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11/8 あなたの悩みにおこたえしましょう　 信田さよ子 691 11/16 クズリ　ある殺し屋の伝説　 柴田哲孝 未定 11/30 進化した猿たち　Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ 星　新一 562 上 11名の力　 ホルスト・ホフマン/Ｈ・Ｇ・フランシス713

11/8 僕はＬＣＣでこんなふうに旅をする　 下川祐治 756 11/16 千日のマリア　 小池真理子 未定 11/30 淵の王　 舞城王太郎 680 上 君の彼方、見えない星　 ケイティ・カーン/赤尾秀子1080

11/8 ヤモリ、カエル、シジミチョウ　 江國香織 756 11/16 ツボ押しの達人　下山編　 室積　光 未定 11/30 捨ててこそ　空也　 梓澤　要 810 下 銀色人の基地　 Ｈ・Ｇ・フランシス＆クルト・マール/原田千絵713

11/8 抗　争　巨大銀行が溶融した日 江上　剛 756 11/16 大沢在昌　選　スペシャル・ブレンド・ミステリー　謎010　日本推理作家協会未定 11/30 地下水路の夜　 阿刀田高 529 下 ミュータント　 ミハエル・マルクス・ターナー/柴田さとみ756

11/8 相棒　ｓｅａｓｏｎ15(中）　 碇　卯人/輿水泰弘929 11/16 気付くのが遅すぎて、　 酒井順子 未定 11/30 鹿児島学　 岩中祥史 594 下 シミュラクラ〔新訳版〕　 フィリップ・Ｋ・ディック972

11/16 風の色　 鬼塚　忠/クァク・ジェヨン未定 11/30 黒い報告書　クライマックス　 「週刊新潮」編集部529 上 紙の魔術師　 チャーリー・Ｎ・ホームバーグ/原島文世929

11/11 ピンクの宅配ガール　（仮） 霧原一輝 778 11/16 藪医　ふらここ堂　 朝井まかて 未定 11/30 宰相Ａ　 田中慎弥 497 上 七都市物語〔新版〕　 田中芳樹 734

11/11 艶ＳＰ　（仮） 八神淳一 778 11/16 神の時空　貴船の沢鬼　 高田崇史 未定 11/30 悲嘆の門(上）　 宮部みゆき 680 上 探偵はＢＡＲにいる３　 森　晶麿 756

11/11 みだら桃蕩帖　（仮） 睦月影郎 972 11/16 冥の水底(上）　 朱川湊人 未定 11/30 悲嘆の門(中）　 宮部みゆき 680 下 グランプリ　 高千穂遙 950

11/16 冥の水底(下）　 朱川湊人 未定 11/30 悲嘆の門(下）　 宮部みゆき 724 下 宇宙軍士官学校―攻勢偵察部隊―(2）　 鷹見一幸 691

11/17 江戸川乱歩作品集(1）　人でなしの恋・孤島の鬼　他浜田雄介 未定 11/16 江都落涙　宗元寺隼人密命帖(4）　 荒崎一海 未定 11/30 なりたい　 畠中　恵 637 下 ＳＦ飯：宇宙港デルタ３の食料事情　 銅　　大 821

11/17 日本の詩歌　その骨組みと素肌 大岡　信 未定 11/16 影憑き　古道具屋　皆塵堂　 輪渡颯介 未定 11/30 もってけ屋敷の本の怪人　（仮） 三川みり 594 下 アラーネアの罠　 日野真人 864

11/17 源氏物語(2）　紅葉賀―明石 柳井　滋/室伏信助未定 11/16 埠頭三角暗闇市場　 椎名　誠 未定 11/30 島津戦記(2）　 新城カズマ 594 上 潜入――モサド・エージェント　 エフタ・ライチャー・アティル/山中朝晶1080

11/17 世界の共同主観的存在構造　 廣松　渉 未定 11/16 續　信長私記　 花村萬月 未定 11/30 ピーターパンの冒険　 ジェームズ・Ｍ・バリー/大久保寛432 上 消えたはずの、　 エイミー・ジェントリー/青木　創972

11/17 歴史のなかの新選組　 宮地正人 未定 11/16 また！　女のはしょり道　 伊藤理佐 未定 下 ボックス21　 アンデシュ・ルースルンド/ベリエ・ヘルストレム1058

11/17 漱石論集成　 柄谷行人 未定 11/16 決戦！　大坂城　 葉室　麟/木下昌輝未定 11/27 手をつないで帰ろうよ　（仮） 嶺　　央 648 下 人体六〇〇万年史(上）　科学が明かす進化・健康・疾病ダニエル・Ｅ・リーバーマン/塩原通雄864

11/17 中国名言集　一日一言 井波律子 未定 11/16 反撃のスイッチ　 大門剛明 未定 11/27 地味子の“別れ”大作戦！！　（仮） 花音莉亜 648 下 人体六〇〇万年史(下）　科学が明かす進化・健康・疾病ダニエル・Ｅ・リーバーマン/塩原通雄864

11/16 コールド・ウィンド　 Ｃ・Ｊ・ボックス/野口百合子未定 11/27 万華鏡～片眼の恋　（仮） 桃風紫苑 648 上 後継者たち　 ウィリアム・ゴールディング/小川和夫972

12/1 ダブル・ファッジ・ブラウニー・マーダー　（原題）ジョアン・フルーク/上條ひろみ1058 11/16 ハゲタカ(2.5）ハーディ(上) 真山　仁/山田章博未定 11/27 涙星ー星屑の中、キミの手を。　（仮） 白いゆき 648

11/16 ハゲタカ(2.5）ハーディ(下) 真山　仁/山田章博未定 11/11 初恋の続きは、密かに甘く　 真崎奈南 680 11/10 危険な取引は愛のきざし　 メレディス・デュラン/井上絵里奈1037

11/6 西郷隆盛　荒天に立つ山の如く　 髙橋直樹 680 11/16 快楽のリベンジ　 睦月影郎 未定 11/11 副社長は束縛ダーリン　 藍里まめ 680 11/10 赤鼻のトナカイの町(1）　クリスマスも営業中？ヴィッキ・ディレイニー/寺尾まち子972

11/10 詞華美術館　 塚本邦雄 1728 11/11 甘くて苦いルームシェア　 和泉あや 680

下 海兵四号生徒　 豊田　穣 864 11/10 わが文学生活　 吉行淳之介 1620 11/11 落ちたのはあなたの中　 葉崎あかり 680 11/2 つらい別れ　 アン・メイザー/平江まゆみ670

下 生存者の沈黙　 有馬頼義 832 11/10 七十句／八十八句　 丸谷才一 1512 11/11 医局内恋愛は密やかに　（仮） 水守恵蓮 680 11/2 冬きたりなば…　 ベティ・ニールズ/麻生　恵670

下 現代史の目撃者　 上原光晴 972 11/21 ワイルド・スワン(上）　 ユン・チアン/土屋京子未定 11/11 覚悟なさいませ、国王陛下　～敵国王のご寵愛～　（仮）真彩－mahya－ 680 11/2 涙の結婚指輪　 ヴァイオレット・ウィンズピア/山下さおり670

下 われ銃火にまだ死なず　 南　雅也 821 11/21 ワイルド・スワン(下）　 ユン・チアン/土屋京子未定 11/11 冷酷騎士団長は花嫁への溺愛を隠さない　（仮）小春りん 680 11/2 愛は記憶のかなたに　 エマ・ダーシー/田村たつ子670

下 ７％の運命　 菅野　茂 853 11/21 警視庁公安部外事二課　ソトニ　デッドドロップ　竹内　明/鈴木成一デザイン室未定 11/29 70年分の夏を君に捧ぐ　（仮） 櫻井千姫 648 11/2 忘れえぬ情熱　 ジャクリーン・バード/鈴木けい670

11/21 証言　零戦　真珠湾攻撃、激戦地ラバウル、そして特攻の真実　神立尚紀 未定 11/29 未　定　 未　　定 648 11/2 あなたにすべてを　 ダイアナ・パーマー/宇井圭子670

11/10 ロマンス作家の恋のお悩み　 ナタリー・チャールズ/多田桃子1070 11/11 水滸伝(3）　 井波律子 未定 11/29 未　定　 未　　定 648 11/11 神さまの贈り物　 リタ・Ｃ・エストラーダ/近藤昭子540

11/10 黒い髪の悪魔　 ローズマリー・ロジャーズ/樫尾朋花1148 11/11 書簡詩　 ホラーティウス/高橋宏幸未定 11/27 32回目のスキで彼氏ができました　（仮） 氷室愛結 648 11/11 悪魔の谷　 イヴォンヌ・ウィタル/泉由梨子540

11/11 バロックの光と闇　 高階秀爾 未定 11/27 キミに触れた夜　（仮） tomo4 648 11/11 白き刹那　 イローナ・アンドルーズ/仁嶋いずる1020

11/27 オール・アバウト・コーヒー　 ウィリアム・Ｈ・ユーカーズ/山内秀文未定 11/11 七十人訳ギリシア語聖書　モーセ五書　 秦　剛平 未定 11/11 七年目のアイラブユー　 シャロン・サラ/新井ひろみ920

11/27 猪・鹿・狸　 早川孝太郎 未定 11/11 興亡の世界史　東インド会社とアジアの海　羽田　正 未定 11/10 「さすが」は英語でなんと言う？　 ルーク・タニクリフ756 11/11 聖夜になれば、きっと　 キャンディス・キャンプ/矢吹由梨子860

11/27 戦国大名の危機管理　北条氏康　東国の雄の戦略（仮）黒田基樹 未定 11/11 キリスト教史　 藤代泰三 未定 11/10 幸運を呼び込む「そうじ力」の魔法　 舛田光洋 702 11/18 ＩＣＥ　ＢＬＵＥ　（原題）（仮） エマ・ジェイムソン/吉嶺英美972

11/27 麺の文化史　ラーメンはどこから来たか 奥村彪生/安藤百福未定 11/8 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745 11/10 ビジュアル大和言葉辞典　 大和心研究会 799 11/18 否定と肯定　ホロコーストの真実をめぐる闘い　デボラ・Ｅ・リップシュタット/山本やよい972

11/27 読む数学記号　 瀬山士郎 未定 11/21 バビロン(3）　―終― 野崎まど 778 11/10 日本10大美術館　 望月麻美子/三浦たまみ799

11/27 黒船の世紀　「外圧」と「世論」の日米開戦秘史猪瀬直樹 未定 11/21 殺人鬼探偵の捏造美学　（仮） 御影瑛路 745 11/10 深川二幸堂　菓子こよみ　 知野みさき 734 11/2 マリリン・モンロー　魅せる女の言葉　（仮）高野てるみ 713

11/27 プー通りの家　 A・A・ミルン/森　絵都未定 11/21 銀髪少女VS.透明人間　ニュクス事件ファイル　天祢　涼 713 11/2 西郷隆盛と大久保利通　（仮） 立石　優 799

11/27 闇にあかく点るのは、鬼の灯か君の瞳。　ごとうしのぶ 未定 11/21 少年Ｎのいない世界(3）　 石川宏千花 713 11/8 スープ屋しずくの●解き朝ごはん　想いを伝えるシチュー　友井　羊 702 11/2 毎日がスッキリする「老後の快眠術」　 保坂　隆 626

11/27 喪　失　 鏑木　蓮 未定 11/8 異世界居酒屋「のぶ」四杯目　 蝉川夏哉 702 11/2 しあわせを生む小さな種　（仮） 松浦弥太郎 680

11/27 後宮に日輪は蝕す　金椛国春秋 篠原悠希 未定 11/10 鳳雛の夢（独）(上）　 上田秀人 未定 11/8 結のパワーストーン事件目録　ラピスラズリは●色に　篠原昌裕 648 11/2 やっと自虐史観のアホらしさに気づいた日本人　（仮）ケント・ギルバート778

11/27 カブキブ！　(7）　 榎田ユウリ 未定 11/10 鳳雛の夢（眼）(中）　 上田秀人 未定 11/8 ニセモノだけど恋だった　 齋藤ゆうこ 691 11/2 たのしく生きたきゃ落語をお聞き　（仮） 童門冬二 734

11/27 銭神剣法無頼流(2）　 鳥羽　亮 未定 11/10 鳳雛の夢（竜）(下）　 上田秀人 未定 11/27 日本刀の美しさがわかる本　 別冊宝島編集部853 11/2 「オーマイガー！」は日本人しか言いません　ネイティブが使う英会話フレーズ388（仮）デイビッド・セイン670

11/27 世田谷一家殺人事件　15年目の新事実 一橋文哉 未定 11/10 白日の鴉　 福澤徹三 未定 11/9 わらし花子と涼菜の憂鬱　（仮） 柴田よしき 864

11/27 ＴＡＫＥＲ　復讐の贈与者 日野　草 未定 11/10 ラム＆コーク　 東山彰良 未定 11/17 ＮＩＧＨＴＳ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＬＩＶＩＮＧ　ＤＥＡＤ／ゾンビたちの夜　ジョージ・Ａ・ロメロ1296 11/9 極限トイレ　（仮） 木下半太 691

11/27 入り婿侍商い帖　大目付御用(2) 千野隆司/浅野隆広未定 11/10 アミダサマ　 沼田まほかる 未定 11/17 ネクロフィリアの食卓　（仮） マット・ショー・マイケル・ブレイ799 11/9 あやかし　時代小説傑作選（仮） 宮部みゆき/畠中　恵864

11/27 ハイエナの微睡　 椙本孝思 未定 11/10 美森まんじゃしろのサオリさん　 小川一水 未定 11/21 ふたりの未亡人　（仮） 霧原一輝 702 11/9 化土記　（仮） 北原亞以子 994

11/27 偽りの世界、少女たちの罪　セーラー服と黙示録古野まほろ/九条キヨ未定 11/10 さよならは明日の約束　 西澤保彦 未定 11/22 この世の中やっぱり生きている人間が最恐だった、みんなの恐怖体験　（仮）エブリスタ 702 11/16 文蔵　2017.12　 「文蔵」編集部 670

11/27 レオナルドの扉　 真保裕一 未定 11/10 死屍累々の夜　 前川　裕 未定 11/28 誘惑捜査線　警視庁風紀一係　東山美菜　（仮）沢里裕二 702

11/27 十字路に立つ女　 ●坂　剛 未定 11/10 蛇王再臨　 田中芳樹 未定 11/30 恐怖箱　閉鎖怪談　（仮） 加藤　一 702 11/17 修善寺わが愛と死　 西村京太郎 660

11/27 お隣さんが殺し屋さん　 藤崎　翔 未定 11/10 道後温泉・石鎚山殺人事件　 梓林太郎 未定 11/30 怪談五色　死相　（仮） 我妻俊樹 702 11/17 峠しぐれ　 葉室　麟 730

11/27 働く女に恋愛リアルを聞いてみた　 柴門ふみ 未定 11/10 戦場の聖歌（カンタータ）　 森村誠一 未定 11/30 実話怪談　幽魂　（仮） 真白　圭 702 11/17 放課後に死者は戻る　 秋吉理香子 640

11/27 サブカルで食う　就職せず好きなことだけやって生きていく方法大槻ケンヂ 未定 11/10 象の白い脚　 松本清張 未定 12/1 タッカー＆ケイン　(2）キラードローンの襲来（仮）(上)ジェームズ・ロリンズ/グラント・ブラックウッド864 11/17 出雲のあやかしホテルに就職します(3）　硝子町玻璃 630

11/27 慟哭の海峡　 門田隆将 未定 11/10 若鷹武芸帳　 岡本さとる 未定 12/1 タッカー＆ケイン　(2）キラードローンの襲来（仮）(下)ジェームズ・ロリンズ/グラント・ブラックウッド864 11/17 神様たちのお伊勢参り(2）　 竹村優希 610

11/27 お引っ越し　 真梨幸子 未定 11/10 獅子身中の虫　（仮） 喜安幸夫 未定 12/1 ニッポン定食散歩　（仮） 今　柊二 821 11/17 奈良町万葉あやかし茶房　 遠藤　遼 610

11/27 うちの執事に願ったならば(3）　 高里椎奈 未定 11/10 情け川、菊の雨　 井川香四郎 未定 11/7 ご奉仕祭りの村　（仮） 北條拓人 713 11/17 艶めき秘蜜基地　（仮） 睦月影郎 630

11/27 ｐＨ　 長谷川也 未定 11/10 酔（ゑ）ひもせず　 田牧大和 未定 11/14 女上司のみだれ顔　（仮） 河里一伸 713 11/17 おこめ紀行　 橘　真児 670

11/27 クレシェンド　 竹本健治/大槻香奈未定 11/10 親父橋　（仮） 稲葉　稔 未定 11/17 いつのまに　（仮） 風野真知雄 620

11/27 ローウェル骨董店の事件簿　降霊会とソルジャーベア椹野道流/北畠あけ乃未定 11/10 世界を揺るがした10日間　 ジョン・リード/伊藤　真未定 11/9 あるフィルムの背景　 結城昌治/日下三蔵907 11/17 緋牡丹　 藤井邦夫 680

11/27 江戸城　御掃除之者！(2）　 平谷美樹 未定 11/10 光と影の法則　文庫版　 心屋仁之助 未定 11/9 家庭の事情　 源氏鶏太 842 11/17 吠え面　（仮） 坂岡　真 700

11/27 海よ、やすらかに　 喜多嶋隆 未定 11/9 あひる飛びなさい　 阿川弘之 929 11/17 未　定　 黒木久勝 660

11/27 武士の家訓(1）　（仮） 井川香四郎 未定 11/11 マンガで読む　小さいことにくよくよするな！　リチャード・カールソン594 11/9 焼肉大学　 鄭大聲 842

11/27 南国太平記(上）　 直木三十五 未定 11/9 はじめての暗渠散歩　水のない水辺をあるく　本田　創/髙山英男821 11/25 居眠り同心　影御用(24）　 早見　俊 700

11/27 南国太平記(下）　 直木三十五 未定 上 スケートボーイズ　 碧野　圭 620 11/9 絶望図書館　世界中から選りすぐった心にしみる12の物語頭木弘樹 907 11/25 剣客相談人(21）　 森　　詠 700

11/27 ハーメルンの誘拐魔　 中山七里 未定 上 白バイガール　駅伝クライシス　 佐藤青南 640 11/9 素読のすすめ　 安達忠夫 1296 11/25 浜町様　捕物帳(2）　 牧　秀彦 700

11/27 ヘンな論文　 サンキュータツオ未定 上 英語対訳で読む世界の歴史　 綿田浩崇/Lee Stark691 11/9 全訳注　葉隠(中）　 山本常朝/田代陣基1620 11/25 隣り妻の夜　（仮） 深草潤一 750

11/27 中野ブロードウェイ脱出ゲーム　 渡辺浩弐 未定 上 考える教室　（仮） 酒井邦嘉 713 11/9 現代語訳　応仁記　 志村有弘 1080 11/25 僕の初体験　（仮） 睦月影郎 750

11/27 凶　宅　 三津田信三 未定 上 車窓の山旅　中央線から見える山　 山村正光 1026 11/9 ハリウッド映画史講義　翳りの歴史のために●實重● 1188 11/21 ロウ・マン　（原題） クリスティン・アシュリー/高里ひろ1274

11/27 私のクラスの生徒が、一晩で24人死にました　日向奈くらら 未定 11/9 社会分業論　 エミール・デュルケーム/田原音和1944 11/21 ザ・フィクサー　（原題） ヘレンケイ・ダイモン/飯原裕美1274

11/16 東京・横浜今昔散歩　 原島広至 未定 11/18 オネスティ　 石田衣良 未定 11/9 鏡の背面　人間的認識の自然誌的考察 コンラート・ローレンツ/谷口　茂1728 12/1 川島隆太教授の脳を鍛える即効トレーニング　（仮）川島隆太 670

11/16 あやかしお宿の勝負めし出します。　 友麻　碧/Laruha未定 11/18 雪　炎　 馳　星周 未定 11/11 義母は僕の愛人　 九龍真琴 741

11/16 あやかし夫婦は、もう一度恋をする。　 友麻　碧/あやとき未定 11/18 鳥たち　 よしもとばなな 未定 11/23 孤拳伝(3）　新装版 今野　敏　 864 11/11 性獣女学院　（仮） 鬼塚龍騎 741

11/16 十年後の僕らはまだ物語の終わりを知らない　尼野ゆたか/sime未定 11/18 岳飛伝(13）　蒼波の章 北方謙三 未定 11/23 粘土の犬　仁木悦子傑作短篇集 仁木悦子　 756 11/11 昭和の淫らな人妻　（仮） 性実話研究会 741

11/16 おいしいベランダ。　午後４時の留守番フルーツティー竹岡葉月/おかざきおか未定 11/18 2.43　清陰高校男子バレー部　代表決定戦編（仮）(1)壁井ユカコ 未定 11/23 あさつゆ通信　 保坂和志　 1058

11/27 星屑リスタート　（仮） 灰芭まれ 未定 11/18 アポロンの嘲笑　 中山七里 未定 11/23 俳人風狂列伝　 石川桂郎　 1080 11/23 尼僧とシスターと僕　 鷹山倫太郎 未定

11/27 不良ＬＯＶＥ　（仮） 春川こばと/岬 未定 11/18 ネオ・ゼロ　 鳴海　章 未定 11/23 麦酒伝来　森●外とドイツビール 村上　満　 972 11/23 高慢女上司 〔全裸勤務〕　 榊原澪央 未定

11/27 聖ワケあり生徒会！(2）　 春川こばと/文月路亜未定 11/18 鼻に挟み撃ち　（仮） いとうせいこう 未定 11/23 酒味酒菜　 草野心平　 929 11/23 混浴先生　塾講師と女教師と家庭教師　 水沢亜生 未定

11/27 Ｊｕｓｔ　Ｂｅｃａｕｓｅ！　 鴨志田一 未定 11/18 マダム・キュリーと朝食を　 小林エリカ 未定 11/23 世界文明史の試み(上）　 山崎正和　 1080 11/23 専業主婦・美帆　夫の知らない奴隷生活　北都　凛 未定

11/27 ＤＯＵＢＬＥＳ！！　―ダブルス―　Ｆｉｎａｌ　Ｓｅｔ　（仮）天沢夏月 未定 11/18 まんしゅう家の憂鬱　 まんしゅうきつこ未定 11/23 世界文明史の試み(下）　 山崎正和　 1080 11/23 夢の女看護師寮　 宗像　倫 未定

11/27 死を見る僕と、明日死ぬ君の事件録　 古宮九時 未定 11/18 霊能動物館　 加門七海 未定 11/23 誤　断　 堂場瞬一　 821 11/23 友達の美しいママ 〔僕専用〕　 鷹羽　真 未定

11/27 お点前頂戴いたします　泡沫亭あやかし茶の湯神田夏生 未定 11/18 動物翻訳家　心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー片野ゆか 未定 11/23 東京―金沢 69年目の殺人　 西村京太郎　 626

11/27 佐々木探偵事務所には、猫又の斑さんがいる。　杜奏みなや/Laruha未定 11/18 五色の虹　満州建国大学卒業生たちの戦後三浦英之 未定 11/23 新装版  赤猫始末　闕所物奉行　裏帳合(3)上田秀人　 691 11/10 応えろ生きてる星　 竹宮ゆゆこ 810

11/27 探偵と殺し屋　（仮） 真坂マサル 未定 11/18 質草の誓い　質屋藤十郎隠御用（仮）(6) 小杉健治 未定 11/23 日本企業　ＣＥＯの覚悟　 安藤宏基　 583 11/10 キャプテンサンダーボルト(上）　 阿部和重/伊坂幸太郎842

11/27 旅籠屋あのこの　（仮） 岬 未定 11/18 内通と破滅と僕の恋人　珈琲店マダムシルクのサイバー事件簿（仮）一田和樹 未定 11/23 武揚伝　決定版(上) 佐々木譲　 929 11/10 キャプテンサンダーボルト(下）　 阿部和重/伊坂幸太郎842

11/18 獣使い　（仮） カミラ・レックバリ/富山クラーソン陽子未定 11/23 武揚伝　決定版(中) 佐々木譲　 907 11/10 ブルース　 桜木紫乃 756

11/16 鳥影　ブラディ・ドール(8）　 北方謙三 未定 11/18 契約結婚はじめました。(2）　～椿屋敷の偽夫婦～（仮）白川紺子/わみず未定 11/23 武揚伝　決定版(下) 佐々木譲　 972 11/10 ほんとうの花を見せにきた　 桜庭一樹 832

11/16 イシマル書房 編集部　（仮） 平岡陽明 未定 11/18 怪奇編集部『トワイライト』(2）　（仮） 瀬川貴次/高山しのぶ未定 11/23 城下の人　新編・石光真清の手記　西南戦争・日清戦争(1)石光真清/石光真人 1080 11/10 蒲生邸事件 〈新装版〉(上）　 宮部みゆき 929

11/16 食卓一期一会　 長田　弘 未定 11/18 エプロン男子２ｎｄ　（仮） 山本　瑤/玉島ノン未定 11/10 蒲生邸事件 〈新装版〉(下）　 宮部みゆき 929

11/16 荒木町ふしぎ横丁　（仮） 有間カオル 未定 11/18 私の愛しいモーツァルト　悪妻コンスタンツェの告白　一原みう/井上のきあ未定 11/2 魔術士オーフェンはぐれ旅　原大陸開戦(3）　秋田禎信/草河遊也702 11/10 戦国　番狂わせ七番勝負　 木下昌輝/高橋直樹886

11/16 歌うエスカルゴ　 津原泰水 未定 11/18 真珠姫と売れない小説家　（仮） 丸木文華/笠井あゆみ未定 11/10 うみの歳月　 宮城谷昌光 864

11/16 島抜けの女　鎌倉河岸捕物控(31）　 佐伯泰英 未定 11/18 何度でも永遠　（仮） 岡本千紘/もりちか未定 11/14 少　女(上）　犯罪心理捜査官セバスチャンＭ・ヨート/Ｈ・ローセンフェルト未定 11/10 猫はおしまい　 高橋由太 810

11/16 日雇い浪人生活録(4）　（仮） 上田秀人 未定 11/14 少　女(下）　犯罪心理捜査官セバスチャンＭ・ヨート/Ｈ・ローセンフェルト未定 11/10 辞　令　 高杉　良 994

11/16 新・八丁堀剣客同心　 鳥羽　亮 未定 下 ８年越しの花嫁　奇跡の実話　 岡田惠和 未定 11/14 魔導の道標　（仮） 佐藤さくら 未定 11/10 旧主再会　酔いどれ小籐次　決定版(16) 佐伯泰英 810

11/23 矢の家〔新版〕　 Ａ・Ｅ・Ｗ・メースン/福永武彦未定 11/10 鬼平犯科帳　決定版(22）　特別長篇　迷路池波正太郎 918

11/3 葬送学者Ｒ．Ｉ．Ｐ．　 吉川英梨 691 11/8 僕らが愛した手塚治虫　(3）　 二階堂黎人 1080 11/23 雪の夜は小さなホテルで謎解きを　（仮） ケイト・ミルフォード/山田久美子未定 11/10 鬼平犯科帳　決定版(23）　特別長篇　炎の色池波正太郎 864

11/3 水曜の朝、午前三時　 蓮見圭一 691 11/8 ロボット・イン・ザ・ハウス　 デボラ・インストール886 11/23 バッキンガム宮殿のＶＩＰ　 スーザン・イーリア・マクニール/圷　香織未定 11/10 男の肖像〈新装版〉　 塩野七生 810

11/3 脳が最高に冴える快眠法　 茂木健一郎 680 11/8 神様のカルテ０　 夏川草介 626 11/23 事　件　 大岡昇平 未定 11/10 西郷隆盛と「翔ぶが如く」　 文藝春秋 842

11/3 宇宙探偵ノーグレイ！　（仮） 田中啓文 799 11/8 たまうら　 星乃ひかり 626 12/1 シャーロック・ホームズの栄冠　 アントニー・バークリー/ロナルド・Ａ・ノックス未定 11/10 お話はよく伺っております　 能町みね子 842

11/3 花嫁のさけび　 泡坂妻夫 842 11/8 刑事ゆがみ　 大石直紀/井浦秀夫551 12/1 残された手形　（仮） グザヴィエ＝マリー・ボノ/平岡　敦未定 11/10 ゴースト・スナイパー(上）　 ジェフリー・ディーヴァー/池田真紀子994

11/3 海鰻荘奇談　 香山　滋 886 11/8 未成年だけどコドモじゃない　 豊田美加/水波風南583 12/1 アルバトロスは羽ばたかない　 七河迦南 未定 11/10 ゴースト・スナイパー(下）　 ジェフリー・ディーヴァー/池田真紀子994

11/3 南方熊楠　近代神仙譚 佐藤春夫 842 11/8 重要参考人探偵　 百瀬しのぶ/絹田村子551 12/1 吟遊詩人の魔法(上）　 イローナ・メイヤー/鍛冶靖子未定 11/10 崖の上のポニョ　 スタジオジブリ＋文春文庫1350

11/3 あなたは自分を利口だと思いますか？　（仮）ジョン・ファーンドン/小田島恒志886 11/8 全員死刑　 鈴木智彦 551 12/1 吟遊詩人の魔法(下）　 イローナ・メイヤー/鍛冶靖子未定

12/1 イヴのいないアダム　ベスター傑作選（仮）アルフレッド・ベスター/中村　融未定 11/18 秘密の花園(1）　 未　　定 864

11/10 がらくた屋と月の夜話　 谷　瑞穂 未定 11/16 謹訳　源氏物語　(3）　改訂新修（仮） 林　　望 未定

11/10 心中探偵　 森　晶麿 未定 11/16 凶暴爺　（仮） 阿木慎太郎 未定 11/3 世界は破滅を待っている　〈新装版〉 赤川次郎 713 11/7 一鬼夜行　鬼姫と流れる星々　 小松エメル 713

11/16 疑惑接点　（仮） 南　英男 未定 11/3 南朝の刺客　 麻倉一矢 691 11/7 君の嘘と、やさしい死神　 青谷真未 691

11/18 大江戸巨魂侍(13）　淫闘！　邪忍軍 鳴海　丈 700 11/16 淫謀　美脚諜報員(2）　（仮） 沢里裕二 未定 11/3 北天に楽土あり　最上義光伝 天野純希 767 11/7 調香師レオナール・ヴェイユの優雅な日常　小瀬木麻美 734

11/16 裸めし　（仮） 草凪　優 未定 11/3 関越えの夜　東海道浮世がたり 澤田瞳子 713 11/7 お任せ！　数学屋さん(3）　 向井湘吾 778

11/9 卍屋麗三郎(上）　 鳴海　丈 680 11/16 ハセガワノブコの華麗なる日常(3）　（仮） 泉　ハナ 未定 11/3 斬　 鈴木英治 713

11/9 卍屋麗三郎(下）　 鳴海　丈 680 11/16 父子の峠　日暮し同心始末帖（仮） ●堂　魁 未定 11/3 オリエンタル・ゲリラ　 鈴峯紅也 724 11/18 司書子さんとタンテイさん　木苺はわたしと犬のもの（仮）冬木洋子/庭　春樹699

11/9 最強同心と女ねずみ小僧　（仮） 中岡潤一郎 702 11/16 闇奉行　悪旗本斬り　（仮） 喜安幸夫 未定 11/3 俺はバイクと放課後に　走り納め川原湯温泉菅沼卓三 702 11/18 万国菓子舗　お気に召すまま(4）　（仮） 溝口智子/げ　　み699

中 浪人若さま　新見左近(14）　 佐々木裕一 680 11/16 九紋龍　羽州ぼろ鳶組（仮）(3) 今村翔吾 未定 11/3 労働Ｇメン　草薙満　 早見　俊 691

11/9 朝鮮半島　侵攻指令　（仮） 高貫布士 864 11/16 あなたを変えるたった１つの「小さなコツ」　（仮）野澤卓央 未定 11/3 化石少女　 麻耶雄嵩 724 11/29 簡単な単語で世界と話せる！おもてなし英語　キャサリン・Ａ・クラフト/里中哲彦680

11/21 昭和の発禁裏文学(2）　 発禁文学研究会756 11/16 「おひとり」を不安０で生き抜く女子貯金　（仮）横山光昭 未定 11/3 罠の女　 南　英男 724 11/29 引き寄せ開運神社100選　 白鳥詩子 680

11/29 本当にあった幸せな気持ちになる50の物語　西沢泰生 680

中 文豪たちが書いた　「猫」の名作短編集　 彩図社文芸部 669 11/10 知られざる幕末維新の舞台裏　西郷どんと篤姫　中江克己 918 11/7 戦略参謀　 稲田将人 1080 11/21 日本の「平均」辞典　 インタービジョン21680

中 プロ野球　球史に残る奇跡の逆転名勝負33　米谷紳之介 700 11/10 刀剣・兜で知る戦国武将41話　 歴史の謎研究会761 11/7 全員経営　　 野中郁次郎/勝見　明918 11/21 “しくじり”から学ぶ三国志　 宇山卓栄 680

11/7 結果を出すリーダーはみな非情である　 冨山和彦 842 11/21 「いい声」と魅力が伝わる「話し方」の秘密　香西克章 680

11/11 強がりなバタフライ　 白石さよ/冴月ゆと691 中 ヤバい悪グッズ　（仮） 鉄人社編集部 未定 11/21 アドラー博士の男の子に「自信」をつける育て方　星　一郎 680

中 爆笑！母ちゃんからのおバカメール　（仮）鉄人社編集部 未定 11/16 ひまわり探偵局(2）　（仮） 濱岡　稔 691 11/21 アート鑑賞　得する話、深い話　 三井一弘 680
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11/3 寡黙な夫の恐るべき変貌　（仮） 葉月エリカ 670 11/16 男装王女の久遠なる輿入れ　 朝前みちる/椎名咲月未定 11/23 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム(4）　新木　伸/卵の黄身未定

11/3 スパダリはネコ耳ＣＥＯ　（仮） 八巻にのは 691 11/16 異世界で魔王の花嫁（未定）になりました。　長岡マキ子/カトーナオ未定 11/23 マヨの王　 伊藤ヒロ/うなさか未定

11/16 死神令嬢と死にたがりの魔法使い　 七海ちよ/Shabon未定 11/23 カンピオーネ！(21）　 丈月　城/シコルスキー未定

11/22 商売敵はキケンな香り　（仮） バーバラ片桐 734 11/23 異世界でダークエルフ嫁とゆるく営む暗黒大陸開拓記　斧名田マニマニ/藤 ちょこ未定

11/8 最愛の恋愛革命　 青野ちなつ/香坂あきほ未定 11/23 努力しすぎた世界最強の武闘家は、魔法世界を余裕で生き抜く。(3）　わんこそば/ニノモトニノ未定

中 変奏神話群　剣風斬花のソーサリーライム　千羽十訊/桑島黎音659 11/8 鬼の棲む国　 桜部さく/円陣闇丸未定 11/23 終末の魔女ですけどお兄ちゃんに二回も恋をするのはおかしいですか？　妹尾尻尾/呉マサヒロ未定

中 ３年Ｂ組　ネクロマンサー先生　 SOW/がおう 659

中 いつかのレクイエム　ｃａｓｅ．１　　少女陰陽師とサウル王の箱嬉野秋彦/POKImari648 12/1 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(3）　藍月　要/閏　月戈未定 11/18 俺と彼女の恋を超能力が邪魔している。(2）　助供珠樹/いつい620

中 君と夏と、約束と。　 麻中郷矢/磁油２648 12/1 賢者の孫Ｅｘｔｒａ　Ｓｔｏｒｙ　伝説の英雄達の誕生吉岡　剛/菊池政治未定 11/18 ストライクフォール(3）　 長谷敏司/筑波マサヒロ680

中 魔術王と聖剣姫の規格外英雄譚(2）　 三門鉄狼/かわいまりあ659 12/1 いつかのクリスマスの日、きみは時の果てに消えて　瀬尾つかさ/椎名　優未定 11/18 年下寮母に甘えていいですよ？　 今慈ムジナ/はねこと未定

12/1 赫光の護法枢機卿(2）　 嬉野秋彦/新堂アラタ未定 11/18 俺の立ち位置はココじゃない！　 宇津田晴/おしおしお未定

11/23 王子様は魔性の変人　 栢野すばる/桜之こまこ690 12/1 最弱魔王の成り上がり　集いし最強の魔族草薙アキ/TAKTO未定 11/18 弱キャラ友崎くん(5）　 屋久ユウキ/フライ未定

12/1 皇女の騎士　～癒しの楽園にて盾となる～やのゆい/mmu未定 11/18 先生とそのお布団　 石川博品/エナミカツミ未定

11/27 そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞(2）　●●臥命/夕　　薙745 12/1 神名ではじめる迷宮攻略　キラキラな俺こそが最強英雄なのでは？佐々原史緒/三弥カズトモ未定

11/27 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが(1）　赤井まつり/東　　西745 11/22 乙女なでしこ恋手帖　三世を越えて　 深山くのえ/藤間　麗648

11/27 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(7）　ネコ光一/Nardack778 11/18 ゲーマーズ！(9）　雨野景太と青春スキルリセット葵せきな/仙人掌未定

11/27 聖樹の国の禁呪使い(9）　 篠崎　芳/〆鯖コハダ745 11/18 バーサス・フェアリーテイル(2）　―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 11/10 しっぽだけ好き？～恋する熊猫～　（仮） 真崎ひかる/小椋ムク713

11/27 灰と幻想のグリムガル(12）　 十文字青/白井鋭利702 11/18 神獣〈わたし〉たちと一緒なら世界最強イケちゃいますよ？(2）　福山陽士/おりょう未定 11/10 Ｍは主人に恋をする　（仮） さくら芽留/亜樹良のりかず713

11/27 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(6）　鬼影スパナ/よう太745 11/18 ハイスクールＤ×Ｄ(24）　（仮） 石踏一榮/みやま零未定 11/10 未　定　 白露にしき/石田　要745

11/18 最強パーティは残念ラブコメで全滅する！？(2）　恋と水着の冒険天国鏡　　遊/おにぎりくん未定

11/29 後宮秘夜～覇帝と双花の寵妃～　 藤森ちひろ/旭　　炬680 11/18 デスゲームから始めるＭＭＯスローライフ(4）　浮遊島を目指してコスプレ衣装作り草薙アキ/庄名泉石未定 11/7 ひよくれんり(3）　 なかゆんきなこ 691

11/29 熱砂の記憶　 綺月　陣/周防佑未864 11/18 ロクでなし魔術講師と禁忌教典(10）　 羊太郎/三嶋くろね未定 11/7 誘惑トップ・シークレット　 加地アヤメ 691

11/29 仁義なき新妻生活　 朝香りく/三尾じゅん太680 11/18 追伸　ソラゴトに微笑んだ君へ(3）　 田辺屋敷/美和野らぐ未定 11/7 私、不運なんです！？　 あかし瑞穂 691

11/29 秘恋は孤島につがう　（仮） 高岡ミズミ/笠井あゆみ680 11/18 堕天の狗神　―ＳＬＡＳＨＤ●Ｇ―(1）　ハイスクールＤ×Ｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ石踏一榮/きくらげ未定

11/18 モンスター・ファクトリー(2）　―左遷騎士が始める魔物牧場物語―アロハ座長/夜ノみつき未定 11/15 異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています(1）　ふじま美耶 691

11/27 魔弾の王と戦姫〈ヴァナディース〉(18）　 川口　士/片桐雛太未定 11/18 再演世界の英雄大戦　神殺しの錬金術師と背徳の聖処女三原みつき/池咲ミサ未定 11/15 魔王失格！(1）　 羽鳥　紘 691

11/27 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？(4）　刈野ミカタ/あゆま紗由未定 11/18 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦(3）　細音　啓/猫鍋蒼未定 11/15 宰相閣下とパンダと私(2）　 黒辺あゆみ 691

11/27 絶対彼女作らせるガール！　 まほろ勇太/あやみ未定 11/18 僕はリア充絶対爆発させるマン　 浅岡　旭/アマガイタロー未定

11/27 せんせーのおよめさんになりたいおんなのこはみーんな16さいだよっ？　さくらいたろう/もきゅ未定 11/18 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　白銀の女神(3）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん未定 11/15 ルーントルーパーズ(6）　自衛隊漂流戦記浜松春日 659

11/27 ぼくたちのリメイク(3）　（仮） 木緒なち/えれっと未定 11/15 白の皇国物語(13）　 白沢戌亥 659

11/27 僕の知らないラブコメ　 樫本　燕/ぴょん吉未定 11/16 純血種の贄　 愁堂れな/●川　愛680 11/15 強くてニューサーガ(1）　 阿部正行 659

11/27 くずクマさんとハチミツＪＫ(3）　 烏川さいか/シロガネヒナ未定 11/16 人気スターと極秘寮内恋愛中！　 榛名　悠/高星麻子680

11/27 ワキヤくんの主役理論(2）　 涼暮　皐/すし*未定 11/16 猫可愛がり彼氏の初恋　 櫛野ゆい/カワイチハル680 11/27 焦がれた恋のこじれた先は　（仮） 楠田雅紀/未　　定648

11/27 14歳とイラストレーター(4）　 むらさきゆきや/溝口ケージ未定 11/16 ダメ博士とそばかすくん　 間之あまの/花小蒔朔衣648 11/27 未　定　 秀香穂里/未　　定648

11/27 異世界ならニートが働くと思った？(6）　 刈野ミカタ/ねこめたる未定 11/16 さよならガラスの恋心　 伊勢原ささら/麻々原絵里依680 11/27 毎日晴天！シリーズ　毎日晴天！（仮）(14)菅野　彰/二宮悦巳648

11/2 新妹魔王の契約者(11）　 上栖綴人/大熊猫介(ニトロプラス)未定 11/2 公爵夫妻の幸福な結末　 芝原歌織/明咲トウル713 中 勇者は犯されたい(上）　 シースルー/薄　　稀745

11/2 ヒマワリ：ｕｎＵｔｏｐｉａｌ　Ｗｏｒｌｄ(5）　 林トモアキ/マニャ子未定 11/2 ブライト・プリズン　学園の王に捧げる愛　犬飼のの/彩 未定

11/2 魔装学園Ｈ×Ｈ(12）　 久慈マサムネ/Hisasi未定 11/2 恋人の秘密探ってみました　～フェロモン探偵またもや受難の日々～　丸木文華/相葉キョウコ未定 12/1 捨てられた勇者は魔王となりて死に戻る(1）　（仮）悠島　蘭/teffish660

11/2 ノーブルウィッチーズ(7）　第506統合戦闘航空団　反撃！プレミアム特装版南房秀久/島田フミカネ&Projekt World Witches未定 11/2 霞が関で昼食を　恋愛初心者の憂鬱な日曜　ふゆの仁子/おおやかずみ未定 12/1 俺の異世界姉妹が自重しない！(3）　 緋色の雨/原　　人670

11/2 ノーブルウィッチーズ(7）　第506統合戦闘航空団　反撃！南房秀久/島田フミカネ&Projekt World Witches未定 11/2 月の都　海の果て　 中村ふみ/六七質未定 12/1 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔法剣士(3）　kt60/cccpo 670

11/2 美少女作家と目指すミリオンセラアアアアアアアアッ！！(2）　春日部タケル/Mika Pikazo未定 12/1 アラビアン・プロポーズ　～獅子王の花嫁～　ゆりの菜櫻/兼守美行未定 12/1 俺の部屋ごと異世界へ！ネットとＡｍｏｚｏｎの力で無双する(3）　月夜　涙/冬空　実670

11/2 戦闘員、派遣します！　 暁なつめ/カカオ・ランタン未定 12/1 龍の眠る石　欧州妖異譚(17）　 篠原美季/かわい千草未定 12/1 魔王軍最強の魔術師は人間だった(4）　 羽田遼亮/KUMA670

11/2 ６番線に春は来る。そして今日、君はいなくなる。　大澤めぐみ/もりちか未定 12/1 転職の神殿を開きました(5）　 土　　鍋/堀泉インコ670

11/2 ワンワン物語　～金持ちの犬にしてとは言ったが、フェンリルにしろとは言ってねえ！～犬魔人/こちも 未定 11/3 銃皇無尽のファフニール(15）　 ツカサ/梱枝りこ未定

11/2 マジメな妹萌えブタが英雄でモテて神対応されるファンタジア　みかみてれん/パルプピロシ未定 11/3 あのねこのまちあのねこのまち(2）　 紫野一歩/旅　　空未定 11/23 花火と絆と未来地図　～いばきょ＆まんちー～(4）　椹野道流/草間さかえ669

11/23 電気執事は恋の夢を見るか　 夢乃咲実/不破希海710

11/2 少年陰陽師　現代編・近くば寄って目にも見よ結城光流/伊東七つ生未定 11/21 竜騎士のお気に入り　侍女はしばらく帰省中(3）　（仮）織川あさぎ/伊藤明十689

11/2 イジワルな出会い　 香坂茉里/ヤマコ未定 11/21 幻想砦のおしかけ魔女　すべては愛しの騎士と結婚するため！　（仮）かいとーこ/縹ヨツバ689 11/11 月の帝王と暁の聖花　 吉咲志音/ウエハラ蜂741

11/2 平安あや恋語　彩衣と徒花の君 岐川　新/このか未定 11/11 政略婚は秘密の蜜愛ウェディング　 舞　姫美/獅童ありす741

11/2 男装令嬢とふぞろいの主たち　 羽倉せい/天野ちぎり未定 12/1 王太子妃になんてなりたくない！！(5）　 月神サキ/蔦森えん700

11/2 王家の裁縫師レリン　春呼ぶ出逢いと糸の花藤咲実佳/柴田五十鈴未定 11/23 未　定　 榛名　悠/minato.Bob700

11/2 お飾り聖女は前線で戦いたい　 さ　　き/ぽぽるちゃ未定 11/21 眠れる獅子と甘い恋の夢語り　 姫野百合/周防佑未702

11/21 ベイビーはマフィアの後継者！？　 有実ゆひ/来岬未悠702 中 サキュバステードライフ　（仮） ほんじょう山羊/笹森トモエ未定

11/2 クマのおいしい縁結び　 真崎ひかる/六芦かえで未定 中 勇者を引退したからロリエルフ村で暮らそう　（仮）みかど鉄狼/米白　粕未定

11/2 金獅子陛下は後宮で子育て中　 秋山みち花/北沢きょう未定 11/21 はぐれ稲荷に、大神惣領殿のお嫁入り　 鳥舟あや/香坂あきほ756 中 ビキニアーマー装備の勇者な隣のママは好きですか？　（仮）伊藤ヒロ/瀬浦沙悟未定

11/21 夜明け前まで　 高月紅葉/小山田あみ756

11/2 いじわる上司がデレたら、めっちゃ溺愛が止まりませんっ（> <）　鬼編集長が御曹司で私に結婚志願中！？魚住雪希子/北沢きょう未定 11/11 働くおにいさん日誌(4）　 椹野道流/黒沢　要未定

11/2 魔皇帝さまっ！　奥さまにいじわるすぎますっ！　Ｈすぎますっ！　……でも愛されてます●若月京子/弓槻みあ未定 11/11 成仏しなくて良いですか？　 雪鳴月彦/やすも778 11/11 薔薇の下には　（仮） バーバラ片桐/兼守美行未定

11/11 バッカーノ！1935-E　Ｔｈｅ　Ｂｕｚｚ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒｓ成田良悟/エナミカツミ未定 11/27 冷酷公爵の純情溺愛遊戯　（仮） すずね凜/DUO BRAND.690 中 王子さまは懐妊指導官！？　 しみず水都/北沢きょう未定

11/11 ストライク・ザ・ブラッド(18）　真説・ヴァルキュリアの王国三雲岳斗/マニャ子未定 11/27 じゃじゃ馬令嬢を誘惑する方法　（仮） 水島　忍/坂本あきら690 中 伯爵の献身愛　（仮） 沢城利穂/あづみ悠羽未定

11/11 お前（ら）ホントに異世界好きだよな　～彼の幼馴染は自称メインヒロイン～エドワード・スミス/ERIMO未定 11/27 暴君皇帝の純愛　（仮） 小出みき/天路ゆうつづ690 中 冷酷な騎士王様に何故かトキめきが止まりません。　（仮）月神サキ/旭　　炬未定

11/11 処刑タロット　 土橋真二郎 未定 中 冷血王のお世話係　（仮） 芹名りせ/すがはらりゅう未定

11/11 欲望少女とＡＲ　 旭　蓑雄 未定 11/17 未　定　 立花実咲/椎名咲月700

11/11 アクセル・ワールド(22）　 川原　礫/HIMA未定 上 訳ありお嬢様と偽ボディガードの甘く悩ましい30日間　（仮）麻生ミカリ/つきのおまめ未定

11/11 俺を好きなのはお前だけかよ(7）　 駱　　駝/ブリキ未定 11/7 未　定　 玉紀　直/SHABON700 上 愛の罠　罪深き英国紳士と淫靡な蜜婚（仮）御堂志生/辰巳　仁未定

11/11 うさみみ少女はオレの嫁！？　 間宮夏生/フルーツパンチ未定

11/11 ガーリー・エアフォース(8）　 夏海公司/遠坂あさぎ未定 11/2 侍女が嘘をつく童話　野苺の侍女の観察録　長尾彩子/宵マチ670 11/14 純愛クロニクル　 弓月あや/小　　禄650

11/11 剣と炎のディアスフェルド(3）　 佐藤ケイ/PALOW未定 11/2 天都宮帝室の然々な事情　二五三番目の皇子、天降りて綺麗国の美人に婿入りすること　我鳥彩子/深山キリ648 11/14 魅惑の甘露～幼妻はハーフヴァンパイア～　真崎ひかる/明神　翼670

11/11 剣と魔法と裁判所(2）　（仮） 蘇之一行/ゆーげん未定 11/2 いのうえさきこのだじゃれ手帖　 いのうえさきこ 540

11/18 美女と賢者と魔人の剣(3）　 片遊佐牽太/六　　時702

11/18 魔剣少女は眠らない！　 藤澤さなえ/グループSNE未定 11/11 三千世界の鴉を殺し(21）　 津守時生/麻々原絵里依691

11/2 百錬の覇王と聖約の戦乙女(14）　 鷹山誠一/ゆきさん669

11/16 外道の王と堕ちゆく舞姫　（仮） 鏡　　遊/しおこんぶ未定 11/11 ずっとここできみと　 月村　奎/竹美家らら670 11/2 六畳間の侵略者！？(27）　 健　　速/ポ　　コ669

11/16 ディメンタルマン(2）　ロイドのカルテ サイトウケンジ/さとうけいいち未定 11/11 疾風に恋をする　 久我有加/カワイチハル670 11/2 最底辺からニューゲーム！(2）　 藤木わしろ/柚　　夏669

11/2 最強魔法師の隠遁計画(4）　 イズシロ/ミユキルリア669

下 女性上位もの　（仮） 新居　佑/もり苔721 11/23 アブノーマル・スイッチ～誘惑の誤算　（仮）かのこ/七嶋いよ810 11/2 魔王さまと行く！　ワンランク上の異世界ツアー！！(4）　猫又ぬこ/U35 669

11/23 才川夫妻の恋愛事情　（仮） 兎山もなか/小島ちな810 11/2 勤労魔導士が、かわいい嫁と暮らしたら？　「はい、しあわせです！」空埜一樹/さくらねこ669
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