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12/8 西郷と大久保と久光　 海音寺潮五郎 756 12/16 つぶさにミルフィーユ　Ｔｈｅ　ｃｒｅａｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｔｅｓ(6）　森　博嗣 未定 12/26 文学の淵を渡る　 大江健三郎/古井由吉562 上 第二地球作戦　 クラーク・ダールトン＆Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/渡辺広佐713

12/8 聖刻　―ＢＥＹＯＮＤ―　 新田祐助 907 12/16 大江戸怪談　どたんばたん（土壇場譚）(2）　 平山夢明 未定 12/26 新版　國語元年　 井上ひさし 594 上 ジャック・イジドアの告白　 フィリップ・Ｋ・ディック/阿部重夫1080

12/8 相棒　ｓｅａｓｏｎ15(下）　 碇　卯人/輿水泰弘929 12/16 カルマ真仙教事件(下）　 濱　嘉之 未定 12/26 人間アレルギー　なぜ「あの人」を嫌いになるのか岡田尊司 529 下 思考プラズマ　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス＆Ｋ・Ｈ・シェール/嶋田洋一713

12/8 ドバラダ門　 山下洋輔 972 12/16 明日は、いずこの空の下　 上橋菜穂子 未定 12/26 西郷隆盛はどう語られてきたか　 原口　泉 529 下 ツインズ　 フランク・ボルシュ/鵜田良江756

12/8 私はテレビに出たかった　 松尾スズキ 972 12/16 隠密　味見方同心(9）　 風野真知雄 未定 12/26 主婦病　 森　美樹 594 下 シルトの梯子　 グレッグ・イーガン/山岸　真1080

12/8 ブルーブラッド　 六道　慧 734 12/16 新装版　鬼面の研究　 栗本　薫 未定 12/26 ポスドク！　ぼくと叔父さんの出世戦争（仮） 高殿　円 724 上 日本ＳＦ傑作選(3）　眉村卓　下級アイデアマン／還らざる空日下三蔵 1620

12/16 ミッドナイト・ジャーナル　 本城雅人 未定 12/26 英　傑　西郷隆盛アンソロジー 池波正太郎/芥川龍之介497 下 居合わせた男　半端者(2) 東　直己 756

12/13 眠る前に５分で読める心が「ほっ」とする話　（仮）志賀内康弘 720 12/16 新装版　頼子のために　 法月綸太郎 未定 12/26 成熟脳　脳の本番は56歳から始まる 黒川伊保子 464 下 アリスマ王の愛した魔物　 小川一水 821

12/13 性の体験手記　後家さんの下着（仮） 夕刊フジ 810 12/16 ヨイ豊　 梶よう子 未定 12/26 愛に乱暴(上）　 吉田修一 529 下 赤いオーロラの街で　 伊藤瑞彦 756

12/16 忖度　百万石の留守居役(10）　 上田秀人 未定 12/26 愛に乱暴(下）　 吉田修一 529 下 ニューヨーク1954　 デイヴィッド・Ｃ・テイラー/鈴木　恵1188

12/16 ブータンの瘋狂聖 ドゥクパ・クンレー伝　 ゲンドゥン・リンチェン/今枝由郎未定 12/16 身元不明　特殊殺人対策官　箱崎ひかり　 古野まほろ 未定 12/26 総力捜査　 安東能明 810 下 フォールアウト　 サラ・パレツキー/山本やよい1296

12/16 ロバート・キャパ写真集　 ICP　ロバート・キャパ・アーカイブ未定 12/16 メビウスの守護者　法医昆虫学捜査官　 川瀬七緒 未定 12/26 ゆらやみ　 あさのあつこ 810 下 日本‐呪縛の構図(上）　 Ｒ・ターガート・マーフィー/仲　達志864

12/16 真空地帯　 野間　宏 未定 12/16 御三家が斬る！(3）　（仮） 井川香四郎 未定 12/26 故郷はなきや　新・古着屋総兵衛(15) 佐伯泰英 680 下 日本‐呪縛の構図(下）　 Ｒ・ターガート・マーフィー/仲　達志864

12/16 荒涼館(4）　 ディケンズ/佐々木徹未定 12/16 芳　一　 堀川アサコ 未定 12/26 レアリア(3）　（前篇） 雪乃紗衣 594 上 書店主フィクリーのものがたり　 ガブリエル・ゼヴィン/小尾芙佐864

12/16 何が私をこうさせたか　獄中手記 金子文子 未定 12/16 ヒトラーは東宝に電話した　 松岡圭祐 未定 12/26 レアリア(3）　（後篇） 雪乃紗衣 680

12/16 ファインマンの特別講義　惑星運動を語る D・L・グッドスティーン/J・R・グッドスティーン未定 12/16 九年前の祈り　 小野正嗣 未定 12/26 八万遠　 田牧大和 724 12/2 いつか恋を　 リンゼイ・アームストロング/萩原ちさと670

12/16 ラテンアメリカ500年　　歴史のトルソー 清水　透 未定 12/9 藁屋根　 小沼　丹 1620 12/26 林檎の樹　 ゴールズワージー/法村里絵432 12/2 長い誤解　 ペニー・ジョーダン/高木とし670

12/16 ブッダの生涯　 中村　元/前田專学未定 12/9 小説作法　 丹羽文雄 1836 12/26 チャップリン自伝　栄光と波瀾の日々 チャールズ・チャップリン/中里京子907 12/2 雨上がり　 イヴォンヌ・ウィタル/谷　みき670

12/9 獄中十八年　 徳田球一/志賀義雄1512 12/2 誘惑はギリシアで　 シャロン・ケンドリック/仙波有理670

12/16 スター・ウォーズ　ファズマ(上）　 デライラ・S・ドーソン/甲斐理恵子1134 12/21 完全版　「宇宙戦艦ヤマト」をつくった男　西崎義展の狂気　牧村康正/山田哲久未定 12/26 お前だけは無理。　（仮） ＊あいら＊ 637 12/2 罠にかかったシンデレラ　 サラ・モーガン/真咲理央670

12/16 スター・ウォーズ　ファズマ(下）　 デライラ・S・ドーソン/甲斐理恵子1134 12/21 歴史小説の懐　 山室恭子 未定 12/26 新装版　地味子の秘密～ＶＳ黒羽の大妖怪～　（仮）牡丹　杏 637 12/2 記憶を返して　 ヘレン・ビアンチン/中原もえ670

12/12 水滸伝(4）　 井波律子 未定 12/26 粉　雪　（仮） ユウチャン 637 12/16 花嫁と呼ばれる日　 エマ・ダーシー/加藤由紀540

12/6 毒唇主義　 内館牧子 760 12/12 リュシス　恋がたき　 プラトン/田中伸司未定 12/26 涙星ー星屑の中、キミの手を。　（仮） 白いゆき 637 12/16 誇り高い愛　 シャーロット・ラム/広木夏子540

12/12 興亡の世界史　大英帝国という経験　 井野瀬久美惠 未定 12/26 イジメ返し(2）　（仮） なぁな 637 12/16 キャヴェンドン・ホール　愛、永遠に(上）　 バーバラ・Ｔ・ブラッドフォード/霜月　桂880

下 巨大艦船物語　 大内建二 832 12/12 流線形の考古学　 原　　克 未定 12/11 憧れの彼との365日間　（仮） 滝井みらん 680 12/16 キャヴェンドン・ホール　愛、永遠に(下）　 バーバラ・Ｔ・ブラッドフォード/霜月　桂880

下 海の紋章　 豊田　穣 864 12/12 皇后考　 原　武史 未定 12/11 愛に溺れるネオンテトラ～御曹司から謎の溺愛～　（仮）砂原雑音 680 12/16 いつか愛になる日まで　 ローリー・フォスター/兒嶋みなこ1000

下 海は語らない　 青山淳平 864 12/12 天皇の歴史(1）　神話から歴史へ 大津　透 未定 12/11 僕は、きみの最後になりたい　（仮） 夏雪なつめ 680 12/16 秘密の恋の贈り物　 ジャッキー・バルボサ/古瀬梨乃860

下 私だけが知っている昭和秘史　 小山健一 832 12/21 毎年、記憶を失う彼女の救いかた　 望月拓海 810 12/11 パンプキン☆シンデレラ　（仮） 佳月弥生 680 12/21 血のペナルティ　 カリン・スローター/鈴木美朋1290

下 ニューギニア兵隊戦記〈新装版〉　 佐藤弘正 842 12/21 算額タイムトンネル(上）　 向井湘吾 810 12/11 サンプリングマリッジ！　（仮） 北条歩来 680

12/21 ジンカン　宮内庁神祗鑑定人・九鬼隗一郎　 三田　誠 778 12/11 その瞳で私を見つめて、恋を教えて～私の守護者は溺愛系～　（仮）夢野美紗 680 12/2 「お墓」で読み解く戦国武将の謎　（仮） 楠戸義昭 950

12/11 悪魔のような男　 ロレイン・ヒース/芦原夕貴1031 12/21 繕い屋　月のチーズとお菓子の家　 矢崎存美 648 12/11 猫伯爵の秘めごと　（仮） 坂野真夢 680 12/2 無意識さんの力で無敵に生きる　（仮） 大嶋信頼 734

12/11 ハイランダーからの手紙　 サブリナ・ヨーク/草鹿佐恵子1002 12/29 神様居酒屋お伊勢　（仮） 梨木れいあ 583 12/2 東大首席弁護士が教える「ブレない」思考法　（仮）山口真由 691

12/8 隠密旗本　（仮） 福原俊彦 未定 12/29 未　定　 沖田　円 583 12/2 偉人はそこまで言ってない。　歴史的名言の意外なウラ側（仮）堀江宏樹 691

12/22 雨月物語　ビギナーズ・クラシックス　日本の古典佐藤至子 未定 12/8 死屍累々の夜　 前川　裕 未定 12/29 まだ君のことは知らない　（仮） 木村　咲 583 12/2 ７日間で新しい私になる！　100％自分原因説　（仮）秋山まりあ 756

12/22 西東三鬼全句集　 西東三鬼 未定 12/8 ボス・イズ・バック　 笹本稜平 未定 12/26 モブカノ！　（仮） 沙　　絢 637 12/2 血管を強くして突然死を防ぐ！　（仮） 池谷敏郎 734

12/22 写真でみる折口信夫の世界　（仮） 芳賀日出男 未定 12/8 ラジオ局のぶたぶた　（仮） 矢崎存美 未定 12/26 それは、きっとキミに恋をする奇跡。　（仮） ゆいっと 637 12/2 逆境を越える「こころの技法」　 田坂広志 756

12/22 室町幕府崩壊　 森　茂暁 未定 12/8 今日からは、愛のひと　 朱川湊人 未定 12/16 文蔵　2018.12　 「文蔵」編集部 670

12/22 幸福論　 ヒルティ/秋山英夫未定 12/8 ハルカな花　（仮） 天祢　涼 未定 12/15 Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ(上）　（仮） マイケル・グラムリー/押野慎吾756

12/22 マジカル・ヒストリー・ツアー　ミステリと美術で読む近代　門井慶喜 未定 12/8 巫女っちゃけん。　 具　光然 未定 12/15 Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ(下）　（仮） マイケル・グラムリー/押野慎吾756 12/2 民衆の敵(上）　 黒沢久子 未定

12/22 訴訟合戦　オレ、あした、部長のこと訴えるわ 竹内謙礼 未定 12/8 Ｎの悲劇　東京～金沢殺人ライン　 深谷忠記 未定 12/19 淫奇館の秘蜜　 睦月影郎 702 12/5 いくつになっても年をとらない新・９つの習慣　 吉川敏一 未定

12/22 蒼天見ゆ　 葉室　麟 未定 12/8 ザ・ブラックカンパニー　 江上　剛 未定 12/19 恐怖箱　万霊塔　（仮） つくね乱蔵 702 12/5 老いの整理学　 外山滋比古 未定

12/22 残　心　警視庁捜一剣士 須藤靖貴 未定 12/8 花　筐　 檀　一雄 未定 12/21 人狼ゲーム(7）　（仮） 川上　亮 702 12/5 Ｘｍａｓ　ｗｉｔｈ　Ｍｙ　ｃｏｗｂｏｙ　（仮） ダイアナ・パーマー864

12/22 ハイエナの微睡　 椙本孝思 未定 12/8 消えた乗組員　新装版　 西村京太郎 未定 12/21 キングスマン　ゴールデン・サークル　 ティム・ワゴナー/平澤　薫896

12/22 京都謎解き四季報　理系女子と探偵バー 円居　挽 未定 12/8 暗　殺　鬼役（仮）(23) 坂岡　真 未定 12/22 ＴＯＷＥＲ　ＤＯＷＮ(上）　（仮） デイヴィッド・ハグバーグ/酒井紀子972 12/7 小説　ＤＥＳＴＩＮＹ　鎌倉ものがたり　 蒔田陽平/西岸良平580

12/22 本のお茶　 川口葉子/藤田一咲未定 12/8 残り花、風の宿　ふろしき同心御用帳（仮）(3) 井川香四郎 未定 12/22 ＴＯＷＥＲ　ＤＯＷＮ(下）　（仮） デイヴィッド・ハグバーグ/酒井紀子972 12/15 神坐す山の物語　 浅田次郎 640

12/22 ご機嫌な彼女たち　 石井睦美 未定 12/8 風聲　関八州御用狩り　 幡　大介 未定 12/22 寒くなるのに読んでしまう、オチが気になる怖い話　（仮）エブリスタ 702 12/15 死なないで　新装版　 赤川次郎 640

12/22 ムーン・リヴァー　 栗本　薫 未定 12/8 伊東一刀斎(上）　 戸部新十郎 未定 12/29 恐怖実話　怪の手形　（仮） 吉田悠軌 702 12/15 ワースト・インプレッション　刑事・理恩と拾得の事件簿滝田務雄 610

12/22 ポーツマスの贋作　 井上尚登 未定 12/8 伊東一刀斎(下）　 戸部新十郎 未定 12/29 怪談怖ろし話　裂け目　（仮） 城谷　歩 702 12/15 新鮮　ＴＨＥ　どんでん返し　 青柳碧人 650

12/22 ＫＰＰＩ特別捜査官　ロンリー・サイバー・モンスター（仮）鳴神響一 未定 12/8 出好き、ネコ好き、私好き　 林真理子 未定 12/5 令嬢秘密捜査官　（仮） 八神淳一 713 12/15 夕焼けのかなた　 眉村　卓 700

12/22 俳優探偵　僕と舞台と３つの謎と 佐藤友哉/サマミヤアカザ未定 12/8 マノン・レスコー　 プレヴォ/野崎　歓未定 12/12 しくじり妻のマンション　（仮） 美野　晶 713 12/15 時給300円の死神　 藤まる 680

12/22 そして僕等の初恋に会いに行く　 西田俊也 未定 12/8 銀の椅子　　ナルニア国物語(6) Ｃ・Ｓ・ルイス/土屋京子未定 12/11 あなたに心も攫われて　（仮） ジュリア・クイン/村山美雪1296 12/15 神様の定食屋(2）　 中村颯希 680

12/22 ダークゾーン(上）　 貴志祐介 未定 12/8 金運が上がる神社がわかる本　 戸部民夫 未定 12/15 神様の棲む診療所(2）　 竹村優希 610

12/22 ダークゾーン(下）　 貴志祐介 未定 12/8 死ぬときに人はどうなる10の質問　 大津秀一 未定 12/7 世間を渡る読書術　 パオロ・マッツァリーノ886 12/15 ＬＯＯＰ　ＴＨＥ　ＬＯＯＰ　飽食の館　 Kate 740

12/22 恋道行　 岡本さとる 未定 12/7 島津家の戦争　 米窪明美 864 12/15 未亡人は、雪の夜に　 草凪　優 670

12/22 最後の晩ごはん(9）　 椹野道流 未定 12/8 特選　近親相姦　母と息子　（仮） 白書編集部 702 12/7 書店不屈宣言　わたしたちはへこたれない 田口久美子 842 12/15 蜜嫁さがし　（仮） 乃坂　希 660

12/22 明　日　 佐倉淳一 未定 12/8 天下御免の無敵剣(2）　 早瀬詠一郎 680 12/7 古本で見る昭和の生活　ご家庭にあった本 岡崎武志 907 12/15 匂いに恋して　 成宮和美 660

12/22 風魔小太郎(1）　（仮） 藤井邦夫 未定 12/8 若さま無敵剣(2）　 藤村与一郎 702 12/7 田中小実昌ベスト・エッセイ　 田中小実昌/大庭萱朗1026 12/15 隠し湯の闇　（仮） 鈴木英治 720

12/22 ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳ　ＢＬＯＯＤＬＩＮＥ(上）　 クラウディア・グレイ/富永和子未定 12/8 漂流自衛隊(1）　 砧　大蔵 1000 12/7 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｐｒｉｎｔ　Ｂｏｏｋ　 赤澤かおり 1080 12/15 未　定　 鳥羽　亮 640

12/22 ＳＴＡＲ　ＷＡＲＳ　ＢＬＯＯＤＬＩＮＥ(下）　 クラウディア・グレイ/富永和子未定 12/20 江戸春画　奔放なる性愛芸術(3）　 吉崎淳二 1080 12/7 現代数学序説　集合と代数　 松坂和夫 1512 12/15 浪人奉行(3）　 稲葉　稔 670

12/22 維新の肖像　 安部龍太郎 未定 12/7 全訳注　葉隠(３下）　 山本常朝/田代陣基1728

12/22 華舞鬼町おばけ写真館　路面電車ともちもち塩大福蒼月海里/六七質未定 12/15 時限捜査　 堂場瞬一 未定 12/7 コミュニティ　安全と自由の戦場 ジグムント・バウマン/奥井智之1080 12/20 無茶の勘兵衛日月録(18）　 浅黄　斑 700

12/22 怪談狩り　四季異聞録 中山市朗 未定 12/15 うずら大名　 畠中　恵 未定 12/7 ロック入門講義　英国経験論の原点 富田恭彦 1296 12/20 居眠り同心　影御用(25）野望の埋火(下) 早見　俊 700

12/16 ぼんくら陰陽師の鬼嫁　(3）　 秋田みやび/しのとうこ未定 12/15 岳飛伝(14）　撃撞の章 北方謙三 未定 12/7 スペンサー・コレクション　 ハーバード・スペンサー/森村　進1512 12/20 剣客大名　柳生俊平(8）　 麻倉一矢 700

12/16 喫茶アデルの癒やしのレシピ　 葵居ゆゆ/烏羽　雨未定 12/15 戌亥の追風　 山本一力 未定 12/7 石　人間と文化をめぐる物語　 堀　秀道 1404 12/20 北町影同心(7）　 沖田正午 700

12/16 飯テロ　真夜中に読めない20人の美味しい物語名取佐和子/日向夏未定 12/15 2.43　清陰高校男子バレー部　代表決定戦編(2)壁井ユカコ 未定 12/20 彼女の中に入ったら……　（仮） 葉月奏太 750

12/16 恋テロ　真夜中に読みたい20人のトキメク物語天沢夏月/霧友正規未定 12/15 チャンミーグヮー　 今野　敏 未定 12/23 世界文明史の試み(上）　 山崎正和 1080 12/20 淫妄快々　（仮） 睦月影郎 750

12/26 涙の先で君に会いたい　 美　　嘉/べあ姫 未定 12/15 十津川警部　北陸新幹線「かがやき」の客たち　西村京太郎 未定 12/23 世界文明史の試み(下）　 山崎正和 1080 12/19 ザ・ガール・フー・ニュー・トゥー・マッチ　（原題）アマンダ・クイック/安藤由紀子967

12/26 ブラック・メリーゴーランド　 卯花かなり 未定 12/15 封神演義　前編　（仮） 八木原一恵 未定 12/23 新装版 ― 旗本始末　闕所物奉行 裏帳合(4) 上田秀人 734 12/19 キル・ウィズアウト・マーシー　（原題） アレクサンドラ・アイヴィー/小林さゆり1274

12/23 さよなら西郷先輩　 出口きぬごし/槇えびし未定 12/15 高校生からわかる原子力　池上彰の講義の時間池上　彰 未定 12/23 御子柴くんと遠距離バディ　 若竹七海 691 12/20 グリム童話99の謎　童話ってホントは残酷(2）　（仮）桜澤麻衣 691

12/23 アリクイのいんぼう　運命の人と秋季限定フルーツパフェと割印鳩見すた 未定 12/15 短編伝説　旅路はるか　 集英社文庫編集部未定 12/23 鳥取雛送り殺人事件　新装版 内田康夫 691 12/9 ハーレム不動産　（仮） イズミエゴタ 700

12/23 サンリオ男子　（仮） 静月遠火/サンリオ未定 12/15 浮世奉行と三悪人(2）　（仮） 田中啓文 未定 12/23 認知の母にキッスされ　 ねじめ正一 842 12/9 人妻告白スペシャル　人にいえない淫らな趣味　（仮）素人投稿編集部 700

12/23 この終末、ぼくらは100日だけの恋をする　 似鳥航一 未定 12/15 寄席品川清洲亭　 奥山景布子 未定 12/23 おりおり堂(2）　（仮） 安田依央 864

12/23 博多豚骨ラーメンズ(8）　 木崎ちあき 未定 12/15 屋上で縁結び(2）　（仮） 岡篠名桜 未定 12/23 ゆら心霊相談所(4）　 九条菜月 691 12/23 全裸家政婦 〔ふたりの兄嫁と義母〕　 天海佑人 未定

12/23 本日はコンビニ日和。　 雨野マサキ/海島千本未定 12/15 泣くな道真(2）　（仮） 澤田瞳子 未定 12/23 志士の峠　 植松三十里 842 12/23 先生の奥さん 〔完全調教クラブ〕　 御堂　乱 未定

12/15 小説版　今夜、ロマンス劇場で　（仮） 宇山佳佑 未定 12/23 背教者ユリアヌス(1）　 ●　邦生 1296 12/23 ママと妹が僕の部屋に入り浸り　 神瀬知巳 未定

12/16 山手線日和　 知野みさき 未定 12/15 壊された夜　（仮） サンドラ・ブラウン 未定 12/23 妻たちの二・二六事件　新装版 澤地久枝 864 12/23 夜這い未亡人 〔てほどき寝室〕　 天崎僚介 未定

12/16 トラットリア・ラファーノ　 上田早夕里 未定 12/15 異人館画廊　失われた絵と学園の秘密　 谷　瑞恵/詩縞つぐこ未定 12/23 ちいさな桃源郷　山の雑誌アルプ傑作選（仮） 池内　紀 907 12/23 人妻奴隷姉妹　 綺羅　光 未定

12/16 アメ横仁侠食堂　（仮） 福澤徹三 未定 12/15 下鴨アンティーク　白鳥と紫式部　 白川紺子/井上のきあ未定 12/23 昭和ことば辞典　（仮） 大平一枝 600 12/23 雪国の未亡人女教師　乱れる、溺れる、堕ちる　鏡　龍樹 未定

12/16 航空アクションシリーズ(2）　 夏見正隆 未定 12/15 ゆきうさぎのお品書き　祝い膳には天ぷらを　 小湊悠貴/イシヤマアズサ未定 12/23 なぜリーダーはウソをつくのか　国際政治で使われる５つの「戦略的なウソ」ジョン・J・ミアシャイマー/奥山真司950 12/12 若妻と誘拐犯 〔完全版〕　（仮） 夏月　燐 未定

12/16 料理人季蔵捕物控シリーズ　（仮） 和田はつ子 未定 12/15 Ｂの戦場(3）　さいたま新都心ブライダル課の果断（仮）ゆきた志旗/伊東フミ未定 12/23 四季のうた　続　 長谷川櫂 648 12/12 美姉妹 〔啼きくらべ〕　（仮） 御前零士 未定

12/16 浅草料理捕物帖(5）　（仮） 小杉健治 未定 12/15 花木荘のひとびと　 髙森美由紀/カタヒラシュンシ未定 12/23 高慢と偏見　 ジェイン・オースティン/大島一彦1015

12/16 閻魔裁き(3）　（仮） 風野真知雄 未定 12/15 猫だまりの日々　猫小説アンソロジー　 谷　瑞恵/ねぎしきょうこ未定 12/23 曠野の花　新編・石光真清の手記　義和団事件(2)石光真清/石光真人1080 12/6 一網打尽　 濱　嘉之 842

12/23 精神の政治学　 ポール・ヴァレリー/吉田健一929 12/6 奴隷小説　 桐野夏生 648

12/5 星を創る者たち　 谷　甲州 994 12/7 柳家小三治の落語(7）　 柳家小三治 583 12/6 「ななつ星」極秘作戦　 西村京太郎 670

12/5 英子の森　 松田青子 670 12/7 提灯奉行　 和久田正明 659 12/12 コリーニ事件　 フェルディナント・フォン・シーラッハ/酒寄進一778 12/6 ずっとあなたが好きでした　 歌野晶午 1080

12/5 ウホッホ探検隊　 干刈あがた 540 12/7 未成年だけどコドモじゃない　 豊田美加/水波風南583 12/12 ルイジアナ・ロングショット　（仮） ジャナ・デリオン/島村浩子1015 12/6 ラ・ミッション　軍事顧問ブリュネ 佐藤賢一 1080

12/5 パリジェンヌ流　今を楽しむ！自分革命　 ドラ・トーザン 713 12/7 ヒトリコ　 額賀　澪 702 12/12 名探偵の証明　 市川哲也 907 12/6 伶也と　 椰月美智子 788

12/5 いつ殺される　 楠田匡介 896 12/7 シノン　 ダン・Ｔ・セールベリ/吉田　薫972 12/12 鳥籠の家　 廣嶋玲子 907 12/6 無銭横町　 西村賢太 842

12/5 ダーク・ジェントリー全体論的探偵事務所　（仮）ダグラス・アダムス/安原和見994 12/7 教　場(2）　 長岡弘樹 670 12/21 修道女フィデルマの挑戦　修道女フィデルマ短編集ピーター・トレメイン/甲斐萬里江1058 12/6 血脈 〈新装版〉(上）　 佐藤愛子 994

12/5 有罪者　無神学大全 ジョルジュ・バタイユ/江澤健一郎1296 12/7 み仏のかんばせ　 安住洋子 616 12/21 蝶のいた庭　 ドット・ハチソン/辻　早苗1296 12/6 血脈 〈新装版〉(中）　 佐藤愛子 1058

12/7 銀幕の神々　 山本甲士 724 12/21 書店猫ハムレットのうたた寝　 アリ・ブランドン/越智　睦1188 12/6 血脈 〈新装版〉(下）　 佐藤愛子 1004

12/7 キャロリング　 有川　浩 未定 12/7 いのちの使いかた〔新版〕　 日野原重明 551 12/21 内部の真実　 日影丈吉 972 12/6 アメリカの壁　 小松左京 734

12/7 1981年のスワンソング　 五十嵐貴久 未定 12/7 名探偵コナン　から紅の恋歌　 大倉崇裕/青山剛昌648 12/21 何が困るかって　 坂木　司 734 12/6 祝言日和　酔いどれ小籐次　決定版(17) 佐伯泰英 810

12/7 女盛りは腹立ち盛り　 内館牧子 未定 12/7 きみまろ「夫婦川柳」傑作選(2）　 綾小路きみまろ 500 12/6 鬼平犯科帳　決定版(24）　特別長篇　誘拐 池波正太郎 702

12/7 世界の半分を怒らせる　 押井　守 未定 12/7 考える力がつく本　 池上　彰 未定 12/2 夢裡庵先生捕物帳(上）　 泡坂妻夫 810 12/6 男たちへ〈新装版〉　 塩野七生 1058

12/7 殺生伝(3）　封魔の鎚 神永　学 未定 12/2 夢裡庵先生捕物帳(下）　 泡坂妻夫 832 12/6 「南京事件」を調査せよ　 清水　潔 842

12/7 美智子皇后の真実　 工藤美代子 未定 12/14 謹訳　源氏物語(4）　 林　　望 未定 12/2 守銭奴　 井川香四郎 713 12/6 仁義なき幕末維新　われら賊軍の子孫 菅原文太/半藤一利734

12/7 不倫純愛　一線超えの代償　 新堂冬樹 未定 12/14 新・深川鞘番所　 吉田雄亮 未定 12/2 嘘を愛する女　 岡部えつ 670 12/6 内田樹による内田樹　 内田　樹 842

12/7 猿島六人殺し　 鳴神響一 未定 12/14 たぶん、出会わなければよかった嘘つきな君に　佐藤青南 未定 12/2 勁　草　 黒川博行 810 12/6 ニューヨークの魔法のかかり方　 岡田光世 842

12/7 烏　合　 浜田文人 未定 12/14 走れ、健次郎　 菊池幸見 未定 12/2 帆を上げて　 倉阪鬼一郎 724 12/6 羽生結弦　王者のメソッド　 野口美惠 864

12/7 近所の犬　 姫野カオルコ 未定 12/14 居眠り狼　はぐれ警視　向坂寅太郎　 早見　俊 未定 12/2 絶倫ホテル　今夜もやったもん勝ち 沢里裕二 680 12/6 アンネの童話 〈新装版〉　 アンネ・フランク/中川李枝子864

12/7 餓鬼道巡行　 町田　康 未定 12/14 夜叉の涙　風烈廻り与力・青柳剣一郎(40) 小杉健治 未定 12/2 俺はバイクと放課後に　雪が降る前に草津温泉菅沼拓三 713 12/6 明治大帝　 飛鳥井雅道 1404

12/7 長くなるのでまたにする。　 宮沢章夫 未定 12/14 楽　土　討魔戦記(2) 芝村凉也 未定 12/2 十津川警部　　秩父ＳＬ・三月二十七日の証言　西村京太郎 691

12/7 もう怒らないレッスン　 和田秀樹 未定 12/14 信長を騙せ　戦国の娘詐欺師　 富田祐弘 未定 12/2 紫鳳伝　王殺しの刀 藤野恵美 680 12/19 秘密の花園　萌え文学傑作選(2）　 山谷哲夫 864

12/7 黄昏に君にまみれて　 草凪　優 未定 12/14 ソトゴト　公安刑事　 森　　詠 未定 12/2 アカネヒメ物語　 村山早紀 691

12/7 サムライ・ダイアリー　鸚鵡籠中記異聞　 天野純希 未定 12/14 １日１分！　ＴＯＥＩＣ●　Ｌ＆Ｒテスト　千本ノック！　中村澄子 未定 12/2 安藤昇　90歳の遺言　 向谷匡史 1080 12/6 おとめの流儀。　 小嶋陽太郎 734

12/7 遠山金四郎が奔る　 小杉健治 未定 12/2 恋形見　 山口恵以子 724 12/6 活版印刷三日月堂　庭のアルバム　 ほしおさなえ 734

12/7 出世侍(5）　雨垂れ石を穿つ 千野隆司 未定 12/9 自分の中に毒を持て　 岡本太郎 778 12/6 花咲小路二丁目の花乃子さん　 小路幸也 756

12/7 孫連れ侍裏稼業　上意　 鳥羽　亮 未定 12/9 よみがえる奇跡のドラマ　史記と三国志　 おもしろ中国史学会1058 12/6 美容院と1000円カットでは、どちらが儲かるか？　林　　總 810

12/9 あなたに奇跡を起こす笑顔の魔法　 のさかれいこ 972 12/6 人生100年時代の　らくちん投資　 渋澤　健/中野晴啓864 12/20 無気力探偵(2）　（仮） 楠谷　佑/ワカマツカオリ699

下 教科書には載せられない　悪魔の発明　 歴史ミステリー研究会700 12/6 失敗の研究　巨大組織が崩れるとき　 金田信一郎 864 12/20 黄昏古書店の家政婦さん(2）　（仮） 南　　潔/あんべよしろう699

下 封印された問題作品　 沢辺有司 700 12/5 東大教授が教える独学勉強法　 柳川範之 648

12/5 虚子に学ぶ俳句365日　 『週刊俳句』 821 12/9 ヘレネのはじめての恋　 リサ・クレイパス/小林由果1058 12/27 世界史ミステリー　 博学面白●楽部 680

12/11 幾つかの夜、幾つもの朝　（仮） 美森　萠/アヒル森下680 12/5 カッコウはコンピューターに卵を産む(上）　 クリフォード・ストール/池　央耿1296 12/9 お茶と探偵(17）　ロシアン・ティーと皇帝の至宝ローラ・チャイルズ/東野さやか1026 12/27 あなたの「波動」がすべてを決めている！　 キャメレオン竹田 680

12/5 カッコウはコンピューターに卵を産む(下）　 クリフォード・ストール/池　央耿1296 12/27 普通の女子が「大きな幸せ」をつかむ５つのルール　義永大悟 680

12/2 お金の真理　 斎藤一人 648 12/6 ジョニー・ゲップを探して　幻の浅草ピン芸人（仮）阿野　冠 734 12/21 禅、心がほっとする考え方　 柿沼忍昭 680

12/8 覚えておきたい美しい季節の言葉　 日本の言葉研究所702 12/6 制圧攻撃機出撃す　（仮） 大石英司 756 12/21 楽しみながら理系脳になる本　 小谷太郎 680

上 桃太郎姫七変化　もんなか紋三捕物帳 井川香四郎 670 12/8 考える雑学　 曽根翔太 734 12/6 槍ヶ岳　殺人山行　（仮） 梓林太郎 756 12/21 60代から右脳を鍛えるパズル　 児玉光雄 680

上 哀しい殺し屋の歌　 赤川次郎 640 12/8 安売りしない会社はどこで努力しているか？　 村尾隆介 702 12/6 革命警察軍ゾル(上）　（仮） 森　　詠 842 12/21 すべての勉強は「図」！でうまくいく　 永田豊志 680

上 函館殺人坂　私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 670 12/8 草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　唐紅色の約束　 平谷美樹 734 12/6 江戸城御金蔵破り　（仮） 黒崎裕一郎 842 12/21 折れない心をつくる菜根譚　 皆木和義 680

上 不惑ガール　 越智月子 670 12/6 捜査妨害　（仮） 南　英男 799

上 鉄砲無頼伝　 津本　陽 780 12/7 ニワトリ★スター　 たなか雄一狼 680 12/6 17歳のモンスター　 田中ヒロマサ 691 12/21 手塚治虫エッセイ集成　ルーツと音楽　 手塚治虫 972

上 嗤う淑女　 中山七里 700 12/7 二十歳の君がいた世界　 沢木まひろ 648 12/6 ジュアニー　（仮） 神本康彦 691 12/21 手塚治虫エッセイ集成　ぼくの旅行記　 手塚治虫 972

上 女医さんに逢いたい　 葉月奏太 640 12/6 無用の人　（仮） 中務皓介 691

上 半乳捕物帳　 花房観音 640
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12/5 私の愛しい異形　（仮） 山野辺りり/Ciel 691 12/16 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(4）　 三浦勇雄/屡　　那未定 12/20 俺、ツインテールになります。(14）　 水沢　夢/春日　歩未定

12/5 執愛求婚の行方　（仮） 月城うさぎ/篁　ふみ691 12/16 もしも高度に発達したフルダイブＲＰＧが現実よりもクソゲーだったら　土日月/白井鋭利未定 12/20 漂海のレクキール　 秋目　人/柴乃櫂人未定

12/16 美人上司とダンジョンに潜るのは残業ですか？(2）　七菜なな/にぃと 未定 12/20 編集長殺し　 川岸殴魚/ク　　ロ未定

中 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(14）　 明月千里/春日　歩659 12/16 ハードボイルド・スクールデイズ　織原ミツキと田中マンキー鳥畑　良/手島nari。未定 12/20 忘却のアイズオルガン(2）　 宮野美嘉/薫る石未定

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(7）　 三木なずな/瑠奈璃亜670

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(7）　ドラマＣＤ付き限定特装版三木なずな/瑠奈璃亜2592 12/16 茉莉花官吏伝　(2）　百年、玉霞を俟つ 石田リンネ/Izumi未定 12/9 傲慢王と叛逆の花嫁　（仮） 鹿嶋アクタ/石田　要745

中 君と夏と、約束と。　 麻中郷矢/磁油２ 648 12/16 聖剣が人間に転生してみたら、勇者に偏愛されて困っています。(2）　富樫聖夜/カスカベアキラ未定 12/9 ガンダーラにはまだ遠く　 くもはばき/たらつみジョン745

中 幼女さまとゼロ級守護者さま　 すかぢ/狗神　煌 659 12/16 瑠璃花舞姫録　召しませ、舞姫様っ！ くりたかのこ/鳴海ゆき未定 12/9 月夜ぎんいろ山犬異聞　 さとむら緑/梨とりこ745

中 機巧銃と魔導書（グリモワール）　 かずきふみ/笹岡ぐんぐ659 12/16 呪われた伯爵と月愛づる姫君　おとぎ話の魔女山咲　黒/坂本あきら未定

中 脱サラした元勇者は手加減をやめてチート能力で金儲けすることにしました　年中麦茶太郎/六　　時659 12/30 三千世界の鴉を殺し(21）　 津守時生/麻々原絵里依691

中 我が驍勇にふるえよ天地(6）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身680 12/30 異世界建国記(2）　 桜木　桜/屡　　那未定

中 中古でも恋がしたい！(11）　 田尾典丈/ReDrop648 12/30 奪う者　奪われる者(9）　 mino/和武はざの未定 12/11 キ　ス　 一穂ミチ/yoco 691

中 ニューゲームにチートはいらない！(2）　 三木なずな/なたーしゃ648 12/30 生産職を極め過ぎたら伝説の武器が俺の嫁になりました　あまうい白一/うなさか未定 12/11 色悪作家と校正者の不貞　 菅野　彰/麻々原絵里依670

中 ハンドレッド(14）　 箕崎　准/大熊猫介（ニトロプラス）648 12/30 人なき世界を、魔女と京都へ。　 津田夕也/U35 未定 12/11 紅狐の恋嫁と猫　（仮） 鳥谷しず/笠井あゆみ670

中 超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです！(6）　海空りく/さくらねこ648 12/30 東京ダンジョンマスター(2）　（仮） 三島千廣/荻pote未定

12/30 魔王城のシェフ(3）　（仮） 水城水城/artumph未定 12/11 Ｓｏ　Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　（仮） ジョシュ・ラニヨン/冬斗亜紀1080

12/23 秘密はシルクに閉じ込めて　 髙月まつり/こうじま奈月680 12/30 アビス・コーリング　～闇に挑む召喚士の物語～槻　　影/桜木　蓮未定

12/23 幼なじみの溺愛ヒーロー　 榛名　悠/一夜人見680 12/30 親しい君との見知らぬ記憶　（仮） 久遠　侑/Tiv 未定 12/8 ひよくれんり(4）　 なかゆんきなこ 691

12/23 溺愛ツインズの誘惑　 雛宮さゆら/不破希海690 12/8 152センチ62キロの恋人(1）　 高倉碧依 691

12/21 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！？　(12）　明鏡シスイ/硯 未定 12/8 マイ・フェア・ハニー　 来栖ゆき 691

12/26 ありふれた職業で世界最強(7）　 白米　良/たかやKi778 12/21 放課後は、異世界喫茶でコーヒーを(2）　 風見鶏/u　　介 未定

12/26 ありふれた職業で世界最強(7）　ドラマＣＤ付き特装版白米　良/たかやKi2592 12/21 金色の文字使い(12）　―勇者四人に巻き込まれたユニークチート―十本スイ/すまき俊悟未定 12/15 異世界でカフェを開店しました。(4）　 甘沢林檎 691

12/26 ありふれた職業で世界最強　零(1）　 白米　良/たかやKi745 12/21 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 12/15 世界を救った姫巫女は　 六つ花えいこ 691

12/26 灰と幻想のグリムガル(12）　 十文字青/白井鋭利702 12/21 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 12/15 暗殺姫は籠の中　 小桜けい 691

12/26 村人Ａと帝国第七特殊連隊＜ドラゴンパピー＞(1）　ヒュドラ殺し二村ケイト/葵　藍兎745 12/21 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい(4）　合田拍子/nauribon未定

12/26 アマデウスの残り灯　無欲の不死者と退屈な悪神　志賀龍亮/白味噌745 12/21 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 12/15 平兵士は過去を夢見る(1）　 丘野　優 659

12/26 あやかし姫は愛されたい(2）　凶運の魔女 岸根紅華/Xin 745 12/21 レイズ・オン・ファンタジー　ギャンブラーは異世界を謳歌する河本ほむら/マニャ子未定 12/15 ダンジョンシーカー(1）　 サカモト666 659

12/21 暗殺拳はチートに含まれますか？　～彼女と目指す最強ゲーマー～渡葉たびびと/きただりょうま未定 12/15 異世界を制御魔法で切り開け！(4）　 佐竹アキノリ 659

12/29 旭光に抱かれて眠れ　 水原とほる/兼守みゆき778 12/21 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(5）　 恵比須清司/ぎん太郎未定

12/29 徒花は鬼につがう　 高岡ミズミ/笠井あゆみ680 12/21 いづれ神話の放課後戦争〈ラグナロク〉(8）　（仮）なめこ印/よう太 未定 12/27 太陽王と蜜月の予言　 里崎　雅 691

12/29 黒の真相　 綺月　陣/周防佑未864 12/21 ロード・オブ・リライト　―七つの大罪と七つの美徳―十本スイ/柴乃櫂人未定 12/27 王太子さま、魔女は乙女が条件です！　 くまだ乙夜 691

12/29 恋神様には逆らえない　 森本あき/旭　　炬680 12/21 デート・ア・ライブ　アンコール(7）　 橘　公司/つなこ 未定

12/7 恋愛病棟　シェーマの告白 谷崎トルク/高崎ぼすこ710

12/26 アブソリュート・デュオ(12）　Ｊｅｇ　ｅｌｓｋｅｒ　ｄｉｇ．柊★たくみ/浅葉ゆう未定 下 孤独なビッチ　（仮） 上田ながの/218 721

12/26 ノーゲーム・ノーライフ(10）　ゲーマー兄妹は過去（ツケ）を払わされるようです榎宮　祐 未定 12/23 王子様と駆け落ち結婚　（仮） 御堂志生/ウエハラ蜂788

12/26 ワキヤくんの主役理論(2）　 涼暮　皐/すし* 未定 12/16 反　転　リバース 愁堂れな/奈良千春680 12/23 魔女の娘　（仮） 小出みき/森原八鹿788

12/26 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？(3）　三河ごーすと/ねこめたる未定 12/16 子連れＳＡＴは外科医を惑わす　 四ノ宮慶/yoshi 713

12/26 緋弾のアリア(27）　 赤松中学/こぶいち未定 12/16 朝霧邸の薔薇の姫君　 市村奈央/yoco 680 12/2 魔術士オーフェンはぐれ旅(4）　解放者の戦場秋田禎信/草河遊也702

12/26 チアーズ！(2）　 赤松中学/こぶいち未定 12/16 王子様の過剰な愛情　 高峰あいす/花小蒔朔衣648

12/26 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　短編集(3）　 長月達平/楓月　誠未定 12/16 社長としあわせ初恋ごはん　 伊郷ルウ/駒城ミチヲ680 12/16 セキュリティ・ブランケット(上）　 凪良ゆう/ミドリノエバ648

12/26 夢幻戦舞曲(2）　 瑞智士記/むつみまさと未定 12/16 愛されたがりなウサギですが。　 小中大豆/すずくらはる648 12/16 人形遊びのお時間　（仮） 水無月さらら/夏河シオリ648

12/26 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(15）　 長月達平/大塚真一郎未定 12/16 あなたにそばにいてほしい　（仮） 渡海奈穂/笠井あゆみ648

12/26 クロス・コネクト　あるいは垂水夕凪の入れ替わり完全ゲーム攻略久追遥希/konomi（きのこのみ）未定 12/27 桜花傾国物語　月下の親王　 東芙美子/由羅カイリ未定

12/26 好感度100から始まる毒舌美少女攻略ライフ　（仮）広ノ祥人/うなさか未定 12/27 新装版　呪縛　 吉原理恵子/稲荷家房之介未定 12/29 そのスライム、ボスモンスターにつき注意　最低スライムのダンジョン経営物語(1）　時野洋輔/マニャ子690

12/26 ポンコツ勇者の立身出世　（仮） 藤川恵蔵/ぐれーともす未定 12/29 サキュバスに転生したのでミルクをしぼります(2）　木野裕喜/雪月　佳640

12/26 今日から俺はロリのヒモ！(5）　 暁　　雪/へんりいだ未定 12/2 誉められて神軍(3）　尾張名古屋は零で持つ 竹井10日/CUTEG未定 12/29 チート魔術で運命をねじ伏せる(6）　 月夜　涙/夜ノみつき620

12/2 ディヴィジョン・マニューバ(2）　 妹尾尻尾/Nidy-2D-未定 12/29 ぼっち転生記(6）　 ファースト/緑川　葉670

12/2 回復術士のやり直し(2）　～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 12/2 パラミリタリ・カンパニー　萌える侵略者(3）　 榊　一郎/足立慎吾未定 12/29 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～(7）　 美　　紅/U35 620

12/2 あの愚か者にも脚光を！(2）　遠いハーレムの向こうに昼　　熊/暁なつめ未定 12/2 終わりのセラフ　一瀬グレン、19歳の世界再誕(1）　鏡　貴也/浅見よう未定 12/29 ゲス勇者のダンジョンハーレム(2）　 三島千廣/ジョンディー690

12/2 ヴぁんぷちゃんとゾンビくん　吸血姫は恋したい空伏空人/かとろく未定

12/2 この素晴らしい世界に祝福を！(13）　リッチーへの挑戦状暁なつめ/三嶋くろね未定 12/21 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者(2）　（仮）香月　航/ねぎしきょうこ689 12/19 ヤクザから貞操をしつこく狙われています　 稲月しん/秋吉しま669

12/2 ニートの少女（17）に時給650円でレベル上げさせているオンライン　瀬尾つかさ/kakao未定 12/21 竜血卿と竜の魔女　（仮） 倉下　青/春が野かおる689 12/19 ハイスペックな彼の矜持と恋　 夕映月子/香　　咲669

12/2 千剣の魔術師と呼ばれた剣士　最強の傭兵は禁忌の双子と過去を追う高光　晶/Gilse 未定 12/19 豹王の刻印　 真式マキ/小　　禄710

12/2 渋谷のロリはだいたいトモダチ(1）　ノーゴスキュア・ノーライフあまさきみりと/玉之けだま未定 12/29 私のホワイトライオン　 友野紅子/三浦ひらく700

12/2 オーク先生のＪＫハーレムにようこそ！　 東　亮太/イセ川ヤスタカ未定 12/9 王領地伯のエメラルド　～相愛の瑕～　 夏井由依/森原八鹿750

12/20 いきなり安倍晴明　（仮） 樹生かなめ 702 12/9 令嬢は淫らな夢に囚われる　 山野辺りり/鳩屋ユカリ741

12/2 異世界で竜が許嫁です(2）　 山崎里佳/den 未定 12/20 熱砂の純愛　～獣医師は、王子と白虎に愛されて～　墨谷佐和 702

12/2 氷竜王と六花の姫　雪ふる夜の祈り 小野はるか/Izumi未定 12/23 未　定　 椋本梨戸/アオイ冬子670

12/2 淋しき王は天を堕とす　―千年の、或ル師弟―守野伊音/ひむか透留未定 12/21 いじわる狐とハートの猫又　（仮） 野原　滋/山田シロ734 12/23 未　定　 花川戸菖蒲/Ciel 670

12/2 凰姫演義　救国はお見合いから！？ 中臣悠月/伊沢　玲未定 12/21 オタクな美坊主とイクメンアクター　 淡路　水/河東鉄瓶734

12/2 聖女様の宝石箱　ダイヤモンドではじめる異世界改革文野あかね/由羅カイリ未定 中 日米エロ大戦　金髪グラマー幼なじみＶＳ黒髪巫女妹　（仮）鷹羽シン/たくじ 未定

12/2 運命の彼は、キミですか？　 秋吉理帆/藤原ゆか未定 12/11 死神と善悪の輪舞曲　 横田アサヒ/二宮悦巳778 中 僕には家事妖精（シルキー）なメイドがいます　（仮）青橋由高/HIMA 未定

中 我が家のリリアナさんと夏休み　（仮） 山口　陽/葵　　渚未定

12/2 極道さんは愛されるパパで愛妻家　 佐倉　温/桜城やや未定 12/26 地味なＯＬの私ですが、期間限定でハイスペックな彼氏ができました　（仮）加地アヤメ/えまる・じょん690

12/2 モノノケ純情恋譚　～俺様鬼と運命の恋人～ 月東　湊/六芦かえで未定 12/26 御曹司の溺愛　（仮） 希彗まゆ/要まりこ690 12/12 ジェイド・タイガー　 七地　寧/●川　愛未定

12/2 シンデレラ王　～罪を抱く二人～ 犬飼のの/笠井あゆみ未定 12/12 呪禁師百鬼静の誘惑　 小中大豆/yoshi 未定

12/2 富士見二丁目交響楽団　ベストアルバム(3）　 秋月こお/後藤　星未定 12/19 天才ヴァイオリニストに見初められちゃいました　（仮）えすみ梨奈/立石　涼740

中 令嬢とプレイボーイ公爵　（仮） 浅見茉莉/倖月さちの未定

12/2 結婚ごっこのハズでしたが　幼馴染みと年の差なかよし夫婦になりまして草野　來/SHABON未定 12/6 未　定　 柊あまる/緒　　花740 中 悪の王妃の末裔ですが、正義の王太子に暴愛されて困っています　（仮）せらひなこ/アオイ冬子未定

中 騎士団長はおさな妻を溺愛する　（仮） 成瀬かの/椎名咲月未定

12/11 86―エイティシックス―Ep.3　―ラン・スルー・ザ・バトルフロント―(下)安里アサト/しらび未定 中 ＲＡＩＬ　ＷＡＲＳ！　(14）　日本國有鉄道公安隊豊田　巧/バーニア600690

12/11 新フォーチュン・クエストⅡ(9）　エルフたちの逡巡深沢美潮/迎　夏生未定 上 結婚までエッチは禁止！？　念願の初夜を迎えた二人のお話。　兎山もなか/千影透子未定

12/11 １パーセントの教室　 松村涼哉/竹岡美穂未定 12/2 破妖の剣　外伝　天明の月(3）　 前田珠子/小島　榊583 上 奪ってください旦那さま！　（仮） 御厨　翠/八千代ハル未定

12/11 昔勇者で今は骨　 佐伯庸介/白　　狼未定 12/2 通学鞄　～君と僕の部屋～　 み　　ゆ 605 上 はつみと祐介の結婚日記　（仮） 秀香穂里/鈴倉　温未定

12/11 うちの聖女さまは腹黒すぎだろ。　 上野　遊/りいちゅ未定 12/2 珠華杏林医治伝　～乙女の大志は未来を癒す～　小田菜摘/雲屋ゆきお691 上 とある夫妻の新婚事情　（仮） 伽月るーこ/上原た壱未定

12/11 天鏡のアルデラミン(13）　 宇野朴人/竜　　徹未定

12/11 境界線上のホライゾン(10中）　 川上　稔/さとやす（TENKY）未定 12/23 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 12/14 ラジオ　 朝丘　戻/麻生ミツ晃800

12/11 ゼロから始める魔法の書(11）　―獣と魔女の村づくり―虎走かける/しずまよしのり未定 12/23 メルヘン・メドヘン(3）　 松　智洋/StoryWorks未定 12/14 生徒に求愛されてます●　 髙月まつり/こうじま奈月650

12/11 キラプリおじさんと幼女先輩(3）　 岩沢　藍/Mika Pikazo未定 12/23 貴方がわたしを好きになる自信はありませんが、わたしが貴方を好きになる自信はあります　鈴木大輔/タイキ 未定

12/11 魔術監獄のマリアンヌ　 松山　剛/パセリ 未定 12/23 文句の付けようがないラブコメ(7）　 鈴木大輔/肋兵器未定 12/16 白いしっぽと私の日常　 クロサキリク /切　　符702

12/11 魔法少女のスカウトマン　 天羽伊吹清/かとろく未定 12/23 ぽんしゅでＧＯ！　 豊田　巧/カット 未定

12/23 神域のカンピオーネス　サンクチュアリ・トロイア　丈月　城/BUNBUN未定 12/2 最強魔法師の隠遁計画(4）　 イズシロ/ミユキルリア669

12/21 導かれし田舎者たち(2）　 河端ジュン一/グループSNE未定 12/2 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？(4）　手島史詞/COMTA669

12/15 窓辺のキスはふたりの秘密　 エイミー・サンダス/鈴木美朋未定 12/2 異世界クエストは放課後に！　 空埜一樹/児玉　酉669

12/2 知識チートＶＳ時間ループ　 ●西伸哉/長浜めぐみ669
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