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4/7 おとなの作文教室　「伝わる文章」が書ける66のコツ外岡秀俊 799 4/14 御三家が斬る！(3）　（仮） 井川香四郎 未定 4/28 村上さんのところ　 村上春樹 810 下 アガサ・クリスティー完全攻略〔決定版〕　 霜月　蒼 1080

4/7 できる大人の敬語の使い方　 本郷陽二 648 4/14 恩讐の鎮魂曲　 中山七里 未定 4/28 心が安らぐ120種　旅先で出会う花　ポケット図鑑　増村征夫 810 上 宝石都市の廃墟　 トーマス・ツィーグラー＆Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/星谷　馨713

4/7 本を遊ぶ　働くほど負ける時代の読書術 小飼　弾 788 4/14 家族シアター　 ●村深月 未定 4/28 わかれ　 瀬戸内寂聴 529 上 われらはレギオン　 デニス・Ｅ・テイラー/金子　浩972

4/7 ＥＰＩＴＡＰＨ東京　 恩田　陸 713 4/14 教誨師　 堀川惠子 未定 4/28 夢の検閲官・魚籃観音記　 筒井康隆 529 下 アラトゥル始動　 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス＆デトレフ・Ｇ・ヴィンター/シドラ房子713

4/7 モリのいる場所　 小林雄次 691 4/14 華　鬼(3）　 梨　　沙 未定 4/28 ウドウロク　 有働由美子 529 下 メカ・サムライ・エンパイア(上）　 ピーター・トライアス/中原尚哉864

4/7 Ｄ－呪羅鬼飛行　 菊地秀行 799 4/14 きれいな色とことば　 おーなり由子 未定 4/28 数学する身体　 森田真生 529 下 メカ・サムライ・エンパイア(下）　 ピーター・トライアス/中原尚哉864

4/14 完全版　日本婦道記(上）　 山本周五郎 未定 4/28 ここからはじまる　父と息子のサッカーノート はらだみずき 680 上 日本ＳＦ傑作選(5）　光瀬龍　スペースマン／東キャナル文書光瀬　龍/日下三蔵1620

4/11 男は、こんな女を絶対手離せない。　（仮） アンドウミカ 720 4/14 完全版　日本婦道記(下）　 山本周五郎 未定 4/28 ３年７組食物調理科　 須藤靖貴 529 下 ヤキトリ(2）　Ｂｒｏｋｅｎ　Ｔｏｙ　Ｓｏｌｄｉｅｒ カルロ・ゼン 734

4/11 鉄道裏歴史読本　誰も書けなかった「あの路線」「あの車両」の謎（仮）小川裕夫 741 4/14 人生に七味あり　 江上　剛 未定 4/28 パンツが見える。　羞恥心の現代史 井上章一 767 下 遙かなる星(2）　 佐藤大輔 691

4/11 モテたいわけではないのだが　（仮） トイアンナ 741 4/14 新装版　ウロボロスの偽書(上）　 竹本健治 未定 4/28 出世と左遷　 高杉　良 680 下 グリフォンズ・ガーデン　 早瀬　耕 756

4/14 新装版　ウロボロスの偽書(下）　 竹本健治 未定 4/28 私の息子はサルだった　 佐野洋子 432 下 サイバーストーム　隔離都市　 マシュー・メイザー/林　香織1080

4/18 文　選　詩篇(2) 川合康三/富永一登未定 4/14 彼女がエスパーだったころ　 宮内悠介 未定 4/28 デス・エンジェル　 久間十義 680 上 コールド・コールド・グラウンド　 エイドリアン・マッキンティ/武藤陽生972

4/18 ウンガレッティ全詩集　 河島英昭 未定 4/14 小説　となりの怪物くん　 有沢ゆう希/ろびこ未定 4/28 忘霊トランクルーム　（仮） 吉野万理子 562 下 償いは、今　 アラフェア・バーク/三角和代972

4/18 人生の帰趣　 山崎弁栄 未定 4/14 風の陣(4）　風雲篇 高橋克彦 未定 4/28 カカノムモノ(2）　（仮） 浅葉なつ 637 上 ホース・ソルジャー(上）　 ダグ・スタントン/伏見威蕃864

4/18 明治維新　 遠山茂樹 未定 4/14 50回目のファーストキス　 萩原はるな 未定 4/28 欧州開戦(1）　 マーク・グリーニー/田村源二680 上 ホース・ソルジャー(下）　 ダグ・スタントン/伏見威蕃864

4/18 大乗の教え (上）　 中村　元/前田専學未定 4/14 新装版　はやぶさ新八御用帳(7）　寒椿の寺 平岩弓枝 756 4/28 欧州開戦(2）　 マーク・グリーニー/田村源二680 上 ケラリーノ・サンドロヴィッチ(2）　 ケラリーノ・サンドロヴィッチ1404

4/18 ラディカル・オーラル・ヒストリー　 保苅　実 未定 4/14 門前仲町　九頭竜覚山　浮世綴(1）　 荒崎一海 未定

4/18 臨床家　河合隼雄　 谷川俊太郎/河合俊雄未定 4/11 木喰上人　 柳　宗悦 1836 4/26 矢野くん、ラブレターを受け取ってくれますか？　（仮）TSUKI 680 4/11 壁の花のひそやかな願い　 アナ・ベネット/星　慧子1037

4/18 海うそ　 梨木香歩 未定 4/11 内省と遡行　 柄谷行人 1728 4/26 愛は溺死レベル　（仮） ＊あいら＊ 540 4/11 赤鼻のトナカイの町(2）　サンタクロースの一大事？ヴィッキー・ディレイニー/寺尾まち子1015

4/11 群像短篇名作選　1970～1999　 三浦哲郎/吉村　昭2376 4/26 暴走族くんと、同居はじめました。　（仮） Hoku* 540

4/6 小説　ＥＶ戦争(上）　 深井律夫 950 4/20 人生やらなくていいリスト　 四角大輔 未定 4/26 新装版　地味子の秘密　～天然地味子×イジワル王子～　ＶＳ金色の女狐　牡丹　杏 540 4/3 誰も知らない結婚　 リン・グレアム/藤村華奈美670

4/6 小説　ＥＶ戦争(下）　 深井律夫 950 4/20 給料の正体を知ると働き方が変わる　人生の損益分岐点　木暮太一 未定 4/26 傷だらけの天使へ最愛のキスを　（仮） 涙　　鳴 540 4/3 汚れなき乙女の犠牲　 ジャクリーン・バード/水月　遙670

4/20 トラウマ　あなたが生まれてきた理由　 江原啓之 未定 4/26 四つ葉のクローバーを君へ　（仮） 白いゆき 540 4/3 惑いのバージンロード　 ミシェル・リード/柿原日出子670

下 陸軍派閥　 藤井非三四 907 4/11 新版　法然と親鸞の信仰　 倉田百三 未定 4/11 お気の毒さま、今日から君は俺の妻。　（仮） あさぎ千夜春 680 4/3 偽りのダイヤモンド　 シャロン・ケンドリック/みずきみずこ670

下 航空作戦参謀　源田実　　 生出　寿 918 4/11 哲学の練習問題　 河本英夫 未定 4/11 絡まり合う、恋の糸～社長と燃えるような恋を～　（仮）佐倉伊織 680 4/3 光と影のはざまで　 シャーロット・ラム/三好陽子670

下 実録海軍兵学校　 海軍兵学校連合クラス会961 4/11 天皇の歴史(5）　天皇と天下人 藤井讓治 未定 4/11 マル秘社内蜜愛スキャンダル　（仮） 沙紋みら 680 4/3 美しい妹　 パトリシア・レイク/三木たか子670

下 目からウロコの勝者の戦略　 杉山徹宗 853 4/11 宇治拾遺物語(下）　全訳注 高橋　貢/増古和子未定 4/11 副社長のイジワルな溺愛　（仮） 北条歩来 680 4/14 悪魔と海　 サラ・クレイヴン/高木晶子540

下 闘魂　硫黄島〈新装版〉　 堀江芳孝 842 4/11 明治維新史　自力工業化の奇跡　 石井寛治 未定 4/11 身代わり婚約者にかけがえのない愛を　（仮） 黒乃　梓 680 4/14 仮面の花嫁　 サラ・モーガン/和香ちか子540

4/11 エスの本　ある女友達への精神分析の手紙　 ゲオルク・グロデック/岸田　秀未定 4/11 セイクレッド・フォリストリア　― Ｓａｃｒｅｄ　Ｆｏｌｌｉｓｔｏｒｉａ ―　（仮）いずみ 680 4/14 深紅の刻印　 イローナ・アンドルーズ/仁嶋いずる1020

4/10 秘められた過去　 イザベラ・ブラッドフォード/草鹿佐恵子1002 4/19 ラフカディオスの白昼夢　（仮） 久賀理世 713 4/11 スイートティータイム　（仮） 葉崎あかり 680 4/14 侯爵と麗しのサファイア　 ロレイン・ヒース/琴葉かいら1000

4/19 殺竜事件　ａ　ｃａｓｅ　ｏｆ　ｄｒａｇｏｎｓｌａｙｅｒ　 上遠野浩平 842 4/30 恋色弓道部　（仮） 騎月孝弘 680 4/14 危険なビジネス　 ノーラ・ロバーツ/公庄さつき810

4/26 よくわかる浄土宗　重要経典付き　 瓜生　中 未定 4/19 サイメシスの迷宮　逃亡の代償　（仮） アイダサキ 713 4/30 未　定　 未　　定 680 4/18 ＡＲＲＯＷＯＯＤ　（原題） ミック・フィンレー/矢沢聖子1000

4/26 日本の歳時行事　（仮） 小川直之 未定 4/19 少年Ｎのいない世界(4）　 石川宏千花 745 4/30 ちっぽけな世界の片隅で。　 高倉かな 680 4/18 ＰＬＡＧＶＥ(上）　（原題） マイケル・グラント/片桐恵理子1050

4/26 精神疾患　こころの病とは何か 岩波　明 未定 4/30 いつか、君の涙は光となる　 春田モカ 680 4/18 ＰＬＡＧＶＥ(下）　（原題） マイケル・グラント/片桐恵理子1050

4/26 ギリシア神話物語　 未　　定 未定 4/13 獄門裁き　人情同心・神鳴り源蔵（仮） 小杉健治 未定 4/26 校内１カップルのヒミツ。　（仮） 白いゆき 680

4/26 フォトドキュメント東大全共闘1968－1969　 未　　定 未定 4/13 火星に住むつもりかい？　 伊坂幸太郎 未定 4/26 もう一度、キミのとなりで。　（仮） 青山そらら 648 4/3 心をつかむ接客マナー　（仮） 高岡よしみ 734

4/26 消えた消防車　刑事マルティン・ベック ペール・ヴァールー未定 4/13 レジまでの推理　本屋さんの名探偵 似鳥　鶏 未定 4/26 世界はきみに恋をしている。　 野々原苺 648 4/3 真実の中国史〔1840－1949〕　 宮脇淳子/岡田英弘950

4/26 雲をつかむ少女　（仮） 藤野恵美 未定 4/13 交換殺人はいかが？　 深木章子 未定 4/3 子どもを賢く育てる暮らし方　（仮） 陰山英男 734

4/26 つれづれノート(33）　（仮） 銀色夏生 未定 4/13 バイリンガル　 高林さわ 未定 下 黒い碑の魔人　 新熊　昇 799 4/3 絶対、人に話したくなる「時間」の雑学　 久我勝利 734

4/26 モリアーティ　 アンソニー・ホロヴィッツ/駒月雅子未定 4/13 ホラーの玉手箱　ショートショート・アンソロジー（仮）未　　定 未定 4/3 一生お金に困らない生き方　 心屋仁之助 691

4/26 うちの執事に願ったならば(4）　 高里椎奈 未定 4/13 警視庁特命遊撃班　（仮） 南　英男 未定 下 20の動詞で英会話「１秒」レッスン　 清水建二 562 4/14 文蔵　2018.5　 「文蔵」編集部 670

4/26 鉄のあけぼの(上）　 黒木　亮 未定 4/13 無　罪　 深谷忠記 未定

4/26 鉄のあけぼの(下）　 黒木　亮 未定 4/13 狼は復讐を誓う　エアウェイ・ハンター・シリーズ　第一部パリ篇大藪春彦 未定 4/6 データの見えざる手　 矢野和男 864 4/13 我が心の底の光　 貫井徳郎 700

4/26 星降プラネタリウム　（仮） 美奈川護 未定 4/13 女は帯も謎もとく　 小泉喜美子 未定 4/6 『自省録』の教え　折れない心をつくるローマ皇帝の人生訓マーク・フォステイター/池田雅之972 4/13 涙のような雨が降る＜新装版＞　 赤川次郎 740

4/26 ロック・オブ・モーゼス　 花村萬月 未定 4/13 高楼の夢　ふろしき同心御用帳（仮）(7) 井川香四郎 未定 4/6 孤独な帝国　日本の一九二〇年代　ポール・クローデル外交書簡一九二一－二七ポール・クローデル/奈良道子1296 4/13 リップステイン　 長沢　樹 740

4/26 金椛国春秋(4）　（仮） 篠原悠希 未定 4/13 もののけ三昧　九十九字ふしぎ屋商い中（仮） 霜島けい 未定 4/6 徳大寺有恒ベストエッセイ　 徳大寺有恒 864 4/13 鳩の血　 矢月秀作 740

4/26 雨に殺せば　 黒川博行 未定 4/13 始末屋　 宮本紀子 未定 4/13 京都烏丸御池のお祓い本舗(2）　 望月麻衣 620

4/26 イボの神様　紀州の森に棲む女たち 東　直子 未定 4/13 隠密刺客遊撃組　（仮） 平茂　寛 未定 4/11 なぜかお金を引き寄せる女性39のルール　 ワタナベ薫 734 4/13 神様たちのお伊勢参り(3）　護りの巨神とうなぐひめ竹村優希 610

4/26 シルエット　 島本理生 未定 4/13 新選組颯爽録　 門井慶喜 未定 4/11 いい女のしぐさ　あなたの印象を変える64の方法中谷彰宏 702 4/13 京都の甘味処は神様専用です(3）　 桑野和明 630

4/26 秋葉原先留交番ゆうれい付き　 西條奈加 未定 4/13 ボートの三人男　 ジェローム・Ｋ・ジェローム/小山太一未定 4/11 「人たらし」のズルい交際術　 内藤誼人 702 4/13 隣のフレッシュＯＬ　（仮） 草凪　優 670

4/26 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。(2）　竹村優希 未定 4/13 存在と時間(4）　 ハイデガー/中山　元未定 4/11 わかっていても騙される　錯覚クイズ　 杉原厚吉 702 4/13 女性専科　イカせます　（仮） 霧原一輝 670

4/26 次回作にご期待ください　 未　　定 未定 4/13 「チンタラ」の語源は鹿児島にあった！　 わぐりたかし 未定 4/13 海辺の週刊大衆　 せきしろ 620

4/26 Ｂｌｉｎｄ　Ｂｌｕｅ　22歳無職、ドルフィントレーナー始めました（仮）未　　定 未定 4/13 〔カラー版〕江戸東京の幕末・維新・開化を歩く　黒田　涼 未定 4/6 天才詐欺師・夏目恭輔の善行日和　 里見　蘭 691 4/13 俺たちの仇討ち　（仮） 鳥羽　亮 640

4/26 流転の虹　沼里藩留守居役忠勤控 鈴木英治 未定 4/6 響け！ユーフォニアム　北宇治高校吹奏楽部のホントの話　武田綾乃 680 4/13 浪人奉行(4）　 稲葉　稔 670

4/26 天河伝説殺人事件〔合本版〕　 内田康夫 未定 4/7 近親相姦　母息子　（仮） 白書編集部 702 4/6 出逢う力　 浅見帆帆子 734 4/13 未　定　 千野隆司 660

4/26 新版　愛子　 佐藤愛子 未定 4/7 天下御免の無敵剣(3）　 早瀬詠一郎 680 4/23 大須裏路地怪異帖　新米神主のあやかし酒場　神凪唐州 702 4/13 未　定　 鳴神響一 670

4/26 新版　加納大尉夫人　 佐藤愛子 未定 4/7 若さま無敵剣(3）　 藤村与一郎 713 4/23 ヴィジュアル・クリフ　行動心理捜査官・楯岡絵麻　佐藤青南 713 4/13 禁書売り　 築山　桂 720

4/26 永久囚人　警視庁文書捜査官 麻見和史 未定 4/7 憤怒の剛刀　誠四郎包丁さばき(2）　（仮） 武田櫂太郎 702 4/6 最新日本史　まさか！ その「歴史」は●だった150　日本博識研究所 626 4/13 北前船始末　 築山　桂 780

4/26 友情無限　 井沢元彦 未定 4/7 おたすけ浪人源八(上）　 山手樹一郎 734

4/26 バチカン奇跡調査官　ジェヴォーダンの鐘 藤木　稟 未定 4/7 おたすけ浪人源八(下）　 山手樹一郎 734 4/10 快感ジョギング妻　（仮） 草凪　優 702 4/26 剣客大名　柳生俊平(9）　 麻倉一矢 700

4/26 華舞鬼町おばけ写真館　送り提灯とほっこり人形焼蒼月海里/六七質未定 4/7 時空防衛隊1944　 羅門祐人 1000 4/24 みだら七ツ星 〈新装版〉　（仮） 睦月影郎 702 4/26 北町影同心(8）　 沖田正午 700

4/14 土地神様のわすれもん　 新井　輝/あおいれびん未定 4/27 ゼニガタ　（仮） 未　　定 756 4/26 本丸目付部屋(1）　（仮） 未　　定 700

4/14 西陣あんてぃく着物取引帖　 小田菜摘/ねぎしきょうこ未定 中 いつまでも健康で美しくいるための　60代女性の魔法の習慣　伊勢田愛 700 4/28 人妻手記　とにかく不倫したい女たち　（仮） 愛の体験編集部 702 4/26 人妻のあな　（仮） 葉月奏太 750

4/14 木崎夫婦ものがたり　旦那さんのつくる毎日ご飯とお祝いのご馳走古池ねじ/仲スナ子未定 中 超訳　君主論　 許成準 700 4/30 怪談四十九夜　出棺　（仮） 黒木あるじ 702 4/26 若義母に甘えて　（仮） 霧原一輝 750

4/14 あやかしお宿が町おこしします。　 友麻　碧/Laruha 未定 4/30 異界奇談　暗渠　（仮） 黒　史郎 702 4/21 ア・パーフェクト・ジェントルマン　（原題） キャンディス・キャンプ/辻　早苗1110

4/14 完璧主義男に迫られています　 桜川ヒロ/泡　　沫未定 4/11 愛しいあなたと朝食を　～初めてのＩ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｕ～　（仮）芹澤ノエル/芦原モカ691 4/30 怨霊黙示録　九州一の怪談　（仮） 菱井十拳 702 4/21 ミッドナイト・レスキュー　（原題） エル・ケネディ/高橋佳奈子1132

4/25 希望をレンタルしてみませんか？　 朽葉屋周太郎 未定 4/3 就職先は人妻ハーレム　（仮） 竹内けん 713 4/11 三人の人妻　僕はペット　（仮） 真島雄二 741

4/25 もうひとりの魔女　 入間人間 未定 上 処女刑事　札幌ピンクアウト　 沢里裕二 650 4/17 みだら和服の義母　 美野　晶 713 4/11 ときめきリターン　僕の学園パラダイス　（仮） 辻堂めぐる 741

4/25 おとなりの晴明さん　第二集　～陰陽師は左京区にいる～（仮）仲町六絵 未定 上 森に願いを　 乾　ルカ 720 4/11 人妻ナマ告白　初めての衝撃体験　（仮） 素人投稿編集部 741

4/25 明治あやかし新聞(3）　怠惰な記者の裏稼業 さとみ桜 未定 上 坂本龍馬殺人事件　歴史探偵・月村弘平の事件簿風野真知雄 670 4/10 脇役本　増補文庫版　 濱田研吾 1296

4/25 火の中の竜　ネットコンサルタント「さらまんどら」の炎上事件簿汀こるもの 未定 上 鬼の冠　武田惣角伝　 津本　陽 720 4/10 探偵術教えます　 パーシヴァル・ワイルド/巴　妙子907 4/24 全裸お手伝いさん　 天海佑人 未定

4/25 七月のテロメアが尽きるまで　 天沢夏月 未定 上 剣客旗本春秋譚　 鳥羽　亮 640 4/10 スモールハウス　３坪で手に入れるシンプルで自由な生き方高村友也 886 4/24 本当は淫らな兄嫁　未亡人兄嫁、女教師兄嫁、年下の兄嫁　鏡　龍樹 未定

4/25 あやかし図書館で待ってます　―新入り司書と不思議な仲間たち―安東あや/八つ森佳未定 上 十津川警部捜査行　阿蘇・やまなみ殺意の車窓　西村京太郎 720 4/10 夜の終る時／熱い死角　 結城昌治/日下三蔵907 4/24 三匹の女教師 〔特別調教委員会〕　 鳴沢　巧 未定

上 むかえびと　 藤岡陽子 720 4/10 笛吹き天女　 岩田幸子 799 4/24 僕の新婚生活 〔妻の母、妻の姉と〕　 弓月　誠 未定

4/14 桜狼　鹿取警部補　 浜田文人 724 上 性春時代　昭和最後の楽園　 睦月影郎 640 4/10 禅　談　 澤木興道 907 4/24 インテリ眼鏡美女、堕ちる　香里と美月　 綺羅　光 未定

4/14 またたび回覧板　 群ようこ 未定 上 侠盗組鬼退治　烈火　 吉田雄亮 690 4/10 フランシス・ベイコン・インタビュー　 フランシス・ベイコン/デイヴィッド・シルヴェスター1404 4/24 全員“彼女” 〔クラスメイトの母娘と義母〕　 音梨はるか 未定

4/14 ＮＮＮからの使者　あなたの猫はどこから？　 矢崎存美 605 4/10 フィレンツェ史(上）　 ニッコロ・マキァヴェッリ/米山喜晟1620 4/11 人妻　肛虐の絆　（仮） 結城彩雨 未定

4/14 流れの勘蔵　鎌倉河岸捕物控(32）　 佐伯泰英 745 4/21 逢魔が時に会いましょう　 荻原　浩 未定 4/10 フィレンツェ史(下）　 ニッコロ・マキァヴェッリ/米山喜晟1620 4/11 正義のヒロイン、堕ちる　（仮） 御堂　乱 未定

4/14 軍艦探偵　 山本巧次 未定 4/21 パーフェクトワールド(上）　 馳　星周 未定 4/10 論証のレトリック　古代ギリシアの言論の技術 浅野楢英 1080

4/14 料理人季蔵捕物控シリーズ(35）　（仮） 和田はつ子 648 4/21 パーフェクトワールド(下）　 馳　星周 未定 4/10 大都会の誕生　ロンドンとパリの社会史 喜安　朗/川北　稔1296 4/6 闇　蔵　蛇の目の翔次郎始末帳 安芸宗一郎 778

4/21 ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード　東京バンドワゴン小路幸也 未定 4/6 革命警察軍ＳＯＬＤＡＴ(下）　 森　　詠 778

4/5 ほんとのこと言えば？　佐野洋子対談集 佐野洋子 713 4/21 伊勢路殺人事件　 西村京太郎 未定 4/21 レイテ戦記(1）　 大岡昇平 1296 4/6 穂高岳　殺人山行　 梓林太郎 734

4/5 葬偽屋は弔わない　殺生歩武と５つのヴァ二タス森　晶麿 853 4/21 悪の戴冠式　 森村誠一 未定 4/21 太閤の能楽師　（仮） 奥山景布子 886 4/6 非情殺剣　鳥見役影御用 黒崎裕一郎 821

4/5 プーと私　 石井桃子 799 4/21 無名時代　 阿久　悠 未定 4/21 男の背中、女のお尻　 佐藤愛子/田辺聖子907 4/6 報復捜査　 南　英男 821

4/5 無言館　戦没画学生たちの青春　 窪島誠一郎 950 4/21 不思議なくらい「人づき合い」がうまくいく心の処方箋　（仮）備瀬哲弘 未定 4/21 勝負師　将棋・囲碁作品集 坂口安吾 972 4/6 大使奪還オペレーション　制圧攻撃機突撃す 大石英司 734

4/5 夕暮れの時間に　 山田太一 842 4/21 りさ子のガチ恋●俳優沼　 松澤くれは 未定 4/21 零れた明日　刑事の挑戦・一之瀬拓真 堂場瞬一 864

4/5 オックスフォード＆ケンブリッジ大学　世界一「考えさせられる」入試問題　上級編　「あなたはまだ自分を利口だと思いますか？」ジョン・ファーンドン/小田島恒志886 4/21 隠密絵師事件帖　 池寒魚 未定 4/21 スマイリング！　岩熊自転車 関口俊太 土橋章宏 691 4/11 まったなし　 畠中　恵 842

4/5 ボルヘス怪奇譚集　 ホルヘ・ルイス・ボルヘス/柳瀬尚紀896 4/21 おいしい旅　京都の木の葉丼とは何か　（仮） 太田和彦 未定 4/21 文豪と酒　酒をめぐる珠玉の作品集 長山靖生 886 4/11 警視庁公安部・青山望(11）　 濱　嘉之 864

4/5 私はガス室の「特殊任務」をしていた　 シュロモ・ヴェネツィア/鳥取絹子950 4/21 西郷隆盛　まぼろしの維新　（仮） 津本　陽 未定 4/21 笑う少年　 樋口有介 691 4/11 モダン　 原田マハ 734

4/21 鍵屋の隣の和菓子屋さん　つつじ和菓子本舗のつれづれ　梨　　沙/ねぎしきょうこ未定 4/21 棟居刑事の追跡　新装版 森村誠一 734 4/11 風のベーコンサンド　 柴田よしき 886

4/11 織田信長　435年目の真実　 明智憲三郎 未定 4/21 後宮の烏　 白川紺子/香魚子未定 4/21 荒地／文化の定義のための覚書　 T・S・エリオット/深瀬基寛1080 4/11 トリダシ　 本城雅人 994

4/11 明日の子供たち　 有川　浩 未定 4/21 魔女の魔法雑貨店　黒猫屋　猫（ぼく）が導く迷い客の一週間　せひらあやみ/六七質未定 4/21 随想録　 高橋是清/上塚　司1080 4/11 キングレオの冒険　 円居　挽 950

4/11 男の粋な生き方　 石原慎太郎 未定 4/21 たとえば君が虚像の世界　（仮） くらゆいあゆ/けーしん未定 4/11 卜伝飄々　 風野真知雄 864

4/11 勝ちきる頭脳　 井山裕太 未定 4/3 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(上）　 二宮敦人 702 4/11 未　定　 藤井邦夫 842

4/11 ＨＥＡＶＥＮ　萩原重化学工業連続殺人事件　 浦賀和宏 未定 4/7 21グラムのタイムトラベラー　 天沢夏月 540 4/3 最後の医者は雨上がりの空に君を願う(下）　 二宮敦人 702 4/11 雪晴れ　 藤原緋沙子 832

4/11 鈍足バンザイ！　僕は足が遅かったからこそ、今がある。　岡崎慎司 未定 4/7 浅草和裁工房　花色衣　 江本マシメサ 648 4/11 真夏の犬〈新装版〉　 宮本　輝 810

4/11 わたしの容れもの　 角田光代 未定 4/7 さくら花店　 宮野美嘉 616 下 戦国時代100の大ウソ　（仮） 川和二十六 680 4/11 おたふく　 山本周五郎/沢木耕太郎1080

4/11 日本核武装(上）　 高嶋哲夫 未定 4/7 学園ゴーストバスターズ　 三國青葉 529 下 驚愕の人体実験でわかる心と体の不思議　（仮）鉄人社編集部 680 4/11 ラオスにいったい何があるというんですか？　紀行文集村上春樹 994

4/11 日本核武装(下）　 高嶋哲夫 未定 4/7 鴨川食堂はんなり　 柏井　壽 659 4/11 わたし、結婚できますか？　 林真理子 778

4/11 年下のセンセイ　 中村　航 未定 4/7 巡る女　 山本甲士 659 4/13 黒後家蜘蛛の会(1）　〔新版〕 アイザック・アシモフ/池　央耿未定 4/11 私を通りすぎたマドンナたち　 佐々淳行 864

4/11 シェアハウスかざみどり　 名取佐和子 未定 4/7 花とアリス殺人事件　 乙　　一/岩井俊二551 4/13 完全犯罪　加田伶太郎全集　 福永武彦 未定 4/11 帳簿の世界史　 ジェイコブ・ソール/村井章子1026

4/11 うっかり鉄道　 能町みね子 未定 4/7 十津川警部　南風の中で眠れ　 西村京太郎 529 4/13 現代詩人探偵　 紅玉いづき 未定 4/11 民族と国家　 山内昌之 1415

4/11 ぼくは愛を証明しようと思う。　 藤沢数希 未定 4/23 カナリア殺人事件〔新訳版〕　 Ｓ・Ｓ・ヴァン・ダイン/日暮雅通未定

4/11 熊金家のひとり娘　 まさきとしか 未定 4/13 謹訳　源氏物語(6）　 林　　望 未定 4/23 ピラミッド　 ヘニング・マンケル/柳沢由実子未定 4/6 水沢文具店　たったひとつの物語、見つかります（仮）安澄加奈 713

4/11 キズナ　 松本利夫/EXILE USA未定 4/13 神苦楽島(上）　 内田康夫 未定 4/30 弁護士アイゼンベルク　 アンドレアス・フェーア/酒寄進一未定 4/6 一瞬の雲の切れ間に　 砂田麻美 670

4/11 海は見えるか　 真山　仁 未定 4/13 神苦楽島(下）　 内田康夫 未定 4/13 ダークネット・ダイブ　 サチ・ロイド/鍛治靖子未定 4/6 銀杏アパート　ななめイチョウと小さな奇跡 片島麦子 691

4/11 ヤクザの人生も変えた名僧の言葉　 向谷匡史 未定 4/13 炎の塔　 五十嵐貴久 未定 4/6 みんなの少年探偵団(2）　 有栖川有栖/歌野晶午670

4/11 101％のプライド　 村田諒太 未定 4/13 ノーコンシェンス　 梶永正史 未定 4/7 絶望の底で夢を見る　 石井光太 756 4/6 みんなの怪盗ルパン　 小林泰三/近藤史恵670

4/11 貴族と奴隷　 山田悠介 未定 4/13 謎ニモマケズ　名探偵　宮沢賢治　 鳴神響一 未定 4/7 禁裏付雅帳(6）　（仮） 上田秀人 702

4/11 くいしんぼう、四大中華を巡る旅　本当はおもしろい、少なくとも美味しい中国　吉田友和 未定 4/13 終列車　 森村誠一 未定 4/7 シャドウゲーム　〈新装版〉 大沢在昌 713 4/21 愛と笑いのメッセージ　（仮） 越智啓子 799

4/11 黒猫モンロヲ　モフモフなヤツ　 ヨシヤス 未定 4/13 幻夜行　風烈廻り与力　青柳剣一郎(41) 小杉健治 未定 4/7 怪物が街にやってくる　 今野　敏 680 4/21 パリジェンヌ流おしゃれライフ　（仮） 米澤よう子 929

4/11 天が教えてくれた幸せの見つけ方　 岡本彰夫 未定 4/13 黒太刀　北町奉行捕物控 長谷川卓 未定 4/7 制裁女　 新堂冬樹 842 4/20 花屋「ゆめゆめ」(3）　（仮） 編乃肌/細居美恵子699

4/11 あの世へ逝く力　 小林玖仁男 未定 4/13 魔　兆　討魔戦記 芝村凉也 未定 4/7 労働Ｇメン草薙満(2）　 早見　俊 713 4/20 こんこん、いなり不動産(2）　（仮） 猫屋ちゃき/六七質699

4/11 アウトロー臨終図鑑　 山平重樹 未定 4/13 縁結びこそわが使命　占い同心　鬼堂民斎 風野真知雄 未定 4/7 恋敵は公方様　 牧　秀彦 691

4/11 居酒屋お夏(8）　兄弟飯 岡本さとる 未定 4/13 剣豪奉行　池田筑後　 佐々木裕一 未定 4/7 復讐遊戯　Ｆｕｒｉｅｓ 山本俊輔 691 4/28 「下がらない女」はみんなおしりを鍛えている！　松尾タカシ 680

4/11 風かおる　 葉室　麟 未定 4/13 修羅の契り　風の市兵衛　弐 ●堂　魁 未定 4/7 銚子電鉄六・四キロの追跡　 西村京太郎 713 4/28 ウケる！　話術　 殿村政明 680

4/11 京大芸人式日本史　 菅　広文 未定 4/13 結婚できるかな？　コンカツ滝修行　 杉浦さやか 未定 4/28 誰も書けなかった死後世界地図　 Ａ・ファーニス/岩大路邦夫680

4/5 経営の失敗学　 菅野　寛 918 4/21 思わず吹き出すシルバージョーク集　 烏賀陽正弘 680

4/17 神との対話（新装版）(1）　 ニール・ドナル・ドウォルシュ864 4/10 ５分でザックリわかる！　「お金」っていま何が起きてる？　ビジネスフレームワーク研究所745 4/5 30の発明からよむ日本史　 造事務所/池内　了864 4/21 日本一わかりやすいくすりの事典　 尾鳥勝也 680

4/17 神との対話（新装版）(2）　 ニール・ドナルド・ウォルシュ972 4/10 誰もがその先を知りたくなる！　世界のパワースポットを探検する本　おもしろ地理学会 961 4/5 Ｂｅｃｏｍｉｎｇ　Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ（ビカミング・スティーブ・ジョブズ）(上）　ブレント・シュレンダー/リック・テッツェリ972 4/21 男はお金が９割　 里中李生 680

4/17 神との対話（新装版）(3）　 ニール・ドナルド・ウォルシュ972 4/5 Ｂｅｃｏｍｉｎｇ　Ｓｔｅｖｅ　Ｊｏｂｓ（ビカミング・スティーブ・ジョブズ）(下）　ブレント・シュレンダー/リック・テッツェリ972 4/21 声がよくなり姿勢も改善！人前であがらない話し方＆接し方　鳥谷朝代 680

4/21 その病気、その疲労、「隠れ油」が原因です！　林　裕之 680
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4/5 暴君のお気に入り　（仮） 桜井さくや/Ciel 713 4/17 滅びの国のヴェンジェンス　（仮） 三雲岳斗 未定 4/9 蟻の婚礼　（仮） 手嶋サカリ/Ciel 745

4/5 勝負パンツが隣の部屋に飛びまして　（仮） 春日部こみと/白崎小夜713 4/17 詐欺師セロの国家転覆記　（仮） 樋口　司 未定 4/9 午後９時からは恋の時間　（仮） 夕映月子/みずかねりょう713

4/17 ㈱ＳＭサービス　 舞阪　洸 未定 4/9 アネモネと嘘　 天瀬いつか/ビリー・バリバリー713

中 私を自分のものにした責任とってよね　～シロもそう思います～火海坂猫/うなさか648 4/17 美人上司とダンジョンに潜るのは残業ですか？(3）　七菜なな/にぃと 未定

中 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざします　西島ふみかる/ももしき670 4/11 それは運命の恋だから　 月村　奎/橋本あおい691

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(2）　年中麦茶太郎/六　　時659 4/14 転生先が少女漫画の白豚令嬢だった　 桜あげは/ひだかなみ未定 4/11 若葉の戀　 小林典雅/カズアキ670

中 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ）(14）　 海空りく/を　　ん 680 4/14 紅茶執事のお嬢様　恋がはじまる一杯目 来栖千依/氷堂れん未定

中 くじ引き特賞：無双ハーレム権(8）　 三木なずな/瑠奈璃亜670 4/14 茉莉花官吏伝(3）　月下賢人、堂に垂せず 石田リンネ/Izumi未定 4/17 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界(3）　 蒼空チョコ 691

中 幼女さまとゼロ級守護者さま(2）　 すかぢ/狗神　煌 691 4/14 千夜一恋物語　異世界トリップと七人の求愛者日向そら/由羅カイリ未定 4/28 居酒屋ぼったくり(2）　 秋川滝美 724

中 我が驍勇にふるえよ天地(7）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身745 4/14 恋と悪魔はお断り！　見習いシスターと不機嫌な神父様チサトアキラ/すがはら竜未定

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(2）　ケンノジ/やすゆき659 4/10 暴走プロポーズは極甘仕立て　 冬野まゆ 691

中 魔人の少女を救うもの　Ｇｏｏｄｂｙｅ　ｔｏ　Ｆａｔｅ(2）　西乃リョウ/藤ちょこ659 4/21 甘城ブリリアントパーク(9）　 賀東招二/なかじまゆか未定 4/10 純情ラビリンス　 月城うさぎ 691

中 透明勇者のエンジョイ引退生活！　～魔王を倒した元勇者、透明化スキルで気ままに人助け～秋堂カオル/ハル犬659 4/21 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦(4）　細音　啓/猫鍋　蒼未定 4/10 おいしいパートナーの見つけ方　 春名佳純 691

4/21 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(6）　 恵比須清司/ぎん太郎未定

4/24 アバンチュールはベッドで　 池戸裕子/鳥海よう子680 4/21 ロード・オブ・リライト(2）　―七つの大罪と七つの美徳―十本スイ/柴乃櫂人未定 4/13 異世界で失敗しない100の方法(2）　 青蔵千草 691

4/24 強制同居は恋のはじまり　 水島　忍/一夜人見680 4/21 デート・ア・バレット(3）　 東出祐一郎/NOCO未定 4/13 ある日、ぶりっ子悪役令嬢になりまして。(3）　 桜あげは 691

4/21 ジャッジメント／ブラッド(2）　永世の境界線 長谷部雄平/ビョルチ未定 4/13 私がアンデッド城でコックになった理由(1）　 山石コウ 691

4/26 ありふれた職業で世界最強(8）　 白米　良/たかやKi未定 4/21 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する　 下等妙人/水野早桜未定

4/26 ありふれた職業で世界最強(8）　ドラマＣＤ付き特装版白米　良/たかやKi2592 4/21 ファイフステル・サーガ　再臨の魔王と聖女の傭兵団師走トオル/有坂あこ未定 4/13 異世界を制御魔法で切り開け！(5）　 佐竹アキノリ 659

4/26 ＩＳ＜インフィニット・ストラトス＞(12）　 弓弦イズル/CHOCO未定 4/21 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？(5）　井中だちま/飯田ぽち。未定 4/13 平兵士は過去を夢見る(2）　 丘野　優 659

4/26 ラグナロク：Ｒｅ１．月下に吼える獣　 安井健太郎/巖本英利未定 4/21 セプテムレックス　怠惰の七罪魔と王座戦争 古宮雅敬/mmu 未定 4/13 地方騎士ハンスの受難(4）　 アマラ 659

4/30 東の満月、西の新月　 綺月　陣/亜樹良のりかず778 下 魔王様、ヤラれる前に異世界転生！　 磯貝武連/弥　　弛778 4/28 愛されすぎて困ってます！？　 佐倉　紫 691

4/30 異世界で王様に溺愛されて幸せになりました。　橘かおる/Ciel 680 4/28 星灯りの魔術師と猫かぶり女王　 小桜けい 691

4/19 溺愛センセーション　（仮） 桜木知沙子/亀井高秀648

4/26 アブソリュート・デュオ(12）　Ｊｅｇ　ｅｌｓｋｅｒ　ｄｉｇ.柊★たくみ/浅葉ゆう未定 4/19 淫魔ちゃんに溺愛レッスン　 四ノ宮慶/駒城ミチヲ713 4/30 麗鳥の絡繰　（仮） ふゆの仁子/奈良千春691

4/26 学戦都市アスタリスク(14）　 三屋咲ゆう/okiura未定 4/19 俳優彼氏と愛されおうちごはん　 松幸かほ/カワイチハル680 4/30 妖精ハンター×ＤＴ～妄想ワンコの秘密～　（仮）中原一也/國沢　智691

4/26 ぼくたちのリメイク(4）　「いってらっしゃい」 木緒なち/えれっと未定

4/26 振られても振られても何度でもキミを好きになる、そんなラブのコメ。　（仮）橘　ぱん/未　　定未定 4/4 霞が関で昼食を(3）　三度目の正直 ふゆの仁子/おおやかずみ未定 4/23 不器用ヒロイン　（仮） 山野辺りり/ことね壱花756

4/26 ポンコツ勇者の下剋上(2）　 藤川恵蔵/ぐれーともす未定 4/4 雪の王　光の剣　 中村ふみ/六七質未定 4/23 赤の聖爵猊下とのできちゃった婚は夫婦円満の秘訣です　（仮）藍杜　雫/ウエハラ蜂756

4/26 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？(5）　刈野ミカタ/あゆま紗由未定 4/4 偽りの花嫁　～大富豪の蜜愛～　 水島　忍/ウエハラ蜂未定

4/26 15歳でも俺の嫁！交際０日結婚から始める書店戦争　庵田定夏/未　　定未定 4/27 桜花傾国物語　嵐の中で君と逢う　 東芙美子/由羅カイリ未定 4/3 魔術士オーフェンはぐれ旅　女神未来(下）　 秋田禎信/草河遊也788

4/26 西野　学内カースト最下位にして異能世界最強の少年　未　　定/未　　定未定 4/27 フェロモン探偵(5）　 丸木文華/相葉キョウコ713

4/26 ラストピリオド　ノベライズ　（仮） 暁　　雪/Happy Elements未定 4/27 ＶＩＰ　番外編　桎梏　 高岡ミズミ/沖麻実也未定 4/28 愛は悲しみを越えて　（仮） 洸/未　　定 648

4/26 ようこそ実力至上主義の教室へ(8）　 衣笠彰梧/トモセシュンサク未定 4/28 スカーレット・ミッション　（仮） 水壬楓子/未　　定648

4/26 エイルン・ラストコード　～架空世界より戦場へ～(8）　東龍乃助/みことあけみ未定 4/21 恋と悪魔と黙示録(10）　（仮） 糸森　環/榊　空也689 4/28 スクランブル・ラブ　（仮） 水原とほる/未　　定648

4/26 チアーズ！(3）　 赤松中学/こぶいち未定 4/21 皇帝つき女官　（仮） 佐槻奏多/一花　夜689

4/30 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する(8）　すずの木くろ/黒獅子620

4/3 ウォーター＆ビスケットのテーマ(2）　夕陽が笑顔にみせただけ河野　裕/河端ジュン一未定 4/30 囚われた月、蝶の双涙～異世界兄は溺愛症～　白ヶ音雪/DUO BRAND.700 4/30 捨てられた勇者は魔王となりて死に戻る(2）　（仮）悠島　蘭/teffish 650

4/3 戦闘員、派遣します！(2）　 暁なつめ/カカオ・ランタン未定 4/30 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(2）　時野洋輔/マニャ子690

4/3 美少女作家と目指すミリオンセラアアアアアアアアッ！！(3）　春日部タケル/Mika Pikazo未定 4/20 異世界トリップしたら王様のベッドの上でした　雛宮さゆら 756 4/30 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔法剣士(4）　kt60/cccpo 670

4/3 ＤＥ；コード・バレット　運命に抗え鈍色 霜月セイ/シ　　ソ未定 4/30 魔王軍最強の魔術師は人間だった(5）　 羽田遼亮/KUMA 670

4/3 回復術士のやり直し(3）　～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 4/20 大家族四男(3）　兎田士郎のわんにゃフルタウン日向唯稀 702

4/3 逝きかけ英雄講師の最終講義　 森崎亮人/necomi未定 4/20 神様の弟子はブラック　～チビ龍の子育て～　加賀見彰 702 4/24 その愛に終わりはあるか　 谷崎　泉/yoco 710

4/3 新妹魔王の契約者(12）　 上栖綴人/大熊猫介未定 4/24 九尾狐家入内ノ儀　～お見合い結婚～　 鈴木あみ/コウキ。669

4/3 この世界で９番目ぐらいな俺、異世界人の監視役に駆り出されました　東雲立風/あれっくす未定 4/21 仁義なき嫁　緑陰編　 高月紅葉/高峰　顕778 4/24 愛に耽る鷹　 ゆりの菜櫻/笠井あゆみ669

4/3 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(2）　瀬尾つかさ/kakao未定 4/21 ユキシロ一家の異界の獣たち　 ユキシロ一家の異界の獣たち/逆月酒乱756

4/3 それでも異能兵器はラブコメがしたい　 カミツキレイニー/切　　符未定 4/11 ポイズン公爵のメシマズ嫁　 真下咲良/炎かりよ710

4/3 ゼロの大賢者　～若返った最強賢者は正体を隠して成り上がる～夏海ユウ/吉田依世未定 4/11 放課後の帰宅部探偵　学校のジンクスと六色の謎　如月新一/花ヶ田 713

中 エルフ義母　（仮） わかつきひかる/うるし原智志未定

4/3 千本桜(2）　 一斗まる/黒うさP未定 4/26 花嫁は可愛い双子とともに　（仮） 水島　忍/すがはらりゅう690 中 信長とセーラー服　（仮） 井の中の井守/ぼに～未定

4/3 お飾り聖女は前線で戦いたい(2）　 さ　　き/ぽぽるちゃ未定 4/26 イジワル若社長の独占愛　（仮） 池戸裕子/な　　ま690 中 豊穣の隷属エルフ　（仮） 巽飛呂彦/ねろましん未定

4/3 王家の裁縫師レリン　ほころぶ想いと赤い糸 藤咲実佳/柴田五十鈴未定 4/26 お見合い結婚はＨでしたっ！　（仮） 斎王ことり/弓槻みあ690 中 永遠（とわ）姫の嫁入り　（仮） 葉原　鉄/みやま零未定

4/3 春色シンドローム　残念王子様と恋の消しゴムくらゆいあゆ/茶々ごま未定

4/3 御茶ノ水ロック　Ｔｒａｃｋ　Ｔｈｅ　ＤＩＥ　ｉｓ　ＣＡＳＴ三津留ゆう/TVドラマ「御茶ノ水ロック」未定 4/19 月と媚薬　 高岡ミズミ/立石　涼740 4/11 溺愛ダーリン　～一目惚れの魔法～　（仮） バーバラ片桐/すずくらはる未定

4/11 未　定　 成瀬かの/古澤エノ未定

4/3 皇子と偽りの花嫁　～皇宮オメガバース～ 小中大豆/二駒レイム未定 4/14 未　定　 玉紀　直/氷堂れん740

4/3 獣魔王と幸福の白い翼　 月東　湊/みずかねりょう未定 4/14 未　定　 御厨　翠/すずくらはる740 中 オオカミ王と無垢な愛され花嫁　 眉山さくら/すがはらりゅう未定

4/3 化け猫さまと恋の花道　 鴇　六連/金ひかる未定 4/14 誰よりも愛しい君に　 井上美珠/幸村佳苗740 中 伯爵は泣き顔が見たい　（仮） 蒼磨　奏/辰巳　仁未定

4/3 敏腕社長の溺愛計画　 神香うらら/明神　翼未定 中 平安陰陽結婚記　（仮） 桜舘ゆう/周防佑未未定

4/3 黒狼王は宿命の花嫁を乞う　 真崎ひかる/北沢きょう未定 5/1 商人令嬢と猫かぶり王子　結婚？　興味ありません　秋杜フユ/サカノ景子637

5/1 賢女が欺かれる童話　柘榴の賢女の処方箋　長尾彩子/宵マチ 670 上 甘いケダモノ　紳士の仮面を脱いだ完璧上司の不埒な情愛桜　朱理/烏丸かなつ未定

4/3 大富豪と年の差　愛されママライフ　ダンディ紳士がパパになったら包容力ありすぎですっ！みかづき紅月/北沢きょう未定 5/1 楽観戀情値千金　守銭奴王子と夢見る転生娘　我鳥彩子/くまの柚子713 上 婚内レンアイ！！　旦那さま、好きになってもいいですか？　麻生ミカリ/アオイ冬子未定

4/3 ぽっちゃりですけどシンデレラ？　隠れ甘党王子と結婚したらこうなったｗ粟生　慧/椎名咲月未定 5/1 サンリオ男子　勇気と奇跡のピューロランド　（仮）後白河安寿/サンリオ648 上 シンデレララブ！　 山内　詠/柚原テイル未定

4/11 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない　鴨志田一/溝口ケージ未定 4/26 メルヘン・メドヘン(4）　 松　智洋/StoryWorks未定 4/14 氷泥のユキ　 朝丘　戻/yoco 800

4/11 ぼくたちの青春は覇権を取れない。　―昇陽高校アニメーション研究部・活動録―有象利路/うまくち醤油未定 4/26 メルヘン・メドヘン(4）　オーディオドラマダウンロードシリアルコード付き限定版松　智洋/StoryWorks未定 4/14 俺サマ白狐のお気に入り●　 髙月まつり/明神　翼650

4/11 ヘヴィーオブジェクト　最も賢明な思考放棄　＃予測不能の結末　鎌池和馬/凪　　良未定 4/26 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？(2）　妹尾尻尾/呉マサヒロ未定

4/11 滅びの季節に《花》と《獣》は(下）　 新　八角/フライ 未定 4/26 異世界エルフの奴隷ちゃん　 柑橘ゆすら/夜ノみつき未定 4/18 帰ってきた元勇者(10）　 ニ　　シ/米白　粕 702

4/11 スターオーシャン：アナムネシス　―Ｔｈｅ　Ｂｅａｃｏｎ　ｏｆ　Ｈｏｐｅ―　和ヶ原聡司/スクウェア・エニックス未定 4/26 転生したので旅行ついでに異世界救っていいですか？　　ポリ外丸/冬馬来彩未定

4/11 魔法科高校の劣等生(25）エスケープ編(下) 佐島　勤/石田可奈未定 4/26 100年後に魔術書として転生したけど現代魔術師は弱すぎる　ざっぽん/はるのいぶき未定 4/1 百錬の覇王と聖約の戦乙女(15）　 イズシロ/ミユキルリア669

4/11 ストライク・ザ・ブラッド　ＡＰＰＥＮＤ(2）　彩昂祭の昼と夜（仮）三雲岳斗/マニャ子未定 4/1 異世界クエストは放課後に！(2）　 空埜一樹/児玉　酉669

4/11 数字で救う！　弱小国家(2）　 長田信織/紅　　緒未定 4/21 初恋は許されぬ愛のはじまり　 キンバリー・ベル/高里ひろ未定 4/1 高１ですが異世界で城主はじめました(13）　 鏡　裕之/ごばん 669

4/11 乃木坂明日夏の秘密　 五十嵐雄策/しゃあ未定 4/1 精霊幻想記(10）　 北山結莉/Riv 669

4/11 パニックキュート帝王学　 上遠野浩平/緒方剛志未定 4/19 年下寮母に甘えていいですよ？(2）　 今慈ムジナ/はねこと未定 4/1 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？(5）　手島史詞/COMTA669

4/11 昔勇者で今は骨(2）　双竜の転生者 佐伯庸介/白　　狼未定 4/19 弱キャラ友崎くん(6）　 屋久ユウキ/フライ未定 4/1 Ｚの時間　 榊　一郎/活断層 669

4/19 漂海のレクキール(2）　 秋目　人/柴乃櫂人未定

4/30 勇者のお師匠様は異世界の魔王を幸せにできるだろうか？　立座翔大/kakao 未定 4/19 編集長殺し(2）　 川岸殴魚/ク　　ロ未定 4/25 レーシングデイズ　 郁子　匠/左　　折750

4/30 Ｆ級討伐屋の死にスキル(2）　 黒九いな/bun150未定

4/30 八月のシンデレラナイン　 未　　定 未定
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