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5/9 私の仕事　国連難民高等弁務官の十年と平和の構築緒方貞子 864 5/17 新装版　平城山を越えた女　 内田康夫 未定 5/29 癒される花　ポケット図鑑　 増村征夫 810 上 黄金の粉塵人間　 マリアンネ・シドウ＆エルンスト・ヴルチェク/原田千絵713

5/9 図説　大江戸性風俗辞典　 永井義男 864 5/17 ブラックボックス(上）　 マイクル・コナリー/古沢嘉通未定 5/29 機巧のイヴ　 乾　緑郎 724 上 もののあはれ　ケン・リュウ短篇傑作集(2) ケン・リュウ/古沢嘉通756

5/9 不安の９割は消せる　 枡野俊明 670 5/17 ブラックボックス(下）　 マイクル・コナリー/古沢嘉通未定 5/29 ボケずに元気に80歳！　名医が明かすその秘訣新見正則 529 下 神のアンテナ　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆クルト・マール/若松宣子713

5/9 御用船捕物帖(3）　 小杉健治 648 5/17 わけあり師匠事の顛末　物書同心居眠り紋蔵　佐藤雅美 未定 5/29 冬虫夏草　 梨木香歩 594 下 暗黒の艦隊　駆逐艦〈ブルー・ジャケット〉 ジョシュア・ダルゼル/金子　司1080

5/9 いつまた、君と　何日君再来 五十嵐佳子/芦村朋子648 5/17 隠された牙　森林保護官　樋口孝也の事件簿　吉村龍一 未定 5/29 細胞異植　 仙川　環 680 下 風の名前(3）　 パトリック・ロスファス/山形浩生886

5/17 図書館の魔女　烏の伝言(上）　 高田大介 未定 5/29 命の番人　秋田の自殺を半減させた男 中村智志 724 上 機龍警察〔完全版〕　 月村了衛 864

5/11 クリーニング屋の人妻たち　（仮） 霧原一輝 778 5/17 図書館の魔女　烏の伝言(下）　 高田大介 未定 5/29 ●　魔　 唯川　恵 594 上 ＢＬＡＭＥ！　アンソロジー　（仮） 小川一水/飛　浩隆756

5/11 彼女と人妻とオートバイ　（仮） 葉月奏太 778 5/17 タイタニア(5）　凄風篇 田中芳樹 未定 5/29 にらみ　新・古着屋総兵衛(14) 佐伯泰英 680 下 Ｐ・Ｏ・Ｓ　―キャメルマート京洛病院店の四季―鏑木　蓮 799

5/11 美脚刑事　（仮） 八神淳一 788 5/17 都知事探偵・漆原翔太郎　セシューズ・ハイ　天祢　涼 未定 5/29 特命金融捜査官　 江上　剛 810 下 第五の福音書(上）　 イアン・コールドウェル/奥村章子864

5/17 シューメーカーの足音　 本城雅人 未定 5/29 東大助手物語　 中島義道 529 下 第五の福音書(下）　 イアン・コールドウェル/奥村章子864

5/17 釈　●　 武者小路実篤 未定 5/17 あなたは、誰かの大切な人　 原田マハ 未定 5/29 おまえのすべてが燃え上がる　 竹宮ゆゆこ 637 上 特捜部Ｑ ―吊された少女―(上）　 ユッシ・エーズラ・オールスン/吉田奈保子1015

5/17 まっぷたつの子爵　 カルヴィーノ/河島英昭未定 5/17 だれの息子でもない　 神林長平 未定 5/29 かぜまち美術館の謎便り　 森　晶麿 680 上 特捜部Ｑ ―吊された少女―(下）　 ユッシ・エーズラ・オールスン/吉田奈保子1015

5/17 蜜柑・尾生の信　他十八篇　 芥川竜之介 未定 5/17 宿命の地(上）1919年三部作(3) ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 5/29 あしながおじさん　 ジーン・ウェブスター/岩本正恵529 下 ささやかな頼み　 ダーシー・ベル/東野さやか1058

5/17 失われた時を求めて(11）囚われの女(2) プルースト/吉川一義未定 5/17 宿命の地(下）1919年三部作　(3) ロバート・ゴダード/北田絵里子未定 5/29 続　あしながおじさん　 ジーン・ウェブスター/畔柳和代680 上 人の心は読めるか？　本音と誤解の心理学ニコラス・エプリー/波多野理彩子864

5/17 参加と民主主義理論　 キャロル・ペイトマン/寄本勝美未定 5/17 南部芸能事務所　season3　春の嵐　 畑野智美 未定 5/29 ガラスの靴　 エリナー・ファージョン/野口百合子562 上 滅亡へのカウントダウン(上）　人口危機と地球の未来アラン・ワイズマン/鬼澤　忍1080

5/17 戦後日本のジャズ文化　 マイク・モラスキー未定 5/17 銀座を歩く　四百年の歴史体験　 岡本哲志 未定 上 滅亡へのカウントダウン(下）　人口危機と地球の未来アラン・ワイズマン/鬼澤　忍1080

5/17 開運十社巡り　大江戸秘脚便　 倉阪鬼一郎 未定 5/26 狼彼氏×天然彼女ｓｕｐｅｒ　（仮） ばにぃ 540

6/1 ディヴォーティッド・イン・デス　（原題） Ｊ・Ｄ・ロブ/小林浩子994 5/17 祟り婿　古道具屋　皆塵堂　 輪渡颯介 未定 5/26 俺にしとけよ。　 まは。 540 5/2 古城に集う愛　 キャロル・モーティマー/水間　朋670

6/1 スター・ウォーズ　カタリスト(上）　 ジェームズ・ルシーノ/来安めぐみ1188 5/17 レミングスの夏　 竹吉優輔 未定 5/26 あたしのイジワル彼氏様　 みゅーな 540 5/2 真夜中のバラ　 ノーラ・ロバーツ/寺尾なつ子720

6/1 スター・ウォーズ　カタリスト(下）　 ジェームズ・ルシーノ/来安めぐみ1188 5/17 妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外伝　香月日輪 未定 5/26 この涙が枯れるまで　 ゆ　　き 540 5/2 アンダルシアの休日　 アン・メイザー/青山有未670

5/11 春の華客／旅恋い　山川方夫名作選　 山川方夫 1836 5/26 星の涙　 みのりfrom三月のパンタシア540 5/2 スペインからの手紙　 ヴァイオレット・ウィンズピア/須賀孝子670

下 兵器たる翼　 渡辺洋二 907 5/11 蜩の声　 古井由吉 1728 5/11 イジワル御曹司に愛されてます　 西ナナヲ 680 5/2 ブラックメイル　 ペニー・ジョーダン/中原もえ670

下 帝国軍人カクアリキ　 岩本高周 994 5/11 ヤマネコ・ドーム　 津島佑子 1728 5/11 ホテル王と偽りマリアージュ　 水守恵蓮 680 5/2 湖の秘密　 ベティ・ニールズ/塚田由美子670

下 なぜ日本はアメリカに勝てないか　 杉山徹宗 886 5/19 神々にえこひいきされた男たち　 島地勝彦 972 5/11 不自然な関係　（仮） 若菜モモ 680 5/16 キャンセルにご用心　 エマ・ダーシー/柊　羊子540

下 機動部隊出撃 空母瑞鶴戦史　 森　史朗 1080 5/19 参謀の甲子園　 小倉清一郎/ベースボール・マガジン社未定 5/11 35歳で幸せになる方法　（仮） 実花子 680 5/16 早すぎた結婚　 ルーシー・ゴードン/寺尾なつ子540

5/12 星界の報告　 ガリレオ・ガリレイ/伊藤和行未定 5/11 まるごと愛して　（仮） 田崎くるみ 680 5/16 銀の沙漠にさらわれ　 ジョアンナ・リンジー/琴葉かいら960

5/10 永遠の愛を約束して　 ブロンウェン・エヴァンス/荻窪やよい987 5/12 新版　平家物語(2）　全訳注 杉本圭三郎 未定 5/11 冷酷王太子はじゃじゃ馬な花嫁を手なずけたい　佐倉伊織 680 5/16 公爵と星明かりの乙女　 ミーガン・フランプトン/兒嶋みなこ960

5/26 魔女の棲む町　 トマス・オルディ・フーヴェルト/大原　葵1080 5/12 岡倉天心「茶の本」をよむ　 田中仙堂 未定 5/11 カタブツ皇帝陛下の新妻への過保護がとまらない　桃城猫緒 680 5/16 悦楽の園の恋人たち　 ジェニファー・デイル/立石ゆかり860

5/12 中世ヨーロッパの騎士　 フランシス・ギース/椎野　淳未定 5/29 世界のまんなかで笑うキミへ　 相沢ちせ 648 5/16 スウィート・ベイビー　 シャロン・サラ/平江まゆみ840

5/26 眺めて愛でる数式美術館　 竹内　薫 未定 5/12 荘　子(上）　全現代語訳 池田知久 未定 5/29 君のために。　（仮） 菊川あすか 648 5/18 プリズン・ガール　 ＬＳ・ホーカー/村井智之864

5/26 古代研究(6）国文学篇(2) 折口信夫 未定 5/12 自然魔術　 ジャンバッティスタ・デッラ・ポルタ/中村雄二郎未定 5/29 書き下ろし　（仮） いぬじゅん 648 5/18 ＧＯＮＥ　ゴーン　(3）虚言(上) マイケル・グラント/片桐恵理子864

5/26 越境の古代史　倭と日本をめぐるアジアンネットワーク田中史生 未定 5/22 小説　仮面ライダーゴースト　～未来への記憶～　福田　卓郎/石ノ森章太郎670 5/26 千尋くん、千尋くん　 夏智。 648 5/18 ＧＯＮＥ　ゴーン(3）虚言(下) マイケル・グラント/片桐恵理子864

5/26 新「育児の原理」あたたかい心を育てる(1）　幼児編内藤寿七郎/小林　登未定 5/18 少年Ｎのいない世界(2）　 石川宏千花 713

5/26 日本史快刀乱麻　 明石散人 未定 5/18 バベル　（仮） 森川智喜/平沢下戸713 5/10 “ややこしい”をスッキリさせる　幕末と明治維新10のツボ　歴史の謎研究会864 5/9 将門（まさかど）　（仮） 矢野　隆 950

5/26 月華の神剣(1）　壬生狼慕情 牧　秀彦 未定 5/18 こどもつかい　 牧野　修 778 5/10 日本人が知らない　理系の大疑問100　 話題の達人●楽部810 5/9 京都西陣なごみ植物店　（仮） 仲町六絵 691

5/26 新八犬伝　転 石山　透 未定 5/18 探偵が早すぎる　 井上真偽 745 5/9 左　近(上）　（仮） 火坂雅志 734

5/26 新八犬伝　結 石山　透 未定 5/18 緋紗子さんには、９つの秘密がある　 清水晴木 778 5/11 色の秘密　 山脇惠子 702 5/9 左　近(下）　（仮） 火坂雅志 734

5/26 ジャングルの儀式　新装版 大沢在昌 未定 5/11 フランス人は10着しか服を持たない　 ジェニファー・L・スコット/神崎朗子702 5/9 英雄と逆賊　西郷アンソロジー　（仮） 池波正太郎/岩井三四二670

5/26 Ｆコース(2）　 山田悠介 未定 5/12 牡丹堂の春夏秋冬　（仮） 中島久枝 未定 5/11 精神科医が教える50歳からのお金をかけない健康術　保坂　隆 702 5/9 報道記者　星野沙耶の事件簿　（仮） 村山仁志 734

5/26 西郷隆盛(1）　（仮） 海音寺潮五郎 未定 5/12 虚ろな十字架　 東野圭吾 未定 5/11 男、60歳からの人生術　 川北義則 702 5/16 文蔵　2017.6　 「文蔵」編集部 670

5/26 九十九怪談　第八夜　 木原浩勝 未定 5/12 因業探偵　新藤礼都　（仮） 小林泰三 未定 5/11 草紙屋薬楽堂ふしぎ始末(2）　 平谷美樹 734

5/26 遺跡発掘師は笑わない(6）　 桑原水菜 未定 5/12 春や春　 森谷明子 未定 5/12 ケモノの城　 誉田哲也 820

5/26 黙示録(上）　 池上永一 未定 5/12 ボルケイノ・ホテル　 谷村志穂 未定 5/10 どこかでベートーヴェン　 中山七里 702 5/12 決　断　 小杉健治 710

5/26 黙示録(下）　 池上永一 未定 5/12 暗黒神殿　 田中芳樹 未定 5/10 のはなしさん　 伊集院光 616 5/12 煩悩の子　 大道珠貴 570

5/26 わが家は●園の拝み屋さん(5）　桜月夜と梅花の夢望月麻衣 未定 5/12 無　頼　組長刑事　 南　英男 未定 5/10 サブマリンによろしく　 大津光央 734 5/12 横須賀ブロークンアロー(上）　 山田深夜 1010

5/26 土方歳三(中）　 富樫倫太郎 未定 5/12 奇想博物館　日本ベストミステリー選集 日本推理作家協会未定 5/10 上州すき焼き鍋の秘密　関八州料理帖　 倉阪鬼一郎 691 5/12 横須賀ブロークンアロー(下）　 山田深夜 1010

5/26 小説 創業社長死す　 高杉　良 未定 5/12 大下宇蛇児　楠田匡介　ミステリー・レガシーミステリー文学資料館未定 5/10 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし　 江本マシメサ 724 5/12 出雲のあやかしホテルに就職します(2）　 硝子町玻璃 630

5/26 深海カフェ　海底二万哩(3）　 蒼月海里 未定 5/12 九字兼定　 藤井邦夫 未定 5/10 昭和天皇　100の言葉　 別冊宝島編集部626 5/12 君に出会えた４％の奇跡　 広瀬未衣 640

5/26 水やりはいつも深夜だけど　 窪　美澄 未定 5/12 さくら道　 藤原緋沙子 未定 5/10 日本覚醒　 ケント・ギルバート   648 5/12 京都の甘味処は神様専用です　 桑野和昭 660

5/26 女が、さむらい(4）　 風野真知雄 未定 5/12 夜叉萬同心　親子坂　 ●堂　魁 未定 5/12 父の後妻　（仮） 葉月奏太 660

5/26 弁当屋さんのおもてなし　ほかほかごはんと北海鮭かま 喜多みどり 未定 5/12 花散る城　戦国女城主秘話 喜安幸夫 未定 5/11 教科書で読む名作　高瀬舟・最後の一句ほか　森　●外 734 5/12 秘蜜のＯＬ遊戯　（仮） 乃坂　希 660

5/26 消えてなくなっても　 椰月美智子 未定 5/12 ケンジントン公園のピーター・パン　 バリー/南條竹則未定 5/11 教科書で読む名作　詩歌　 中原中也 799 5/12 社外秘　人妻査定　 成宮和美 660

5/26 三毛猫ホームズの卒業論文　 赤川次郎 未定 5/12 哲学書簡　 ヴォルテール/斉藤悦則未定 5/11 英絵辞典　目から覚える6000単語 岩田一男/真鍋　博1296 5/12 初　鰹　 国　　光 670

5/26 手蹟指南所「薫風堂」(2）　（仮） 野口　卓 未定 5/12 くらしを楽しむ七十二候　 広田千悦子 未定 5/11 週刊誌風雲録　 高橋呉郎 842 5/12 無宿者　 藤井邦夫 650

5/26 死への招待状　 西村京太郎 未定 5/12 番地の謎　 今尾恵介 未定 5/11 末の末っ子　 阿川弘之 972 5/12 ぶらり十兵衛　 稲葉　稔 670

5/26 バイオハザード　ヴェンデッタ 深見　真 未定 5/11 混浴と日本史　 下川耿史 864 5/12 すっとこどっこい！　（仮） 金子成人 630

5/15 三菱・三井住友・みずほ　三大銀行がよくわかる本　津田倫男 未定 5/20 警察回りの夏　 堂場瞬一 未定 5/11 柄谷行人講演集成1984－1988　言葉と悲劇　柄谷行人 1404 5/12 未　定　 誉田龍一 660

5/15 「おつかれさま」を英語で言えますか？　 デイビッド・セイン未定 5/20 岳飛伝(7）　懸軍の章 北方謙三 未定 5/11 音楽理論入門　 東川清一 1404 5/12 娘になった妻、のぶ代へ　大山のぶ代「認知症」介護日記砂川啓介 620

5/16 あやかしお宿に新米入ります。　 友麻　碧/Laruha未定 5/20 緋の天空　 葉室　麟 未定 5/11 西洋哲学史　ルネサンスから現代まで 野田又夫 1188

5/16 あやかし夫婦は青春を謳歌する。　 友麻　碧/あやとき未定 5/20 にじいろガーデン　 小川　糸 未定 5/11 概説文語文法　改訂版　 亀井　孝 1080 5/26 隠居右善　江戸を走る(3）　 喜安幸夫 700

5/16 蜃の楼　 和智正喜/京極夏彦未定 5/20 天に星　地に花(上）　 帚木●生 未定 5/11 近現代仏教の歴史　 吉田久一 1404 5/26 御庭番の二代目(4）　 氷月　葵 700

5/16 カロリーは引いてください！　～学食ガールと満腹男子～日向　夏/時　　 未々定 5/20 天に星　地に花(下）　 帚木●生 未定 5/26 前借り若殿と千両娘　（仮） 聖　龍人 700

5/16 ひよっこ家族の朝ごはん　お父さんとアサリのうどん汐見舜一/ぶーた未定 5/20 東京自叙伝　 奥泉　光 未定 5/24 千両絵図騒動　（仮） 植松三十里 691 5/26 夜の蝶は淫らに舞う　（仮） 蒼井凜花 750

5/16 縊鬼の囀　 愁堂れな/京極夏彦未定 5/20 ゼロと呼ばれた男　 鳴海　章 未定 5/24 熊野古道殺人事件　新装版 内田康夫 691 5/26 美女の楽園　（仮） 睦月影郎 750

5/26 お坊様との恋愛のススメ(1）　（仮） アキユウ 未定 5/20 暗夜鬼譚　遊行天女 瀬川貴次 未定 5/24 新版 ― 日韓いがみあいの精神分析　 岸田　秀/金両基未定 5/20 エスケーピング・リアリティ　（原題） リサ・レネー・ジョーンズ/石原まどか1132

5/26 千年越しのシンデレラ　（仮） 春川紗和 未定 5/20 男と女、なぜ別れるのか　 渡辺淳一 未定 5/24 ゆら心霊相談所(3）　（仮） 九条菜月 734 5/20 ハー・ダーケスト・ナイトメアー　（原題） ブレンダ・ノヴァク/阿尾正子1234

5/26 Ｒａｖｅｎ　Ｅｍｐｅｒｏｒ(1）　 蒼空　∞ 未定 5/20 短編少年　 集英社文庫編集部未定 5/24 ひたすら面白い小説が読みたくて　 児玉　清 未定 6/1 恐怖の百物語　（仮） 関西テレビ放送 670

5/26 オーダーは探偵に(9）　 近江泉美 未定 5/20 浮世奉行と悪三人　（仮） 田中啓文 未定 5/24 慎　治　新装版 今野　敏 734 5/11 僕と美少女の甘い生活　（仮） 佐鳥小五 741

5/26 猫と透さん、拾いました(1）　―彼らはソファで謎を解く―安東あや 未定 5/20 相棒はドＭ刑事(3）　（仮） 神埜明美 未定 5/24 宇宙軍陸戦隊　地球連邦の興亡 佐藤大輔 734 5/11 年上のいやらしい人妻　（仮） 性実話研究会 741

5/26 兼業作家、八乙女累は充実している(1）　 夏海公司 未定 5/20 首のたるみが気になるの　 ノーラ・エフロン/阿川佐和子未定 5/24 妖怪旅館稲荷荘　（仮） さとみ桜 691

5/26 スイーツ刑事(1）　ウェディングケーキ殺人事件（仮）大平しおり 未定 5/20 契約結婚はじめました。　～椿屋敷の偽夫婦～　白川紺子/わみず未定 5/24 新選組挽歌 ― 鴨川物語　 子母澤寛 972 5/16 余命10年　 小坂流加 648

5/26 東京バルがゆく(2）　不思議な相棒と美味しさの秘密似鳥航一 未定 5/20 ブラック企業に勤めております　その線を越えてはならぬ　（仮）要　はる/藤ヶ咲未定 5/24 舌鼓ところどころ／私の食物誌　 吉田健一 994

5/26 僕を導くカーナビの幽霊(1）　（仮） 伊原柊人 未定 5/20 そして、カノンはいなくなった　 ひずき優/佐原ミズ未定 5/24 大本営発表の真相　元報道部員の証言 富永謙吾 972 5/11 魔法使いと刑事たちの夏　 東川篤哉 745

5/26 時計仕掛けのプロムナード(1）　（仮） 天沢夏月 未定 5/20 先生、原稿まだですか！　（仮） 織川制吾/ななひめ未定 5/11 スポットライトをぼくらに　 あさのあつこ 691

5/2 郵便配達人　花木瞳子が望み見る　 二宮敦人 702 5/11 荒　野　 桜庭一樹 1177

5/15 黒銹　ブラディ・ドール(5）　 北方謙三 未定 5/10 落日の死影　 船戸与一 551 5/11 モモンガの件はおまかせを　 似鳥　鶏 734

5/15 潮流　東京湾臨海署安積班　 今野　敏 未定 5/10 ハガキ職人タカギ！　 風カオル 540 5/12 約束　 ロバート・クレイス/高橋恭美子1512 5/11 迷える空港　あぽやん(3) 新野剛志 961

5/15 恋するハンバーグ　食堂のおばちゃん(2）　山口恵以子 未定 5/10 ちょうかい　未犯調査室(3）　 仁木英之 659 5/12 死と砂時計　 鳥飼否宇 929 5/11 エヴリシング・フロウズ　 津村記久子 961

5/15 麻布署生活安全課　小栗烈(4）　 浜田文人 未定 5/10 色いろ花骨牌　 黒鉄ヒロシ 648 5/12 盗賊と星の雫　サラファーンの星(3) 遠藤文子 1080 5/11 恋愛仮免中　 奥田英朗/窪　美澄702

5/15 卒業のカノン　穂瑞沙羅華の課外活動（仮）機本伸司 未定 5/10 毎日がいきいきとする100のヒント　 加島祥造 670 5/23 ブラウン神父の不信 〔新版〕　 Ｇ・Ｋ・チェスタトン/中村保男799 5/11 人工知能の見る夢は　ＡＩショートショート集新井素子/宮内悠介875

5/15 お葬式　 遠田潤子 未定 5/10 十津川警部　犯人は京阪宇治線に乗った　西村京太郎 616 5/23 忘れられた花園(上）　 ケイト・モートン/青木純子1058 5/11 寅右衛門どの　江戸日記(3）　 井川香四郎 788

5/15 日雇い浪人生活録(3）　（仮） 上田秀人 未定 5/10 書くインタビュー(3）　 佐藤正午 648 5/23 忘れられた花園(下）　 ケイト・モートン/青木純子1058 5/11 舫　鬼九郎　 高橋克彦 950

5/15 浅草料理捕物帖(4）　（仮） 小杉健治 未定 5/10 長谷川平蔵人足寄場　平之助事件帖(2）　決意千野隆司 659 5/23 ウサギの天使が呼んでいる　ほしがり探偵ユリオ青柳碧人 756 5/11 杜若艶姿　酔いどれ小籐次　決定版(12) 佐伯泰英 756

5/10 スノー・ブラインド　 ラフナル・ヨナソン/吉田　薫864 5/23 パンドラの少女(上）　 Ｍ・Ｒ・ケアリー/茂木　健972 5/11 鬼平犯科帳　決定版(10）　 池波正太郎 886

5/3 Ａ　 中村文則 594 5/10 「知」を育てるということ　 藤原智美 未定 5/23 パンドラの少女(下）　 Ｍ・Ｒ・ケアリー/茂木　健972 5/11 鬼平犯科帳　決定版(11）　 池波正太郎 886

5/3 はじめての聖書　 橋爪大三郎 691 5/10 立川談志を聴け　 山本益博 未定 5/30 江神二郎の洞察　 有栖川有栖 972 5/11 三国志読本　 宮城谷昌光 918

5/3 カネと暴力の哲学　 萱野稔人 864 5/10 築地めし　 福地亨子 未定 5/12 巨神計画(上）　 シルヴァン・ヌーヴェル/佐田千織1080 5/11 きみは赤ちゃん　 川上未映子 778

5/3 蟇屋敷の殺人　 甲賀三郎 864 5/12 巨神計画(下）　 シルヴァン・ヌーヴェル/佐田千織1037 5/11 降り積もる光の粒　 角田光代 788

5/3 楽園への道　 マリオ・バルガス＝リョサ/田村さと子1512 5/13 凶悪の序章(上）　新・傭兵代理店 渡辺裕之 未定 5/11 老いてこそ上機嫌　 田辺聖子 821

5/3 リプリーをまねた少年　 パトリシア・ハイスミス/柿沼瑛子1058 5/13 凶悪の序章(下）　新・傭兵代理店 渡辺裕之 未定 5/3 真夜中の騎士　〈新装版〉 赤川次郎 680 5/11 学びなおし太平洋戦争(1）　徹底検証「真珠湾作戦」秋永　芳郎/棟田　博842

5/3 脳はいいかげんにできている　 デイヴィッド・Ｊ・リンデン/夏目　大1058 5/13 スレーテッド　引き裂かれた瞳　 テリ・テリー/竹内美紀未定 5/3 失踪都市　所轄魂 笹本稜平 816

5/3 デカメロン(下）　 ボッカッチョ/平川祐弘1080 5/13 女神めし　佳代のキッチン 原　宏一 未定 5/3 柳生一刀石　 鈴木英治 713 5/10 あざみ野高校女子送球部！　（仮） 小瀬木麻美 734

5/13 未　定　 草凪　優 未定 5/3 伊達の味●騒動　 幡　大介 745 5/10 はるかな空の東　 村山早紀 756

5/12 教室の隅にいる女が調子に乗るとこうなります　秋吉ユイ 未定 5/13 シャッフル　（仮） 南　英男 未定 5/3 偽装警官　 南　英男 724 5/10 ネネコさんの動物写真館　 角野栄子 691

5/12 空き店舗（※幽霊つき）あります　 ささきかつお 未定 5/13 中山道の鬼と龍　はみだし御庭番無頼旅（仮）(3)鳥羽　亮 未定 6/1 アキラとあきら　 池井戸潤 1080 5/10 少年探偵　 小路幸也 670

5/13 新深川鞘番所　（仮） 吉田雄亮 未定

5/11 星の将軍事件帖　（仮） 平茂　寛 702 5/13 完本　密命(23）　仇敵　決戦前夜 佐伯泰英 未定 5/9 賢人たちからの魔法の質問　 マツダミヒロ 756 5/22 サヨナラ坂の美容院　 石田　空/米田絵理699

5/11 緋牡丹頭巾(3）　 八神淳一 702 5/9 カリスマ投資家の教え　 川上　穣 864 5/22 質屋からすのワケアリ帳簿(3）　（仮） 南　　潔/冬　　臣699

5/11 次男坊若さま修行中(3）　 千野隆司 702 5/2 旦那様は魔法使い　 なかゆんきなこ 691

5/11 若殿はつらいよ(4）　 鳴海　丈 702 5/2 疑われたロイヤルウェディング　 佐倉　紫 691 5/11 秘密の恋文は春風と　 ヴィヴィアン・ロレット/岸川由美864 5/30 幸せはいつも目には見えない　 ジェームズ・アレン/「引き寄せの法則」研究会680

5/11 ぼんくら同心と徳川の姫(5）　 聖　龍人 702 5/11 英国王妃の事件ファイル(7）　貧乏お嬢さま、恐怖の館へリース・ボウエン/田辺千幸972 5/30 「筋膜リリース」で超・健康になる！　 滝澤幸一 680

5/11 無敵の殿様(2）　 早見　俊 702 5/16 がまんできない人妻たち～禁断の不倫体験告白　（仮）愛の体験編集部691 5/30 見た目だけではわからない人間心理のミステリー　清田予紀 680

5/20 昭和の禁じられた性愛(5）　 発禁文学研究会756 5/23 密通捜査　警視庁警備九課一係　秋川涼子　（仮）沢里裕二 691 5/24 おためし同居　（仮） 天崎僚介 未定 5/20 もっとシンプルに、ラクに生きることをはじめよう　石原加受子 680

5/26 アレクサンダー大王の墓を発掘せよ(上）　（仮）クリス・カズネスキ/桑田　健810 5/24 高慢令嬢と誘拐犯　（仮） 鬼龍　凱 未定 5/20 体に即効！　「民間療法」　 大久保忍 680

下 トラウマ日曜洋画劇場　 皿井タレー 750 5/26 アレクサンダー大王の墓を発掘せよ(下）　（仮）クリス・カズネスキ/桑田　健810 5/24 ご奉仕します 〔押しかけ兄嫁〕　（仮） 美原春人 未定 5/20 高速メソッド　英語勉強法　 笠原禎一 680

5/30 みだら祭の島　＜新装版＞　 橘　真児 691 5/24 花の獄　（仮） 夢野乱月 未定 5/20 人間関係で得する人　損する人　 川北義則 680

5/16 カイジ「命より重い！」お金の話　 木暮太一 648 5/30 「忌」怖い話　香典怪談　（仮） 加藤　一 702 5/24 三姉妹奴隷と甘い生活　（仮） 鷹羽　真 未定 5/20 40歳からの「迷わない」生き方　 浅野裕子 680

5/16 カイジ「勝つべくして勝つ！」働き方の話　 木暮太一 648 5/30 怪談実話　終　（仮） 黒木あるじ 702 5/24 隣人調教旅行　（仮） 久藤貴緒 未定

5/30 暗黒百物語　骸　（仮） 真白　圭 702 5/20 定本　薔薇の記憶　 宇野亞喜良 972

上 戦国武将　知れば知るほど　乱世がわかれば現代が見える！　小和田哲男 799 5/9 ふしだらマッサージ　（仮） 美野　晶 713 5/3 Ｗｈｅｎ　Ｔｈｅ　Ｒｏｇｕｅ　Ｒｅｔｕｒｎｓ　 サブリナ・ジェフリーズ未定

上 １日１分の運動で股関節がやわらかくなる方法　元・一ノ矢 734
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5/3 狂王の寵愛　（仮） 富樫聖夜 670 5/16 オカルトギア・オーバードライブ(1）　 涼暮　皐 未定 5/19 妹さえいればいい。(7）　 平坂　読/カントク未定

5/3 天才作曲家は甘い声に溺れる　（仮） 八巻にのは 691 5/16 安楽椅子隊長イツツジ　（仮） あらいりゅうじ 未定 5/19 妹さえいればいい。(7）　＜ドラマCD付き限定特装版＞平坂　読/カントク未定

5/19 ＥＸＭＯＤ　思春期ノ能力者(2）　 神野オキナ/こぞう未定

5/20 僕らの町へ　（仮） 山田夢猫 734 5/16 死にかけ陛下の権謀恋愛術　 山咲　黒/七里　慧未定 5/19 ジャナ研の憂鬱な事件簿　 酒井田寛太郎/白身魚未定

5/16 狼侯爵と愛の霊薬(2）　～夫婦円満は別居から！？～ 橘　千秋/紫　真依未定 5/19 漂海のレクキール　（仮） 秋目　人/柴乃櫂人未定

5/22 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…(5）　山口　悟/ひだかなみ689 5/16 男装王女の波瀾なる輿入れ　 朝前みちる/椎名咲月未定 5/19 やがて恋するヴィヴィ・レイン(3）　 犬村小六/岩崎美奈子未定

5/22 恋人に捨てられたので、皇子様に逆告白しました　（仮）森崎朝香/山下ナナオ689 5/19 妖姫のおとむらい(2）　 希/こずみっく 未定

5/16 BLゲームの主人公の弟であることに気がつきました(1）　花果　唯/しヴぇ未定

6/1 ランペリウスの吸血姫(3）　追憶のファルス浅井咲希/氷堂れん700 5/16 グリムノーツ(1）　～運命に抗いし者たち～SOW/スクウェア・エニックス未定 5/11 死にたがりの吸血鬼　 成瀬かの/街子マドカ713

5/11 あのとき始まった　あれが恋です　（仮） 義月粧子/れの子713

中 ゴブリンスレイヤー(5）　 蝸牛くも/神奈月昇659 5/8 ＢｒｅａｋＴｈｒｏｕｇｈ　デンパ男とオトメ野郎ｅｘ.井上ハルヲ/小山田あみ未定 5/11 アナタの見ている向こう側　 火崎　勇/松尾マアタ713

中 暴血覚醒《ブライト・ブラッド》　 中村ヒロ/加藤いつわ670 5/8 高潔な人　～美しき陵辱王～ あすか/幸村佳苗未定

中 なぜ、異能学園の勉強オタクが戦闘でもトップを独走できるのか？　霜野おつかい/はくり659 5/12 コンプレックスの行き先は　 里崎　雅 691

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(5）　 三木なずな/瑠奈璃亜670 5/31 今日が最後の人類だとしても(2）　 庵田定夏/細居美恵子未定 5/12 臆病なカナリア　 倉多　楽 691

中 ハンドレッド(13）　（仮） 箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）648 5/31 コミュ難の俺が、交渉スキルに全振りして転生した結果(4）　朱月十話/夜ノみつき未定 5/12 いばら姫に最初のキスを　 桜木小鳥 691

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(12）　大森藤ノ/ヤスダスズヒト648 5/31 モンスターハンター　クロスソウル(2) 西野吾郎/布施龍太未定

5/31 佐伯さんと、ひとつ屋根の下　Ｉ’ｌｌ　ｈａｖｅ　Ｓｈｅｒｂｅｔ！(2)九　　曜/フライ未定 5/17 王と月(2）　 夏目みや 691

5/26 あやかし姫は愛されたい(1）　氷の姫と目醒めた英雄岸根紅華/Xin 745 5/31 俺たちは異世界に行ったらまず真っ先に物理法則を確認する(2）　藍月　要/閏　月戈未定 5/17 王立辺境警備隊にがお絵屋へようこそ！(2）　小津カヲル 691

5/26 黒の召喚士(4）　無垢なる氷姫 迷井豆腐/黒　　銀745 5/17 転生少女は自由に生きる。　 池中織奈 691

5/26 異世界魔法は遅れてる！(8）　 樋●臥命/猫鍋　蒼745 5/22 できそこないの魔獣錬磨師(7）　 見波タクミ/狐　　印未定

5/26 ありふれた職業で世界最強(6）　 白米　良/たかやKi810 5/22 追伸　ソラゴトに微笑んだ君へ(2）　 田辺屋敷/美和野らぐ未定 5/17 地方騎士ハンスの受難(1）　 アマラ 659

5/22 俺の青春を生け贄に、彼女の前髪をオープン(2）　凪木エコ/すし*未定 5/17 ルーントルーパーズ(3）　自衛隊漂流戦記浜松春日 659

5/29 未　定　 沙野風結子/笠井あゆみ680 5/22 勇者のパーティで、僕だけ二軍！？(2）　布施瓢箪/さくらねこ未定 5/17 俺と蛙さんの異世界放浪記(5）　 くずもち 659

5/29 未　定　 榛名　悠/サマミヤアカザ680 5/22 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

5/29 愛しのお狐様　（仮） 妃川　螢/旭　　炬680 5/22 オタサーの姫と恋ができるわけがない。(4）　佐倉　唄/あゆま紗由未定 5/2 旦那様は魔法使い　 なかゆんきなこ691

5/22 始まりの魔法使い(1）　名前の時代 石之宮カント/ファルまろ未定 5/2 疑われたロイヤルウェディング　 佐倉　紫 691

5/26 ようこそ実力至上主義の教室へ(6）　 衣笠彰梧/トモセシュンサク未定 5/22 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……(5）　滝沢　慧/睦　　茸未定

5/26 星繋ぐ巫女のフォークロア　―人狼×討伐のメソッドⅡ―　斜守モル/マナカッコワライ未定 5/22 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ(12）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん未定 5/23 社内恋愛禁止　～あなたと秘密のランジェリー～　（仮）深雪まゆ/駒城ミチヲ756

5/26 弱小アイドルグループだけど、百合営業はじめました！(1）　「……ところで百合ってなんですか？」扇　智史 未定 5/22 織田信奈の野望　全国版(18）　 春日みかげ/みやま零未定 5/23 不器用な恋のセオリー　聖人君子との甘くて不思議な同居生活　（仮）玉紀　直/黒田うらら756

5/26 英雄なき世界にラスボスたちを(2）　 柳実冬貴/を　　ん未定 5/22 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦(1）　細音　啓/猫鍋　蒼未定

5/26 世界の終わりの世界録＜アンコール＞(10）　細音　啓/ふゆの春秋未定 5/22 織田信奈の野望　姫武将録(1）　 春日みかげ/ファンタジア文庫編集部未定 5/29 兄貴の恋人　（仮） 楠田雅紀/小椋ムク616

5/26 くずクマさんとハチミツＪＫ(2）　 烏川さいか/シロガネヒナ未定 5/22 放課後は、異世界喫茶でコーヒーを(1）　風見鶏/u　　介未定 5/29 暴君竜を飼いならせ(5）　（仮） 犬飼のの/笠井あゆみ616

5/26 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？　(2）　花間　燈/sune未定 5/22 せきゆちゃん（嫁）(1）　 氷高　悠/荻pote未定

5/26 異世界ならニートが働くと思った？(5）　 刈野ミカタ/ねこめたる未定 5/31 アラフォー社畜のゴーレムマスター(1）　 高見梁川/吉　　沢620

5/26 世界最強の人見知りと魔物が消えそうな黄昏迷宮(1）　冒険者世界も不景気です葉村　哲/鳴瀬ひろふみ未定 5/20 蜜恋エゴイスティック　 間之あまの/高星麻子648 5/31 ぼくは異世界で付与魔法と召喚魔法を天秤にかける(9）　横塚　司/マニャ子670

5/20 狼さんと幸せおうちごはん　 今城けい/金ひかる680 5/31 俺の異世界姉妹が自重しない！(2）　 緋色の雨/原　　人700

5/2 この素晴らしい世界に祝福を！(11）　大魔法使いの妹暁なつめ/三嶋くろね未定 5/20 お兄ちゃんと桃色新婚生活！？　 榛名　悠/サマミヤアカザ680 5/31 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～(6）　美　　紅/U35 620

5/2 ノーブルウィッチーズ(6）　第506統合戦闘航空団　疑心！南房秀久/島田フミカネ&Projekt　World　Witches未定

5/2 ノーブルウィッチーズ(6）　第506統合戦闘航空団　疑心！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 5/3 パラミリタリ・カンパニー　萌える侵略者(1）　榊　一郎/足立信吾691 5/24 愛しているとは限らない　 中原一也/奈良千春669

5/2 まるで人だな、ルーシー(2）　 零真似/ゆきさめ未定 5/3 自殺するには向かない季節　 海老名龍人/椎名　優未定 5/24 九尾狐家ひと妻夜話～仔狐滾々～　 鈴木あみ/コウキ。669

5/2 ヒマワリ：ｕｎＵｔｏｐｉａｌ　Ｗｏｒｌｄ(4）　 林トモアキ/マニャ子未定 5/3 異世界支配のスキルテイカー(6）　～ゼロから始める奴隷ハーレム～柑橘ゆすら/蔓木鋼音未定

5/2 ゲーム・プレイング・ロールｖｅｒ．１(1）　村娘。をヒロインにプロデュース木村心一/ぼに～未定 5/3 巨乳天使ミコピョン！　 瀬戸メグル/Syroh未定 5/25 享楽王と姫騎士　（仮） 西野　花/池上紗京670

5/2 スーパーカブ(1）　 トネ・コーケン/博未定

5/2 緋色の玉座(1）　 高橋祐一/岩本ゼロゴ未定 5/20 上司と婚約　～男系大家族物語～(9）　（仮）日向唯稀/みずかねりょう702 5/25 可愛い彼は付喪神さま　（仮） chi-co/すがはら竜670

5/2 いじわる令嬢のゆゆしき事情(2）　眠り姫の婚約九江　桜/成瀬あけの未定 5/22 狼王と異界の花嫁　 相内八重/カミギ756 中 戦国狐忍！～もののけ姫忍び・望月千代女～　（仮）井の中の井守/おりょう未定

5/2 身代わり伯爵と終幕の続き　 清家未森/ねぎしきょうこ未定 5/22 覗く瞳、濡れる心　 中原一也/珂弐之ニカ756 中 エルフの国を丸ごとエルフハーレムにしてみます！　（仮）みかど鉄狼/ゆらん未定

5/2 後宮香妃物語(1）　龍の皇太子とめぐる恋伊藤たつき/カスカベアキラ未定 中 瀧波さんちの姉ドラゴン（まあこんなタイトルにはなりませんが）　（仮）青橋由高/HIMA未定

5/2 きみの祈りを守る歌(1）　 天川栄人/加々見絵里未定 5/11 カラフルノート　久我デザイン事務所の春嵐　日野祐希/げ　　み734 中 桜の咲く頃、僕と妹（キミ）は再会する。　（仮）わかつきひかる/樋上いたる未定

5/11 神様、縁の売買はじめました。　 叶田キズ/あやとき734

5/2 蜜華の檻　～堕ちた麗人～ 丸木文華/笠井あゆみ未定 5/11 うすくれないのお伽噺　（仮） 凪良ゆう/藤たまき未定

5/2 狗神様と初恋の花嫁　 天野かづき/陸裕千景子未定 5/26 国王とウェスラーの娘　（仮） 火崎　勇/池上紗京690 5/11 愛傷コレクション　 葵居ゆゆ/yoco未定

5/2 もふもふ保育園とはらぺこ狼　 水瀬結月/鈴倉　温未定 5/26 何度も君に恋をして、何度も君を愛すだろう　（仮）麻生ミカリ/Ciel 690

5/26 幼なじみの騎士様にさらわれて結婚しました　（仮）山野辺りり/旭　　炬690 中 悪魔のような騎士団長は、無垢な新妻を大事にしたい　（仮）柚原テイル/DUO BRAND.未定

5/2 上司と部下モノ　（仮） 魚住雪希子/ワカツキ未定 中 砂糖菓子姫の結婚　（仮） 吉田　行/SHABON未定

5/2 王宮で溺愛　（仮） 永谷圓さくら/DUO BRAND.未定 5/17 未　定　 粟生　慧/御園えりい690 中 ゆるこん！　（仮） 青砥あか/花岡美莉未定

5/11 資格の神様(1）　 十階堂一系/かちろー未定 5/3 お試し結婚はじめました。　イケメン従兄にめちゃくちゃ甘やかされています葉嶋ナノハ/瀧　順子700 上 学園の黒王子にカノジョ指名されました！！　（仮）立花実咲/SHABON未定

5/11 悪逆騎士団(2）　そのエルフ、凶暴につき水瀬葉月/ももこ未定 上 君に捧げる恋の前奏曲　（仮） 三津留ゆう/龍本みお未定

5/11 蒼戟の疾走者(1）　落ちこぼれ騎士の逆転戦略犬　　亥/駒都えーじ未定 5/30 イノシシ令嬢と不憫な魔王 目指せ、婚約破棄！　秋杜フユ/サカノ景子637 上 契約結婚ですが、めちゃくちゃ愛されています　（仮）沢上澪羽/烏丸かなつ未定

5/11 キリングメンバー(1）　～遥か彼方と冬の音～秋月陽澄/さらちよみ未定 5/30 王立探偵シオンの過ち　 我鳥彩子/THORES柴本616

5/11 オレ、ＮＯ力者につき！(1）　 阿智太郎/U35未定 5/30 ブライディ家の押しかけ花婿　 白川紺子/庭　春樹648 5/15 あやかし艶譚　 辻内弥里/minato.Bob650

5/11 狼と香辛料(19）Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｏｇ(2) 支倉凍砂/文倉　十未定 5/15 白虎王の愛婚～誓いの家族～　 鳥谷しず/高星麻子650

5/11 はたらく魔王さま！(17）　 和ヶ原聡司/029未定 5/26 クロニクル・レギオン(6）　 丈月　城/BUNBUN未定 5/15 アーサー・ラザフォード氏の甘やかな新婚生活　名倉和希/逆月酒乱650

5/11 新約　とある魔術の禁書目録(18）　 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 5/26 俺の家が魔力スポットだった件(5）　～住んでいるだけで世界最強～あまうい白一/鍋島テツヒロ未定

5/11 絶対ナル孤独者(4）　―凝血者Ｔｈｅ　Ｃｏａｇｕｌａｔｏｒ―川原　礫/シメジ未定 5/26 英雄教室(8）　 新木　伸/森沢晴行未定 5/18 ああ勇者、君の苦しむ顔が見たいんだ(3）　ユウシャ・アイウエオン/成田芋虫702

5/11 終わる世界の片隅で、また君に恋をする(1）　五十嵐雄策/ぶーた未定 5/26 異世界ファミレス　（仮） 長野聖樹/アルデヒド未定

5/11 アストロノーツは魔法を使う(1）　 天羽伊吹清/けけもつ未定 5/2 フェンリルの鎖　 うかれ猫/わざきた669

5/11 恋にいちばん近い島　 川琴ゆい華/小椋ムク670 5/2 高１ですが異世界で城主はじめました(11）　鏡　裕之 669

5/22 竜伯爵は没落しました！(2）　 秋田みやび/グループSNE未定 5/11 おまえが望む世界の終わりは　 菅野　彰/草間さかえ691 5/2 最強魔法師の隠遁計画(2）　 イズシロ/ミユキルリア669

5/22 ソード・ワールド2.0　ラクシアゴッドブック(1）　北沢　慶/グループSNE未定 5/2 新宿コネクティブ(1）　 内堀優一/ギンカ669

5/11 籠の鳥の乙女の甘美なる吐息　 銀木あお/周防佑未710 5/2 超界の先導者　 坂本一馬/yaman**669

下 俺とエッチする権利書　（仮） 黒名ユウ/kakao721
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