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3/8 週末ちょっとディープなベトナム旅　 下川裕治/阿部稔哉756 3/16 ツボ押しの達人　下山編　 室積　光 未定 3/26 １日10分、俺とハグをしよう　（仮） Ena. 680 上 永遠の奉仕者　 マリアンネ・シドウ＆クルト・マール713

3/8 魔女は月曜日に嘘をつく(3）　 太田紫織 994 3/16 恋　塚　 花房観音 未定 3/26 キミがスキ、ウソ、大キライ。　（仮） 天瀬ふゆ 680 上 無常の月　ザ・ベスト・オブ・ラリイ・ニーヴン ラリイ・ニーヴン/小隈　黎1080

3/8 ふなふな船橋　 吉本ばなな 691 3/16 黄砂の進撃　（仮） 松岡圭祐 未定 3/26 君の消えた青空にも、いつかきっと銀の雨　（仮）岩長咲耶 680 下 指令コード　 クルト・マール＆トーマス・ツィーグラー713

3/8 死なせない屋　 七尾与史 864 3/16 監察特任刑事(3）　（仮） 姉小路祐 未定 3/26 夏色の約束。～きみと生きた日々～　（仮） 逢　　優 680 下 アルマダ　 アーネスト・クライン/池田真紀子972

3/8 銀の街から　 沢木耕太郎 994 3/16 神の時空　三輪の山●　 高田崇史 未定 3/12 キス・ゲーム　（仮） 颯陽香織 680 上 真実の魔術師　 チャーリー・Ｎ・ホームバーグ/原島文世929

3/8 銀の森へ　 沢木耕太郎 994 3/16 風の陣(3）　天命篇 高橋克彦 未定 3/12 私はとても幸せです　（仮） きたみまゆ 680 下 マルドゥック・アノニマス(3）　 冲方　丁 864

3/16 スマイルメイカー　 横関　大 未定 3/12 イケメン御曹司は甘く口説く　（仮） 滝井みらん 680 下 絞首台の黙示録　 神林長平 864

3/12 母娘、恥辱の艶技指導　（仮） 瀬井　隆 767 3/16 闇の梯子　 藤沢周平 未定 3/12 偽りの婚約者に溺愛されています！　（仮） 鳴瀬菜々子 680 下 遙かなる星(1）　パックス・アメリカーナ 佐藤大輔 691

3/12 人妻の濡れた花びら　（仮） 葉月奏太 778 3/16 パーソナル(上）　（仮） リー・チャイルド/小林宏明未定 3/12 偽りのエンゲージメント　（仮） 及川　桜 680 下 プラネタリウムの外側　 早瀬　耕 756

3/12 甘い誘惑に舞う女豹　（仮） 八神淳一 778 3/16 パーソナル(下）　（仮） リー・チャイルド/小林宏明未定 3/12 青薔薇の王太子と真実のキス　（仮） ふじさわさほ 680 下 再就職先は宇宙海賊　 鷹見一幸 691

3/16 涙香迷宮　 竹本健治 未定 3/12 氷の王太子は甘い恋情に惑う　（仮） 紅カオル 680 上 その部屋に、いる　 Ｓ・Ｌ・グレイ/奥村章子864

3/17 江戸川乱歩作品集(3）　パノラマ島奇談・偉大なる夢 他浜田雄介 未定 3/16 60　誤判対策室　 石川智健 未定 3/29 書き下ろし　（仮） 菊川あすか 680 下 サンクトペテルブルクから来た指揮者　 カミラ・グレーベ＆ポール・レアンダ・エングストレー/府川由美恵1080

3/17 源氏物語(3）　澪標―少女 柳井　滋/室伏信助未定 3/16 終わった人　 内館牧子 未定 3/29 カフェ・リスボンの不思議なオーダー表　（仮） 三坂しほ 680 上 生か、死か(上）　 マイケル・ロボサム/越前敏弥821

3/17 田舎教師　 田山花袋 未定 3/16 決戦！本能寺　 伊東　潤/矢野　隆未定 3/29 星空は100年後　（仮） 櫻いいよ 680 上 生か、死か(下）　 マイケル・ロボサム/越前敏弥821

3/17 大隈重信自叙伝　 早稲田大学 未定 3/16 誰かの家　 三津田信三 未定 3/26 ずっと前から、お前だけ。　（仮） miNato 680 上 誰が音楽をタダにした？　巨大産業をぶっ潰した男たちスティーヴン・ウィット/関　美和907

3/17 平面論　 松浦寿輝 未定 3/16 つよく結べ、ポニーテール　 朝倉宏景 未定 3/26 涙想い　（仮） 善生茉由佳 680

3/17 哲学の密かな闘い　 永井　均 未定 3/16 スリジエセンター1991　 海堂　尊 未定 3/2 心の鍵は誰のもの？　 リンゼイ・アームストロング/西江璃子670

3/17 中国名詩集　 井波律子 未定 3/16 妻よ薔薇のように　家族はつらいよ(3）　 小路幸也/山田洋次未定 3/10 この一冊で面白いほど人が集まるＳＮＳ文章術　前田めぐる 950 3/2 プロポーズの理由　 レベッカ・ウインターズ/仙波有理670

3/16 過剰な二人　 林真理子/見城　徹未定 3/10 読み始めるととまらない名画の秘密　 話題の達人倶楽部821 3/2 月光のアフロディテ　 サラ・クレイヴン/長沢由美670

3/6 あの世とこの世を季節はめぐる　 沢村　鐵 760 3/10 報いられたもの／働き手　 モーム/行方昭夫 1836 3/2 愛を恐れる誘惑者　 サラ・モーガン/逢坂かおる670

3/6 魂の図書館(上）　 ランサム・リグズ/金原瑞人1026 3/10 西南役伝説　 石牟礼道子 1620 3/9 ジェーン・バーキンの言葉　フランス流　美しい年の重ね方山口路子 702 3/2 あなたしか知らない　 ペニー・ジョーダン/富田美智子670

3/6 魂の図書館(下）　 ランサム・リグズ/金原瑞人1026 3/10 群像短篇名作選　1946～1969　 三島由紀夫/太宰　治2376 3/9 男は人とどう付き合うべきか　 川北義則 702 3/2 魔法の都ウィーン　 ベティ・ニールズ/小谷正子670

3/20 西太后秘録(上）　近代中国の創始者 ユン・チアン/川副智子未定 3/9 母の呪縛から解放される方法　 Dr.タツコ・マーティン734 3/16 置き去りの恋　 ミシェル・リード/駒月雅子540

下 戦場に現われなかった戦闘機　 大内建二 918 3/20 西太后秘録(下）　近代中国の創始者 ユン・チアン/川副智子未定 3/9 「日本の神さま」ご利益事典　日本人なのに知らない八百万神の履歴書茂木貞純 734 3/16 初めましてアレン様　 レイチェル・リンゼイ/三木たか子540

下 生き残り兵が語る戦艦大和の最後　 久山　忍 907 3/20 すらすら読める風姿花伝　 林　　望 未定 3/16 傷だらけのエンジェル　 シャロン・サラ/新井ひろみ920

下 潜水艦作戦　 板倉光馬 950 3/10 精霊の王　 中沢新一 未定 3/7 もののけ本所深川事件帖　オサキ江戸じまい　高橋由太 648 3/16 若すぎた妻　 ダイアナ・パーマー/霜月　桂900

下 軍馬の戦争　 土井全二郎 821 3/10 ホモ・ルーデンス　文化のもつ遊びの要素についてのある定義づけの試み　ヨハン・ホイジンガ/里見元一郎未定 3/7 ニューヨークで学んだ「私を動かす」47の言葉　エリカ 691 3/16 イタリアの花嫁　 ジュリア・ジャスティス/長沢由美860

下 ソロモン海「セ」号作戦〈新装版〉　 種子島洋二 832 3/10 天皇の歴史(4）　天皇と中世の武家 河内祥輔/新田一郎未定 3/7 警視庁「女性犯罪」捜査班　警部補・原麻希　蝶の帰還(上）　吉川英梨 637 下 ＴＨＥ　ＦＯＲＣＥ(上）　（原題） ドン・ウィンズロウ/田口俊樹1000

3/10 宇治拾遺物語(上）　全訳注 高橋　貢/増古和子未定 3/7 警視庁「女性犯罪」捜査班　警部補・原麻希　蝶の帰還(下）　吉川英梨 637 下 ＴＨＥ　ＦＯＲＣＥ(下）　（原題） ドン・ウィンズロウ/田口俊樹1000

3/9 時間の恋人　 ジュリー・マッケルウェイン/高岡　香1167 3/10 オスマン帝国の解体　文化世界と国民国家　 鈴木　董 未定 3/7 君に恋をしただけじゃ、何も変わらないはずだった　筏田かつら 691 3/12 副社長と秘密の恋人契約　（仮） 花音莉亜 421

3/9 シルクの誘惑　 ラヴィニア・ケント/荻窪やよい1206 3/21 閻魔堂沙羅の推理奇譚　 木元哉多 713 3/7 僕たちの小指は数式でつながっている　 羽田遼亮 691

3/21 招キ探偵事務所　字幕泥棒をさがせ　 高里椎奈 713 3/7 京都伏見のあやかし甘味帖　花散る、恋散る、鬼探し　柏　てん/細居美恵子   702 3/2 思考力　（仮） 外山滋比古 691

3/26 現代語縮訳　特命全権大使　米欧回覧実記　 久米邦武 未定 3/21 青の棺　 にかいどう青 745 3/7 名前のない怪物　蜘蛛と少女と猟奇殺人　 黒木京也 691 3/2 日本人が知らない世界の歩き方　 曾野綾子 734

3/26 いろごと辞典　 小松奎文 未定 3/21 今からあなたを脅迫します(4）　 藤石波矢 778 3/7 500円で覚えるエクセル＆ワード超お得ワザ全部！　ワイツープロジェクト540 3/2 東大物理学者が教える「伝える力」の鍛え方　 上田正仁 691

3/26 関ヶ原前夜　西軍大名たちの戦い 光成準治 未定 3/2 これからを生きる人へ　（仮） 瀬戸内寂聴/美輪明宏713

3/26 ジャズの歴史物語　 油井正一 未定 3/10 Ｄ６　犯罪予防捜査チーム　ブリザード　（仮） 早見　俊 未定 3/16 人狼ゲーム　ＩＮＦＥＲＮＯ　インフェルノ　（仮） 安道やすみち/川上　亮756 3/2 病気にならない乳酸菌生活　 藤田紘一郎 734

3/26 動きをあらわす「基礎日本語辞典」　 森田良行 未定 3/10 獄門裁き　人情同心・神鳴り源蔵（仮） 小杉健治 未定 3/20 ふしだらな終活　（仮） 庵乃音人 702 3/9 わらし花子と涼菜の憂鬱　（仮） 柴田よしき 864

3/26 全品現代語訳　法華経　 大角　修 未定 3/10 秋霖やまず　吉原裏同心抄（仮）(3) 佐伯泰英 未定 3/23 リアル都市伝説　（仮） エブリスタ 702 3/9 なさけ　＜人情＞時代小説傑作選 宮部みゆき/西條奈加842

3/26 稲の日本史　 佐藤洋一郎 未定 3/10 ロンドン狂瀾(上）　 中路啓太 未定 3/27 誘惑天使　艶めく大草原〈新装版〉　（仮） 葉月奏太 702 3/9 京都西陣なごみ植物店(2）　（仮） 仲町六絵 691

3/26 学校ジャック　 佐倉淳一 未定 3/10 ロンドン狂瀾(下）　 中路啓太 未定 3/30 闇塗怪談(2）　（仮） 営業のＫ 702 3/9 異邦人（いりびと）　 原田マハ 799

3/26 男　役　 中山可穂 未定 3/10 奇縁七景　 乾　ルカ 未定 3/30 実話怪談　奇譚百物語(2）　（仮） 丸山政也 702 3/9 鯖猫長屋ふしぎ草紙(4）　（仮） 田牧大和 821

3/26 売り出された花嫁　花嫁シリーズ 赤川次郎 未定 3/10 星宿る虫　 嶺里俊介 未定 3/30 崇喰い　（仮） 小田イ輔 702 3/16 文蔵　2018.4　 「文蔵」編集部 670

3/26 ラストシュート　絆を忘れない 小宮良之 未定 3/10 ロバのサイン会　 吉野万理子 未定 3/6 まさぐり新生活　（仮） 北條拓人 713

3/26 柳橋物語　 山本周五郎 未定 3/10 悔いてのち　 永瀬隼介 未定 3/13 禁断告白　田舎妻の欲情　（仮） 投稿告白編集部 713 3/16 十津川警部捜査行　東海道殺人エクスプレス　西村京太郎 730

3/26 閉じ箱　 竹本健治 未定 3/10 屈折率　 佐々木譲 未定 3/16 はじめまして、お父さん。　 山本甲士 660

3/26 キマイラ(19）　明王変 夢枕　獏/三輪士郎未定 3/10 グッバイ・マイ・スイート・フレンド　 三沢陽一 未定 3/7 人生は楽しいか　山口瞳ベスト・エッセイ 山口　瞳/小玉　武1026 3/16 呪い殺しの村　 小島正樹 800

3/26 賞味期限のある恋だけど　 喜多嶋隆 未定 3/10 街は謎でいっぱい　 光文社文庫編集部未定 3/7 ファッションフード、あります。　 畑中三応子 1188 3/16 暴発工作　―警視庁特殊企画課工作班― 沢里裕二 680

3/26 かんかん橋の向こう側　 あさのあつこ 未定 3/10 夫婦からくり　 中島　要 未定 3/7 鉄道エッセイコレクション　 芦原　伸 972 3/16 京都寺町三条のホームズ(9）　 望月麻衣 650

3/26 水木しげるの日本霊異記　 水木しげる 未定 3/10 鬼の雲隠れ　大江戸木戸番始末（仮）(7) 喜安幸夫 未定 3/7 無限の本棚　手放す時代の蒐集論 とみさわ昭仁 929 3/16 春の嫌いな僕は桜の下で君に恋をした　 広瀬未衣 630

3/26 見仏記(7）　メディアミックス篇（仮） いとうせいこう/みうらじゅん未定 3/10 呑舟の魚　ふろしき同心御用帳（仮）(6) 井川香四郎 未定 3/7 断髪女中　獅子文六短編集傑作選　モダンガール編獅子文六/山崎まどか821 3/16 彗星乙女後宮殿　（仮） 江本マシメサ 700

3/26 ねこくま、めしくま　 ナガノ 未定 3/10 臨時廻り同心　山本市兵衛　（仮） 藤堂房良 未定 3/7 ロボッチイヌ　獅子文六短編集傑作選　モダンボーイ編獅子文六/千野帽子821 3/16 小説　ミスミソウ　 黒　史郎/押切蓮介620

3/26 桃色まちおこし　 室積　光 未定 3/10 小名木川　剣客船頭（仮）(19) 稲葉　稔 未定 3/7 たまもの　 神蔵美子 1296 3/16 美女じゃらし　（仮） 睦月影郎 660

3/26 憧れの作家は人間じゃありませんでした(3）　 澤村御影 未定 3/10 戦う操縦士　 サン＝テグジュペリ/鈴木雅生未定 3/7 現代語訳　三河物語　 大久保彦左衛門/小林賢章1296 3/16 蘇えれ！淫狼　 橘　真児 660

3/26 見習い同心捕物控　（仮） 志木沢郁 未定 3/10 最後の戦い　ナルニア国物語(7) Ｃ・Ｓ・ルイス/土屋京子未定 3/7 ホームズと推理小説の時代　 中尾真理 1296 3/16 またあうよ　 風野真知雄 630

3/26 江戸城　御掃除之者！　 平谷美樹 未定 3/10 日本語は悪態・罵倒語が面白い　 長野伸江 未定 3/7 政治の約束　 ハンナ・アレント/ジェローム・コーン1512 3/16 赤銅色の士　（仮） 鈴木英治 720

3/26 ウィンストン・チャーチル　ヒトラーから世界を救った男アンソニー・マクカーテン/染田屋茂未定 3/10 戦国武将の「下半身」　 渡邊大門 未定 3/7 人間らしさとはなにか？(上）　 マイケル・Ｓ・ガザニガ/柴田裕之1404 3/16 売　笑　（仮） 小杉健治 680

3/26 パシフィック・リム：アップライジング　（仮） アレックス・アーバイン未定 3/7 人間らしさとはなにか？(下）　 マイケル・Ｓ・ガザニガ/柴田裕之1404

3/26 ありがとうは僕の耳にこだまする　 東田直樹 未定 中 独裁国家に行ってきた　 MASAKI 700 3/7 増補　ハーバーマス　コミュニケーション的行為中岡成文 1296 3/24 地獄耳(5）　 和久田正明 700

3/26 宮廷神官物語　 榎田ユウリ 未定 中 教科書には載っていない！　幕末の大誤解　 熊谷充晃 680 3/24 剣客相談人(22）　 森　　詠 700

3/26 とことん板谷バカ三代　オフクロが遺した日記篇ゲッツ板谷 未定 3/24 ちいさな桃源郷　山の雑誌アルプ傑作選 池内　紀 907 3/24 居眠り同心　影御用(26）　 早見　俊 700

3/26 忍法双頭の鷲　 山田風太郎 未定 3/12 やっぱり彼は嘘をつく　 伊吹美香/ワカツキ680 3/24 落語ミステリー　新シリーズ　（仮） 愛川　晶 756 3/24 お義母さんは上司　（仮） 桜井真琴 750

3/26 怪奇探偵リジー＆クリスタル　 山本　弘 未定 3/24 新装版 ― 奉行始末　闕所物奉行 裏帳合(6) 上田秀人 734 3/24 お姉さまたちのグルメ　（仮） 睦月影郎 750

3/26 入り婿侍商い帖　大目付御用(3) 千野隆司/浅野隆広未定 3/13 器　 斎藤一人 756 3/24 巡査長 真行寺弘道　 榎本憲男 886 3/21 ハッピリィ・ベッデッド・ブリス　（原題） トレイシー・アン・ウォレン/相野みちる946

3/26 宮部みゆきの江戸怪談散歩　 宮部みゆき 未定 3/24 マレ・サカチのたったひとつの贈物　 王城夕紀 691 3/21 ア・ウィキッド・ウェイ・トゥ・ウィン・アン・アール　（原題）アナ・ブラッドリー/出雲さち1080

3/26 ホーンテッド・キャンパス(13）　 ●木理宇/ヤマウチシズ未定 3/21 岳飛伝(17）　星斗の章 北方謙三 未定 3/24 老後の資金がありません　 垣谷美雨 691 3/31 禁書　白魔術の秘法　（仮） エミール・シェラザード670

3/26 シェアメイト　 新津きよみ 未定 3/21 砂の王宮　 楡　周平 未定 3/24 スカーレット・ウィザード(6）　 茅田砂胡 886 3/10 双子探偵　闇の調教オークション　（仮） 桐島寿人 741

3/26 奇奇奇譚編集部(2）　幽霊取材は命がけ 木犀あこ 未定 3/21 虹　 周防　柳 未定 3/24 孤拳伝(5）　新装版 今野　敏 864 3/10 三人の美少女と教育実習生　（仮） 諸積直人 741

3/16 人類なら知っておきたい　地球の雑学　 雑学総研 未定 3/21 マダム・キュリーと朝食を　 小林エリカ 未定 3/24 イカロスの彷徨　警視庁捜査一課刑事・小々森八郎島崎佑貴 691 3/10 相姦告白　奪われた母の貞操　（仮） 性実話研究会 741

3/16 あやかし夫婦は君の名前をまだ知らない。　 友麻　碧/あやとき未定 3/21 手のひらの幻獣　 三崎亜記 未定 3/24 ルネッサンスの光と闇(上）　芸術と精神風土 高階秀爾 972

3/16 恋するアクアリウム。　 竹岡葉月/おかざきおか未定 3/21 衣にちにち　 群ようこ 未定 3/24 ルネッサンスの光と闇(下）　芸術と精神風土 高階秀爾 972 3/24 おいしい一夫多妻 〔隣りの四姉妹〕　 上原　稜 未定

3/16 かまくら『めし屋』のおもてなし　ふるさとの味白石うーめん和泉　桂/細居美恵子未定 3/21 人生は「動詞」で変わる　（仮） 齋藤　孝 未定 3/24 みちのくの武士・狼奉行　傑作時代小説短篇集　（仮）高橋義夫 799 3/24 都合のいい肉玩具　四匹の未亡人　 上条麗南 未定

3/16 リノベご飯のレシピ帖　シャケの焼漬からこねつけバーガーまで竹内　真/丹地陽子未定 3/21 棋翁戦てんまつ記　 ●坂　剛 未定 3/24 背教者ユリアヌス(4）　 ●　邦生 1080 3/24 ママと叔母と姉ナース　僕の入淫生活　 なぎさ薫 未定

3/16 契約結婚ってありですか　利害一致から始まる恋？紅原　香/さかもと侑未定 3/21 僕らが目指した明の星　 関口　尚 未定 3/24 日本航空一期生　 中丸美繪 994 3/24 孕ませ調教　未亡人兄嫁と若兄嫁　 榊原澪央 未定

3/26 桜　龍　永遠の龍　編 美　　那 未定 3/21 お迎えに上がりました。　国土交通省国土政策局幽冥推進課（仮）(2)竹林七草 未定 3/24 本で床は抜けるのか　 西牟田靖 799 3/24 専属、奴隷メイド　女教師と同級生　 宮坂景斗 未定

3/26 聖ワケあり生徒会！(4）　 春川こばと 未定 3/21 日本初のビールを造った薩摩藩士　（仮） 池永　陽 未定 3/24 高橋是清自伝(上）　 高橋是清/上塚　司1080 3/24 シングル母娘と僕　―ふたりであいして―　 日向弓弦 未定

3/26 Ｋ＆Ｉ　16歳のヒメゴト。　 蒼地ヒロト 未定 3/21 めんたいぴりり　 東　憲司 未定 3/24 高橋是清自伝(下）　 高橋是清/上塚　司1080

3/24 噺家ものがたり　～浅草は今日もにぎやかです～村瀬　健 未定 3/21 ヌヌ　完璧なベビーシッター　 レイラ・スリマニ 未定 3/10 億　男　 川村元気 756

3/24 キュードー・ライフ！　 末羽　瑛/zpolice 未定 3/21 光のない海　 白石一文 未定 3/13 マイロ・スレイドにうってつけの秘密　 マシュー・ディックス/髙山祥子未定 3/10 闇の叫び　アナザーフェイス(9) 堂場瞬一 918

3/24 時のさくらの守り人　（仮） 渡来ななみ 未定 3/21 Ｂの戦場(4）　さいたま新都心ブライダル課の慈愛ゆきた志旗/伊東フミ未定 3/13 生贄の木　 キャロル・オコンネル/務台夏子未定 3/10 武道館　 朝井リョウ 842

3/24 博多豚骨ラーメンズ　Ｅｘｔｒａ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（仮） 木崎ちあき 未定 3/21 私、あなたと縁切ります！　～縁切り榎のえのき荘～　（仮）かたやま和華/mocha未定 3/13 魔法使いの陰謀　フェアリーテイル シャンナ・スウェンドソン/今泉敦子未定 3/10 長いお別れ　 中島京子 778

3/24 キネマ探偵カレイドミステリー(3）　（仮） 斜線堂有紀/スカイエマ未定 3/21 Ｔｈｅ　Ｌｉｆｅ　Ｔｒａｄｅ　～あなたの人生交換します～　（仮）一原みう/上条　衿未定 3/13 闇の虹水晶　 乾石智子 未定 3/10 まひるまの星　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 734

3/24 大黒さまの福さがし　（仮） 相原あきら 未定 3/21 九十九館で真夜中のお茶会を　屋根裏の訪問者　白洲　梓/しきみ 未定 3/23 動く標的 〔新訳版〕　 ロス・マクドナルド/田口俊樹未定 3/10 革命前夜　 須賀しのぶ 961

3/24 純真を歌え、トラヴィアータ　（仮） 古宮九時 未定 3/21 映画ノベライズ　ママレード・ボーイ　 きりしま志帆/吉住　渉未定 3/23 怪盗ニック全仕事(5）　 エドワード・Ｄ・ホック/木村二郎未定 3/10 状箱騒動　酔いどれ小籐次　決定版(19) 佐伯泰英 864

3/24 妖怪のご縁結びます。　お見合い寺　天泣堂(2）　梅谷　百 未定 3/23 悪　女　 マルク・パストル/白川貴子未定 3/10 蟷螂の男　 鳥羽　亮 756

3/7 マリーン　ワン　 ジェームス・Ｗ・ヒューストン1080 3/23 真実の10メートル手前　 米澤穂信 未定 3/10 真っ向勝負　 坂岡　真 778

3/16 幻想古書店で珈琲を　それぞれの逡巡　 蒼月海里 518 3/7 師匠、御乱心！　 三遊亭円丈 680 3/23 シャーロック・ホームズの蒐集　 北原尚彦 未定 3/10 ある町の高い煙突〈新装版〉　 新田次郎 810

3/16 ふたたびの、荒野　ブラディ・ドール(10）　 北方謙三 605 3/7 弾正星　 花村萬月 788 3/13 スタートボタンを押してください　ゲームＳＦ傑作選ケン・リュウ／桜坂　洋/Ｄ・Ｈ・ウィルソン＆Ｊ・Ｊ・アダムズ未定 3/10 王家の風日〈新装版〉　 宮城谷昌光 1188

3/16 美しくなるにつれて若くなる　 白洲正子 648 3/7 人間の絆　 江原啓之 626 3/23 ハロー、アメリカ　 Ｊ・Ｇ・バラード/南山　宏未定 3/10 女ともだち　 村山由佳/森　絵都810

3/16 Ｆ２Ｂ、嵐を越えて　レイヴン・ワークス(2）　（仮）夏見正隆 670 3/23 銀河英雄伝説事典　 らいとすたっふ/田中芳樹未定 3/10 昭和史の10大事件　 宮部みゆき/半藤一利734

3/16 宿儺村奇譚　（仮） 高城亞樹 未定 3/15 迷子の星座たち　 坂崎千春 未定 3/10 名画の謎　陰謀の歴史篇　 中野京子 950

3/15 私を殺しに来た男　 西村京太郎 未定 3/8 県警出動　遺恨の報酬 麻野　涼 756 3/10 須賀敦子の旅路　ミラノ・ヴェネツィア・ローマ・そして東京大竹昭子 1296

3/3 夫婦という病　 岡田尊司 756 3/15 ソウル行最終便　赤羽生活課　 安東能明 未定 3/8 倒幕の密勅　 麻倉一矢 713 3/10 秋篠宮家の子育て　 高清水有子 886

3/3 みがけば光る　 石井桃子 799 3/15 奥州　上意の剣　はみだし御庭番無頼旅(4) 鳥羽　亮 未定 3/8 六文銭の穴の穴　 風野真知雄 691 3/10 あんこの本　 姜尚美 918

3/3 迷蝶の島　 ●坂妻夫 778 3/15 よがり姫　 睦月影郎 未定 3/8 つむじ風お駒事件帖　 柏田道夫 756

3/3 理解という名の愛がほしい　 山田ズーニー 691 3/15 浮世絵宗次日月抄　（仮） 門田泰明 未定 3/8 みだれ人妻　 草凪　優 713 3/17 萌え文学傑作選(4）　 山谷哲夫 864

3/3 三面鏡の恐怖　 木々高太郎 821 3/15 ファーストクラスに乗る人の一流のおもてなし　美月あきこ 未定 3/8 古都に殺意の風が吹く　 西村京太郎 713 3/17 手抜き力　 齋藤　孝 648

3/3 広辞苑先生、語源をさぐる　 新村　出 821 3/15 世界一よくわかる　幕末維新　 山村竜也 未定 3/8 番神の梅　 藤原緋沙子 702

3/3 長く暗い魂のティータイム　 ダグラス・アダムス/安原和見994 3/8 焼跡の犬　 三咲光郎 821 3/3 座敷童子の願いごと　福まねき寺で謎解きを 緑川聖司 670

3/3 島とクジラと女をめぐる断片　 アントニオ・タブッキ/須賀敦子799 3/29 ひみつの王国　評伝　石井桃子 尾崎真理子 907 3/8 朽ちないサクラ　 柚月裕子 734 3/3 福徳円満！まねき猫事件ノート　猫たちの生まれる街水生大海 691

3/29 「だから、生きる。」　 つんく♂ 529 3/8 警視庁医療捜査官　 六道　慧 691 3/3 よろず占い処　陰陽屋開店休業　 天野頌子 670

3/16 コミックサバイバル　 山本幸久 未定 3/29 結婚奉行　 ●井南青紀 594 3/3 コンビニたそがれ堂　小鳥の手紙　 村山早紀 648

3/16 町奉行内与力奮闘記(6）　雌雄の決 上田秀人 未定 3/29 ピラミッド　最新科学で古代遺跡の謎を解く 河江肖剰 680 3/6 大人の語彙力！　敬語トレーニング100　 本郷陽二 821

3/16 妾屋の四季　 上田秀人 未定 3/29 負け逃げ　 こざわたまこ 680 3/6 ワインの世界史　 山本　博 1080 3/20 大洗おもてなし会議　（仮） 矢御あやせ/toi８ 699

3/29 言ってはいけない中国の真実　 橘　　玲 637 3/6 悪いヤツほど出世する　 ジェフリー・フェファー/村井章子918

3/17 黒十手捕物帖　暁に哭く乙女 鳴海　丈 720 3/29 話　術　 徳川夢声 529 3/29 須藤元気の「いつでも・どこでも」筋肉を太くできる本　須藤元気 680

3/29 ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス　 滝口悠生 432 3/10 黒の王子の誘いは　 エリザベス・ホイト/緒川久美子1058 3/29 世界遺産ミステリー　 博学面白倶楽部 680

3/8 悪大名裁き　鬼神観音闇成敗　 倉阪鬼一郎 702 3/29 警官の掟　 佐々木譲 961 3/10 英国少女探偵の事件簿(3）　オリエント急行はお嬢さまの出番ロビン・スティーヴンス/吉野山早苗1026 3/29 心が「ほっ」とするほとけさまの50の話　 岡本一志 680

3/8 隠密めおと裏稼業　葵の同心と菊の盗賊（仮）新美　健 702 3/29 決定版　シェイクスピア快読　 河合隼雄/松岡和子594 3/10 スープ専門店(4）　春のスープと悩める花嫁 コニー・アーチャー/羽田詩津子972 3/21 なぜ大谷翔平は二刀流で闘えるのか　 児玉光雄 680

3/8 将軍の岳父　 志木沢郁 702 3/29 パラダイス山元の飛行機の乗り方　 パラダイス山元 497 3/21 「考える力」トレーニングＢＯＯＫ　 白取春彦 680

3/8 風来坊恋情剣　江戸名物からす堂　 山手樹一郎 907 3/29 Ｒ．Ｅ．Ｄ．　警察庁特殊防犯対策官室Ａｃｔ．Ⅱ　古野まほろ 637 3/3 マスター・スナイパー　 スティーブン・ハンター未定 3/21 超訳　論語　 田口佳史 680

3/8 超時空艦隊　 榛名高雄 1000 3/29 僕らの世界が終わる頃　 彩坂美月 767 3/3 マーフィーズ・ロウ　 リサ・マリー・ライス未定 3/21 和モノの知恵がわかる本　 藤野　紘 680

3/8 賞金刑事（デカ）　囮捜査(1）　 南　英男 724 3/21 毎日、こまめに、少しずつ。　 ワタナベマキ 680

3/16 きものジゴロ　 川口祐海 734
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3/6 千夜一夜　（仮） 山野辺りり/芦原モカ713 3/2 若奥様は愛されすぎて困惑中！　旦那様は超☆絶倫！　宇佐川ゆかり/蘭　蒼史未定 3/21 クズと天使の二周目生活(2）　 天津　向/うかみ 未定

3/6 残酷王の不器用な溺愛　（仮） 八巻にのは/氷堂れん691 3/21 クロハルメイカーズ　恋と黒歴史と青春の作り方　砂義出雲/冬馬来彩未定

3/31 死神少女と最期の初恋　 水城水城/しおん未定 3/21 されど罪人は竜と踊る(21）　 浅井ラボ/ざいん 未定

中 ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン　 蝸牛くも/足立慎吾648 3/31 賢者の孫(8）　遊嬉宴楽の英雄生誕祭 吉岡　剛/菊池政治未定 3/21 ジャナ研の憂鬱な事件簿(3）　 酒井田寛太郎/白身魚未定

中 ゴブリンスレイヤー(7）　 蝸牛くも/神奈月昇680 3/31 黒堕ちの転生白魔道士　～ダークヒーラー～ ひびき遊/てんまそ未定 3/21 青春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。(2）　境田吉孝/U35 未定

中 ゴブリンスレイヤー(7）　ドラマＣＤ付き限定特装版蝸牛くも/神奈月昇2592 3/31 俺、「城」を育てる　～可愛いあの子は無敵の要塞になりたいようです～(2)富哉とみあ/柴乃櫂人未定 3/21 出会ってひと突きで絶頂除霊！(2）　 赤城大空/魔太郎未定

中 暗黒騎士こそ最強の聖騎士である　 西島ふみかる/ぴ　　ず670 3/31 オミサワさんは次元がちがう　 桐山なると/ヤマウチシズ未定 3/21 物理的に孤立している俺の高校生活(4）　 森田季節/Mika Pikazo未定

中 学園交渉人　法条真誠の華麗なる逆転劇(2）　柚本悠斗/米山　舞659 3/31 サウザンドメモリーズ　 田口仙年堂/NOCO未定

中 いつかのレクイエム　ｃａｓｅ．２　少女忍者と剣の悪魔嬉野秋彦/POKImari648 3/31 竜は世界を愛さない　転生したら最弱になった最強魔術師はそれでも滅びに立ち向かう水無瀬さんご/フルーツパンチ未定 3/10 未　定　 犬飼のの/yoco 745

中 変奏神話群　剣風斬花のソーサリーライム(2）　千羽十訊/桑島黎音691 3/31 ＶＲエロゲーやってたら異世界に転生したので、美少女魔王を奴隷化する。　～クロスアウト・セイバー～（仮）仁科朝丸/TAKTO未定 3/10 ここが限界ハウス　（仮） 高遠琉加/三尾じゅん太745

中 りゅうおうのおしごと！(8）　 白鳥士郎/しらび 670 3/10 未　定　 いとう由貴/れの子745

中 ニューゲームにチートはいらない！(3）　 三木なずな/なたーしゃ648 3/21 甘城ブリリアントパーク(9）　 賀東招二/なかじまゆか未定

3/21 金色の文字使い(13）　―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 3/12 恋の二人連れ　 久我有加/伊東七つ生670

3/24 少女漫画家の初恋ランウェイ　 榛名　悠/毬田ユズ700 3/21 ハイスクールＤ×Ｄ(25）　（仮） 石踏一榮/みやま零未定

3/24 可愛いから、許す。　 髙月まつり/八　　百680 3/21 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉(2）　大黒尚人/ゆらん未定 中 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界(2）　 蒼空チョコ 691

3/24 神様には逆らえない　 若月京子/こうじま奈月680 3/21 ロクでなし魔術講師と禁忌教典(11）　 羊太郎/三嶋くろね未定 下 中山道板橋宿つばくろ屋　 五十鈴りく 734

3/21 堕天の狗神　―ＳＬＡＳＨＤＯＧ―(2）　ハイスクールＤ×Ｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ石踏一榮/きくらげ未定 下 定廻り同心と首打ち人の捕り物控　（仮） 白想円佳 734

3/24 灰と幻想のグリムガル(12）　それはある島と竜を巡る伝説の始まり十文字青/白井鋭利637 3/21 冴えない彼女の育てかた　Ｍｅｍｏｒｉａｌ　 丸戸史明/ファンタジア文庫編集部未定

3/24 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(7）　鬼影スパナ/よう太745 3/21 僕はリア充絶対爆発させるマン(2）　 浅岡　旭/アマガイタロー未定 3/9 ひよくれんり(7）　 なかゆんきなこ 691

3/24 最果てのパラディン　(5）　栄華の都の娼女 柳野かなた/輪くすさが745 3/21 デート・ア・ライブ(18）　澪ゲームオーバー 橘　公司/つなこ 未定 3/9 いきなりクレイジー・ラブ　 桧垣森輪 691

3/24 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(2）　赤井まつり/東　　西745 3/21 デート・ア・バレット(3）　 東出祐一郎/橘　公司未定 3/9 恋の代役、おことわり！　 小日向江麻 691

3/24 影の使い手(1）　最強の隠密勇者 葬儀屋/山椒魚 745 3/21 モンスター・ファクトリー(3）　―左遷騎士と交易のエルフ姉妹―アロハ座長/夜ノみつき未定

3/21 神獣〈わたし〉たちと一緒なら世界最強イケちゃいますよ？(3）　福山陽士/おりょう未定 3/13 異世界でカフェを開店しました。(5）　 甘沢林檎 691

3/29 恋神様には逆らえない　 森本あき/旭　　炬680 3/21 最強パーティは残念ラブコメで全滅する！？(3）　恋する君の冒険人生鏡　　遊/おにぎりくん（アリスソフト）未定 3/13 ある日、ぶりっ子悪役令嬢になりまして。(2）　 桜あげは 691

3/21 剣聖の私がお前を好きだと？　笑わせるな！　大大大好きなのだ！　未　　定/戌角　柾未定 3/13 異世界で失敗しない100の方法(1）　 青蔵千草 691

3/26 学戦都市アスタリスク(13）　群雄雲霞 三屋咲ゆう/okiura未定 3/21 グランクレスト戦記(10）　（仮） 水野　良/深　　遊未定

3/26 学戦都市アスタリスク(14）　 三屋咲ゆう/okiura未定 3/21 真・天地無用！魎皇鬼外伝　天地無用！ＧＸＰ(16）　簾座編梶島正樹 未定 3/13 白の皇国物語(14）　 白沢戌亥 659

3/26 お兄ちゃん……ここでなら、好きって言ってもいいんだよね？　第三世界の兄妹神話ツカサ/Mika Pikazo未定 3/21 王立遊び人学校の優等生　プロの遊び人ってのはモンスターに好かれちまうんだ大楽絢太/イセ川ヤスタカ未定 3/13 ルーントルーパーズ(8）　自衛隊漂流戦記 浜松春日 659

3/26 魔法塾(2）　 壱日千次/リン☆ユウ未定 3/21 異世界チートサバイバル飯　食べて、強くなって、また食べる赤石赫々/東　　西未定 3/13 俺と蛙さんの異世界放浪記(8）　 くずもち 659

3/26 異世界拷問姫(6）　 綾里けいし/鵜飼沙樹未定

3/26 ※妹を攻略するのも大切なお仕事です。　 弥生志郎/Hiten 未定 下 百合エルフと呪われた姫　 あらおし悠/うなっち721 3/23 元教え子のホテルＣＥＯにスイートルームで溺愛されています。　（仮）高田ちさき/とうや810

3/26 クロス・コネクト(2）　 久追遥希/konomi（きのこのみ）未定 3/23 私の秘書の物忘れが激しすぎる！　（仮） 兎山もなか/駒城ミチヲ810

3/26 魅了スキルでいきなり世界最強　神騎士を継ぐ者北山結莉/にの子未定 下 ダブル母娘蜜くらべ　 北條拓人/asagiri 770

3/26 僕の知らないラブコメ(2）　 樫本　燕/ぴょん吉未定 3/2 魔術士オーフェンはぐれ旅　女神未来(上）　 秋田禎信/草河遊也734

3/26 てのひら開拓村で異世界建国記(3）　～増えてく嫁たちとのんびり無人島ライフ～星崎　崑/あるや 未定 3/16 愛されててよ　 崎谷はるひ/●川　愛680

3/26 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活(16）　 長月達平/大塚真一郎未定 3/16 スパイの学校　 愁堂れな/麻々原絵里依680 3/28 騎士と魔女の養い子　（仮） 秋山みち花/未　　定648

3/16 恋は引く手に好手あり　 和泉　桂/梨とりこ680 3/28 兄萌え病にかかっています。　（仮） 神香うらら/高城リョウ648

3/2 ワンワン物語(2）　～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 3/16 しあわせ片恋暮らし　 間之あまの/花小蒔朔衣680 3/28 きれいなお兄さんが「攻め」ですが？　（仮） 鳩村衣杏/砂河深紅648

3/2 エクスタス・オンライン　05.ＭＡＤ動画が死亡フラグをお届けします久慈マサムネ/平つくね未定 3/16 獣人王と導きの花嫁　 秋山みち花/街子マドカ680

3/2 特殊性癖教室へようこそ　 中西　鼎/魔太郎未定 3/16 恋がくれた宝物　 夢乃咲実/榊　空也680 3/23 愛の星をつかめ！　 樋口美沙緒/街子マドカ756

3/2 裏方キャラの青木くんがラブコメを制すまで。　うさぎやすぽん/前屋　進未定 3/16 御曹司と愛情ごはん始めました　 榛名　悠/陵クミコ680

3/2 いずれキミにくれてやるスーパーノヴァ　 零真似/Aちき 未定 3/3 室長に愛されすぎて逃げられない新人秘書の話。　～神様がストーカーってどういうことです　（仮）麻生ミカリ/駒城ミチヲ637

3/2 如月さんカミングアウト　 語部マサユキ/風の子未定 3/2 千年王国の盗賊王子　 氷川一歩/硝音あや未定 3/3 新婚溺愛イチャイチャもの　（仮） 里崎　雅/花綵いおり637

3/2 龍の求婚、Ｄｒ．の秘密　 樹生かなめ/奈良千春未定

3/2 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました(2）　永瀬さらさ/紫　真依未定 3/2 写字室の鵞鳥　欧州妖異譚(18）　 篠原美季/かわい千草未定 3/31 魔王様、リトライ！(3）　 神埼黒音/緒方剛志640

3/2 となりのキミに恋したら　 りぃ/立樹まや 未定 3/31 勇者の隣の一般人(1）　 髭付きだるま/ふーみ720

3/2 ウチの王子が可憐すぎる！　 青柳　朔/高崎ぼすこ未定 3/3 こちら異世界転生取締局　 愛坂タカト/檜坂はざら未定 3/31 クラスが異世界召喚されたなか俺だけ残ったんですが(2）　サザンテラス/はねこと640

3/3 我が姫にささぐダーティープレイ　 小山恭平/ファルまろ未定 3/31 アラフォー社畜のゴーレムマスター(3）　 高見梁川/吉沢メガネ620

3/2 もふもふ保育園ときつねの嫁入り　 水瀬結月/鈴倉　温未定 3/3 女騎士これくしょん(2）　～ガチャで出た女騎士と学校に行くことになった。～三門鉄狼/はるのいぶき未定 3/31 使徒戦記　ことなかれ貴族と薔薇姫の英雄伝(2）　タンバ/新堂アラタ700

3/2 あやかし婚、承ります　～鬼と桜の恋結び～ 市川紗弓/三浦采華未定

3/2 竜公爵と癒しの花嫁　 かわい恋/駒城ミチヲ未定 3/21 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…(6）　山口　悟/ひだかなみ689 3/24 今宵とびきりのプリン召し上がれ　～ほろにがカラメルと甘い恋文を添えて～　淡路　水/麻生　海710

3/21 第三王子は発光ブツにつき、直視注意！(2）　（仮）山田桐子/三月リヒト689 3/24 ネコ耳さわんな！　 早乙女彩乃/みろくことこ710

3/12 グリモア～私立グリモワール魔法学園～リバースレコード　栗原寛樹（アプリボット）/CUTEG未定

3/31 魔界で結婚しました　 双　　樹/あしか望700 3/10 禁じられた甘い誘惑　～処女妻と義弟～　 吉田　行/Ciel 741

3/12 Ｈｅｌｌｏ，Ｈｅｌｌｏ　ａｎｄ　Ｈｅｌｌｏ　 葉月　文/ぶーた 未定

3/12 世界の果てのランダム・ウォーカー　 西　条陽/細井美恵子未定 3/20 上司と婚約Ｌｏｖｅ(4）　 日向唯稀 734 中 ビキニアーマー装備の隣のママさん勇者は好きですか？　伊藤ヒロ/瀬浦沙悟未定

3/12 錆喰いビスコ　 瘤久保慎司/赤岸K未定 中 女騎士団ぱんつこれくしょん　（仮） みかど鉄狼/MtU未定

3/12 姉は魔法も使えないから、僕が生身で世界を救う。　佐々山プラス/流。未定 3/20 神様の子守はじめました。(8）　 霜月りつ 702 中 ロリ冒険者パーティとヒモ神様　（仮） ニ　　シ/HIMA 未定

3/12 魔王学院の不適合者　～史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う～秋/しずまよしのり未定 中 エルフ義母　（仮） わかつきひかる/うるし原智志未定

3/12 世界を終わらせる少女と死にたがりの英雄　 桜咲　良/ねぶそく未定 3/20 光の国の恋物語(2）　（仮） chi-co/巡 864

3/12 境界線上のホライゾン(10下）　 川上　稔/さとやす（TENKY）未定 3/20 時を超え僕は伯爵とワルツを踊る　 春原いずみ/小山田あみ734 3/10 覇狼王の后(上）　 宮緒　葵/yoshi 未定

3/12 俺を好きなのはお前だけかよ(8）　 駱　　駝/ブリキ 未定

3/12 恋してるひまがあるならガチャ回せ！　 杉井　光/橘　由宇未定 3/12 花屋の倅と寺息子　柄沢悟と蓮の花　 ●来奈都/藤村ゆかこ778 中 騎士と黒雪姫　（仮） 天条アンナ/yos 未定

3/12 魔法科高校の劣等生(24）エスケープ編(上) 佐島　勤/石田可奈未定 中 狼王子は花嫁を攫って溺愛する　（仮） 吉田　行/蔦森えん未定

3/12 マモノな少女に囲まれたけど、果たして俺は「おいしい」のだろうか。　三鏡一敏/ファルまろ未定 3/26 入れ替わった花婿　（仮） 御堂志生/緒　　花690 中 許嫁の弟　（仮） 如　　月/SHABON未定

3/12 霊感少女は箱の中(3）　 甲田学人/ふゆの春秋未定 3/26 大国の皇帝に買われた子爵令嬢は後宮から逃げ出したい　（仮）藍井　恵/みずきたつ690

上 奥手なエリート御曹司が目覚めたら、溺愛がとまりません！　久保ちはろ/大橋キッカ未定

3/16 空賊王のアシハラ王国再興記　 スズキヒサシ/兎塚エイジ未定 3/17 未　定　 立花実咲/椎名咲月740 上 王子さまのとつぜんプロポーズ＆いきなり新婚生活！　（仮）笹木らいか/椎名咲月未定

3/16 邪神任侠　家出ＪＣを一晩泊めたら俺の正気度がガリガリ削れた海野しぃる/もんぷち未定 3/17 黎明の女王は愛に目覚める　（仮） 佐倉　紫/蘭　蒼史740 上 脅迫愛　（仮） 佐木ささめ/逆月酒乱未定

3/16 洗剤もらっただけで隣に住む美人を好きになってしまったわけだが。　子持柳葉魚 未定

3/16 ㈱ＳＭサービス　 舞阪　洸 未定 3/6 執愛コンフィチュール　（仮） 栢野すばる/水野かがり740 3/14 春淫狩り―パブリックスクールの獣―　 高月紅葉/笠井あゆみ680

3/16 令嬢エリザベスの華麗なる身代わり生活(2）　江本マシメサ/雲屋ゆきお未定 3/2 うちの殿下は見事な脆弱さと驚きのどんくささを持つ素晴らしい女性です　最弱王女の奮闘　秋杜フユ/明咲トウル637 3/2 最底辺からニューゲーム！(3）　 藤木わしろ/柚　　夏669

3/16 私はご都合主義な解決担当の王女である(2）　まめちょろ/藤未都也未定 3/2 あんたなんかと付き合えるわけないじゃん！ムリ！ムリ！大好き！(2）　内堀優一/希望つばめ669

3/16 王国の調香師　あなただけの香り、お作りします。仲村つばき/宵マチ未定 3/24 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(2）　鈴木大輔/タイキ 未定 3/2 六畳間の侵略者！？(28）　 健　　速/ポ　　コ 669

3/16 くいしんぼう巫女と猫竜王　 富士とまと/弓槻みあ未定 3/24 神域のカンピオーネス(2）　 丈月　城/BUNBUN未定 3/2 テキトー男の異世界スローライフ　 藤山素心/アジシオ669

3/16 異世界で、王妃殿下はじめました。　 汐邑　雛/武村ゆみこ未定 3/24 童貞を殺す異世界　 須崎正太郎/さくらねこ未定

3/24 召喚されすぎた最強勇者の再召喚(2）　 菊池九五/カグユヅ未定
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