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1/5 エヴァの震える朝　15歳の少女が生き抜いたアウシュビッツエヴァ・シュロス/吉田寿美929 1/17 ツボ押しの達人　下山編　 室積　光 未定 1/26 ほんとはずっと、君が好き。　（仮） 善生茉由佳 648 上 アルマダ工兵の謀略　 ハンス・クナイフェル＆ウィリアム・フォルツ/増田久美子713

1/5 生きものの世界への疑問　 日高敏隆 778 1/17 クラウド・ナイン　 服部真澄 未定 1/26 俺だけのプリンセス　（仮） 青山そらら 648 下 恒星ハンマー　 クルト・マール/嶋田洋一713

1/5 歴史の話　日本史を問いなおす 網野善彦/鶴見俊輔562 1/17 微笑崩壊　 西村賢太 未定 1/26 大切なキミの一番になりたかった　（仮） 田崎くるみ 648 下 エスケイプ　 アルント・エルマー/柴田さとみ756

1/5 壊れた自転車でぼくはゆく　 市川拓司 691 1/17 決戦、武甲山　大江戸秘脚便　 倉阪鬼一郎 未定 1/26 それは、きみと築く砂の城　（仮） 涙　　鳴 648 下 アルテミス(上）　 アンディ・ウィアー/小野田和子691

1/5 物語のおわり　 湊かなえ 734 1/17 天人　深代惇郎と新聞の時代　 後藤正治 未定 1/11 御曹司による失恋秘書の正しい可愛がり方　（仮）あさぎ千夜春 680 下 アルテミス(下）　 アンディ・ウィアー/小野田和子691

1/17 女唇の伝言　 蒼井凜花 未定 1/11 突発性プロポーズ～強気な社長に政略結婚を迫られて　（仮）紅カオル 680 上 硝子の魔術師　 チャーリー・Ｎ・ホームバーグ/原島文世929

1/12 桃色の宿　（仮） 庵乃音人 778 1/17 悪足掻きの跡始末　厄介弥三郎　 佐藤雅美 未定 1/11 俺と恋に落ちれば　（仮） 佐倉伊織 680 上 狼の紋章〔新版〕　 平井和正 842

1/12 熟れごろ三姉妹　（仮） 早瀬真人 778 1/17 風の陣(1）　立志篇 高橋克彦 未定 1/11 冷徹副社長と甘い同棲生活　（仮） 滝沢美空 680 上 狼の怨歌〔新版〕　 平井和正 842

1/12 巨乳教師の淫望　（仮） 睦月影郎 767 1/17 喜多川歌麿女絵草紙　 藤沢周平 未定 1/11 書き下ろしオフィスラブ　（仮） 滝沢美空 680 下 翔けゆく風　 五代ゆう/天狼プロダクション734

1/17 ●　徒　（仮） 下村敦史 未定 1/11 公爵様の愛しの悪役花嫁　（仮） 藍里まめ 680 下 最後にして最初のアイドル　 草野原々 756

1/17 江戸川乱歩作品集(2）　陰獣・黒蜥蜴　他 浜田雄介 未定 1/17 子ども狼ゼミナール　本格短編ベスト・セレクション　本格ミステリ作家クラブ未定 1/11 ロスト・メモリ　（仮） 西ナナヲ 680 下 星を墜とすボクに降る、ましろの雨　 藍内友紀 756

1/17 文　選　詩編(1) 川合康三/富永一登未定 1/17 Ｋｉｌｌｅｒｓ(上）　 堂場瞬一 未定 1/26 鈴川くんが退学する　（仮） 灰芭まれ 648 上 刑事ザック　夜の顎(上）　 モンス・カッレントフト＆マルクス・ルッテマン/荷見明子972

1/17 後期資本主義における正統化の問題　 ハーバーマス/山田正行未定 1/17 Ｋｉｌｌｅｒｓ(下）　 堂場瞬一 未定 1/26 新作書き下ろし　（仮） 本田晴巳 648 上 刑事ザック　夜の顎(下）　 モンス・カッレントフト＆マルクス・ルッテマン/荷見明子972

1/17 世界イディッシュ短篇選　 西　成彦 未定 1/17 さ　ぶ　 山本周五郎 未定 1/26 未　定　 ミテイ 648 下 グッドミー、バッドミー　 アリ・ランド 972

1/17 三国志名言集　 井波律子 未定 1/17 新装版　はやぶさ新八御用帳(6）　春月の雛 平岩弓枝 未定 1/26 君しか見えない　（仮） SELEN 648 上 プルーフ・オブ・ヘヴン　脳神経外科医が見た死後の世界エベン・アレグザンダー/白川貴子864

1/17 村山富市回顧録　 薬師寺克行 未定 1/17 小説　ちはやふる　上の句　 有沢ゆう希/末次由紀未定 1/26 初恋＊シュガーソルト　（仮） Aki* 648

1/17 小説　ちはやふる　下の句　 有沢ゆう希/末次由紀未定 1/5 苦い求婚　 ケイ・ソープ/江本　萌670

2/1 アプレンティス・イン・デス　（原題） J・D・ロブ/中谷ハルナ1037 1/17 パノララ　 柴崎友香 未定 1/10 「折れない心」をつくるたった１つの習慣　 植西　聰 594 1/5 いとこ同士　 マーガレット・ウェイ/山田のぶ子670

1/17 死に支度　 瀬戸内寂聴 未定 1/10 この一冊に世界の裏ワザ集めました！　 話題の達人倶楽部810 1/5 さよならは私から　 ジェシカ・スティール/平江まゆみ670

下 凡将山本五十六　 生出　寿 864 1/17 ロスト　 呉　勝浩 未定 1/10 謎解き日本の国宝　 歴史の謎研究会 756 1/5 奪われた贈り物　 ミシェル・リード/高田真紗子670

下 海の紋章　 豊田　穣 886 1/11 小林秀雄と中原中也　 秋山　駿 1620 1/5 一日だけの花嫁　 リン・グレアム/有光美穂子670

下 大浜軍曹の体験　 伊藤桂一 842 1/11 意味という病　 柄谷行人 1404 1/11 人生の目的　自分の探し方、見つけ方 本田　健 702 1/5 代理恋愛　 ダイアナ・パーマー/鹿野伸子670

下 海軍護衛艦物語　 雨倉孝之 918 1/19 国家破産はこわくない　 橘　　玲 未定 1/11 この問題、とけますか？(2）　 吉田敬一 702 1/16 君を取り戻すまで　 ジャクリーン・バード/三好陽子540

下 八機の機関科パイロット〈新装版〉　 碇　義朗 832 1/12 水滸伝(5）　 井波律子 未定 1/11 ビビらない技法　やさしいあなたが打たれ強くなる心理術内藤誼人 702 1/16 小悪魔　 キャロル・モーティマー/飯田冊子540

1/12 メタサイコロジー論　 ジークムント・フロイト/十川幸司未定 1/11 世界の謎と不思議の事件ファイル　 北山　哲 702 1/16 涙のあとに口づけを　 マヤ・バンクス/中谷ハルナ970

1/10 運命の愛　 マヤ・バンクス/市ノ瀬美麗1070 1/12 日本の土偶　 江坂輝彌 未定 1/16 黄昏どきの眠り姫　 サラ・モーガン/仁嶋いずる910

1/10 悪党の名誉にかけて　 ブレンダ・ハイアット/多田桃子1041 1/12 興亡の世界史　大清帝国と中華の混迷　 平野　聡 未定 1/12 女子高生探偵シャーロット・ホームズの帰還～〈消えた八月〉事件～(上）　ブリタニー・カヴァッラーロ/鳴見なる756 1/16 天使の情熱　 ケイシー・マイケルズ/風音さやか890

1/12 天皇の歴史(2）　聖武天皇と仏都平城京 吉川真司 1274 1/12 女子高生探偵シャーロット・ホームズの帰還～〈消えた八月〉事件～(下）　ブリタニー・カヴァッラーロ/鳴見なる756 下 ＳＨＡＤＯＷ　ＳＴＵＤＹ（毒見師イレーナ・シリーズ続編）　（原題）マリア・Ｖ・スナイダー/宮崎真紀980

1/26 仏教語源散策　 中村　元 未定 1/23 玩具都市弁護士(2）　 青柳碧人 778 1/17 人妻手記(2）　（仮） 愛の体験編集部 691 下 ＧＬＡＳＳ　ＳＷＯＲＤ（レッド・クイーン続編）　（原題）ヴィクトリア・エイヴヤード/田内志文1050

1/26 英語の謎　歴史でわかるコトバの疑問 岸田緑渓/早坂　信未定 1/23 路地裏のほたる食堂(2）　 大沼紀子 810 1/19 エベレストの鉤十字(上）　 ハリー・ファージング756

1/26 感染症の世界史　 石　弘之 未定 1/23 アザミ　君のこわれていない部分　（仮） 瀬川コウ 778 1/19 エベレストの鉤十字(下）　 ハリー・ファージング756 1/10 極限トイレ　（仮） 木下半太 691

1/26 禅のすすめ　道元のことば 角田泰隆 未定 1/23 憑き御寮　よろず建物因縁帳　 内藤　了 713 1/23 ほしがり村　（仮） 葉月奏太 702 1/10 忘れられた約束　（仮） 鏑木　蓮 799

1/26 大工一代　 平田雅哉 未定 1/26 林家木久扇　おバカのマクラ集　（仮） 林家木久扇 864 1/10 なぞとき　（仮） 宮部みゆき/和田はつ子864

1/26 遺跡発掘師は笑わない　短編集(1）　 桑原水菜 未定 1/11 流星刀夢しずく　（仮） 睦月影郎 670 1/26 ノスフェラトウの生贄　クリス・ブロンソンの黙示録(４上）　（仮）ジェームズ・ベッカー756 1/10 あしたを乗せて　（仮） あべ美佳 691

1/26 わが家は●園の拝み屋さん(7）　つながる想いと蛍火の誓い望月麻衣 未定 1/11 無敵の殿様(4）　 早見　俊 702 1/26 ノスフェラトウの生贄　クリス・ブロンソンの黙示録(４下）　（仮）ジェームズ・ベッカー756 1/10 雪に咲く　（仮） 村木　嵐 842

1/26 歌舞伎町官能派　色事師刑事（仮） 沢里裕二 未定 1/11 若殿はつらいよ(6）　 鳴海　丈 702 1/30 とろり下町妻　（仮） 橘　真児 702 1/10 アンハッピー・ウェディング　（仮） ●木理宇 799

1/26 メゾン・ド・ポリス　退職刑事のシェアハウス（仮）加藤実秋 未定 1/11 天下無敵！　徳川吉宗　（仮） 飯野笙子 702 1/30 「超」怖い話　戌　 加藤　一 702

1/26 悪魔のような女　懐かしの名画ミステリ(2) 赤川次郎 未定 1/20 ぼんくら同心と徳川の姫(7）　 聖　龍人 702 1/30 都怪ノ奇録　（仮） 黒木あるじ 702 1/5 剣と十字架　 佐伯泰英 700

1/26 十津川警部　湖北の幻想　 西村京太郎 未定 1/11 漂流自衛隊(2）　 砧　大蔵 1000 1/30 忌印恐怖譚　くちけむり　（仮） 我妻俊樹 702 1/12 湘南アイデンティティ　 西村京太郎 710

1/26 ハイエナの微睡　 椙本孝思 未定 1/20 昭和の発禁裏文学(3）　 発禁文学研究会 756 1/10 絶対やれる温泉旅館　（仮） 杜山のずく 713 1/12 舎人の部屋　 花村萬月 710

1/26 インドクリスタル(上）　 篠田節子 未定 1/12 奇跡の人　Ｔｈｅ　Ｍｉｒａｃｌｅ　Ｗｏｒｋｅｒ 原田マハ 780

1/26 インドクリスタル(下）　 篠田節子 未定 中 なぜ？　シンガポールは　成功し続けることができるのか　峯山政宏 700 1/11 ほめる力　「楽しく生きる人」はここがちがう 齋藤　孝 713 1/12 ぱらっぱフーガ　 竹内　真 710

1/26 さ　ぶ　 山本周五郎 未定 中 本当にあった！　特殊飛行機大図鑑　 横山雅史 680 1/11 バナナの皮はなぜすべるのか？　 黒木夏美 907 1/12 新装版　影踏み鬼　 翔田　寛 630

1/26 腐●の惑星　 竹本健治 未定 1/11 死言状　 山田風太郎 1026 1/12 困った作家たち　編集者桜木由子の事件簿 両角長彦 660

1/26 東京にオリンピックを呼んだ男　 高杉　良 未定 1/10 神さまとのおしゃべり　 さとうみつろう 994 1/11 文豪文士が愛した映画たち　 根本隆一郎 972 1/12 パティスリー幸福堂書店はじめました　 秦本幸弥 630

1/26 二人道成寺　 近藤史恵 未定 1/11 三島由紀夫と楯の会事件　 保阪正康 972 1/12 あやかし屋台なごみ亭(4）　金曜の夜に未来は芽吹く（仮）篠宮あすか 630

1/26 怖い顔の話　 工藤美代子 未定 1/20 田園発　港行き自転車(上）　 宮本　輝 未定 1/11 色川武大・阿佐田哲也ベスト・エッセイ　 色川武大/阿佐田哲也1026 1/12 女連れごほうび旅　（仮） 霧原一輝 670

1/26 Ｆの記憶　―中谷君と私― 吉永南央 未定 1/20 田園発　港行き自転車(下）　 宮本　輝 未定 1/11 ニーチェ入門　 清水真木 1188 1/12 猥色のラビリンス　 雨宮　慶 670

1/26 透明カメレオン　 道尾秀介 未定 1/20 岳飛伝(15）　照影の章 北方謙三 未定 1/11 歓待について　パリ講義の記録 ジャック・デリダ/アンヌ・デュフールマンテル1080 1/12 お犬侍　 黒木久勝 660

1/26 フードトラック探偵　死を呼ぶカニ祭り（仮） ペニー・パイク/番由美子未定 1/20 暗闇・キッス・それだけで　　Ｏｎｌｙ　ｔｈｅ　Ｄａｒｋｎｅｓｓ　ｏｒ　Ｈｅｒ　Ｋｉｓｓ森　博嗣 未定 1/11 花鳥・山水画を読み解く　中国絵画の意味 宮崎法子 1296 1/12 猫でござる(2）　 柏田道夫 670

1/26 鯨の哭く海　 内田康夫 未定 1/20 封神演義　後編　 八木原一恵 未定 1/11 呪われた部分　全般経済学試論・蕩尽 ジョルジュ・バタイユ/酒井　健1404 1/12 茜　空　 山根誠司 650

1/26 札幌アンダーソング　ラスト・ソング 小路幸也/あ　　き未定 1/20 ジムグリ　 ●村　行 未定 1/11 悪について　 エーリッヒ・フロム/渡会圭子1080 1/12 木皿食堂(2）　６粒と半分のお米 木皿　泉 740

1/26 警視庁文書捜査官(2）　（仮） 麻見和史 未定 1/20 救命センタードクター・カルテ　（仮） 浜辺祐一 未定

1/16 大人の語彙力大全　 齋藤　孝 未定 1/20 無戸籍の日本人　 井戸まさえ 未定 1/24 昭和式もめない会話帖　 大平一枝 600 1/26 剣客大名　柳生俊平(8）　 麻倉一矢 700

1/16 六道先生の原稿は順調に遅れています　(2）　峰守ひろかず/榊　空也未定 1/20 単細胞にも意地がある　ナマコのからえばり 椎名　誠 未定 1/24 南蛮阿房列車(上）　 阿川弘之 864 1/26 栄次郎江戸暦(19）　 小杉健治 700

1/16 カフェ・グリムへようこそ　シンデレラとカボチャのタルト藤浪智之/ひだかなみ未定 1/20 夫婦で行く東南アジアの国々　 清水義範 未定 1/24 南蛮阿房列車(下）　 阿川弘之 864 1/26 隠居右善　江戸を走る(5）　 喜安幸夫 700

1/26 本当の恋を教えてやる　 ココア*/ユ　　ウ 未定 1/20 室町繚乱　義満と世阿弥と吉野の姫君　 阿部暁子 未定 1/24 のりものづくし　 池澤夏樹 734 2/1 哲学的な何か、あと数学とか　（仮） 飲　　茶 810

1/26 聖ワケあり生徒会！(3）　 春川こばと 未定 1/20 監査役　野崎修平　 横暮智裕 未定 1/24 珍品堂主人　増補新版 井伏●二 907 1/26 嫁のいけない誘惑　（仮） 霧原一輝 750

1/26 負ける気しかしない　 丸野　智 未定 1/20 われら　 エヴゲーニイ・ザミャーチン未定 1/24 娘始末　闕所物奉行 裏帳合(5) 上田秀人 734 1/26 アイドル　夜の素顔　（仮） 館　淳一 750

1/26 ヒミツノサウンド　 ココア* 未定 1/20 贖い主(上）　（仮） ジョー・ネスボ 未定 1/24 世界は終わりそうにない　 角田光代 648 1/20 インフィニット・ポシヴィリティー　（原題） リサ・レネー・ジョーンズ/石原まどか967

1/26 天保院京花の葬送　～メフィスト・ワルツ～（仮）山口幸三郎 未定 1/20 贖い主(下）　（仮） ジョー・ネスボ 未定 1/24 死香探偵　尊き死たちは気高く香る 喜多喜久 691 1/20 ジ・アンエクスペクティッド・ダッチェス　（原題） ヴァレリー・ボウマン/山田香里1132

1/26 霊子先輩は実写化希望！！　 佐織えり 未定 1/20 時をかける眼鏡　王の決意と家臣の初恋　 椹野道流/南野ましろ未定 1/24 遥かなる山旅　 串田孫一/高丘　卓864 1/11 清純アイドル蟻地獄　 沢渡　豪 750

1/26 ちどり亭にようこそ(3）　～今朝もどこかでサンドイッチを～十三　湊 未定 1/20 宝石商リチャードの謎鑑定　転生のタンザナイト　辻村七子/雪広うたこ未定 1/24 石原慎太郎を読んでみた　（仮） 豊崎由美/栗原裕一郎864 1/11 新人秘書研修　ふしだら淫乱接待　 山口　了 741

1/26 夜空は見上げる君に優しく　 枕木みる太 未定 1/20 千早あやかし派遣會社　仏の顔も三度まで　 長尾彩子/加々見絵里未定 1/24 孤拳伝(4）　新装版 今野　敏 864 1/11 相姦告白スペシャル　（仮） 性実話研究会 770

1/26 チョコレート・セレブレーション　（仮） 星奏なつめ 未定 1/20 キャスター探偵　愛優一郎の宿敵　 愁堂れな/梨とりこ未定 1/24 クラン(6）　 沢村　鐵 734

1/26 俳句女子弁当旅行もの　（仮） 五十嵐雄策 未定 1/20 あやしバイオリン工房へようこそ　 奥乃桜子/睦月ムンク未定 1/24 保春院義姫　伊達政宗の母 高橋義夫 842 1/24 夢の子作り生活　彼女の母、彼女の姉、新任女教師と…七海　優 未定

1/26 ０能者ミナト(11）　 葉山　透 未定 1/20 雪があたたかいなんていままで知らなかった　（仮）美城　圭/mocha 未定 1/24 「もったいない語」辞典　 中央公論新社 756 1/24 女子なぎなた部 〔全裸稽古〕　 夏月　燐 未定

1/20 映画ノベライズ　不能犯　 希多美咲/宮月　新未定 1/24 背教者ユリアヌス(2）　 ●　邦生 1296 1/24 全国熟女めぐり　 小鳥遊葵 未定

1/16 荒木町奇譚　 有間カオル 605 1/20 映画ノベライズ　プリンシパル　恋する私はヒロインですか？　山本　瑤/いくえみ綾未定 1/24 ポースケ　 津村記久子 670 1/24 お泊まり先生　女教師、そして隣人姉妹も 香坂燈也 未定

1/16 聖域　ブラディ・ドール(9）　 北方謙三 605 1/24 蓮の数式　 遠田潤子 691 1/24 絶対服従オフィス　高飛車四姉妹秘書 風吹　望 未定

1/16 愛は味噌汁　食堂のおばちゃん(3）　 山口恵以子 670 1/5 柳家小三治の落語(8）　 柳家小三治 583 1/24 昼も夜も彷徨え　マイモニデス物語 中村小夜 886 1/24 奴隷義母、玩具兄嫁、熟牝家政婦　 千賀忠輔 未定

1/16 菊のきせ綿　江戸菓子舗照月堂　 篠　綾子 670 1/5 モナ・リザ・ウイルス(上）　 ティボール・ローデ/酒寄進一810 1/24 Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　 三羽省吾/中島　要648

1/16 髪結の亭主(9）　 和久田正明 734 1/5 モナ・リザ・ウイルス(下）　 ティボール・ローデ/酒寄進一853 1/24 賢者の愛　 山田詠美 648 1/5 白金南蛮娘殺人事件　 風野真知雄 734

1/5 提灯奉行　 和久田正明 659 1/24 斬　死　オッドアイ 渡辺裕之 800 1/5 千春の婚礼　新・御宿かわせみ(5) 平岩弓枝 626

1/8 妖盗Ｓ79号　 ●坂妻夫 1026 1/5 運命のひと　 山本甲士 724 1/24 帝政論　 ダンテ・アリギエーリ/小林　公1350 1/5 オールド・テロリスト　 村上　龍 1080

1/8 人外魔境　 小栗虫太郎 994 1/5 鳩の撃退法(上）　 佐藤正午 853 1/24 望郷の歌　新編・石光真清の手記　日露戦争(3)石光真清/石光真人 1080 1/5 天下　家康伝(上）　 火坂雅志 864

1/8 忘れられたワルツ　 絲山秋子 745 1/5 鳩の撃退法(下）　 佐藤正午 853 1/5 天下　家康伝(下）　 火坂雅志 864

1/8 ギャグ・マンガのヒミツなのだ！　 赤塚不二夫 842 1/5 裏が、幸せ。　 酒井順子 648 下 復刻版！バカ画像500連発　 鉄人社編集部 702 1/5 幽霊審査員　 赤川次郎 648

1/8 学歴入門　 橘木俊詔 756 下 裏モノJAPAN　ベストセレクション　欲望追求の20年史　（仮）鉄人社編集部 918 1/5 慶応本科と折口信夫　いとま申して(2) 北村　薫 972

1/8 とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢　 ジョイス・キャロル・オーツ/栩木玲子1404 1/13 残りの人生で、今日がいちばん若い日　 盛田隆二 未定 1/5 惑いの森　 中村文則/松倉香子756

1/8 偉人たちのあんまりな死に方　ツタンカーメンからアインシュタインまでジョージア・ブラッグ/梶山あゆみ734 1/13 急行奥只見殺人事件　 西村京太郎 未定 1/13 声　 アーナルデュル・インドリダソン/柳沢由実子1404 1/5 政宗遺訓　酔いどれ小籐次　決定版(18) 佐伯泰英 810

1/8 ザッヘル＝マゾッホ紹介　冷酷なものと残酷なものジル・ドゥルーズ/堀　千晶864 1/13 ふたり姉妹　 瀧羽麻子 未定 1/13 雪には雪のなりたい白さがある　 瀬那和章 626 1/5 運命はこうして変えなさい　賢女の極意120 林真理子 702

1/13 扼殺　善福寺川スチュワーデス殺人事件の闇　橘かがり 未定 1/13 妖怪姫、婿をとる　妖怪の子預かります(5) 廣嶋玲子 756 1/5 目玉焼きの丸かじり　 東海林さだお 702

1/18 謎解き広報課　 天袮　涼 未定 1/13 うつろ屋軍師　 簑輪　諒 未定 1/23 夜届く　猫丸先輩の推測 倉知　淳 未定 1/5 されど人生エロエロ　 みうらじゅん 864

1/18 アンティーク弁天堂の内緒話　 仲町六絵 未定 1/13 忍びの乱蝶　 富田祐弘 未定 1/23 魔　女　 ●口有介 未定 1/5 再び男たちへ〈新装版〉　フツウであることに満足できなくなった男のための63章塩野七生 864

2/1 タラント氏の事件簿〔完全版〕　 Ｃ・デイリー・キング/中村有希未定 1/5 女優で観るか、監督を追うか　本音を申せば 小林信彦 864

中 髪結新三、江戸の事件簿　 鳴海　丈 720 1/30 想いの軌跡　 塩野七生 767 2/1 流れ舟は帰らず　木枯し紋次郎ミステリ傑作選笹沢左保/末國善己未定 1/5 噂は噂　壇蜜日記(4) 壇　　蜜 918

1/30 悲　素(上）　 帚木●生 724 2/1 田舎の刑事の好敵手　 滝田務雄 未定 1/5 ききがたり　ときをためる暮らし　 つばた英子・つばたしゅういち/水野恵美子864

1/12 水城聡四郎、隠密剣　（仮） 上田秀人 未定 1/30 悲　素(下）　 帚木●生 724 1/5 ドクター・スリープ(上）　 スティーヴン・キング/白石　朗1296

1/12 群青のカノン　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート(2)福田和代 未定 1/30 ブンヤ暮らし三十六年　回想の朝日新聞 永栄　潔 724 1/10 摩　天　 麻倉一矢 713 1/5 ドクター・スリープ(下）　 スティーヴン・キング/白石　朗1296

1/12 さようなら、ギャングランド　 東山彰良 未定 1/30 蟻地獄　 板倉俊之 810 1/10 城崎殺人事件　〈新装版〉 内田康夫 691 1/5 イスラム国　テロリストが国家をつくる時　 ロレッタ・ナポリオーニ/池上　彰918

1/12 言い訳だらけの人生　 平安寿子 未定 1/30 私の恋人　 上田岳弘 432 1/10 ブラスト公論　増補文庫版　誰もが豪邸に住みたがってるわけじゃないライムスター宇多丸/前原　猛1512

1/12 砂丘の蛙　 柴田哲孝 未定 1/30 維新と戦った男　大鳥圭介　 伊東　潤 853 1/10 侠　客(3）　 門田泰明 745 1/20 秘密の花園(3）　 山谷哲夫 864

1/12 ストールン・チャイルド　 緒川　怜 未定 1/30 葬送の仕事師たち　 井上理津子 594 1/10 つばき、時跳び　 梶尾真治 810

1/12 将棋推理　迷宮の対局　（仮） 山前　譲 未定 1/30 老後破産　長寿という悪夢 NHKスペシャル取材班562 1/10 新極道記者　 塩崎利雄 734 1/5 地底アパートのアンドロイドは巨大ロボットの夢を見るか　蒼月海里 648

1/12 井上真改　御刀番　左京之介（仮）(9) 藤井邦夫 未定 1/30 脳には妙なクセがある　 池谷裕二 724 1/10 俺はバイクと放課後に　伊豆半島耐寒温泉ツーリング菅沼拓三 713 1/5 晴安寺流便利屋帳　天上天下、兄は独尊！の巻　真中みずほ 713

1/12 花供養　ふろしき同心御用帳（仮）(4) 井川香四郎 未定 1/30 亡命者の古書店　続・私のイギリス物語 佐藤　優 767 1/10 クリムゾンの疾走　 樋口明雄 756 1/5 銀座浪漫通り　四月一日亭の思い出ごはん　 加藤　元 713

1/12 逃　屋　関八州御用狩り（仮）(2) 幡　大介 未定 1/30 ＧＨＱと戦った女　沢田美喜　 青木冨貴子 562 1/10 紫鳳伝　神翼秘抄 藤野恵美 896 1/5 あかつき球団事務所へようこそ　 青井夏海 756

1/12 恋する狐　 折口真喜子 未定 1/30 夜空の呪いに色はない　 河野　裕 724 1/10 卑怯者の流儀　 深町秋生 724

1/12 かさね菊　日本橋牡丹堂　菓子ばなし（仮）(2) 中島久枝 未定 1/30 凛と咲きて　（仮） 矢野　隆 637 1/10 対決、示現流　 牧　秀彦 691 1/20 大阪城下老舗ごふくや事件帖　 三坂しほ/銀　　行 699

1/12 夢屋に降るゆめ　南蛮おたね夢料理（仮）(6) 倉阪鬼一郎 未定 1/30 夜と会う。(2）　（仮） 蒼月海里 594 1/20 浄天眼謎とき異聞録(3）　（仮） 一色美雨季/ワカマツカオリ699

1/12 柳生一刀流　（仮） 菊地秀行 未定 1/30 オンブレ　 エルモア・レナード/村上春樹637 1/11 投資賢者の心理学　 大江英樹 864

1/12 ごんたくれ　 西條奈加 未定 1/11 東大卒・マッキンゼー経由・お笑い芸人　 石井てる美 864 1/30 １週間でガラリと体調が変わる食べ方　 小島美和子 680

1/12 黒猫の小夜曲　 知念実希人 未定 1/12 ガーディアン　新宿警察署特殊事案対策課　 鷹樹烏介 691 1/11 最後はなぜかうまくいくイタリア人　 宮嶋　勲 810 1/30 心と体が調う「ひとり」坐禅　 寺澤善雄 680

1/12 白　痴(3）　 ドストエフスキー/亀山郁夫未定 1/12 がん消滅の罠　完全寛解の謎　 岩木一麻 734 1/30 下剋上合コンのプロが教える「モテる」技術　 アモーレ石上 680

1/12 幸福について　 ショーペンハウアー/鈴木芳子未定 1/12 おしゃれな人は「力の抜きどころ」を知っている　地曳いく子 648 1/12 レディに神のご加護を　 ジェナ・マクレガー/緒川久美子1058 1/20 １日30分勉強法　 石川和夫 680

1/12 腸は絶対冷やすな！　 松生恒夫 未定 1/12 皇華走狗伝　星無き少年と宿命の覇王　 喜多村やすは 702 1/12 大統領の料理人(6）　休暇のシェフは故郷へ帰るジュリー・ハイジー/赤尾秀子1015 1/20 「内づらと外づら」の心理　 加藤諦三 680

1/12 台湾人生　 酒井充子 未定 1/12 ●園秘話　 岩崎究香 691 1/20 知っているようで知らない日本の「皇室」がわかる本　久能　靖 680

1/26 誰も書かなかった昭和史の謎　 別冊宝島編集部 734 1/16 フクシノヒト(2）　こちら福祉課保護係 先崎綜一/役所てつや778 1/20 流されない練習　 佐山拓郎 680

1/11 恋のお手紙届けます！　（仮） 櫻井音衣/花綵いおり680 1/20 一流をめざすメンタル術　 鈴木颯人 680
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1/10 結婚の条件　（仮） 秋野真珠 670 1/11 うちの姉ちゃんが最恐の貧乏神なのは問題だろうか　鹿島うさぎ/かやはら未定 1/11 ハロー、マイアリス　 綾ちはる/陵クミコ713

1/10 君が誰かを恋するまでは　（仮） 山田　椿 691 1/11 はたらく魔王さま！(18）　 和ヶ原聡司/029 未定 1/11 未　定　 尾上セイラ/まりぱか745

1/11 天華百剣　―乱―　 出口きぬごし/あきは未定

1/20 腹黒天使はネコ耳王子と恋に落ちるか　（仮） 小中大豆 734 1/11 ストライク・ザ・ブラッド　ＡＰＰＥＮＤ(1）　続・聖者の右腕／人形師の遺産（仮）三雲岳斗/マニャ子未定 1/11 紅狐の恋嫁と猫　（仮） 鳥谷しず/笠井あゆみ670

1/11 エレメンタル・カウンセラー　―ひよっこ星守りと精霊科医―西塔　鼎 未定 1/11 同居注意報　 栗城　偲/陵クミコ670

中 異能バトルは日常系のなかで(13）　 望　公太/029 659 1/11 君のみそ汁の為なら、僕は億だって稼げるかもしれない　えいちだ/シ　　ソ未定

中 異世界テニス無双　強くなりすぎたテニスプレイヤー望　公太/夕　　薙659 1/11 ゼロの戦術師　 紺野天龍/すみ兵未定 1/11 ひよくれんり(5）　 なかゆんきなこ 691

中 魔法使いにはさせませんよ！(2）　 朝日乃ケイ/九童まいむ670 1/11 賭博師は祈らない(3）　 周藤　蓮/ニリツ 未定 1/11 152センチ62キロの恋人(2）　 高倉碧依 691

中 魔人の少女を救うもの　Ｇｏｏｄｂｙｅ　ｔｏ　Ｆａｔｅ 西乃リョウ/藤ちょこ659 1/11 クローバーズ・リグレット(2）　 渡瀬草一郎/ぎん太未定 1/11 誘惑コンプレックス　 七福さゆり 691

中 りゅうおうのおしごと！(7）　 白鳥士郎/しらび 670 1/11 陰キャになりたい陽乃森さん　Ｓｔｅｐ２　 岬　鷺宮/Bison倉鼠未定

中 りゅうおうのおしごと！(7）　ドラマＣＤ付き限定特装版白鳥士郎/しらび 2592 1/16 ホテルラフレシアで朝食を　 相坂桃花 691

中 高２にタイムリープした俺が、当時好きだった先生に告った結果　ケンノジ/やすゆき659 1/31 東京ダンジョンマスター(2）　（仮） 三島千廣/荻pote未定 1/16 ログイン！ゲーマー女子のＭＭＯトリップ日記　草野瀬津璃 691

中 異世界ギルド飯(2）　魔王とおでんと自衛隊 白石　新/一　　色648 1/31 フラワーナイトガール　古代の花園へ 月本　一/Mg栗野未定 1/16 恋するきっかけは秘密の王子様　 安芸とわこ 691

1/31 春は冬の夢を見る　 中野雅博/禅之助未定

1/24 堕天使の求愛　 釘宮つかさ/Ciel 700 1/31 Ｆ級討伐屋の死にスキル　「死ね」と言ってはいけない理由は？黒九いな/bun150未定 1/16 魔拳のデイドリーマー(3）　 西　和尚 659

1/24 ダーリンは年下わんこ　 宇佐川ゆかり/桜之こまこ690 1/31 引きこもり勇者ＶＳ学級委員長まおう　 春日山せいじ/武藤此史未定 1/16 地方騎士ハンスの受難(3）　 アマラ 659

1/31 異世界に転生したら美少女で女城主だった　 水城みなも/冬　ゆき未定 1/16 ルーントルーパーズ(7）　自衛隊漂流戦記 浜松春日 659

1/26 そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞(2）　 ●●臥命/夕　　薙745

1/26 ひとりぼっちの異世界攻略　ｌｉｆｅ．１　チートスキルは売り切れだった五示正司/ぶーた745 1/22 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……　(7）　滝沢　慧/睦　　茸未定 1/30 神子は奴隷王に繋がれる　（仮） 沙野風結子/奈良千春691

1/26 比翼勇者のノー・モア・エクスカリバー(1）　 夜宮鋭次朗/あさぎり745 1/22 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ　(14）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん未定 1/30 二人の上司に痴漢されています　（仮） 西野　花/國沢　智691

1/26 もののけスレイブ！(1）　ドＳな元悪魔とドＭでケダモノな彼女達に出会って僕の青春が穢されていく山口五日/織澤あきふみ745 1/22 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

1/26 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。(2）　青猫草々/ぴよ寺むちゃ745 1/22 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 1/23 蜜月温泉　初恋の幼なじみに露天風呂で求婚されちゃいました　（仮）水城のあ/黒田うらら810

1/26 神話伝説の英雄の異世界譚(9）　 奉/ミユキルリア 745 1/22 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？(4）　井中だちま/飯田ぽち。未定 1/23 新婚ホディガード偽装結婚なのに本気で恋しちゃいました　（仮）朝来みゆか/涼河マコト810

1/26 黒の召喚士(6）　紅の乙女 迷井豆腐/黒　　銀745 1/22 カネは敗者のまわりもの　 玖城ナギ/Mika Pikazo未定

1/22 ジャッジメント／ブラッド　真祖の帰還 長谷部雄平/ビョルチ未定 1/11 魔術士オーフェンはぐれ旅　魔術学校攻防　 秋田禎信/草河遊也734

1/29 ろくでなし　 綺月　陣/周防佑未778 1/22 クラウン・オブ・リザードマン(3）　無冠の覇者は戦場を望む雨木シュウスケ/凪　　良未定 1/11 あやかし恋手紙　不思議な社務所の代筆屋さん蒼井紬希 702

1/22 お助けキャラに彼女がいるわけないじゃないですか　はむばね/sune 未定

1/26 クソゲー・オンライン(4）　（仮） つちせ八十八/に　　ろ未定 1/22 恋愛至上都市の双騎士　 篠宮　夕/けこちゃ未定 1/29 セキュリティ・ブランケット(下）　 凪良ゆう/ミドリノエバ648

1/26 僕はまだ働きたくない。　 土橋真二郎 未定 1/29 獣神の夜伽　 西野　花/穂波ゆきね648

1/26 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 下 魔王転生　（仮） 竹内けん/Ａ・Ｓ・ヘルメス721 1/29 俺の知らない俺の恋　（仮） 火崎　勇/木下けい子648

1/26 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？　(4）　花間　燈/sune 未定

1/26 底辺剣士は神獣〈むすめ〉と暮らす(4）　家族で考える神獣たちの将来番棚　葵/米白　粕未定 1/20 リトル・ホーリー・プレイス　 中庭みかな/八つ森佳734 2/1 帰還した勇者の後日譚(1）　 月夜之古狸/吉沢メガネ680

1/26 魔法屋稼業〈マギステル・マーチャント〉　（仮）砥石大樹/りいちゅ未定 1/20 淫　夢　 愁堂れな/笠井あゆみ680 2/1 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった。(3）　しょぼんぬ/姐　　川620

1/26 ようこそ実力至上主義の教室へ(7.5）　 衣笠彰梧/トモセシュンサク未定 1/20 鍵をかけて抱きしめて　 きたざわ尋子/金ひかる680 2/1 結界師への転生(2）　 片岡直太郎/加藤いつわ660

1/26 魔力融資が返済できない魔導師はぜったい絶対服従ですよ？(2）　じゃあ、可愛がってくださいね？真野真央/シ　　ソ未定 1/20 可愛いのも嫁のおつとめ　 金坂理衣子/カワイチハル680 2/1 必勝ダンジョン運営方法(8）　 雪だるま/ファルまろ670

1/26 幸運なバカたちが学園を回す(2）　 藍藤　遊/よう太 未定 1/20 千年恋空　―ずっと好きな君へ―　 雨月夜道/榊　空也648 2/1 モンスターのご主人様(11）　 日暮眠都/ナ　　ポ670

1/26 俺もおまえもちょろすぎないか　（仮） 保住　圭 未定 2/1 再臨勇者の復讐譚～勇者やめて元魔王と組みます～(5）　羽咲うさぎ/しらこみそ630

1/22 シンデレラ姉と魔法使い　ハッピーエンド以外は認めません　（仮）黒湖クロコ/ま　　ち689

1/5 ブレイブウィッチーズＰｒｅｑｕｅｌ(3）　オラーシャの遠雷築地俊彦/島田フミカネ&Projekt World Witches未定 1/22 炎の神子様は大精霊ではございません！(1）　（仮）江本マシメサ/結川カズノ689 1/24 オオカミパパに溺愛されています　 かわい恋/榊　空也669

1/5 僕と君だけに聖夜は来ない　 藤宮カズキ/ファルまろ未定 1/24 龍の妻恋い　～うそつき龍の嫁取綺譚～　 楠田雅紀/唯　　野710

1/5 パンツあたためますか？(2）　 石山雄規/bun150未定 2/1 私の大嫌いな王子さま　 木下　杏/ワカツキ700

1/5 もう異世界に懲りたので破壊して少女だけ救いたい　永菜葉一/るろお未定 1/11 おヨメさまは天空の守護剣士　 花川戸菖蒲/氷堂れん750

1/5 ＤＥ；コード・バレット　運命に抗え鈍色 霜月セイ/ni02 未定 1/20 砂漠のマリアージュ　 一文字鈴 734

1/5 勇者だけど歌唱スキルがゼロなせいで修羅場続きになっている　須崎正太郎/希望つばめ未定 中 とってもバブみなあまえ神ちゃん（早いよ）　（仮）遠野　渚/竹花ノート未定

1/5 ラブノート　俺だけが知っているヒロインルートの攻略法藤井論理/富士フジノ未定 1/22 天龍皇子の妻恋　 高塔望生/den 756 中 生贄アイドルマスター総選挙　（仮） ほんじょう山羊/ひなたもも未定

1/22 妖精王と溺愛花嫁の聖なる子育て　 相内八重/白崎小夜734 中 優等生綾香のウラオモテ　（仮） 上原りょう/ひさまくまこ未定

1/5 厨病激発ボーイ　青春症候群 藤並みなと/れるりり（Kitty creators）未定

1/5 自称魔王にさらわれました　聖属性の私がいないと勇者が病んじゃうって、それホントですか？　(2)真弓りの/山下ナナオ未定 1/11 喫茶ルパンで極秘の捜査　 蒼井蘭子/はねこと713 1/11 縁は異なものあまいもの　 ナツ之えだまめ/兼守美行未定

1/5 千本桜(1）　 一斗まる/黒うさP未定 1/11 あなたが食べるその日まで　 葵居ゆゆ/立石　涼未定

1/5 恋がさね平安絵巻　君恋ふる思い出の橘 九江　桜/吉崎ヤスミ未定 1/26 淫らに零れる乙女の蜜薬　（仮） 熊野まゆ/旭　　炬690

1/5 君に捧げる恋のカノン　 朱里コウ/柚木ウタノ未定 1/26 願い石　（仮） 火崎　勇/弓槻みあ690 中 天使と悪魔　（仮） 蒼磨　奏/周防佑未未定

1/5 待ち合わせは理科室で　 油木　栞/雨宮うり未定 1/26 覇王と真珠　（仮） 白石まと/ことね壱花690 中 夜の王子　（仮） 姫野百合/SHABON未定

中 騎士妻温泉郷　恥ずかし淫らなハネムーン　（仮）柚原テイル/坂本あきら未定

1/5 仮面皇帝と異界の寵妃　 高岡ミズミ/鈴倉　温未定 1/17 オオカミ将軍はぽちゃ姫様がお好き　 深森ゆうか/瀧　順子740 中 南国王子と攫われ系侍女の甘く蕩ける熱帯夜　（仮）麻生ミカリ/DUO　BRAND.未定

1/5 獣王のツガイ　 天野かづき/陸裕千景子未定 1/17 家事力ゼロで飯マズですが、伯爵（だんな）様からは溺愛されてます！　（仮）日向唯稀/蘭　蒼史740

1/5 賢神×恋神　 真崎ひかる/みずかねりょう未定 1/17 青年貴族に愛されて、妖しの異界で姫君になる。　上原ありあ/ODEKO740 上 今夜、君は僕のものになる　 井上美珠/篁　ふみ未定

1/5 婚活男子のおいしい初恋　 塩山オーロラ/三尾じゅん太未定 上 最高のスパダリに、新婚ママと赤ちゃんは愛されています　（仮）玉紀　直/弓槻みあ未定

1/27 炎の蜃気楼昭和編　散華行ブルース　 桑原水菜/高嶋上総648 上 生真面目で誠実な理系御曹司だと思ったら、夜はケダモノでした。　（仮）槇原まき/アオイ冬子未定

1/5 ロイヤル・シンデレラ・ママ　冷徹皇帝がイクメンパパに大変身ですかっ？すずね凜/コトハ 未定 1/27 サンリオ男子　好きと嫌いのアシンメトリー　 後白河安寿/サンリオ648

1/5 年の差きゅん甘マリッジライフ　ダンディな取締役会長と結婚したら意外と絶倫で……！斉河　燈/椎名咲月未定 1/13 天使と家族になりました　 川琴ゆい華/明神　翼650

1/26 英雄教室(10）　 新木　伸/森沢晴行未定

1/16 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 1/26 電脳格技研　 杉井　光/水原　優未定 1/18 宝石吐きのおんなのこ(7）　～追憶に沈む学び舎～なみあと/景 702

1/16 皿の上の聖騎士〈パラディン〉(4）　―Ａ　Ｔａｌｅ　ｏｆ　Ａｒｍｏｕｒ―三浦勇雄/屡　　那未定 1/26 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみたら待遇いいし、社長も使い魔もかわいくて最高です！(3）　森田季節/47AgDragon未定 1/18 救わなきゃダメですか？異世界(6）　 青山　有/ニリツ 702

1/16 酔いどれジラルド　 三島千廣/深　　遊未定 1/26 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。(4）　わんこそば/ニノモトニノ未定

1/16 あなたの健康を損なうおそれがあります　 作楽シン 未定 1/26 無病息災な異世界ライフ ～研修医は現代医学でゆるっと治す～　大保志雄二/片　　桐未定 1/30 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

1/30 魔術破りのリベンジ・マギア(3）　 子子子子子子子/伊吹のつ669

1/16 王宮の至宝と人質な私　貧乏娘は華麗なる偽装妻！？岡達英茉/紫　あや未定 1/19 されど罪人は竜と踊る　アンソロ　 浅井ラボ/ざいん 未定 1/30 ＶＲＭＭＯ学園で楽しい魔改造のススメ(3）　 ハヤケン/晃田ヒカ669

1/16 天獄の御子　 金沢有倖/伊藤明十未定 1/19 やがて恋するヴィヴィ・レイン(5）　 犬村小六/岩崎美奈子未定 1/30 精霊幻想記(9）　 北山結莉/Riv 669

1/16 没落令嬢の異国結婚録　 江本マシメサ/ま　　ち未定 1/19 友人キャラは大変ですか？(4）　 伊達　康/紅　　緒未定 1/30 やりなおし英雄の教育日誌(2）　 涼暮　皐/桑島黎音669

1/16 後宮天后物語　～簒奪帝の寵愛はご勘弁！～夕鷺かのう/凪かすみ未定

シャレード文庫

ディアプラス文庫

セシル文庫

美少女文庫

ＨＪ文庫

蜜夢文庫

オーバーラップ文庫

ファンタジア文庫 ラヴァーズ文庫

一迅社文庫アイリス

角川スニーカー文庫

IMAIBOOKS ライトノベル新刊案内 2018年1月

ソーニャ文庫 電撃文庫

ガガガ文庫

ティアラ文庫

ロイヤルキス文庫

ショコラ文庫

Ｓｐｌｕｓｈ文庫

ＧＡ文庫

エタニティ文庫・赤

レジーナ文庫

ファミ通文庫

プリズム文庫 アルファライト文庫

ＴＯ文庫

ガッシュ文庫

ＭＦ文庫Ｊ キャラ文庫

二次元ドリーム文庫

幻冬舎ルチル文庫 モンスター文庫

メリッサ文庫

ハニー文庫

ラルーナ文庫

角川ビーンズ文庫

ＳＫＹＨＩＧＨ文庫 プラチナ文庫

ダッシュエックス文庫

ノベルゼロ ぽにきゃんＢＯＯＫＳ　ライトノベルシリーズ

ビーズログ文庫

ガブリエラ文庫

角川ルビー文庫

オパール文庫

コバルト文庫

ジュエル文庫

ダリア文庫


