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7/8 性なる江戸の秘め談義　 氏家幹人 713 7/15 新装版　ウランバーナの森　 奥田英朗 未定 7/29 ドッグ・メーカー　警視庁人事一課監察係　黒滝誠治深町秋生 961 上 《バジス》の帰郷　 エルンスト・ヴルチェク＆マリアンネ・シドウ/星谷　馨713

7/8 直感はわりと正しい　内田樹の大市民講座 内田　樹 734 7/15 新装版　はやぶさ新八御用帳(4）　鬼勘の娘 平岩弓枝 未定 7/29 薬屋のタバサ　 東　直子 562 上 レッドスーツ　 ジョン・スコルジー/内田昌之972

7/8 疋田桂一郎の天声人語　 疋田桂一郎 756 7/15 現世怪談(2）　白刃の盾 木原浩勝 未定 7/29 指の骨　 高橋弘希 400 下 石の使者　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆クルト・マール/嶋田洋一713

7/8 明治・妖モダン　 畠中　恵 756 7/15 創作の極意と掟　 筒井康隆 未定 7/29 祖国の選択　あの戦争の果て、日本と中国の狭間で城戸久枝 637 下 スターダスト　 フランク・ボルシュ/柴田さとみ799

7/8 警視庁天空捜査官　 六道　慧 864 7/15 半百の白刃(上）　虎徹と鬼姫 長●象平 未定 7/29 ウドウロク　 有働由美子 529 下 風の名前(5）　 パトリック・ロスファス/山形浩生799

7/8 決定版　母に歌う子守歌　介護、そして見送ったあとに落合恵子 648 7/15 半百の白刃(下）　虎徹と鬼姫 長●象平 未定 7/29 波の音が消えるまで　第一部　風浪編 沢木耕太郎 724 上 正解するマド　 乙野四方字 756

7/15 神の時空　倭の水霊　 高田崇史 未定 7/29 波の音が消えるまで　第二部　雷鳴編 沢木耕太郎 680 上 機龍警察　自爆条項〔完全版〕(上）　 月村了衛 756

7/12 果てない欲情　（仮） 藍川　京 778 7/15 新装版　天使に見捨てられた夜　 桐野夏生 未定 7/29 波の音が消えるまで　第三部　銀河編 沢木耕太郎 637 上 機龍警察　自爆条項〔完全版〕(下）　 月村了衛 756

7/12 桃色酒場　（仮） 庵乃音人 778 7/15 新装版　星降り山荘の殺人　 倉知　淳 未定 7/29 夏の祈りは　 須賀しのぶ 562 下 ＩＤ－０(2）　 菅　浩江/ID-0 Project756

7/12 恋人は淫らドール　（仮） 睦月影郎 767 7/15 スターダストパレード　 小路幸也 未定 7/29 満　願　 米澤穂信 724 下 宇宙軍士官学校―攻勢偵察部隊―　 鷹見一幸 821

7/15 駆込み宿　影始末(6）　（仮） 鳥羽　亮 未定 7/29 浮浪児1945－　戦争が生んだ子供たち 石井光太 637 上 ラスト・ワン　 アレクサンドラ・オリヴァ/林　香織972

7/15 芥川追想　 石割　透 未定 7/15 新装版　修羅の終わり(上）　 貫井徳郎 未定 7/29 サーカスの夜に　 小川　糸 594 上 エル　ＥＬＬＥ　 フィリップ・ジャン/松永りえ950

7/15 源氏物語(1）　桐壷－末摘花 柳井　滋/室伏信助未定 7/15 新装版　修羅の終わり(下）　 貫井徳郎 未定 7/29 夜と会う。　（仮） 蒼月海里 594 上 晩夏の墜落(上）　 ノア・ホーリー/川副智子929

7/15 奥の細道　 上野洋三/櫻井武次郎未定 7/15 蝶の力学　警視庁殺人分析班　 麻見和史 未定 7/29 島津戦記(1）　 新城カズマ 562 上 晩夏の墜落(下）　 ノア・ホーリー/川副智子929

7/15 星の王子さま　 サン＝テグジュペリ/内藤　濯未定 7/15 逆島達雄と進駐官養成高校の決闘(1）　（仮） 石田衣良 未定 7/29 クラウド・テロリスト(上）　 フリーマントル/松本剛史680 下 大カマ殺人と収穫の秋　中年警部クルフティンガーフォルカー・クルプフル＆ミハイル・コブル/岡本朋子1080

7/15 クァジーモド全詩集　 クァジーモド/河島英昭未定 7/15 生還者　 下村敦史 未定 7/29 クラウド・テロリスト(下）　 フリーマントル/松本剛史680 上 アリエリー教授の「行動経済学」入門　 ダン・アリエリー/NHK白熱教室制作チーム864

7/15 婚姻の話　 柳田国男 未定 7/15 錠前破り、銀太　紅蜆　 田牧大和 未定 7/29 シークレット・ヒストリー(上）　 ドナ・タート/吉浦澄子767 上 知盛の声がきこえる　『子午線の祀り』役者ノート 嵐　圭史 1080

7/15 靖国神社　「殉国」と「平和」をめぐる戦後史 赤澤史朗 未定 7/15 ツボ押しの達人　 室積　光 未定 7/29 シークレット・ヒストリー(下）　 ドナ・タート/吉浦澄子810

7/15 貧困と飢饉　 アマルティア・セン/黒崎　卓未定 7/15 Ａではない君と　 薬丸　岳 未定 7/11 心なき王が愛を知るとき　 エリザベス・ホイト/緒川久美子972

7/15 朽海の城　新東京水上警察　 吉川英梨 未定 7/26 南くんの彼女（熱烈希望！！）　 ∞yumi＊ 540 7/11 大統領の料理人(5）　誕生日ケーキには最強のふたりジュリー・ハイジー/赤尾秀子1026

7/29 スイート・トーク　（原題） ジュリー・ガーウッド/鈴木美朋1015 7/15 決戦！関ヶ原　 葉室　麟/冲方　丁 未定 7/26 悪魔が奏でる狂詩曲　（仮） ＊菜乃花＊ 540

7/15 人生相談。　 真梨幸子 未定 7/26 俺様王子とＫｉｓｓから始めます。　（仮） SEA 540 7/4 奪われた唇　 キャロル・モーティマー/水間　朋670

7/6 アジア主義　西郷隆盛から石原莞爾へ 中島岳志 1188 7/15 やりたいことは二度寝だけ　 津村記久子 未定 7/26 君に、「好き」と言える日まで。　 ゆいっと 540 7/4 サンレモ、運命の街　 ミシェル・リード/山ノ内文枝670

7/21 虚ろな街(上）　 ランサム・リグズ/金原瑞人778 7/15 機長の決断　日航機墜落の「真実」　 清水保俊 未定 7/26 はじまりの音は、キミの愛だった。　 涙　　鳴 540 7/4 愛を知りたくて　 スーザン・フォックス/矢部真理670

7/21 虚ろな街(下）　 ランサム・リグズ/金原瑞人778 7/15 流　 東山彰良 未定 7/11 眠った後で、キスをして　（仮） 北条歩来 680 7/4 赤い旋風　 エマ・ダーシー/岡　聖子670

7/11 天使よ故郷を見よ(下）　 トマス・ウルフ/大沢　衛2160 7/11 キスしたくなる唇～副社長に溺愛されてタジタジです！　（仮）佐倉伊織 680 7/4 愛の儀式　 シャーロット・ラム/安引まゆみ670

下 高速艦船物語　 大内建二 832 7/11 感触的昭和文壇史　 野口冨士男 2160 7/11 彼と彼女が恋する理由　（仮） 鳴瀬菜々子 680 7/4 無邪気な誘惑　 ダイアナ・パーマー/山田沙羅670

下 武勲艦航海日記　 花井文一 810 7/11 空吹く風／暗黒天使と小悪魔　田中英光デカダン作品集（仮）田中英光 1620 7/11 危ない皇子様と密約の舞姫　（仮） 一ノ瀬千景 680 7/15 復讐のエーゲ海　 ジャクリーン・バード/愛甲　玲540

下 偽の日米開戦　 星　亮一 864 7/21 野球と暴力　 元永知宏 未定 7/11 囚われの姫君と偽り騎士　（仮） pinori 680 7/15 義務と結婚　 ケイト・ウォーカー/春野ひろこ540

下 慈愛の将軍　安達二十三　 小松茂朗 821 7/21 証言　零戦　(2）　ホンモノの戦場を知る最後の日本人神立尚紀 未定 7/29 キミのいた夏　 和泉あや 648 7/15 キャヴェンドン・ホール　美しい約束(上）　 バーバラ・Ｔ・ブラッドフォード/霜月　桂860

下 九九双軽空戦記〈新装版〉　 土井　勤 842 7/11 新版　平家物語(4）　全訳注 杉本圭三郎 未定 7/29 真夜中プリズム　 沖田　円 648 7/15 キャヴェンドン・ホール　美しい約束(下）　 バーバラ・Ｔ・ブラッドフォード/霜月　桂860

7/11 比較史の方法　 マルク・ブロック/高橋清徳未定 7/29 鎌倉ごちそう迷路　（仮） 五嶋りっか 648 7/15 翳りゆくハート　 シャロン・サラ/矢沢聖子910

7/8 わたしを愛した王子　 カレン・ホーキンス/卯月陶子926 7/11 世界探検史　 長澤和俊 未定 7/26 君の良いところ１つしか思い付かない　（仮） 氷室愛結 648 7/15 星降る街のシンデレラ　 サラ・モーガン/仁嶋いずる890

7/26 イエスの遺言書(上）　 エリック・ヴァン・ラストベーダー/市ノ瀬美麗959 7/11 暗号大全　原理とその世界　 長田順行 未定

7/26 イエスの遺言書(下）　 エリック・ヴァン・ラストベーダー/市ノ瀬美麗988 7/11 梁塵秘抄　 西郷信綱 未定 7/8 疲れない心をつくる「忍者の所作」　 小森照久 756 7/8 わらし花子と涼菜の憂鬱　（仮） 柴田よしき 864

7/20 エチュード春一番　第三曲　（仮） 荻原規子 778 7/8 日本人として知っておきたい故事成語　 阿●哲次 950 7/8 私のことはほっといてください　 北大路公子 626

7/26 江戸の高利貸　 北原　進 未定 7/20 デッドマンズショウ　心霊科学捜査官（仮） 柴田勝家/巖本英利745 7/8 書店ガール(6）　（仮） 碧野　圭 713

7/26 般若心経を読みとく　二六二文字からはじめる仏教入門（仮）竹村牧男 未定 7/20 あなたは嘘を見抜けない　 菅原和也 745 上 決断の技術　 齋藤　孝 540 7/8 一行怪談　（仮） 吉田悠軌 670

7/26 死者の書　 折口信夫 未定 7/20 探偵が早すぎる(下）　 井上真偽 745 7/8 極限トイレ　（仮） 木下半太 691

7/26 ビギナーズ　日本の思想　新版　南洲翁遺訓　 西郷隆盛/猪飼隆明未定 7/20 今からあなたを脅迫します　透明な殺人者　 藤石波矢 778 7/11 モノから見える世界の歴史　 宮崎正勝 702 7/15 文蔵　2017.8　 「文蔵」編集部 670

7/26 張学良秘史　六人の女傑と革命、そして愛 富永孝子 未定 7/20 永劫回帰ステルス　（仮） 若木未生 713 7/11 文章術超体系　 山口拓朗 702

7/26 サンド　 ヒュー・ハウイー/雨海弘美未定 7/11 子どもと一緒に楽しむ散歩の草花辞典　 岩槻秀明 756 7/5 Ｄｅｅｐ　Ｆａｔｈｏｍ(上）　 ジェームズ・ロリンズ未定

7/26 散歩する侵略者　 前川知大 未定 7/12 乱歩城　人間椅子の国　 黒　史郎 未定 7/11 50歳からの「お金の不安」がなくなる本　 横山光昭 702 7/5 Ｄｅｅｐ　Ｆａｔｈｏｍ(下）　 ジェームズ・ロリンズ未定

7/26 乙女の美術史　世界編　 堀江宏樹/滝乃みわこ未定 7/12 紅の覚悟　（仮） 上田秀人 未定 7/11 だがしょ屋ペーパーバック物語　 竹内　真 734 7/5 シールド・オブ・ウィンター(上）　（仮） ナリーニ・シン 未定

7/26 夏からの長い旅　新装版　 大沢在昌 未定 7/12 海の家ぶたぶた　（仮） 矢崎存美 未定 7/5 シールド・オブ・ウィンター(下）　（仮） ナリーニ・シン 未定

7/26 ダークタワー　Ⅴ　カーラの狼　(上) スティーヴン・キング/風間賢二未定 7/12 避雷針の夏　 ●木理宇 未定 7/7 彼女はもどらない　 降田　天 691

7/26 ダークタワー　Ⅴ　カーラの狼　(下) スティーヴン・キング/風間賢二未定 7/12 サヨナラ、おかえり　 牧野　修 未定 7/7 尾道茶寮 夜咄堂　猫と茶会と花吹雪（つくも神付き）　加藤泰幸 702 7/14 浜名湖　愛と歴史　 西村京太郎 610

7/26 西郷隆盛(3）　（仮） 海音寺潮五郎 未定 7/12 晴れたらいいね　 藤岡陽子 未定 7/7 パイレーツ・オブ・カリビアン　最後の海賊　 エリザベス・ルドニック/入間　眞670 7/14 紅けむり　 山本一力 880

7/26 浅草の月　渡り●番人情帖　 吉田雄亮 未定 7/12 禁じられた過去　 赤川次郎 未定 7/7 ますます眠れなくなる宇宙のはなし　 佐藤勝彦 648 7/14 逆　流　 笹本稜平 880

7/26 きみのために青く光る　 似鳥　鶏 未定 7/12 組長刑事　不敵　（仮） 南　英男 未定 7/14 僕の呪われた恋は君に届かない　 麻沢　奏 640

7/26 女が、さむらい(4）　 風野真知雄 未定 7/12 秘　事　 勝目　梓 未定 7/4 イヴの迷宮(上）　 ジェームズ・ロリンズ/桑田　健810 7/14 煽情のデパートガール　（仮） 草凪　優 670

7/26 Ｂｕｒｎ．―バーン―　 加藤シゲアキ 未定 7/12 祭ジャック・京都●園祭　 西村京太郎 未定 7/4 イヴの迷宮(下）　 ジェームズ・ロリンズ/桑田　健810 7/14 美人社長のランジェリー　 霧原一輝 670

7/26 鹿の王(3）　 上橋菜穂子 未定 7/12 夜叉萬同心　泣き螢　（仮） ●堂　魁 未定 7/4 人狼ゲーム　ＭＡＤ　ＬＡＮＤ　（仮） 川上　亮 702 7/14 あっぷっぷ　 風野真知雄 620

7/26 鹿の王(4）　 上橋菜穂子 未定 7/12 鳴き砂　 藤原緋沙子 未定 7/19 素人手記　人妻のしたたり～ヒミツの淫ら体験告白　（仮）愛の体験編集部 691 7/14 思案橋　 藤井邦夫 680

7/26 災　厄　 周木　律 未定 7/12 花散る夕べ　（仮） 倉阪鬼一郎 未定 7/31 「超」怖い話　丁　（仮） 松村進吉 702 7/14 凶　賊　（仮） 坂岡　真 680

7/26 思い出の品、売ります買います　九十九古物商店　皆藤黒助 未定 7/12 ●魔が山　 犬飼六岐 未定 7/31 恐怖箱　常世百物語　（仮） 加藤　一 702 7/14 未　定　 幡　大介 670

7/26 赤いヤッケの男　山の霊異記　 安曇潤平 未定 7/12 徳川宗春　尾張葵風姿伝 高橋和島 未定 7/31 瞬殺怪談　斬　（仮） 平山夢明 702 7/14 浪人奉行(2）　 稲葉　稔 670

7/26 恋を積分すると愛　 中村　航 未定 7/12 神さまたちの遊ぶ庭　 宮下奈都 未定 8/1 人妻つまみ食い　（仮） 橘　真児 691 7/14 鬼婆の魂胆　（仮） 千野隆司 640

7/26 ツイン・ピークス　ローラの日記　 ジェニファー・リンチ/飛田野裕子未定 7/12 鏡の前のチェス盤　 ボンテンペッリ/橋本勝雄未定 7/4 言いなりノート　（仮） 北條拓人 713 7/14 未　定　 経塚丸雄 640

7/26 生きざま　戯作者南風日々抄（仮） 沖田正午 未定 7/12 存在と時間(3）　 ハイデガー/中山　元未定 7/11 女捜査官　催眠調教　（仮） 八神淳一 713 7/14 悪の会計学　 大村大次郎 570

7/26 血とバラ　懐かしの名画ミステリ(1) 赤川次郎 未定 7/12 沖縄プチ移住のススメ　 吉田友和 未定 7/14 台湾グルメ350品！食べ歩き事典　 光瀬憲子 620

7/26 下町アパートのふしぎ管理人(2）　（仮） 大城　密 未定 7/12 神社でわかる日本史　 戸部民夫 未定 7/7 痛みの作文　 ANARCHY 864

7/26 西郷隆盛　新装版 池波正太郎 未定 7/7 坂本九ものがたり　六・八・九の九 永　六輔 864 7/26 浜町様　捕物帳　大殿様と用心棒　（仮） 牧　秀彦 700

7/26 ＢＡＢＥＬ　復讐の贈与者　 日野　草 未定 7/11 決めた未来しか実現しない　 本田　健 756 7/7 ナリワイをつくる　人生を盗まれない働き方 伊藤洋志 734 7/26 剣客相談人(20）　 森　　詠 700

7/26 遺跡発掘師は笑わない(7）　 桑原水菜 未定 7/7 食品サンプルの誕生　 野瀬泰申 864 7/26 居眠り同心　影御用(23）　 早見　俊 700

7/26 中　尉　 古処誠二 未定 上 水族館ガール(4）　 木宮条太郎 690 7/7 胡椒息子　 獅子文六 734 7/26 僕のアイドル　（仮） 睦月影郎 750

7/26 バチカン奇跡調査官　二十七頭の象　 藤木　稟 未定 上 戦国武将　生き残りを賭けた戦略と戦術　 小和田哲男 799 7/7 半身棺桶　 山田風太郎 1026 7/26 奥さん、透けてますよ　（仮） 葉月奏太 750

7/26 ＭＩＸ　猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤　了 未定 上 東京の名店カレー　黄金色のスパイス50粒　 小野員裕 918 7/7 ユダヤ人の起源　歴史はどのように創作されたのかシュロモー・サンド/高橋武智1944 7/21 ブレイキング・デインジャー　（原題） リサ・マリー・ライス/鈴木美朋967

7/26 黄泉がえりの街で、死の遊戯を　 雪富千晶紀 未定 上 野菜はすごい！　 藤田　智 691 7/7 社会学への招待　 ピーター・Ｌ・バーガー/水野節夫1296 7/21 レディ・パイレート　（原題） リンゼイ・サンズ/田辺千幸1080

7/26 妖琦庵夜話(6）　 榎田ユウリ/中村明日美子未定 7/7 よくわかるメタファー　 瀬戸賢一 1296 8/1 恐怖の百物語　第３弾　（仮） 関西テレビ放送 691

7/26 夜見師(2）　（仮） 中村ふみ 未定 7/21 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない　 伊集院静 未定 7/7 一百四十五箇条問答　 法　　然/石上善應 1296 7/11 双子姉妹　女子矯正学院　（仮） 深山幽谷 741

7/17 ＡＮＡの口ぐせ　 ANAビジネスソリューション未定 7/21 岳飛伝(9）　曉角の章 北方謙三 未定 7/7 道教とはなにか　 坂出祥伸 1404 7/11 超熟妻の禁断告白　（仮） 性実話研究会 741

7/17 小学６年間の算数をこの１冊でざっと復習する本　 吉永豊文 未定 7/21 怪　談　 小池真理子 未定

7/17 エディター！　編集ガールの取材手帖　 上倉えり/煙　　楽 未定 7/21 泣き虫チエ子さん　愛情編（仮） 益田ミリ 未定 7/22 内なる辺境／都市への回路　 安部公房 1080 7/25 和菓子屋の幼なじみ母娘　（仮） 鷹山倫太郎 未定

7/17 もう一度、日曜日の君へ　 羽根川牧人/とろっち未定 7/21 ミチルさん、今日も上機嫌　 原田ひ香 未定 7/22 天　盆　 王城夕紀 691 7/25 三人の人妻奴隷家政婦　（仮） 天海佑人 未定

7/17 六道先生の原稿は、順調に遅れています。　 峰守ひろかず/榊　空也未定 7/21 佐賀北の夏　 中村　計 未定 7/22 浅草風土記　 久保田万太郎 994 7/25 未亡人大家と娘姉妹　（仮） 村崎　忍 未定

7/17 時をかける社畜　 灰音憲二/はしゃ 未定 7/21 日本国最後の帰還兵　深谷義治とその家族 深谷敏雄 未定 7/22 復　讐　孤拳伝(1) 今野　敏 799 7/25 Ｓ級秘書姉妹　（仮） 藤崎　玲 未定

7/26 性少年とプラトニック少女　 明日央 未定 7/21 競馬の終わり　 杉山俊彦 未定 7/22 クラン(5）　警視庁渋谷南署巡査・足ヶ瀬直助の覚醒沢村　鐵 734 7/25 暴虐アルバム　（仮） 鳴沢　巧 未定

7/26 未来日記　 月森みるく 未定 7/21 海外で恥をかかない世界の新常識　 池上　彰 未定 7/22 少女コレクション序説　 澁澤龍● 799 7/25 彼女の家族とママ　（仮） 柊　悠哉 未定

7/26 鈴蘭学園物語(1）　 シグレ 未定 7/21 みちくさ道中　 木内　昇 未定 7/22 爪　痕　警視庁捜査一課特命捜査対策室（仮） 島崎佑貴 734

7/26 聖●ワケあり生徒会！(1）　 春川こばと/文月路亜未定 7/21 思い出は満たされないまま　 乾　緑郎 未定 7/22 ＳＲＯ(7）　ブラックナイト 富樫倫太郎 691 7/17 ‐‐‐結論。ぼくはきみが、大切でたまらない。　 花魚・クジョー 648

7/26 恋するアンドロイド　（仮） 土橋真二郎 未定 7/21 桃のひこばえ　御薬園同心　水上草介 梶よう子 未定 7/22 無の夜　 永瀬隼介 864 7/17 探偵太宰治　 上野　歩 648

7/26 ひとり旅の神様(2）　 五十嵐雄策 未定 7/21 定年女子　これからの仕事、生活、やりたいこと 岸本裕紀子 未定 7/22 黒　蟻　警視庁捜査第一課・蟻塚博史 中村　啓 691

7/26 黒猫シャーロック　～緋色の肉球～　 和泉弐式 未定 7/21 相棒はドＭ刑事(3）　 神埜明美 未定 7/22 星　戀　 野尻抱影/山口誓子799 7/7 夢三夜　新・酔いどれ小籐次(8) 佐伯泰英 788

7/26 装幀室のおしごと。(2）　～本の表情つくりませんか？～　範乃秋晴 未定 7/21 島の果て　（仮） 島尾敏雄 未定 7/22 鎖と罠　皆川博子傑作短篇集（仮） 皆川博子 756 7/7 さよなら神様　 麻耶雄嵩 788

7/26 博多豚骨ラーメンズ(7）　 木崎ちあき 未定 7/21 吸血鬼の誕生祝　 赤川次郎/ひだかなみ未定 7/22 人形作家　 四谷シモン 972 7/7 水　声　 川上弘美 713

7/26 明日から本気出す人たち　 中村　一 未定 7/21 雲は湧き、光あふれて(3）　（仮） 須賀しのぶ/河原和音未定 7/22 最後の帝国海軍　軍令部総長の証言 豊田副武 900 7/7 王朝小遊記　 諸田玲子 832

7/26 花霞紅莉の怪異調書　（仮） 織部泰助 未定 7/21 ゆきうさぎのお品書き　親子のための鯛茶漬け　 小湊悠貴/イシヤマアズサ未定 7/7 泣き虫弱虫諸●孔明(4）　 酒見賢一 1134

7/21 カスミとオボロ(2）　（仮） 丸木文華/THORES柴本未定 7/13 アメリカ銃の謎 〔新訳版〕　 エラリー・クイーン/中村有希1080 7/7 侠飯（おとこめし）(4）　魅惑の立ち呑み● 福澤徹三 756

7/17 黙約　ブラディ・ドール(6）　 北方謙三 未定 7/13 夏の沈黙　 ルネ・ナイト/古賀弥生1080 7/7 月山・鳥海山〈新装版〉　 森　　敦 864

7/17 チームＦについて　 あさのあつこ 未定 7/7 怒　り(上）　 ジグムント・ミウォシェフスキ/田口俊樹832 7/13 完全犯罪　加田伶太郎全集　（仮） 福永武彦 1404 7/7 沈黙の王〈新装版〉　 宮城谷昌光 907

7/17 優しい言葉　パンとスープとネコ日和　 群ようこ 未定 7/7 怒　り(下）　 ジグムント・ミウォシェフスキ/田口俊樹832 7/13 沈黙の書　 乾石智子 950 7/7 鬼九郎五結鬼灯　舫鬼九郎(3) 高橋克彦 950

7/17 アメ横仁侠食堂　（仮） 福澤徹三 未定 7/7 おろしや間諜伝説　 船戸与一 551 7/21 ブラウン神父の秘密 〔新版〕　 Ｇ・Ｋ・チェスタトン/中村保男799 7/7 鬼平犯科帳　決定版(14）　 池波正太郎 778

7/17 居酒屋ぜんや(3）　（仮） 坂井希久子 未定 7/7 蟋　蟀　 栗田有起 670 7/21 蘭の館(上）　セブン・シスターズ ルシンダ・ライリー/高橋恭美子1188 7/7 鬼平犯科帳　決定版(15）　 池波正太郎 875

7/7 風の向こうへ駆け抜けろ　 古内一絵 745 7/21 蘭の館(下）　セブン・シスターズ ルシンダ・ライリー/高橋恭美子1188 7/7 猫が見ていた　 有栖川有栖/井上荒野691

7/5 その時までサヨナラ　 山田悠介 648 7/7 撃墜王は生きている！　 井上和彦 616 7/21 風ヶ丘五十円玉祭りの謎　 青崎有吾 778 7/7 沢村さん家のこんな毎日　平均年令60歳の家族と愛犬●益田ミリ 756

7/5 チャイとミーミー　 谷村志穂 734 7/7 ワッハ　ワッハハイのぼうけん　 谷川俊太郎/和田　誠616 7/29 探偵レミングの災難　 シュテファン・スルペツキ/北川和代1015 7/7 桶狭間から関が原まで　 安部龍太郎/伊東　潤767

7/5 彼女の人生は間違いじゃない　 廣木隆一 594 7/7 スリー・アゲーツ(上）　 五條　瑛 745 7/21 エクソダス症候群　 宮内悠介 886 7/7 森と氷河と鯨　ワタリガラスの伝説を求めて 星野道夫 961

7/5 正　直　 松浦弥太郎 626 7/7 スリー・アゲーツ(下）　 五條　瑛 680 7/29 宇宙船ビーグル号の冒険 〔新版〕　 Ａ・Ｅ・ヴァン・ヴォークト/沼沢洽治950 7/7 こいしいたべもの　 森下典子 756

7/5 極楽鳥とカタツムリ　 澁澤龍● 950 7/7 ぼくたちと駐在さんの700日戦争(26）　 ママチャリ 659 7/29 墓標都市　 キャリー・パテル/細美遙子1447 7/7 水族館哲学　人生が変わる30館 中村　元 961

7/5 二十世紀鉄仮面　 小栗虫太郎 864 7/7 日本はこうして世界から信頼される国となった　 佐藤芳直 734 7/7 学びなおし太平洋戦争(3）　運命を変えた「昭和18年」秋永芳郎/棟田　博 907

7/5 精霊たちの家(上）　 イサベル・アジェンデ/木村榮一1188 7/8 謀　 鈴木英治 713 7/7 学びなおし太平洋戦争(4）　日本陸海軍「失敗の本質」秋永芳郎/棟田　博 907

7/5 精霊たちの家(下）　 イサベル・アジェンデ/木村榮一1188 7/13 生活安全課０係　エンジェルダスター　（仮） 富樫倫太郎 未定 7/8 不思議の国のサロメ　〈新装版〉 赤川次郎 680 7/7 脳科学は人格を変えられるか？　 エレーヌ・フォックス/森内　薫1037

7/5 アメリカ人はどうしてああなのか　 テリー・イーグルトン/大橋洋一896 7/13 少女Ａ　 新堂冬樹 未定 7/8 女帝の密偵　 麻倉一矢 691 7/7 思い出のマーニー　 スタジオジブリ＋文春文庫1404

7/13 オバさんになっても抱きしめたい　 平安寿子 未定 7/8 野望の憑依者　 伊東　潤 756

7/14 ライヴ　 山田悠介 未定 7/13 警視庁組対部分室　闇処刑　（仮） 南　英男 未定 7/8 新まろほし銀次捕物帳　 鳥羽　亮 680 7/6 英国幻視の少年たち(5）　ブラッド・オーヴァ・ウォーター深沢　仁 670

7/14 鳥居の向こうは、知らない世界でした。(2）　～群青の花と、異界の迷い子～友麻　碧 未定 7/13 遊佐家の四週間　 朝倉かすみ 未定 7/8 別れの夜には猫がいる。　＜新装版＞ 永嶋恵美 691 7/6 文学少年と運命の書　（仮） 渡辺仙州 691

7/13 淫奪　美脚諜報員　喜多川麻衣　（仮） 沢里裕二 未定 7/8 愛と哀しみの信州　 西村京太郎 724 7/6 こちら蓮田市リハビリテーション病院　（仮） 川上途行 734

7/8 流星刀ふたり悦　（仮） 睦月影郎 680 7/13 雪のこし屋橋　新・戻り舟同心（仮）(2) 長谷川卓 未定 7/8 老将、再び　 牧　秀彦 691

7/8 腰ぬけ侍の潜入捜査　消えた美女を追え！　（仮） 飯野笙子 702 7/13 縁切り坂　日暮し同心始末帖（仮）(6) ●堂　魁 未定 7/8 フィードバック　 矢月秀作 680 7/29 大相撲がもっと好きになる本　 下角陽子 680

7/8 はだか大名　 山手樹一郎 1000 7/13 夜哭鳥　羽州ぼろ鳶組（仮）(2) 今村翔吾 未定 7/8 投手論　 吉井理人 648 7/29 はかりいらず、オーブンいらず　ワンパンスイーツ　木村幸子 680

7/8 超武装自衛隊　 野島好夫 1000 7/13 斬奸無情　公事宿始末人（仮）(4) 黒崎裕一郎 未定 7/29 小さな「いいこと」を積み重ねる人は必ず強運を引き寄せる　真　　印 680

7/20 大家族四男(2）　兎田士郎の勝負な週末（仮） 日向唯稀/兎田颯太郎702 7/13 完本　密命(25）　覇者　上覧剣術大試合 佐伯泰英 未定 7/6 超入門　資本論　 木暮太一 918 7/21 手続きだけで「お金」が得する社会保障の本〔最新版〕　小泉正典 680

7/20 昭和の禁じられた性愛(6）　渇く女 発禁文学研究会 756 7/13 完本　密命(26）　晩節　終の一刀 佐伯泰英 未定 7/6 日経記者に聞く投資で勝つ100のキホン　 日本経済新聞社 756 7/21 ビジネスマンに役立つ！「論語」最強の活用法　 小宮一慶 680

7/13 玉ねぎのひみつ　（仮） 黒柳徹子/糸井重里未定 7/6 超ロジカル思考　 高野研一 842 7/21 「さすが！」と言われる語彙力が身につく本　 語彙力向上研究会 680

中 台湾はなぜ親日なのか　 田代正廣 680 7/13 仕事に効く超睡眠　（仮） 菅原洋平 未定 7/6 ゴルフはパープレーが当たり前！　 佐久間馨 756 7/21 100の食べ物　体にいい組み合わせ　危ない組み合わせ　増尾　清 680

7/13 怒らなければすべて健康　（仮） 小林弘幸 未定 7/21 図解！　「恐竜」超入門　 ライフサイエンス 680

7/11 フラワーショップガールの恋愛事情　 青山　萌 691 7/15 真説　稲川淳二のすご～く恐い話　上がれない二階稲川淳二 594
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7/5 風車の節　（仮） 藤波ちなこ 691 7/21 魔剣少女は眠らない！　 藤澤さなえ/グループSNE未定 7/26 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム(3）　新木　伸/卵の黄身未定

7/5 誘拐結婚　（仮） 宇奈月香 691 7/21 プリースト！　プリースト！！　 清松みゆき/グループSNE未定 7/26 メルヘン・メドヘン(2）　 松　智洋/StoryWorks未定

7/26 最強の魔狼に転生した俺はもう何も怖くないので静かに暮らします　伊瀬ネキセ/kona 未定

7/20 溺愛王の千夜一夜　（仮） 砂床あい 734 7/17 最強の司令官は楽をして暮らしたい　安楽椅子隊長イツツジ　あらいりゅうじ/ジョンディー未定 7/26 クロニクル・レギオン(7）　 丈月　城/BUNBUN未定

7/17 外道の王と堕ちゆく舞姫　（仮） 鏡　　遊/しおこんぶ未定 7/26 最強の種族が人間だった件(4）　 柑橘ゆすら/夜ノみつき未定

中 ぜったい転職したいんです！！(2）　～ネクロマンサーはアンデッドに憧れる？～山川　進/なつめえり648 7/26 輪廻世界の英雄譚　（仮） 空埜一樹/桑島黎音未定

中 りゅうおうのおしごと！(6）　 白鳥士郎/しらび 680 7/17 おこぼれ姫と円卓の騎士　新王の婚姻　 石田リンネ/起家一子未定

中 りゅうおうのおしごと！(6）　ドラマCD付き限定特装版白鳥士郎/しらび 2592 7/17 茉莉花官吏伝　皇帝の恋心、花知らず　 石田リンネ/Izumi 未定 7/20 世界の終わりに問う賛歌　（仮） 白樺みひゃえる/須田彩加未定

中 かみこい！(2）　～ずっとずっと　とれません～ 火海坂猫/がおう 670 7/17 花冠の王国の花嫌い姫　クロサンドラの聖人　 長月　遥/ま　　ち 未定 7/20 筺底のエルピス(5）　 オキシタケヒコ/toi8未定

中 ジェノサイド・リアリティー　世界迷宮を最強チートで勝ち抜く風来山/kero介 691 7/20 ひきこもり姫を歌わせたいっ！　 水坂不適合/有坂あこ未定

中 魔術王と聖剣姫の規格外英雄譚　 三門鉄狼/かわいまりあ648 7/17 乙女ゲームの世界でヒロインの姉としてフラグを折っています。　藤原惟光/ムラシゲ未定 7/20 平浦ファミリズム　（仮） 遍　柳一/さかもと侑未定

中 学園交渉人　法条真誠の華麗なる逆転劇　 柚本悠斗/米山　舞648 7/20 僕の立ち位置はコレじゃない！　（仮） 宇津田晴/なこまり未定

中 カチコミかけたら異世界でした　～最強勇者パーティは任侠一家！？～　イマーム（アリスソフト）/深井涼介659 7/31 暇人、魔王の姿で異世界へ　時々チートなぶらり旅　(5)藍　　敦/桂井よしあき未定 7/20 ＲＷＢＹ　（仮） 伊崎喬助/ヤスダスズヒト未定

7/31 奪う者　奪われる者(8）　 mino/和武はざの 未定

7/24 迷子の黒ネコと南の楽園　 若月京子/こうじま奈月680 7/31 僕の珈琲店には小さな魔法使いが居候している　手島史詞/烏羽　雨未定 7/8 サンドリヨンの指輪　 綾ちはる/yoco 745

7/24 恋の調べはランチに乗せて　 髙月まつり/八　　百680 7/31 異端の神言遣い(2）　俺たちはパワーワードで異世界を革命する　佐藤　了/武藤此史未定 7/8 いびつな恋の買わせ方　（仮） 手嶋サカリ/小椋ムク745

7/31 二周目の僕は君と恋をする　 瑞智士記/和遥キナ未定 7/8 初恋インストール　 千地イチ/itz 713

7/26 異世界魔法は遅れてる！(8）　 樋●臥命/猫鍋　蒼745 7/8 ２１１９　９　２９　 凪良ゆう/草間さかえ778

7/26 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(6）　ネコ光一/Nardack 778 7/21 バトルガール　ハイスクール　PART.２　Ｄｅｅｐ－Ｃｏｎｎｅｃｔ　八奈川景晶/コロプラ未定

7/26 灰と幻想のグリムガル(11）　 十文字青/白井鋭利745 7/21 編集さんとＪＫ作家の正しいつきあい方(2）　 あさのハジメ/6U☆未定 7/7 不埒な社長のゆゆしき溺愛　 佐々千尋 691

7/26 灰かぶりの賢者(2）　聖女の願い 夏月　涼/ともぞ 745 7/21 異世界取材記(2）　～ＭＭＯノベルができるまで～　田口仙年堂/東　　西未定 7/7 私、さらわれちゃいましたっ！　 苑水真茅 691

7/26 異世界混浴物語(5）　激動の海底温泉 日々花長春/はぎやまさかげ745 7/21 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦(2）　細音　啓/猫鍋　蒼未定 7/7 ガーリッシュ　 藤谷　郁 691

7/26 神話伝説の英雄の異世界譚(8）　 奉/ミユキルリア 745 7/21 東京廃区の戦女三師団(3）　 舞阪　洸/きくらげ 未定

7/26 押しかけ犬耳奴隷が、ニートな大英雄のお世話をするようです。(1）　青猫草々/ぴよ寺むちゃ745 7/21 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマスターになった　朱月十話/鳴瀬ひろふみ未定 7/14 一目で、恋に落ちました　 灯　　乃 691

7/21 神獣〈わたし〉たちと一緒なら世界最強イケちゃいますよ？　福山陽士/おりょう未定 7/14 侍女に求婚はご法度です！　 内野月化 691

7/29 未　定　 藤森ちひろ/旭　　炬680 7/21 ゲーマーズ！(8）　（仮） 葵せきな/仙人掌 未定 7/14 シャドウ・ガール(1）　 文野さと 691

7/29 プリンスさまの子羊ちゃん　 森本あき/のあ子 680 7/21 バーサス・フェアリーテイル　―バッドエンドな運命のヒロインを救い出せ―　八街　歩/れい亜 未定

7/21 ハイスクールＤ×Ｄ　ＤＸ．(4）　生徒会とレヴィアタン石踏一榮/みやま零未定 7/14 ルーントルーパーズ(4）　自衛隊漂流戦記 浜松春日 659

7/26 弱小アイドルグループだけど、百合営業はじめました！　「……ところで百合ってなんですか？」　扇　智史 未定 7/21 空戦魔導士候補生の教官(13）　 諸星　悠/甘味みきひろ未定 7/14 俺と蛙さんの異世界放浪記(6）　 くずもち 659

7/26 嫁エルフ。(2）　～前世と来世の幼なじみをデレさせることになった俺～あさのハジメ/菊池政治未定 7/21 空戦魔導士候補生の教官(14）　 諸星　悠/甘味みきひろ未定 7/14 白の皇国物語(12）　 白沢戌亥 659

7/26 ノーゲーム・ノーライフ(10）　 榎宮　祐 未定 7/21 ちょっとゲームで学園の覇権とってくる　 うれま庄司/おーじ茶未定 7/14 レイン(14）　暗黒が覆う 吉野　匠 659

7/26 学戦都市アスタリスク(12）　 三屋咲ゆう/okiura未定

7/26 ぼくたちのリメイク(2）　十年前に戻って自分の道を見つけよう！（仮）木緒なち/えれっと未定 下 魔法のオナホでいたずらし放題　（仮） 089タロー/相川たつき721 8/1 シークレットツアー　～南極で五角関係～　（仮） バーバラ片桐/奈良千春691

7/26 Ｑ、もしかして、異世界を救った英雄さんですか？(2）　弥生志郎/フライ 未定 8/1 スクランブル　（仮） いおかいつき/國沢　智691

7/26 突然ですが、お兄ちゃんと結婚しますっ！(2）　 塀流通留/ねぶそく未定 下 ヤブヌマ(2）　他人棒に啼かされる君が愛しくて 空　　蝉/猫　　丸 770

7/26 俺の健気な妹が可愛すぎてなんでもしてあげたい。　弥生志郎/Hiten 未定 7/24 いきなりフィアンセ　～拾ったあなたと熱いキス　（仮）葉月クロル/田中　琳756

7/26 魔技科の剣士と召喚魔王〈ヴァシレウス〉(14）　 三原みつき/CHuN未定 7/19 真昼の月(1）　 いおかいつき/亀井高秀864 7/24 ライフ⇔チェンジ　Ｈしなくちゃダメなんです！！　（仮）青砥あか/涼河マコト756

7/26 魔導少女に転生した俺の双剣が有能すぎる(3）　岩波　零/Gilse 未定 7/19 初恋の相手は天使でした　 杉原朱紀/高星麻子680

7/26 精霊使いの剣舞　短編集（仮） 志瑞　祐/仁村有志未定 7/19 いとしのテディベア　 小宮山ゆき/三田　織713 7/28 黒の覇王と無垢なる聖娼　（仮） 秋山みち花/未　　定648

7/26 ワキヤくんの主役理論　（仮） 涼暮　皐 未定 7/19 ドッグカフェで甘いバイト生活　 伊郷ルウ/花小蒔朔衣680 7/28 肌にひそむ蝶　（仮） 秀香穂里/未　　定648

7/26 魔弾の王と戦姫〈ヴァナディース〉(17）　 川口　士/片桐雛太未定 7/19 イケメン四人と甘々シェアハウス　 ナツ之えだまめ/サマミヤアカザ680 7/28 百千万劫に遭い愛す　（仮） 水原とほる/未　　定648

7/26 世界を救った英雄さんと始める堕落のススメ　（仮）兎月竜之介/そりむらようじ未定

7/26 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？　運命の剣　細音　啓/neco 未定 7/4 霞が関で昼食を　 ふゆの仁子/おおやかずみ713 7/31 サキュバスに転生したのでミルクをしぼります(1）　木野裕喜/雪月　佳670

7/26 14歳とイラストレーター(3）　 むらさきゆきや/溝口ケージ未定 7/4 君のいる世界　 ●野ゆい/あおいれびん745 7/31 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する(7）　すずの木くろ/黒獅子670

7/26 今日から俺はロリのヒモ！(4）　 暁　　雪/へんりいだ未定 7/4 砂の城　風の姫　 中村ふみ/六七質 713 7/31 異世界召喚は二度目です(5）　 岸本和葉/40原 620

7/4 幽冥食堂「あおやぎ亭」の交遊録　 篠原美季/あ　　き未定 7/31 チート魔術で運命をねじ伏せる(5）　 月夜　涙/夜ノみつき620

7/4 縛りプレイ英雄記(2）　剣が振れない聖騎士さま　語部マサユキ/ぎうにう未定 7/31 ゲス勇者のダンジョンハーレム(1）　 三島千廣/ジョンディー620

7/4 テスタメントシュピーゲル(３下）　 冲方　丁/島田フミカネ未定 7/21 恋と悪魔と黙示録(9）　恋咲く世界の永遠なる書 糸森　環/榊　空也689

7/4 蒼穹のアルトシエル　 犬魔人/悠久ポン酢未定 7/21 箱庭の息吹姫　ひねくれ魔術師に祝福のキスを。　（仮）瀬川月菜/紫　真依689 7/22 落札された花嫁奴隷　 早乙女彩乃/Ciel 669

7/4 回復術士のやり直し　～即死魔法とスキルコピーの超越ヒール～　月夜　涙/しおこんぶ未定 7/22 堕ちた天使は死ななければならない　 吉田珠姫/yoco 756

7/4 欠けゆく都市の機械月姫　 永菜葉一/リン☆ユウ未定 7/31 王太子妃になんてなりたくない！！(4）　 月神サキ/蔦森えん700

7/4 フリーライフ　異世界何でも屋奮闘記　 気がつけば毛玉/かにビーム未定 7/11 困惑の溺愛花嫁　 園内かな/花綵いおり730

7/4 美少女作家と目指すミリオンセラアアアアアアアアッ！！　春日部タケル/Mika Pikazo未定 7/21 光の国の恋物語(2）　（仮） chi-co/巡 864

7/21 春売り花嫁といつかの魔法　 高月紅葉/白崎小夜756 7/27 竜の棲み処　君に至る道しるべ　 宵/一夜人見 670

7/4 ドイツェン宮廷楽団譜　嘘つき恋人セレナーデ　 永瀬さらさ/緒　　花未定

7/4 一華後宮料理帖　第四品　 三川みり/凪かすみ未定 7/11 図書館は、いつも静かに騒がしい　 端島　凛/しわすだ 713 中 エルフ女学園　（仮） 箕崎　准/日吉ハナ未定

7/4 巫女華伝　恋し君と永遠の契り　 岐川　新/雲屋ゆきお未定 7/11 百貨店トワイライト　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713 中 スケベで鬼畜な師匠と素直で従順で美少女な弟子　（仮）アナルカン/西Ｅ田未定

7/4 恋愛予報　三角カンケイ警報・発令中！　 西本紘奈/た　　ま未定 中 最弱魔王ですがチ××だけは無敵です（笑）　（仮）葉原　鉄/〆鯖コハダ未定

7/26 意地っ張り貴公子と令嬢の蜜月　（仮） 池戸裕子/蜂不二子690 中 童貞を殺す大魔王～例のセーターを着たサキュバス姫～　（仮）伊藤ヒロ/有末つかさ未定

7/4 淫竜婚姻譚　～蜜蘭は乱れ咲く～　 鳥谷しず/●西リカコ未定 7/26 リリアンヌの初恋　（仮） 北山すずな/蘭　蒼史690

7/4 パパが好きな彼のこと　 川琴ゆい華/高崎ぼすこ未定 7/26 不器用愛の伯爵と愛らしい若奥様　（仮） 水島　忍/旭　　炬 690 7/11 純喫茶あくま　天使と恋とオムライス　 椹野道流/六路　黒未定

7/4 福神×厄神　 真崎ひかる/みずかねりょう未定 7/26 年の差溺愛婚　（仮） 藍井　恵/sizh 690

中 猛獣と記憶のないお姫様　（仮） 蒼磨　奏/田中　琳未定

7/8 転職アサシンさん、闇ギルドへようこそ！(3）　 真代屋秀晃/nauribon未定 7/15 未　定　 伊郷ルウ/御園えりい690 中 魔公爵とうさぎの君　（仮） 天条アンナ/椎名咲月未定

7/8 叛逆せよ！　英雄、転じて邪神騎士　 杉原智則/魔太郎 未定 7/15 未　定　 橘かおる/未　　定 690 中 春を告げる聖なるケダモノ　（仮） すみれ晶/芦原モカ未定

7/8 ミス・アンダーソンの安穏なる日々　小さな魔族の騎士執事　世津路章/フカヒレ未定 7/15 元帥閣下の溺愛マリアージュ　～薔薇は異国で愛を知る～くるひなた/氷堂れん690

7/8 オリンポスの郵便ポスト(2）　ハロー・メッセンジャー　藻野多摩夫/いぬまち未定 上 皇帝の花嫁　（仮） 御厨　翠/南国ばなな未定

7/8 天鏡のアルデラミン(12）　 宇野朴人/竜　　徹未定 7/6 専属秘書はカリスマ副社長の溺愛から逃げられない　柊あまる/鈴倉　温659 上 百戦錬磨の魔王に恋愛初心者の私が愛されちゃいました。　（仮）伽月るーこ/倖月さちの未定

7/8 天使の３Ｐ！×(10）　 蒼山サグ/てぃんくる未定 上 不埒に甘くて、あざとくて　アラサー女子と年下御曹司　（仮）玉紀　直/風雅ゆゆ未定

7/8 少女クロノクル。　ＧＩＲＬ’ｓ　ＣＨＲＯＮＯ－ＣＬＥ ハセガワケイスケ/ゆ　　あ未定 8/1 花嫁が囚われる童話　桜桃の花嫁の契約書　 長尾彩子/宵マチ 637

7/8 86―エイティシックス―Ep.2　―ラン・スルー・ザ・バトルフロント―　(上)安里アサト/しらび未定 8/1 錬金術師は終わらぬ夢をみる　～ゆがみの王国のセラフィーヌ～　一原みう/凪かすみ713 7/14 アルファの淫欲、オメガの発情　 高月紅葉/minato.Bob670

7/8 不可抗力のラビット・ラン　 上遠野浩平/緒方剛志未定 8/1 煌翼の姫君　男装令嬢と獅子の騎士団　 白洲　梓/小島　榊670

7/8 ガールズトーク　縁と花　 川上　稔/さとやす（TENKY）未定 8/1 百錬の覇王と聖約の戦乙女(13）　 鷹山誠一/ゆきさん669

7/8 手のひらの恋と世界の王の娘たち(2）　 岩田洋季/白もち桜未定 7/11 愛になれない仕事なんです　 砂原糖子/北上れん670 8/1 六畳間の侵略者！？(26）　 健　　速/ポ　　コ 669

7/8 レンタルＪＫ犬見さん。　 三河ごーすと/ユメのオワリ未定 7/11 華客の鳥　 菅野　彰/珂弐之ニカ670 8/1 ＜Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ＞―インフィニット・デンドログラム―(4）　海道左近/タイキ 669

7/8 青の聖騎士伝説　ＬＥＧＥＮＤ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＰＡＬＡＤＩＮ深沢美潮/米田仁士未定 8/1 魔王さまと行く！　ワンランク上の異世界ツアー！！(3）　猫又ぬこ/U35 669

7/11 夜が明けるなら　（仮） Ｓ・Ｅ・ジェイクス/冬斗亜紀1080 8/1 最底辺からニューゲーム！　 藤木わしろ/柚　　夏669

7/20 ツインズベイビィは今日も大騒ぎ！　 伊郷ルウ/あしか望702 8/1 たったひとつの冴えた殺りかた　 三条ツバメ/赤井てら669
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