀　第十二部　戦争か平和か　森　　詠 972

4/5 国ゆたかにして義を忘れ　 井上ひさし/つかこうへい691 4/22 安野モヨコ偏愛短篇集その２　（仮） 安野モヨコ 648 4/6 破産仕掛人　 杉田　望 756

4/5 風　 青山七恵 594 4/21 岳飛伝(6）　転遠の章 北方謙三 未定 4/22 奪還の日　刑事の挑戦・一之瀬拓真 堂場瞬一 926 4/6 百名山殺人山行　 梓林太郎 713

4/5 坊ちゃん忍者幕末見聞録　（仮） 奥泉　光 950 4/21 浮雲心霊奇譚　赤眼の理 神永　学 未定 4/22 手習重兵衛 ― 刃舞　新装版 鈴木英治 691 4/6 海中要塞破壊指令　ＵＮＩＣＯＯＮ 大石英司 713

4/5 わが解体　（仮） 高橋和巳 994 4/21 ヒア・カムズ・ザ・サン　東京バンドワゴン 小路幸也 未定 4/22 棟居刑事のガラスの密室　 森村誠一 670 4/6 単独捜査　野生刑事 南　英男 842

4/5 性・差別・民俗　 赤松啓介 864 4/21 外房線　60秒の罠　 西村京太郎 未定 4/22 乗りもの紳士録　 阿川弘之 799 4/6 謀　殺　死神幻十郎 黒崎裕一郎 821

4/5 中央線をゆく、大人の町歩き　 鈴木伸子 713 4/21 凍土の狩人　 森村誠一 未定 4/22 酒談義　 吉田健一 864

4/5 天体嗜好症　（仮） 稲垣足穂 1188 4/21 パリ行ったことないの　 山内マリコ 未定 4/22 おかず指南　 道場六三郎 886 4/8 紫のアリス　 柴田よしき 788

4/5 デカメロン(中）　 ボッカッチョ/平川祐弘1080 4/21 密命売薬商　 鳴海　章 未定 4/22 チャップリン　作品とその生涯　 大野裕之 972 4/8 ホリデー・イン　 坂木　司 637

4/21 ８時間睡眠のウソ。　日本人の眠り、８つの新常識川端裕人 未定 4/22 滝田樗陰　『中央公論』名編集者の生涯 杉森久英 972 4/8 若　冲　 澤田瞳子 788

4/6 有頂天家族　二代目の帰朝　 森見登美彦 未定 4/21 短編少女　 集英社文庫編集部未定 4/22 慟哭の海　戦艦大和死闘の記録 能村次郎 1080 4/8 宇喜多の捨て嫁　 木下昌輝 907

4/12 スクールセクハラ　 池谷孝司 未定 4/21 逆　転　（仮） 小杉健治 未定 4/8 春の庭　 柴崎友香 756

4/12 天才シェフの絶対温度　「HAJIME」米田肇の物語　石川拓治 未定 4/21 学園王国　 加藤実秋 未定 4/13 シャーロック・ホームズの事件簿 〔新訳版〕　アーサー・コナン・ドイル/深町眞理子972 4/8 離　陸　 絲山秋子 961

4/12 医者が患者に教えない病気の真実　 江田　証 未定 4/21 キミコのダンゴ虫的日常　（仮） 北大路公子 未定 4/13 復讐の秋　（仮） アンドレアス・グルーバー/酒寄進一1512 4/8 ギッちょん　 山下澄人 864

4/12 ナオミとカナコ　 奥田英朗 未定 4/21 山の宿のひとり酒　ニッポンぶらり旅 太田和彦 未定 4/13 今だけのあの子　 ●沢　央 799 4/8 西川麻子は地球儀を回す。　 青柳碧人 821

4/12 聞かなかった聞かなかった　 内館牧子 未定 4/21 明智小五郎事件簿(12）　「悪魔の紋章」「地獄の道化師」江戸川乱歩 未定 4/22 怪盗ニック全仕事(4）　 エドワード・Ｄ・ホック/木村二郎1404 4/8 小石川貧乏神殺人事件　 風野真知雄 680

4/12 料理狂　 木村俊介 未定 4/21 八つのチャームの物語　（仮） フィードラ・パトリック/杉田七重未定 4/22 魔　都　 久生十蘭 1404 4/8 花見酒　 藤井邦夫 788

4/12 ゲームセットにはまだ早い　 須賀しのぶ 未定 4/21 時をかける眼鏡　華燭の典と妖精の涙　 椹野道流/南野ましろ未定 4/22 ニューヨークの妖精物語　フェアリーテイルシャンナ・スウェンドソン/今泉敦子1188 4/8 偽小籐次　酔いどれ小籐次　決定版(11) 佐伯泰英 778

4/12 ようこそ、バー・ピノッキオへ　 はらだみずき 未定 4/21 これは経費で落ちません！(2）　～経理部の森若さん～青木祐子/uki 未定 4/29 楽　園　シドニー州都警察殺人捜査課 キャンディス・フォックス/冨田ひろみ1512 4/8 愛憎の檻　獄医立花登手控え(3) 藤沢周平 637

4/12 ちょっとそこまで旅してみよう　 益田ミリ 未定 4/21 エプロン男子　今晩、家でなに食べる？　 山本　瑤/玉島ノン未定 4/29 海岸の女たち　 トーヴェ・アルステルダール/久山葉子1490 4/8 人間の檻　獄医立花登手控え(4) 藤沢周平 659

4/12 ふたつのしるし　 宮下奈都 未定 4/21 世界、それはすべて君のせい　 くらゆいあゆ/けーしん未定 4/29 不良品探偵　 滝田務雄 778 4/8 鬼平犯科帳　決定版(8）　 池波正太郎 745

4/12 私たちはどこから来て、どこへ行くのか　 宮台真司 未定 4/21 ハイランドの仇に心盗まれて　 モニカ・マッカーティ/芦原夕貴未定 4/29 夜の夢見の川　12の奇妙な物語 Ｓ・スタージョン/Ｇ・Ｋ・チェスタトン1058 4/8 鬼平犯科帳　決定版(9）　 池波正太郎 778

4/12 誓　約　 薬丸　岳 未定 4/13 時間線をのぼろう　 ロバート・シルヴァーバーグ/伊藤典夫1080 4/8 マリコ、カンレキ！　 林真理子 691

4/12 花のベッドでひるねして　 よしもとばなな 未定 4/7 スノー・ブラインド　 ラフナル・ヨナソン/吉田　薫864 4/22 ブルー・マーズ(上）　 キム・スタンリー・ロビンスン/大島　豊1620 4/8 人生なんてわからぬことだらけで死んでしまう、それでいい。　悩むが花伊集院静 648

4/12 この世に命を授かりもうして　 酒井雄哉 未定 4/7 あした世界が、　 柴崎竜人 659 4/22 ブルー・マーズ(下）　 キム・スタンリー・ロビンスン/大島　豊1620 4/8 極悪鳥になる夢を見る　 貴志祐介 756

4/12 一〇三歳になってわかったこと　人生は一人でも面白い　篠田桃紅 未定 4/7 ちょうかい　未犯調査室(1）　 仁木英之 659 4/8 英語で読む百人一首　 ピーター・ジェイ・マクミラン832

4/12 竜の道　昇竜編　 白川　道 未定 4/7 ちょうかい　未犯調査室(2）　 仁木英之 626 4/8 京都・大和路殺人事件　 梓林太郎 724 4/8 ゲド戦記　 スタジオジブリ/文春文庫1058

4/12 子どもの才能を引き出すコーチング　 菅原裕子 未定 4/7 後悔病棟　 垣谷美雨 745 4/8 暗　闘　 上田秀人 713

4/12 日本国憲法を口語訳してみたら　 塚田　薫/長峯信彦未定 4/7 96歳のピアニスト　 室井摩耶子 529 4/8 自分を愛しすぎた女　 大石　圭 691 4/5 ゲッターズ飯田の運命の変え方　 ゲッターズ飯田 648

4/12 明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい　●野興夫 未定 4/7 親　友　 川端康成 626 4/8 幽霊の耳たぶに穴　 風野真知雄 680 4/5 ゲッターズ飯田の運命を変える言葉　 ゲッターズ飯田 648

4/12 心がみるみる晴れる　坐禅のすすめ　 平井正修 未定 4/7 ポケットに物語を入れて　 角田光代 724 4/8 下手に居丈高　 西村賢太 810 4/6 いとの森の家　 東　直子 670

4/12 美しい「所作」が教えてくれる幸せの基本　枡野俊明 未定 4/7 ビートルズを呼んだ男　 野地秩嘉 724 4/8 めっぽう強い爺さま見参　 幡　大介 756 4/6 ビオレタ　 寺地はるな 670

4/12 おかげさまで生きる　 矢作直樹 未定 4/7 逆説の日本史(20）幕末年代史編●　西郷隆盛と薩英戦争の謎(3)井沢元彦 788 4/8 鉄の王　流星の小柄 平谷美樹 778 4/6 イッポン！　（仮） 向井湘吾 734

4/7 アンダーカバー　秘密調査　 真保裕一 842 4/8 見破り同心　天霧三之助　 誉田龍一 756

4/18 潰し屋　 南　英男 700 4/8 御前試合、暗転　 牧　秀彦 691 4/21 こんこん、いなり不動産　（仮） 猫屋ちゃき/六七質699

4/8 想いがつのる日本の古典！妖しい愛の物語　古典の謎研究会842 4/8 四国お遍路殺人ゲーム　 西村京太郎 691 4/21 質屋からすのワケアリ帳簿(3）　（仮） 南　　潔/冬　　臣699

中 日本人が知らない　神社の秘密　 火田博文 669 4/8 自分の中に孤独を抱け　 岡本太郎 756 4/8 小説「聖書」　新約篇 ウォルター・ワンゲリン/仲村明子1188

中 ガイドブックには載っていない　本当は怖い沖縄の話　神里純平 680 4/28 １日で感動的に声がよくなる！歌もうまくなる！　堀澤麻衣子 680

4/4 ルーズベルトの開戦責任　 ハミルトンフィッシュ/渡辺惣樹1080 4/6 徳川軍団に学ぶ組織論　 小和田哲男/造事務所896 4/28 アドラー流自分の魅力の引き出し方　 岩井俊憲 680

4/10 フェアリーテイルは突然に　 咲香田衣織 680 4/4 俳句がどんどん湧いてくる100の発想法　 ひらのこぼ 756 4/6 「話し方」の心理学　―必ず相手を聞く気にさせるテクニック　ジェシー・Ｓ・ニーレンバーグ/小川敏子842 4/28 生きるのが楽になる「感情整理」のレッスン　ワタナベ薫 648

4/11 三毛猫カフェ　トリコロール　 星月　渉/長　　乃734 4/4 着るか着られるか　 穂積和夫 864 4/21 頭にやさしい雑学の本　 竹内　均 680

4/11 週末陰陽師　～とある保険営業のお祓い日報～　遠藤　遼/伏見おもち756 4/4 百姓たちの幕末維新　 渡辺尚志 1026 4/12 夢みる舞踏会への招待状　 オリヴィア・ドレイク/水野麗子1037 4/21 入社１年目のメール仕事術　 中山真敬 680

4/12 英国少女探偵の事件簿(1）　お嬢さま学校にはふさわしくない死体ロビン・スティーヴンス/吉野山早苗1015 4/21 退屈の愉しみ方　 名取芳彦 680

4/21 「地球の絶景」誕生の謎と秘密　 ライフサイエンス680

4/21 フランス女性は自由に生きる　 ドラ・トーザン 680
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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

4/4 鳥かごの聖女　（仮） ●西青磁 691 4/21 Ｒｏｃｋ　’ｎ　Ｒｏｌｅ(5）　ファイナル・ショウダウンベーテ・有理・黒崎/グループSNE未定 4/11 死にたがりの吸血鬼　 成瀬かの/街子マドカ713

4/4 生贄聖女と白銀の妄執　（仮） 月城うさぎ 691 4/11 君知るや永遠にまたたく運命の星　（仮）紀里雨すず/みずかねりょう713

4/17 アカシックリコード(1）　 水野　良/中　　原未定 4/11 いとしき伴星の名を述べよ　（仮） 一　　咲/苔谷　赤713

4/21 鳥かごの大神官と侯爵令嬢　 佐槻奏多/増田メグミ689 4/17 ジャバウォック(2）　～真田冥忍帖～ 友野　詳/吟 未定

4/21 双翼の王獣騎士団　狼王子と氷の貴公子　（仮）瑞山いつき/ミヤジマハル689 4/17 楽園島の支配人(1）　名も無き青年と歌姫の成り上がり（仮）兎月竜之介 未定 4/11 恋は甘くない？　 月村　奎/松尾マアタ670

4/11 恋みたいな、愛みたいな　 安西リカ/木下けい子670

4/29 王太子妃になんてなりたくない！！(3）　月神サキ/蔦森えん700 4/17 恋衣花草紙(1）　～山吹の姫の物語～小田菜摘/宵マチ未定 4/11 お試し花嫁、片恋中　（仮） 鳥谷しず/左京亜也670

4/29 魔王と落ちて来た娘　 饕　　餮/千花キハ700 4/17 なんちゃってシンデレラ、はじめました。　汐邑　雛/武村ゆみこ未定

4/17 杖と林檎の秘密結婚(2）　新婚夫婦のおいしい一皿 仲村つばき/加々見絵里未定 4/7 服従のキスは足にして　 山内　詠 691

中 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(12）　～アレクシス帝国興隆記～明月千里/春日　歩680 4/7 25日のシンデレラ　 響かほり 691

中 現代ごきんじょ変身ヒーローコメディ　（仮）逢空万太/児玉　酉648 4/17 アイ★チュウ　Ｆａｎ×Ｆｕｎ×Ｇｉｆｔ♪♪(2)pero/リベル・エンタテインメント未定 4/7 君のために僕がいる(3）　 井上美珠 691

中 月とうさぎのフォークロア。(2）　はかなき双月、かくて月食むしろうさぎ。徒埜けんしん/魔太郎648 4/17 普通ですが何か？(1）　最近はあやかしだって高校に行くんです。流　星香/新井テル子未定

中 瀬川くんはゲームだけしていたい。(2）　中谷栄太/ち　　り659 4/17 腐女子な妹ですみません(1）　 九重木春/カワハラ恋未定 4/14 王と月(1）　 夏目みや 691

中 そのオーク、前世（もと）ヤクザにて(3）　機村械人/兎塚エイジ648 4/14 王立辺境警備隊にがお絵屋へようこそ！(1）　小津カヲル 691

中 レーゼンシア帝国繁栄紀　～通りすがりの賢帝～七条　剛/ゆきさん659 4/8 聖愛の恋愛革命(1）　 青野ちなつ/香坂あきほ未定 4/14 風呂場女神　 小声　奏 691

中 我が驍勇にふるえよ天地(4）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680 4/8 ケンネルホール学院の恋する犬たち　鈴木あみ/キツヲ未定

中 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ）(12）　海空りく/を　　ん680 4/14 異世界を制御魔法で切り開け！(1）　佐竹アキノリ 659

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(8）　大森藤ノ/はいむらきよたか670 4/29 覇剣の皇姫アルティーナ(12）　 むらさきゆきや/himesuz未定 4/14 スピリット・マイグレーション(4）　 ヘロー天気 659

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(8）　ドラマCD付き限定特装版大森藤ノ/はいむらきよたか2592 4/29 ギルドは本日も平和なり(2）　（仮） ナヤカ/上田夢人未定 4/14 反逆の勇者と道具袋(4）　 大沢雅紀 659

4/29 トリア・ルーセントが人間になるまで(1）　三田千恵/ペイント娘未定

4/24 発情エゴイスト　 釘宮つかさ/鳥海よう子690 4/7 愛欲スイッチ　 西野　花/陸裕千景子670

4/24 恋神様の言うとおり　 榛名　悠/三月なでしこ690 4/21 大伝説の勇者の伝説(17）　（仮） 鏡　貴也/とよた瑣織未定

4/24 拾った狐はオオカミでした　 雛宮さゆら/上條ロロ680 4/21 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？(2）　井中だちま/飯田ぽち。未定 4/29 禁断の感度　（仮） 西野　花/國沢　智691

4/21 魔術学園領域の拳王(2）　傲慢姫招来下等妙人/瑠奈璃亜未定 4/29 黄龍の天敵　（仮） ふゆの仁子/奈良千春691

4/26 恋知らずの眠り姫　 ひのもり花蓮/龍　胡伯690 4/21 ロクでなし魔術講師と追想日誌(2）　羊太郎/三嶋くろね未定 4/29 お前の好きにしてくれ　（仮） 中原一也/國沢　智691

4/26 元令嬢のかりそめマリアージュ　 栢野すばる/水綺鏡夜700 4/21 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい(2）　合田拍子/nauribon未定

4/21 軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器で軍隊ハーレムを作っちゃいました！？(10）　明鏡シスイ/硯 未定 4/24 お針子と王子様　（仮） 秀香穂里/ウエハラ蜂756

4/26 最強聖騎士のチート無し現代生活(1）　姫君はイタズラな副会長小幡京人/ぐれーともす745 4/21 いづれ神話の放課後戦争〈ラグナロク〉(6）　―魔眼の王と女神覚醒―なめこ印/よう太未定 4/24 未　定　 如　　月/すがはらりゅう756

4/26 ユリア・カエサルの決断(1）　ガリア戦記遠藤　遼/けけもつ745 4/21 真・天地無用！魎皇鬼外伝　天地無用！ＧＸＰ(15）　簾座連合編梶島正樹/AIC 未定

4/26 アイレスの死書(1）　 蓮見景夏/RiE 745 4/21 ぼくの日常が変態に侵蝕されてパンデミック！？(1）　相上おかき/emily未定 4/28 未　定　 遠野春日/未　　定616

4/26 ＩＳ＜インフィニット・ストラトス＞(11）　弓弦イズル/CHOCO637 4/21 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(3）　恵比須清司/ぎん太郎未定 4/28 愛と刹那の声を聞け　（仮） 水原とほる/未　　定616

4/21 クラウン・オブ・リザードマン(1）　少年は人の身を捨てて復讐を誓う雨木シュウスケ/凪　　良未定

4/29 スーツとストロベリー　（仮） 高遠琉加/Ciel 670 4/21 クラスのギャルとゲーム実況　part.1　琴平　稜/ぺらぐら未定 4/21 愛の在り処に誓え！　 樋口美沙緒/街子マドカ778

4/29 東の爽碧、西の緋炎　 綺月　陣/亜樹良のりかず710

4/29 未　定　 沙野風結子/笠井あゆみ680 4/20 新婚さんはスパダリ同士！　 小中大豆/せ　　ら648 4/29 ハズレ術師の英雄譚(1）　 雨宮和希/ToKa 670

4/20 大富豪の愛され花嫁選び　 黒枝りぃ/カワイチハル680 4/29 アリの巣ダンジョンへようこそ！(2）　テラン/いちやん700

4/26 ワールドエンドアトラクション(1）　 つくも三太/ハル犬未定 4/20 親友に溺愛されています。　 御堂なな子/コウキ。648 4/29 ぼっち転生記(5）　 ファースト/緑川　葉670

4/26 魔力ゼロの俺には、魔法剣姫最強の学園を支配できない……と思った？(3）　刈野ミカタ/あゆま紗由未定 4/20 二度目のはつこい　 伊勢原ささら/花小蒔朔衣680 4/29 モンスターのご主人様(9）　 日暮眠都/ナ　　ポ670

4/26 自称Ｆランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点に君臨するそうですよ？(1）　三河ごーすと/ねこめたる未定 4/29 天才外科医が異世界で闇医者を始めました。(4）　柊　むぅ/ゆらん 700

4/26 エイルン・ラストコード　～架空世界より戦場へ～(6）　東龍乃助/みことあけみ未定 4/4 ブライト・プリズン　学園に忍び寄る影　犬飼のの/彩 713

4/26 ハンドシェイカー(2）　 八薙玉造/GoHands×Frontier Works×KADOKAWA未定 4/4 事故物件幽怪班　森羅殿へようこそ　逢魔ヶ刻のささやき　伏見咲希/音中さわき648 4/22 恋のついでに御曹司　 名倉和希/小路龍流669

4/26 緋弾のアリア(25）　 赤松中学/こぶいち未定 4/4 天空の翼　地上の星　 中村ふみ/六七質713 4/22 楽園の疵　 雛宮さゆら/村崎ハネル669

4/26 底辺剣士は神獣〈むすめ〉と暮らす(2）　世界最深迷宮へ家族旅行！番棚　葵/米白　粕未定 4/28 公爵夫妻の不器用な愛情　 芝原歌織/明咲トウル未定 4/22 不器用なトライアド　 押川　遥/兼守美行669

4/26 ゼロの使い魔　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　ＢＯＯＫ　ヤマグチノボル/兎塚　エイジ未定 4/28 貴方の繭で眠らせて　恋する救命救急医　春原いずみ/緒田涼歌未定

4/26 神獣の姫君と救国の邪匠(1）　 永野水貴/鈴城　敦未定 4/28 愛人王　（仮） 火崎　勇/周防佑未未定 4/11 二人の王子と密×蜜　結婚　～姫花嫁は溶けるほど愛されすぎて～　桂生青依/椎名咲月710

4/11 黒狼と赤い薔薇　～辺境伯の求愛～　夏井由依/Ciel 710

4/3 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えますか？(4）　枯野　瑛/ue 未定 4/20 愛は前途多難！　イケメン社長と僕の家族再結成一文字鈴/不破希海702

4/3 ラストエンブリオ(4）　王の帰還 竜ノ湖太郎/ももこ未定 4/20 猫又ちゃん拾いました　（仮） 有実ゆひ/椎名ミドリ702 4/26 眠れる花嫁の恋物語　（仮） 水島　忍/すがはらりゅう670

4/3 蒼穹のアルトシエル(1）　 犬魔人/墨　　洲未定

4/3 イックーさん(1）　 華早漏曇/コダマ未定 4/21 光の国　 Chi-co/巡 864 中 クイーンズブレイカー　～籠絡チートで異世界征服～　（仮）天乃聖樹/さとーさとる未定

4/3 魔導ＧＰＸウィザード・フォーミュラ(1）　竹井10日/魔太郎未定 4/21 買われた男　 野原　滋/小山田あみ756 中 竜王子の最強タワーハーレム～しもべを増やして最強種を目指します～　（仮）朱月十話/ぎうにう未定

中 年上ロリ姉妹にバブみを感じてオギャりたい！　（仮）葉原　鉄/ひなたもも未定

4/3 令嬢鑑定士と画廊の悪魔(2）　永遠の恋を描く者たち糸森　環/宵マチ未定 4/11 三毛猫カフェ　トリコロール　 星月　渉/長　　乃734

4/3 ワーズワースの秘薬(2）　愛を捧げる光の庭園文野あかね/山田シロ未定 4/11 週末陰陽師　～とある保険営業のお祓い日報～　遠藤　遼/伏見おもち756 4/11 未　定　 バーバラ片桐/小路龍流未定

4/3 レディローズは平民になりたい(2）　 こおりあめ/ひだかなみ未定 4/11 箱入り息子は悪い男を誑かす　 小中大豆/猫の助未定

4/3 皇太后のお化粧係(3）　ふたりを結ぶ相思の花柏　てん 未定 4/26 親の借金を返すために就職したら社長に溺愛されました　（仮）森本あき/弓槻みあ690

4/3 少年陰陽師　こたえぬ背に哭き叫べ結城光流/伊東七つ生未定 4/26 ワイルド社長の甘ふわおめざ　（仮）小出みき/小　　禄690 中 眼鏡師匠と炎の王女　（仮） 天条アンナ/綺羅かぼす未定

中 旦那様が絶倫すぎて困っています　（仮）月神サキ/坂本あきら未定

4/3 傲慢紳士と溺愛クルーズ　 神香うらら/こうじま奈月未定 4/19 竜神様と僕とモモ　（仮） 高岡ミズミ/タカツキノボル700 中 魔王と噂される隣国の帝王に恋の呪いをかけられました　（仮）芹名りせ/もぎたて林檎未定

4/3 初恋列車　 久我有加/麻々原絵里依未定 4/19 黒龍の花嫁　（仮） 橘かおる/海老原由里700

4/3 ちび神さまの初恋むすび　 神奈木智/おおやかずみ未定 4/6 溺愛注意報！？　腹黒御曹司に懐柔なんかされませんっ佐木ささめ/八千代ハル700 上 ずっと君が欲しかった　 井上美珠/篁　ふみ未定

4/3 妖狐とワケあり駆け落ち中！？　 松雪奈々/兼守美行未定 上 御曹司の問答無用なプロポーズ　結婚式から始まるトロ甘ラブ！　麻生ミカリ/シキユリ未定

3 すべてがおまえに背いても　―高貴な罪びとを愛した少女の物語―　我鳥彩子/凪かすみ648 上 任侠ダーリン！　極道の社長に愛されすぎっ！？　藍杜　雫/大橋キッカ未定

4/3 貧しかった少女が王子に見いだされ寵愛されるシンデレラストーリー　（仮）白ヶ音雪/アオイ冬子未定 3 腹へり姫の受難　王子様、食べてもいいですか？　ひずき優/加々見絵里648

4/3 魔　王　（仮） 花衣沙久羅/逆月酒乱未定 3 皇帝陛下の愛され絵師　～その筆は奇跡を招く～　日高砂羽/ま　　ち648 4/14 副社長の甘やかし家族計画　 若月京子/明神　翼670

4/3 溺愛騎士　（仮） 波奈海月/ゆえこ未定 4/14 黒豹王とふしだらな花嫁　（仮） 華藤えれな/黒田　屑650

4/26 黒騎士さんは働きたくない(2）　 雨木シュウスケ/伍　　長未定

4/10 テイルズ オブ ベルセリア(下）　 山本カズヨシ/バンダイナムコエンターテインメント未定 4/26 異世界監獄√楽園化計画　―絶対無罪で指名手配犯の俺と＜属性：人食い＞のハンニバルガール―縹けいか/MikaPikazo未定 4/18 救わなきゃダメですか？異世界(5）　青山　有/ニリツ 702

4/26 魔法使いは終わらない　傭兵団ミストルティン――七人の魔法使い八薙玉造/赤井てら未定 4/18 帰ってきた元勇者(8）　 ニ　　シ/米白　粕702

4/10 オオカミさんとハッピーエンドのあとのおはなし　沖田　雅/Zpolice未定 4/26 ノウ無し転生王の双界制覇　 藤原健市/猫猫猫未定

4/10 読者と主人公と二人のこれから(1）　岬　鷺宮/Hiten 未定 4/3 文字魔法×印刷技術で起こす異世界革命　藤春　都/植田　亮669

4/10 いでおろーぐ！(6）　 椎田十三/憂姫はぐれ未定 4/19 群神アグニ　 田中ロミオ/松　　竜未定 4/3 精霊幻想記(7）　夜明けの輪舞曲 北山結莉/Riv 669

4/10 Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆａｋｅ(4）　 成田良悟/TYPE-MOON未定 4/19 俺と彼女の恋を超能力が邪魔している。　助供珠樹/いつい未定 4/3 造られしイノチとキレイなセカイ(3）　緋月　薙/ふーみ669

4/10 剣と魔法と裁判所(1）　 蘇之一行/ゆーげん未定 4/19 青春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。　境田吉孝/U35 未定 4/3 押しかけ軍師と獅子の戦乙女(2）　 在原竹広/黒獅子669

4/10 アイドル稼業、はじめました！(1）　 岩関昂道/こうましろ未定 4/19 月とライカと吸血姫(2）　 牧野圭祐/かれい未定 4/3 ＜Infinite Dendrogram＞―インフィニット・デンドログラム―(3）　海道左近/タイキ669

4/10 ゼロから始める魔法の書(9）―ゼロの傭兵―(上)虎走かける/しずまよしのり未定 4/19 魔法医師の診療記録(5）　 手代木正太郎/ニリツ未定 4/3 フェンリルの鎖　 うかれ猫/わざきた669

4/10 激突のヘクセンナハト(4）　 川上　稔/さとやす(TENKY)未定 4/19 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。(12）　渡　　航/ぽんかん⑧未定

4/10 魔人執行官(2）　リベル・エンジェル 佐島　勤/キヌガサ雄一未定 4/19 友人キャラは大変ですか？(2）　（仮）伊達　康/紅　　緒未定

4/10 俺を好きなのはお前だけかよ(5）　 駱　　駝/ブリキ 未定

4/10 エルフ嫁と始める異世界領主生活(4）　―そんな観光地で大丈夫か?　問題……しかない！？―　鷲宮だいじん/Nardack未定

4/10 ヘヴィーオブジェクト(13）　北欧禁猟区シンデレラストーリー鎌池和馬/凪良(nagi)未定

4/10 ニアデッドNo.７(1）　 九岡　望/吟 未定
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