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5/8 うつからの脱出　 下園壮太 713 5/16 華　鬼(4）　 梨　　沙 未定 5/30 ビロウな話で恐縮です日記　 三浦しをん 594 上 偽の囚われ息子　 クラーク・ダールトン＆ウィリアム・フォルツ/若松宣子713

5/8 ゆるい生活　 群ようこ 670 5/16 夢の猫　古道具屋　皆塵堂　 輪渡颯介 未定 5/30 機巧のイヴ(2）　（仮） 乾　緑郎 680 上 彷徨える艦隊ジェネシス　先駆者たち ジャック・キャンベル/月岡小穂1080

5/8 革命の不条理　日本の組織ではなぜ改悪がはびこるのか菊澤研宗 713 5/16 見届け人秋月伊織事件帖(8）　 藤原緋沙子 未定 5/30 オスプレイ殺人事件　 月原　渉 680 下 マークス対テラ　 クルト・マール/増田久美子713

5/8 あの日の「徹子の部屋」　 黒柳徹子 864 5/16 Ｐｒｏｐｏｓｅ　告白は突然に　ミステリー傑作選　日本推理作家協会未定 5/30 介護民俗学という希望　 六車由実 724 上 賢者の怖れ　 パトリック・ロスファス/山形浩生950

5/8 ひとかどの父へ　 深沢　潮 756 5/16 幸腹な百貨店　 秋川滝美 未定 5/30 川越さん姉妹の失恋　 成田名璃子 562 下 ウィッチャー(3）　炎の洗礼 アンドレイ・サプコフスキ/川野靖子1080

5/8 殺人予告　 安東能明 799 5/16 最強の経営者　アサヒビールを再生させた男　高杉　良 未定 5/30 謝るなら、いつでもおいで　 川名壮志 637 下 永訣の波濤　 五代ゆう/天狼プロダクション713

5/16 ウロボロスの基礎論(上）　 竹本健治 未定 5/30 不発弾　 相場英雄 未定 下 ＳＦ飯(2）　辺境デルタ星域の食べ物紀行 銅　　大 821

5/11 人妻添乗員　お乗りあそばせ　（仮） 霧原一輝 778 5/16 ウロボロスの基礎論(下）　 竹本健治 未定 5/30 超常現象　科学者たちの挑戦 NHKスペシャル取材班680 下 遙かなる星(3）　我等の星　彼等の空 佐藤大輔 691

5/11 お汁大好き小池さん　（仮） 橘　真児 778 5/16 ＯＶＥＲ　ＤＲＩＶＥ　 橘　もも 648 5/30 猫を拾いに　 川上弘美 594 下 死霊狩り〔ゾンビー・ハンター〕（全）　 平井和正 1620

5/16 風の如く　吉田松陰篇　 富樫倫太郎 未定 5/30 天平の女帝　孝謙称徳　 玉岡かおる 853 下 冬の炎　 グレン・エリック・ハミルトン1296

5/17 キルプの軍団　 大江健三郎 未定 5/16 可愛い世の中　 山崎ナオコーラ 未定 5/30 砂浜に坐り込んだ船　 池澤夏樹 529 上 死刑囚　 アンデシュ・ルースルンド/ベリエ・ヘルストレム972

5/17 二十四の瞳　 壺井　栄 未定 5/16 南部芸能事務所　ｓｅａｓｏｎ４　オーディション　 畑野智美 未定 5/30 不明解日本語辞典　 髙橋秀実 594 下 誹　謗　 カーアン・ヴァズ・ブルーン＆ベニ・ブトカ/長谷川圭1080

5/17 燃える平原　 フアン・ルルフォ/杉山　晃未定 5/16 池田屋乱刃　 伊東　潤 未定 5/30 恋せよ魂魄　僕僕先生　 仁木英之 680 上 超予測力　不確実な時代の先を読む10カ条 フィリップ・Ｅ・テトロック/ダン・ガードナー1080

5/17 失われた時を求めて(12）　消え去ったアルベルチーヌプルースト/吉川一義未定 5/16 浜村渚の計算ノート　９さつめ　つるかめ算　（仮）青柳碧人 未定 5/30 敦盛おくり　新・古着屋総兵衛(16) 佐伯泰英 680 下 腸科学　健康・長生き・ダイエットのための食事法ジャスティン・ソネンバーグ/エリカ・ソネンバーグ929

5/17 思想家　河合隼雄　 中沢新一/河合俊雄未定 5/16 変愛小説集　日本作家編　 川上弘美/多和田葉子未定 5/30 探偵ＡＩのリアルディープランニング　（仮） 早坂　吝 680

5/17 「どんぐりの家」のデッサン　漫画で障害者を描く山本おさむ 未定 5/16 蜃気楼の犬　 呉　勝浩 未定 5/30 時は止まったふりをする　（仮） 藤石波矢 680 5/2 じゃじゃ馬天使　 ヘレン・ビアンチン/岸上つね子670

5/16 風の陣(5）　烈心篇 高橋克彦 未定 5/30 オレンジシルク　（仮） 神田　茜 680 5/2 やすらぎ　 アン・ハンプソン/三木たか子670

5/3 青い島の教室　 池永　陽 1000 5/16 私立星丘高校料理部　メレンゲの秘密　 ●口直哉 未定 5/30 欧州開戦(3）　 マーク・グリーニー/田村源二637 5/2 裏切りのゆくえ　 サラ・モーガン/木内重子670

5/16 瑕疵借り　 松岡圭祐 未定 5/30 欧州開戦(4）　 マーク・グリーニー/田村源二637 5/2 テキサスの夏　 ダイアナ・パーマー/八雲香子670

下 ペリリュー　 岡村　青 907 5/11 崑崙の玉／漂流　井上靖歴史小説傑作選　 井上　靖 1620 5/2 捨てられたシンデレラ　 ナタリー・リバース/松尾当子670

下 新前軍医のビルマ俘虜記　　 三島四郎 972 5/11 庄野潤三ノート　 阪田寛夫 1836 5/26 君に好きって言いたいけれど。　 善生茉由佳 540 5/2 笑顔の行方　 シャロン・サラ/宇野千里720

下 戦艦「武蔵」　 朝倉豊次 940 5/11 群像短篇名作選　2000～2014　 ●原　登/黒井千次2376 5/26 この幼なじみ要注意。　 みゅーな** 540 5/12 ファルコンの恋人　 エマ・ダーシー/飯田冊子540

下 特攻隊 最後のことば　 北影雄幸 918 5/18 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 5/26 きみと、桜の降る丘で―きみを追う虹。―　（仮）桃風紫苑 540 5/12 恋のスタンバイ　 ジェシカ・スティール/小谷正子540

下 激闘 ラバウル高射砲隊〈新装版〉　 斉藤睦馬 821 5/18 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 5/26 新装版　太陽みたいなキミ　（仮） 永　　瑠 540 5/12 この愛はいつか見た愛　 ジェイン・Ａ・クレンツ/瀬野莉子1000

5/18 知る悲しみ　やっぱり男は死ぬまでロマンティックな愚か者　島地勝彦 864 5/26 恋愛禁止　 西羽咲花月 540 5/12 大人の恋の媚薬　 リン・シルバー/西江璃子840

5/10 禁じられた恋を公爵と　 エリザベス・キージャン/市ノ瀬美麗886 5/11 ヨハネの黙示録　 小河　陽 未定 5/11 私と結婚したいなら　（仮） 夏雪なつめ 680 5/12 天使と野獣　 ビバリー・バートン/辻　早苗810

5/10 海賊に心とらわれて　 カレン・ホーキンス/桐谷真生993 5/11 天皇の歴史(6）　江戸時代の天皇 藤田　覚 未定 5/11 私と副社長のやんごとなき事情　（仮） 高田ちさき 680 5/11 モリーズ・ゲーム　 モリー・ブルーム/越智　睦900

5/11 はだかの起原　不適者は生きのびる　 島　泰三 未定 5/11 今夜君にラブレターを　（仮） 和泉あや 680 5/18 ＦＩＮＤ　ＭＥ(原題）　 Ｊ・Ｓ・モンロー/棚橋志行900

5/26 俳句歳時記　第五版　夏　 角川書店 未定 5/11 新校訂　全訳注　葉隠(中）　 菅野覚明/栗原　剛1890 5/11 御曹司と溺愛ルームシェア　（仮） pinori 680 5/18 ゲティ家の身代金　世界一嫌われた大富豪の一生　ジョン・ピアースン/鈴木美朋900

5/26 骨と墓の考古学　大都市江戸の生活と病 谷畑美帆 未定 5/11 地図の歴史　世界篇・日本篇　 織田武雄 1296 5/11 恋はのちほど！　（仮） 西ナナヲ 680 5/11 御曹司の罠はスイーツよりも甘く　（仮） 佐倉朱音 648

5/26 本はこう読む　文庫千夜千冊 松岡正剛 未定 5/22 サイメシスの迷宮　逃亡の代償　（仮） アイダサキ 713 5/11 艶恋繚乱～かりそめの契り　（仮） 水守恵蓮 680 5/11 ハニーハニー・トラップハニー　（仮） 能迅なのと 648

5/26 デザインは編集だ！　文庫千夜千冊 松岡正剛 未定 5/22 閻魔堂沙羅の推理奇譚(2）　 木元哉多 713 5/11 元帥閣下は勲章よりも男装花嫁を所望する　（仮）真彩－mahya－ 680

5/26 増補版　「戦後」の墓碑銘　平成の転換点 白井　聡 未定 5/22 臨床真実士ユイカの論理　踊る人魚　 古野まほろ 778 5/26 浅草の憑依屋さん　（仮） 涙　　鳴 680 5/9 すべて忘れて生きていく　 北大路公子 691

5/26 接　触　（仮） クレア・ノース/雨海弘美未定 5/22 緑衣の美少年　 西尾維新/キナコ 680 5/26 はじまりは、図書室。　（仮） 虹　　色 680 5/9 闇に咲く　おいち不思議がたり（仮） あさのあつこ 821

5/26 黒い遭難碑　山の霊異記 安曇潤平 未定 5/26 約束のタイムカプセル　（仮） 小春りん 680 5/9 吉原花魁事件帖――青楼の華　（仮） 有馬美季子 734

5/26 フォア・フォーズの素数　 竹本健治 未定 5/10 もののけ三昧　九十九字ふしぎ屋商い中（仮） 霜島けい 未定 5/26 未　定　 未　　定 680 5/16 文蔵　2018.6　 「文蔵」編集部 756

5/26 ＢＬＯＯＤ　ＡＲＭ　 大倉崇裕 未定 5/10 「ななつ星」一〇〇五番目の乗客　 西村京太郎 未定 5/26 君への一歩を ～陽だまりの場所へ～　（仮） ミケハラ 648

5/26 子どもがうとましい　愛せない親のための処方箋名越康文/猪熊弘子未定 5/10 さえこ照ラス　 友井　羊 未定 5/26 ずっと君と　（仮） わたあめ 648 5/2 すべてのＪ・ＰＯＰはパクリである。　 マキタスポーツ 未定

5/26 メイズ・ランナー(3）　最期の迷宮 ジェイムズ・ダシュナー/田内志文未定 5/10 殺意の矛盾　（仮） 新津きよみ 未定 5/10 コンフィデンスマンｊｐ(上）　 木俣　冬/古沢良太未定

5/26 偽弾の墓　警視庁53教場　 吉川英梨 未定 5/10 悪漢記者　（仮） 安達　瑶 未定 5/9 推理は空から舞い降りる　浪速国際空港へようこそ　喜多喜久 691 5/2 インターンズ・ハンドブック　（仮） シェイン・クーン 未定

5/26 わが家は●園の拝み屋さん(8）　祭りの夜と青い春の秘めごと望月麻衣 未定 5/10 欲望刑事　永田町特区警察（仮） 沢里裕二 未定 5/9 警視庁捜査二課・郷間彩香　パンドーラ　 梶永正史 680

5/26 リトル・バイ・リトル　 島本理生 未定 5/10 鬼面村の殺人　新装版　黒星警部シリーズ 折原　一 未定 5/9 人には教えたくないグレーゾーンな知識500　 裏の処世術研究倶楽部745 5/11 青春の十字架　 森村誠一 710

5/26 地獄くらやみ花もなき　 路生よる 未定 5/10 はぐれ捜査(2）　警視庁特命遊撃班（仮） 南　英男 未定 5/9 大人の常識 ビジネス法則大全　 トキオ・ナレッジ 648 5/11 犯人に告ぐ(2）闇の蜃気楼(上) 雫井脩介 680

5/26 金色の獣、彼方に向かう　 恒川光太郎 未定 5/10 狼は復讐を誓う　エアウェイ・ハンター・シリーズ　第二部アムステルダム大藪春彦 未定 5/11 犯人に告ぐ(2）闇の蜃気楼(下) 雫井脩介 660

5/26 代理店戦争24時～ＰＪアフリカ～　（仮） 未　　定 未定 5/10 隠岐伝説殺人事件(上）　 内田康夫 未定 5/10 ミッドナイト・サン　タイヨウのうた　（仮） 坂東賢治 810 5/11 14歳の水平線　 椰月美智子 720

5/26 宮廷神官物語　少年は学舎を翔ける 榎田ユウリ 未定 5/10 隠岐伝説殺人事件(下）　 内田康夫 未定 5/22 とろめき未亡人喫茶　（仮） 葉月奏太 702 5/11 ひとたびバイクに　 山田深夜 740

5/26 暴　走　 周木　律 未定 5/10 地の指(上）　松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定 5/22 怨結び　（仮） 104 702 5/11 人喰い　 笹沢左保 660

5/26 ｄｅｌｅ　 本多孝好 未定 5/10 地の指(下）　松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定 5/29 女盛りの島 〈新装版〉　（仮） 橘　真児 702 5/11 出雲のあやかしホテルに就職します(4）　 硝子町玻璃 630

5/26 明日、きみが花と散っても　 柳瀬みちる 未定 5/10 甲賀三郎　大阪圭吉　ミステリー・レガシー ミステリー文学資料館未定 5/30 「忌」怖い話　回向怪談　（仮） 加藤　一 702 5/11 奈良町万葉あやかし茶房(2）　 遠藤　遼 650

5/26 弁当屋さんのおもてなし　ほっこり肉じゃがと母の味喜多みどり/イナコ未定 5/10 獅子の門　群狼編　 夢枕　獏 未定 5/30 実話怪事記　穢れ肉　（仮） 真白　圭 702 5/11 不倫日記　（仮） 雨宮　慶 690

5/26 罪人よやすらかに眠れ　 石持浅海 未定 5/10 獅子の門　玄武編　 夢枕　獏 未定 5/30 実話奇譚　夜葬　（仮） 川奈まり子 702 5/11 葵の密使(2）　 稲葉　稔 660

5/26 代　体　 山田宗樹 未定 5/10 白　刃(24）　鬼役（仮） 坂岡　真 未定 6/1 エベレストの鉤十字(上）　（仮） ハリー・ファージング/島本友恵756 5/11 業の寺　（仮） 千野隆司 660

5/26 九十九怪談　第九夜　 木原浩勝 未定 5/10 小夜左文字　　御刀番左京之介(10) 藤井邦夫 未定 6/1 エベレストの鉤十字(下）　（仮） ハリー・ファージング/島本友恵756 5/11 天満明星池　 加瀬政広 690

5/26 真実の檻　 下村敦史 未定 5/10 上野の許嫁　関八州御用狩り（仮）(3) 幡　大介 未定 5/8 ふしだら嫁一族　（仮） 梶　怜紀 713 5/11 べらぼうめ！　 金子成人 660

5/26 シャーロック・ホームズ最後の挨拶　 コナン・ドイル/駒月雅子未定 5/10 すずらん通りベルサイユ書房リローデッド！　（仮）七尾与史 未定 5/15 濡れる女官能小説家　（仮） 鷹澤フブキ 713 5/11 月　蝕　（仮） 山根誠司 650

5/26 三毛猫ホームズの降霊会　 赤川次郎 未定 5/10 八月の光　 フォークナー/黒原敏行未定

5/26 夜ごと死の匂いが　 西村京太郎 未定 5/10 傾城の恋／封鎖　 張愛玲/藤井省三未定 5/10 世界のことば　アイウエオ　 黒田龍之助 670 5/26 隠居右善　江戸を走る(6）　 喜安幸夫 700

5/26 新火盗改鬼与力　 鳥羽　亮 未定 5/10 田中角栄の真実　 徳本栄一郎 未定 5/10 開高健ベスト・エッセイ　 開高　健/小玉　武1026 5/26 御庭番の二代目(7）　 氷月　葵 700

5/26 粘膜探偵　 ●村　行 未定 5/10 東京「裏メシ屋」紀行　 刈部山本 未定 5/10 父と私　恋愛のようなもの　 森　茉莉/早川茉莉864 5/26 小言又兵衛　天下無敵　（仮） 飯島一次 700

5/26 夢に抱かれて見る闇は　 岡部えつ 未定 5/10 赤い猫　短篇ミステリ傑作選 仁木悦子/日下三蔵950 5/26 淫脳王　（仮） 睦月影郎 750

5/16 文豪Aの時代錯誤な推理　 森　晶麿/カズアキ未定 5/19 グレイ　 堂場瞬一 未定 5/10 貧乏まんが　 山田英生 842 5/26 女神たちの館　（仮） 館　淳一 933

5/16 妖狐の執事はかしずかない　 古河　樹/サマミヤアカザ未定 5/19 光のない海　 白石一文 未定 5/10 お金と幸せの教科書　 藤原和博 799 5/19 プロミス・ノット・トゥ・テル　（原題） ジェイン・アン・クレンツ/安藤由紀子1110

5/16 ニセ恋シンデレラ　 八巻にのは/相原実貴未定 5/19 持たざる者　 金原ひとみ 未定 5/10 鶴見俊輔全漫画論(1）　漫画の読者として 鶴見俊輔/松田哲夫1836 5/19 クレイミング・ハー　（原題） クリス・ケネディ/桐谷知未1274

5/16 吉祥寺のパン兄弟　祖母が遺した焼き立てバタール半田　畔/市川けい未定 5/19 中年だって生きている　 酒井順子 未定 5/10 鶴見俊輔全漫画論(2）　日本の漫画の指さすもの鶴見俊輔/松田哲夫1728 5/11 淫らなヨガ教室　（仮） 尾張弘樹 741

5/26 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 5/19 日本人はなぜ存在するか　 與那覇潤 未定 5/10 入門　多変量解析の実際　 朝野熙彦 1296 5/11 素人告白集　痴女妻　（仮） 性実話研究会 741

5/26 過去で君が待っている。　 吉月　生 未定 5/19 フーテンのマハ　 原田マハ 未定 5/10 増補　革命的な、あまりに革命的な　「1968年の革命」史論●　秀実 1620

5/26 笑う書店員の多忙な日々　 石黒敦久 未定 5/19 過　去　（仮） 小杉健治 未定 5/10 初学者のための　中国古典文献入門　 坂出祥伸 1296 5/24 夢の混浴旅行　 香坂燈也 未定

5/26 オーダーは探偵に　謎解きいざなう舶来の招待状近江泉美 未定 5/19 楽園の涙　　沖縄コンフィデンシャル 高嶋哲夫 未定 5/24 後妻狩り　 麻実克人 未定

5/26 休日に奏でるプレクトラム　 神戸遥真 未定 5/19 オーバーキル　バッドカンパニー(2) 深町秋生 未定 5/23 坊っちゃん殺人事件　新装版 内田康夫 691 5/24 いっぱいしてあげる　 美原春人 未定

5/26 真夜中は旦にゃ様　～モノノケ恋奇譚～ 帆高けい 未定 5/19 未　定　 田中啓文 未定 5/23 レイテ戦記(2）　 大岡昇平 1296 5/24 理性瓦解　 柊　悠哉 未定

5/19 ばけもの好む中将(7）　（仮） 瀬川貴次 未定 5/23 尾木ママの孫に愛される方法　 尾木直樹 864 5/24 女教師は僕の宝物　 鷹羽　真 未定

5/16 遠く空は晴れても　ブラディ・ドール(11）　 北方謙三 626 5/19 くろご(2）　（仮） 中谷航太郎 未定 5/23 ハウスキーパー亜美の日記　（仮） 鯨統一郎 691 5/24 悪魔の杜　 九十九魁 未定

5/16 復活の日（新装版）　 小松左京 未定 5/19 亀助の謎解きレシピ　（仮） 八木圭一 未定 5/23 夏目漱石を江戸から読む　付・正宗白鳥「夏目漱石論」小谷野敦 918

5/16 横浜ではまだキスをしない　 ●口有介 未定 5/19 パールストリートのクレイジー女たち　 トレヴェニアン 未定 5/23 マインド　 今野　敏 734 5/16 恋愛解決部！　 叶田キズ 756

5/16 キッチン風見鶏　 森沢明夫 未定 5/19 ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂 マーギー・プロイス未定 5/23 スマイリング！(2）　（仮） 土橋章宏 691

5/16 日雇い浪人生活録(5）　金の邀撃 上田秀人 691 5/19 下鴨アンティーク　アリスの宝箱　 白川紺子/井上のきあ未定 5/23 「のと恋路号」殺意の旅　新装版 西村京太郎 670 5/11 玉依姫　 阿部智里 842

5/16 浅草料理捕物帖シリーズ(5）　（仮） 小杉健治 724 5/19 相棒は小学生　図書館の少女は新米刑事と謎を解く　ひずき優/木下けい子未定 5/23 川の光　 松浦寿輝 799 5/11 ＭＩＬＫ　 石田衣良 756

5/16 蔦屋重三郎事件帖シリーズ(2）　（仮） 鈴木英治 691 5/19 イケメン隔離法　俺たちのゆうぐれウィルス　 相羽　鈴/緒　　花未定 5/23 レインコートを着た犬　 吉田篤弘 691 5/11 さよなら、ニルヴァーナ　 窪　美澄 918

5/19 君が死ぬ未来がくるなら、何度でも　 茅野実柚/爽　　爽未定 5/23 新しい学(上）　 ジャンバッティスタ・ヴィーコ/上村忠男1728 5/11 半分、青い。(上）　 北川悦吏子 918

5/3 夏目漱石、読んじゃえば？　 奥泉　光 未定 5/23 新しい学(下）　 ジャンバッティスタ・ヴィーコ/上村忠男1728 5/11 桑港特急　 山本一力 1080

5/3 現古辞典　いまのことばから古語を知る 古橋信孝/鈴木　泰1512 5/9 フール・ミー・ワンス　 ハーラン・コーベン1004 5/23 回顧録(上）　 牧野伸顕 1080 5/11 スクラップ・アンド・ビルド　 羽田圭介 702

5/3 小林カツ代のきょうも食べたいおかず　 小林カツ代 691 5/9 口中医桂助事件帖　毒花伝　 和田はつ子 659 5/23 回顧録(下）　 牧野伸顕 1080 5/11 波止場浪漫(上）　 諸田玲子 950

5/3 山手線をゆく、大人の町歩き　 鈴木伸子 734 5/9 絵草紙屋万葉堂　鉢植えの梅　 篠　綾子 680 5/23 ツァラトゥストラ　 ニーチェ/手塚富雄1620 5/11 波止場浪漫(下）　 諸田玲子 950

5/3 児次郎吹雪・おたふく物語　 山本周五郎 713 5/9 逆説の日本史(21）幕末年代史編(4) 井沢元彦 788 5/11 闇の歯車　 藤沢周平 756

5/3 新しいおとな　 石井桃子 799 5/9 鉄道リドル　 佐藤青南 659 5/12 日曜の午後はミステリ作家とお茶を　 ロバート・ロプレスティ/髙山真由美未定 5/11 踊り子と探偵とパリを　 小路幸也 886

5/3 お前らの墓につばを吐いてやる　 ボリス・ヴィアン/鈴木創士950 5/9 32歳ひとり不幸ＯＬが幸せ引き寄せちゃう話　 櫻井千姫 616 5/12 火災調査官　 福田和代 未定 5/11 裏の木戸はあいている　山本周五郎名品館(2)山本周五郎/沢木耕太郎1080

5/3 はい、チーズ　 カート・ヴォネガット/大森　望994 5/9 狐坂なんでも屋　 後藤リウ 616 5/12 気まぐれ食堂　神様がくれた休日 有間カオル 未定 5/11 肉まんを新大阪で　 平松洋子 778

5/17 天皇と元号から読みとく日本史　（仮） 内藤博文 734 5/9 女神様の料理帖　 相内　藍 551 6/1 盲目の理髪師〔新訳版〕　 ジョン・ディクスン・カー/三角和代未定 5/11 世界史一気読み　宗教改革から現代まで 文藝春秋 886

5/17 ２時間でわかる始皇帝と戦国時代　（仮） 歴史の謎を探る会734 5/9 司馬●太郎がゆく　 半藤一利/山折哲雄未定 6/1 空の幻像　 アン・クリーヴス/玉木　亨未定 5/11 江戸春画考　 永井義男 842

6/1 夫の秘密(上）　（仮） リアーン・モリアーティ/和爾桃子未定 5/11 霧（ミスト）　 スティーヴン・キング/矢野浩三郎1026

5/11 怪盗鼠推参(1）　 稲葉　稔 未定 5/12 謹訳　源氏物語(6）　 林　　望 821 6/1 夫の秘密(下）　（仮） リアーン・モリアーティ/和爾桃子未定 5/11 イエス・キリストは実在したのか？　 レザー・アスラン/白須英子1134

5/12 修羅の契り　風の市兵衛　弐 ●堂　魁 未定 6/1 イメコン　 遠藤彩見 未定 5/11 風立ちぬ　 スタジオジブリ＋文春/文春文庫1350

中 大江戸巨魂侍(14）　妖異！血みどろ姫 鳴海　丈 720 5/12 追撃の報酬　新・傭兵代理店（仮）(10) 渡辺裕之 未定 6/1 星水晶の歌(上）サラファーンの星(4) 遠藤文子 未定

5/12 浜辺の銀河　崖っぷち町役場(2) 川崎草志 未定 6/1 星水晶の歌(下）サラファーンの星(4) 遠藤文子 未定 5/19 萌え文学傑作選(5）　 山谷哲夫 864

5/10 無敵の殿様(5）　 早見　俊 702 5/12 スーツケースの半分は　 近藤史恵 未定

5/10 ぼんくら同心と徳川の姫(8）　 聖　龍人 702 5/12 十津川警部捜査行　恋と哀しみの北の大地　 西村京太郎 未定 5/3 紅い鷹　 矢月秀作 691 5/9 迷い家の管理人　（仮） 藍沢羽衣 713

5/10 無双の拝領剣(3）　 山田　剛 702 5/12 虹猫喫茶店　 坂井希久子 未定 5/3 霧の夜にご用心　 赤川次郎 691 5/9 神様の身代金　 植原　翠 734

5/10 若さま人情剣(上）　 山手樹一郎 702 5/12 金曜日、銀座で18時　 草凪　優 未定 5/3 奇跡の男　 ●坂妻夫 691 5/9 天才遺体修復人Ｍ　 葉月　香 691

5/10 若さま人情剣(下）　 山手樹一郎 832 5/12 わすれ落雁　読売屋お吉　甘味帖(2) 五十嵐佳子 未定 5/3 殺　界　 麻倉一矢 713 5/9 英国幻視の少年たち(6）　 深沢　仁 713

5/10 北朝鮮大侵攻！　 草薙圭一郎 1000 5/12 まったなし　落ちぶれ若様奮闘記(2) 経塚丸雄 未定 5/3 荒波越えて　 倉阪鬼一郎 724

5/10 警官殺し　囮捜査(2）　 南　英男 724 5/12 菩薩花　羽州ぼろ鳶組(5) 今村翔吾 未定 5/3 雑賀の女鉄砲撃ち　 佐藤恵秋 810 5/22 運命屋　幸せの代償は過去の思い出（仮） 植原　翠/イリヤ 699

5/3 無限のビィ(上）　 朱川湊人 810

中 本当は怖ろしい世界の名家　 歴史ミステリー研究会700 5/11 人生を変える出会いの法則　 本田　健 702 5/3 無限のビィ(下）　 朱川湊人 810 5/29 触れるだけで「ホッ」とストレスを軽くする本　 外尾幸恵 680

中 文豪たちが書いた　「犬」の名作短編集　 彩図社文芸部 680 5/11 頭のいい人は「答え方」で得をする　 樋口裕一 702 5/3 ヤイトスエッド　 吉村萬壱 680 5/29 それ、「心理学」で説明できます！　 清田予紀 680

5/11 心の強い男の子の育て方　 和田秀樹 702 5/3 師走の扶持　京都鷹ヶ峰御薬園日録 澤田瞳子 702 5/29 いいことが次々やってくる「言霊」の力　 黒戌　仁 680

5/11 なんでも仙人の夢をかなえるとっておきの方法　みやがわみちこ 756 5/11 目が絶対よくなる21の小さな習慣　 今野清志 734 5/19 仕事に集中する人の超シンプル仕事術　 岡田充弘 680

5/3 ひらめきスイッチ大全　 知的創造研究会 1080 5/19 開運！　御朱印手帖　 菊池洋明 680

5/10 ヨソでは聞けない話　「食べ物」のウラ　 ●情報取材班 745 5/10 15年目のデート　 スーザン・ブロックマン/緒川久美子972 5/3 ロボットの脅威　 マーティン・フォード/松本剛史1080 5/19 頭にやさしい雑学の本　 竹内　均 680

5/10 失われた世界史　封印された50の真相　 歴史の謎研究会 961 5/10 ママ探偵の事件簿(1）　ママ、探偵はじめます カレン・マキナニー/上條ひろみ1015 5/3  リーダーは最後に食べなさい！　 サイモン・シネック/栗木さつき972 5/19 知れば知るほど面白い会計の本　 出口秀樹 680

5/19 子どもがいてもできるシンプルな暮らし　 梶ヶ谷陽子 680
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5/3 執愛の搦め手　（仮） 市尾彩佳/みずきたつ691 5/16 司書と王女の世界大戦　アイリス王国再興記 津田彷徨/necomi未定 5/19 俺の立ち位置はココじゃない！(2）　 宇津田晴/おしおしお未定

5/3 伯爵の恋わずらい　（仮） 外堀鳩子/アオイ冬子713 5/19 ≪このラブコメがすごい！！≫堂々の三位！　飛田雲之/かやはら未定

5/31 新月の覚醒者　 斉藤ゆうすけ/未　　定未定 5/19 弱キャラ友崎くん(6）　 屋久ユウキ/フライ未定

5/21 いきなり魔族と言われても　（仮） 四ノ宮慶/小山田あみ734 5/31 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(2）　あまうい白一/うなさか未定 5/19 ピンポンラバー　 谷山走太/みっつばー未定

5/31 フラワーナイトガール　古代の花園へ(2) 月本　一/Mg栗野未定 5/19 六人の赤ずきんは今夜食べられる　 氷桃甘雪/シ　　ソ未定

中 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝　ソード・オラトリア(10）　大森藤ノ/はいむらきよたか670 5/31 異世界行けなかった同盟　（仮） 更伊俊介/有河サトル未定

中 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝　ソード・オラトリア(10）　ドラマＣＤ付き限定特装版大森藤ノ/はいむらきよたか2592 5/31 異世界ですが魔物栽培しています。(4）　 雪月花/shri 未定 5/10 蟻の婚礼　（仮） 手嶋サカリ/Ciel 745

中 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか？　 望　公太/ななせめるち659 5/10 エッチのうまいイケメンがなぜ俺を口説くのかわからない　義月粧子/北沢きょう713

中 可愛い女の子に攻略されるのは好きですか？(2）　天乃聖樹/kakao 648 5/21 ゲーマーズ！(10）　天道花憐と不意打ちアップデート葵せきな/仙人掌未定 5/10 白百合王の調教　（仮） 西野　花/石田　要713

中 最弱無敗の神装機竜《バハムート》(15）　 明月千里/春日　歩659 5/21 いづれ神話の放課後戦争〈ラグナロク〉(9）　（仮）なめこ印/よう太 未定

中 天才王子の赤字国家再生術　～そうだ、売国しよう～鳥羽　徹/ファルまろ637 5/21 カネは敗者のまわりもの(2）　 玖城ナギ/Mika Pikazo未定 5/11 運命ではありません　 一穂ミチ/梨とりこ691

5/21 お助けキャラに彼女がいるわけないじゃないですか(2）　はむばね/sune 未定 5/11 甘い嘘　 安西リカ/三池ろむこ670

5/24 劣情恋鎖　 釘宮つかさ/八千代ハル700 5/21 恋愛至上都市の双騎士(2）　 篠宮　夕/けこちゃ未定

5/21 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい(5）　合田拍子/nauribon未定 5/12 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界(4）　 蒼空チョコ 691

5/26 外れスキル〔地図化（マッピング）〕を手にした少年は最強パーティーとダンジョンに挑む(1）　鴨野うどん/雫綺一生未定 5/21 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する　１．神話殺しの優等生下等妙人/水野早桜未定

5/26 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント(8）　ネコ光一/Nardack未定 5/21 放課後は、異世界喫茶でコーヒーを(3）　 風見鶏/ｕ　　介 未定 5/11 特命！キケンな情事　 御木宏美 691

5/26 神話伝説の英雄の異世界譚(10）　 奉/ミユキルリア 未定 5/21 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……(8）　滝沢　慧/睦　　茸未定 5/11 駆け引きラヴァーズ　 綾瀬麻結 691

5/21 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ(15）　―オンリーセンス・オンライン―アロハ座長/ゆきさん未定 5/11 溺愛幼なじみと指輪の約束　 玉紀　直 691

5/29 愛ってどこにある？　 水原とほる/水名瀬雅良724 5/21 真・天地無用！魎皇鬼外伝　天地無用！ＧＸＰ(17）　簾座編梶島正樹 未定

5/29 未　定　 和泉　桂/Ciel 710 5/12 異世界で失敗しない100の方法(3）　 青蔵千草 691

5/29 きみはぼくのつがい　（仮） 栗城　偲/コウキ。680 下 奴隷の私と王女様　～異世界で百合の出会い～（仮）上田ながの/ここあ778 5/12 私がアンデッド城でコックになった理由(2）　 山石コウ 691

5/29 華は褥に咲き狂う(3）　（仮） 宮緒　葵/小山田あみ680 5/12 お嬢、メイドになる！　 相沢桃花 691

下 人妻とＮＴＲ温泉旅行　（仮） 天草　白/あらくれ770

5/26 緋弾のアリア(28）　 赤松中学/こぶいち未定 下 コワレモノ：璃沙　（仮） 089タロー/よしろん770 5/12 魔拳のデイドリーマー(4）　 西　和尚 659

5/26 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？　(5）　花間　燈/sune 未定 5/12 ルーントルーパーズ(9）　自衛隊漂流戦記 浜松春日 659

5/26 君死にたもう流星群　 松山　剛/珈琲貴族未定 5/19 罪な劣情　 愁堂れな/陸裕千景子680 5/12 ダンジョンシーカー(3）　 サカモト666 659

5/26 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？(4）　三河ごーすと/ねこめたる未定 5/19 恋する罪のつづき　 いおかいつき/麻々原絵里依648

5/26 西野　～学内カースト最下位にして異能世界最強の少年～(2）　ぶんころり/またのんき●未定 5/19 ダブルダディ　 野原　滋/街子マドカ680 5/23 黙って私を抱きなさい！～年上眼鏡秘書は純情女社長を大事にすぎている　（仮）兎山もなか/すがはらりゅう810

5/26 心理学で異世界ナンパ建国記　 ゆうきゆう/Blue-GK未定 5/19 キャンディカラーの世界できみと　 中庭みかな/すずくらはる734 5/23 リケジョの恋　（仮） 鳴海　澪/SHABON810

5/26 俺もおまえもちょろすぎないか(2）　 保住　圭/すいみゃ未定 5/19 愛罪アルファは恋にさまよう　 ナツ之えだまめ/金ひかる734

5/26 マギステル・マーチャント(2）　ヒモ野郎が口先だけで億万長者を目指すそうです砥石大樹/りいちゅ未定 5/2 魔術士オーフェンはぐれ旅　魔王編　 秋田禎信/草河遊也788

5/26 精霊使いの剣舞(18）　 志瑞　祐/〆鯖コハダ未定 5/3 こんな僕が荒川さんに告白ろうなんて、おこがましくてできません(2）　清水　苺/シ　　ソ 702

5/26 14歳とイラストレーター(5）　 むらさきゆきや/溝口ケージ未定 5/3 こちら異世界転生取締局(2）　 愛坂タカト/檜坂はざら648 5/28 玉の輿ご用意しました(3）　（仮） 栗城　偲/高緒　拾648

5/3 →ぱすてるぴんく。　 悠寐ナギ/和　　●未定 5/28 未　定　 秀香穂里/新藤まゆり648

5/2 雪崎光は俺にラブコメを教えたい　 和見俊樹/アルデヒド未定 5/3 スタンピード！！　 浦土之混乱/中島　諒未定 5/28 毎日晴天！(15）　（仮） 菅野　彰/二宮悦巳648

5/2 戦闘員、派遣します！(2）　 暁なつめ/カカオ・ランタン未定 5/3 業焔の大魔導士(2）　～まだファイアーボールしか使えない魔法使いだけど異世界最強～鬱沢色素/あゆま紗由670

5/2 スーパーカブ(3）　 トネ・コーケン/博未定 5/3 おいなりさんは恋をする。　 相原　慶/Syroh 648 5/31 Ｓランクの女冒険者が俺の奴隷になりました(1）　村人Ｚ/ぽかちゅ 620

5/2 ヒマワリ：ｕｎＵｔｏｐｉａｌ　Ｗｏｒｌｄ(6）　 林トモアキ/マニャ子未定 5/31 帰還した勇者の後日譚(2）　 月夜乃古狸/吉沢メガネ680

5/2 ノーブルウィッチーズ(8）　第506統合戦闘航空団　英雄！南房秀久/島田フミカネ&Projekt World Witches未定 5/21 獣人騎士の恋愛事情　（仮） 百門一新/晩亭シロ689 5/31 結界師への転生(3）　 片岡直太郎/雫綺一生670

5/2 復讐の聖女　 高橋祐一/岩本ゼロゴ未定 5/21 竜騎士のお気に入り(4）　（仮） 織川あさぎ/伊藤明十689 5/31 チート魔術で運命をねじ伏せる(7）　 月夜　涙/夜ノみつき620

5/2 終末なにしてますか？　もう一度だけ、会えますか？(6）　枯野　瑛/ue 未定 5/31 神眼の勇者(8）　 ファースト/晃田ヒカ620

5/2 異世界が地球を制圧して100年、東京に帰ったらエルフの家族ができました。　木村心一/八重樫南未定 6/1 王太子妃になんてなりたくない！！(6）　 月神サキ/蔦森えん700

5/24 梟はなぜ烏を黒く染めたのか　 中原一也/奈良千春669

5/2 いじわる令嬢のゆゆしき事情　白雪姫の逃避行九江　桜/成瀬あけの未定 5/22 黒豹社長の教育指導　 柚木ユキオ 702 5/24 複合獣と銀の麗人　 今城けい/亀井高秀756

5/2 白銀王の日帰り王妃　 守野伊音/黒野ユウ未定 5/22 悪魔との赤ちゃんパーティ　 樹生かなめ/加賀見炬702 5/24 文学男子のほっこり恋レシピ　 牧山とも/小椋ムク669

5/2 それでも、西内くんと恋がしたい　 滝沢美空/朝香のりこ未定

5/22 仁義なき嫁　 高月紅葉/桜井レイコ756 5/11 冷酷皇帝の甘い寵愛　 白ヶ音雪/篁　ふみ750

5/2 野獣のツガイ　 天野かづき/陸裕千景子未定 5/22 スパダリアルファと新婚のつがい　 ゆりの菜櫻/アヒル森下734 5/11 女神官と青い目の男　 夏井由依/周防佑未750

5/2 皇帝陛下のかりそめの愛妻　 塩山オーロラ/森原八鹿未定

5/2 神様が初恋に戸惑っているようです　 佐倉　温/緒田涼歌未定 5/11 百々とお狐の見習い巫女生活(2）　 千　　冬/紅木　春713 中 僕の小さなエルフ義母　 わかつきひかる/うるし原智志未定

5/11 まつりの夜、ぼくたちは。　 咲間十重/吉田ヨシツギ713 中 のじゃロリ狐へ嫁入り！　（仮） ほんじょう山羊/竹花ノート未定

5/2 王宮家族物語　ママとちびっこと王太子殿下　水島　忍/弓槻みあ未定 中 るー先輩は躾けられたい（調教してくれなきゃ咬んじゃうぞ）　（仮）青橋由高/やんよ未定

5/26 悪役令嬢　（仮） 森本あき/旭　　炬690 中 催眠アプリ　（仮） 上原りょう/愛上　陸未定

5/11 最強をこじらせたレベルカンスト剣聖女ベアトリーチェの弱点(6）　その名は『ぶーぶー』鎌池和馬/真　　早未定 5/26 冷酷王の献身　（仮） 小出みき/Ciel 690

5/11 最高の二次元嫁とつきあう方法　 芦屋六月/未　　定未定 5/26 初恋夫婦　恋の続きは、軍人侯爵様と　（仮） 麻生ミカリ/ウエハラ蜂690 5/11 共喰い　（仮） 秀香穂里/松田うさち子未定

5/11 悪魔の孤独と水銀糖の少女　 紅玉いづき/赤岸　K未定

5/11 処刑タロット(2）　 土橋真二郎/植田　亮未定 5/17 未　定　 早瀬響子/上原た壱740 中 恋する軍服　武骨な中将の熱烈プロポーズ　（仮）柚原テイル/DUO BRAND.未定

5/11 ソードアート・オンライン　プログレッシブ(6）　 川原　礫/abec 未定 中 溺愛婚　（仮） せらひなこ/旭　　炬未定

5/11 １パーセントの教室(2）　 松村涼哉/竹岡美穂未定 5/8 嫁ぐのは、初めての恋を終わらせたあとで。　（仮）橘　柚葉/ゴゴちゃん740 中 強面な隊長様は溺愛の限度を知らない　（仮）芹名りせ/坂本あきら未定

5/11 異世界ＪＫ町おこし　～このことについて、魔族に依頼してよろしいか伺います～くさかべかさく/sune未定

5/11 スカートのなかのひみつ。　 未　　定 未定 5/29 春華杏林医治伝　～気鋭の乙女は史乗を刻む～　小田菜摘/雲屋ゆきお691 上 押しかけ婚！　俺様で強引な社長サマがウチから出てってくれません！水島　忍/水野かがり未定

5/11 三角の距離は限りないゼロ　 岬　鷺宮/Hiten 未定 5/29 薬草令嬢ともふもふの旦那様　 江本マシメサ/カスカベアキラ659 上 マイ・コンシェルジュ　御曹司と秘密の新人教育（仮）蒼生根子/倖月さちの未定

5/11 86―エイティシックス―Ep.4　―アンダー・プレッシャー―安里アサト/しらび未定 上 愛のいいなり　孤独な御曹司と淫靡な遊戯 佐々千尋/駒城ミチヲ未定

5/11 叛逆せよ！　英雄、転じて邪神騎士(2）　 杉原智則/魔太郎未定 5/26 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！(4）　森田季節/47AgDragon未定

5/11 まさか勇者が可愛すぎて倒せないっていうんですか？　真代屋秀晃/未　　定未定 5/26 ソロ神官のＶＲＭＭＯ冒険記　～どこから見ても狂戦士です本当にありがとうございました～　原　　初/へいろー未定 5/12 アーサー・ラザフォード氏の純真なる誓い　 名倉和希/逆月酒乱650

5/26 この度、公爵家の令嬢の婚約者となりました。しかし、噂では性格が悪く、十歳も年上です。　市村鉄之助/夕　　薙未定

5/16 没落令嬢の異国結婚録(2）　 江本マシメサ/ま　　ち未定 5/26 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム(5）　新木　伸/卵の黄身未定 5/2 ＶＲＭＭＯ学園で楽しい魔改造のススメ(4）　 ハヤケン/晃田ヒカ669

5/16 秘密の姫君はじゃじゃ馬につき　 かわせ秋/種村有菜未定 5/26 転生特典でコミュ力に全振りしたわたし最強でかわいい！　神庭武敏/和武はざの未定 5/2 勤労魔導士が、かわいい嫁と暮らしたら？(2）　空埜一樹/さくらねこ669

5/16 学園結婚狂騒曲　その恋、やり直してもらいます！小野上明夜/島田ちえ未定 5/26 「まもの」の君に僕は「せんせい」と呼ばれたい　花井利徳/お久しぶり未定 5/2 最強魔法師の隠遁計画(6）　 イズシロ/ミユキルリア669

5/16 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。(3）　富樫聖夜/カスカベアキラ未定 5/2 俺が勇者じゃ救えない！？(2）　 コクトー/北　　熊 669

5/2 常敗将軍、また敗れる　 北条新九郎/伊藤宗一669
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