
2021年 　1月発売　コミック　（発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価

KADOKA 8 暁花薬殿物語（２） 霜月星良/佐々木禎子ほ 660 KADOKA 27 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルド 朱月十話/ＲＯＨＧＵＮほか未定 講談社 15 SHAMAN KING（26） 武井宏之 600 小学館 8 私が恋などしなくても（５） 一井かずみ 454
KADOKA 8 アサルトリリィ　League of Gardens -full bloom 月並甲介/阿羅本景ほか 727 KADOKA 27 宝石省の新人（３） まりむぅ 未定 講談社 15 左手のための二重奏（３） 松岡健太 650 小学館 8 ラブファントム（11） みつきかこ 454
KADOKA 9 シネマこんぷれっくす！（６） ビリー 未定 KADOKA 27 異世界行ったら、すでに妹が魔王として君臨し根田啓史 未定 講談社 20 マガイモノ（２） 今井神 730 小学館 8 君がブルーバード（１） 山田こもも 454
KADOKA 9 村人ですが何か？（８） 鯖夢/白石新ほか 未定 KADOKA 27 アエカナル（１） 笹倉綾人 未定 講談社 20 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカン 岡沢六十四/るれくちぇほ 720 小学館 8 数字であそぼ。（５） 絹田村子 454
KADOKA 9 咎なスキルで無双する異世界ハーレム怪盗団深山ユーキ/木曽フミヒロ 未定 KADOKA 27 IDOLY PRIDE Beginning of Lodestar（１） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤ 未定 講談社 20 異世界からの企業進出！？（３）　～元社畜が 　七士七海/鵜山はじめほか 660 小学館 8 神無月紫子の優雅な暇潰し（１） 赤石路代 454
KADOKA 9 さまよえる転生者たちのリライブゲーム（３） サイトウケンジ/火野遥人未定 KADOKA 27 愚かな天使は悪魔と踊る（10） アズマサワヨシ 670 講談社 21 大砲とスタンプ（９） 速水螺旋人 680 小学館 8 嘘つきな初恋～王子様はドSホスト～（５） 鈴井アラタ 482
KADOKA 9 本のムシ（１） 小虎 未定 KADOKA 27 転生王女と天才令嬢の魔法革命（１） 南高春告/鴉ぴえろほか 未定 講談社 21 ひとりでしにたい（２） カレー沢薫/ドネリー美咲 650 小学館 8 S＆M～sweet marriage～（７） 悠妃りゅう 482
KADOKA 9 ライブダンジョン！（６） ことりりょう/ｄｙ冷凍ほか 未定 KADOKA 27 不完全で不衛生でふしだら（５） すのはら風香 未定 講談社 21 ドラゴン桜2（14） 三田紀房 650 小学館 8 縛られてあげる（４） 木嶋えりん 482
KADOKA 9 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999な ｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶太未定 KADOKA 29 ダークエルフ物語（３）〈新天地、フォーゴトン・ Ｒ．Ａ．サルバトーレ/アン 未定 講談社 21 天地創造デザイン部（６） 蛇蔵/鈴木ツタほか 650 小学館 12 装甲娘 河本ひろし/ＤＭＭ　ＧＡＭ 591
KADOKA 9 魔術師たちの混乱（１） 奇仙 未定 KADOKA 29 DUNGEONS & DRAGONS　バルダーズゲート ジム・ザブ/ディーン・コッツ未定 講談社 21 カバチ！！！―カバチタレ！3―（30） 田島隆/東風孝広 650 小学館 12 月に溺れるかぐや姫～あなたのもとへ還る前 北崎拓 630
KADOKA 9 幼なじみのママじゃイヤ？（２） つみきどう 未定 講談社 21 定額制夫のこづかい万歳　月額2万千円の金 吉本浩二 650 小学館 12 専業不倫～堕ちていく主夫と主婦～（３） 甘詰留太 630
KADOKA 9 レミドラシソ　鶴谷香央理短編集2007-2015 鶴谷香央理 1000 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 21 マテリアル・パズル～神無き世界の魔法使い～土塚理弘 650 小学館 12 カイカンドウキ（５） 本名ワコウ 630
KADOKA 9 メタモルフォーゼの縁側（５） 鶴谷香央理 800 講談社 6 レモンエロウ（１） 古町 660 講談社 21 マンガ　サ道～マンガで読むサウナ道～（４） タナカカツキ 650 小学館 12 国境のエミーリャ（３） 池田邦彦/津久田重吾 591
KADOKA 9 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い（２） 天海雪乃/タンバほか 640 講談社 6 アダマスの魔女たち（５） 今井ユウ 660 講談社 21 ボールパークでつかまえて！（１） 須賀達郎 650 小学館 12 スクール×ツクール（３） ｗｏｇｕｒａ/田岡りき 591
KADOKA 9 合鍵くんと幸せごはん（１） 黒麦はぢめ 640 講談社 6 彼岸島　48日後…（27） 松本光司 660 講談社 21 Deadmeat Paradox 金田サト 650 小学館 12 怖面先生のおしながき（２） アキサワリョウタ 591
KADOKA 9 蜘蛛ですが、なにか？　蜘蛛子四姉妹の日常 馬場翁/グラタン鳥ほか 640 講談社 6 1日外出録ハンチョウ（10） 上原求/新井和也ほか 660 講談社 21 イサック（10） 真刈信二/ＤＯＵＢＬＥ－Ｓ 660 小学館 12 明治ココノコ（１） 坂ノ睦 591
KADOKA 9 外れスキル「影が薄い」を持つギルド職員が、 荒木風羽/ケンノジほか 670 講談社 6 今夜は車内でおやすみなさい。（１） 小田原ドラゴン 630 講談社 21 月に吠えたンねえ（１） 清家雪子 660 小学館 12 ヒマチの嬢王（８） 茅原クレセ 591
KADOKA 9 役立たずスキルに人生を注ぎ込み25年、今さ ガンテツ/しゅうきちほか 670 講談社 6 錬金ブライカン（２） 宝依図 660 講談社 21 ブルーピリオド（９） 山口つばさ 660 小学館 12 邪剣さんはすぐブレる（８） 飛田ニキイチ 591
KADOKA 9 リベリオ・マキナ（２） ミサキナギ/舘津テトほか 690 講談社 6 ひとりぼっちで恋をしてみた（４） 田川とまた 660 講談社 21 スポットライト（１） 三浦風 660 小学館 12 100人の英雄を育てた最強預言者は＠comic（あまうい白一/天野英 591
KADOKA 9 脱サラちゃんは癒されたい。（２） ビタワン/湧井想太 640 講談社 6 MFゴースト（10） しげの秀一 660 講談社 22 抜刀（２） ザビエラー長谷川 680 小学館 12 魔王です。女勇者の母親と再婚したので＠co 森田季節/すし＊ 591
KADOKA 9 彼女のイデア（３） 冬芽沙也 670 講談社 6 新装版　頭文字D（７） しげの秀一 1000 講談社 22 JJM 女子柔道部物語（10） 恵本裕子/小林まこと 650 小学館 12 マルセイ！！（４） 鯨川リョウ 591
KADOKA 12 バクちゃん（２） 増村十七 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（８） しげの秀一 1000 講談社 22 クッキングパパ（156） うえやまとち 650 小学館 12 侵略好意（３） 犬背九二郎 591
KADOKA 12 ロスト・ラッド・ロンドン（１） シマ・シンヤ 未定 講談社 6 新装版　頭文字D（９） しげの秀一 1000 講談社 22 レッド・ベルベット（３） 多田由美 1400 小学館 12 呪いと性春　文野紋短編集 文野紋 591
KADOKA 12 ロスト・ラッド・ロンドン（２） シマ・シンヤ 未定 講談社 7 サメガール（３） 雪本愁二 660 講談社 26 つげ義春大全（19）無能の人　別離 つげ義春 3500 小学館 12 チ。―地球の運動について―（２） 魚豊 591
KADOKA 12 いえめぐり ネルノダイスキ 未定 講談社 8 我間乱―修羅―（14） 中丸洋介 450 講談社 26 つげ義春大全（21）別巻二（随筆）つげ義春日 　つげ義春 3200 小学館 12 二月の勝者　―絶対合格の教室―（10） 高瀬志帆 591
KADOKA 15 IDOLY PRIDE Stage of Asterism（１） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤ 640 講談社 8 赫のグリモア（５） Ａ－１０ 450 小学館 12 ヴィーヴル洋裁店～キヌヨとハリエット～（４） 和田隆志 591
KADOKA 15 北北西に曇と往け（５） 入江亜季 未定 講談社 8 ヒロインは絶望しました。（６） 千田大輔 450 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 12 ダンス・ダンス・ダンスール（19） ジョージ朝倉 591
KADOKA 15 アンリの靴（１） かわもとまい 未定 講談社 8 進撃の巨人（33） 諫山創 450 集英社 4 ワンパンマン（23） ＯＮＥ/村田雄介 460 小学館 12 宇宙めし！（４） 日向なつお 591
KADOKA 15 ハクメイとミコチ（９） 樫木祐人 未定 講談社 8 チャンドラハース（３） 門司雪 450 集英社 4 僕のヒーローアカデミア（29） 堀越耕平 440 小学館 12 愛蔵版　機動警察パトレイバー（14） ゆうきまさみ 1800
KADOKA 15 青武高校あおぞら弓道部（４） 嵐田佐和子 未定 講談社 8 命がけでもたりないのさ（１） 大柴健 450 集英社 4 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミアILLEGAL古橋秀之/別天荒人ほか 480 小学館 18 双亡亭壊すべし（20） 藤田和日郎 454
KADOKA 15 クプルムの花嫁（１） ｎａｍｏ 未定 講談社 8 怨嗟の楔（１） 椿太郎 450 集英社 4 僕のヒーローアカデミア　THE MOVIE HEROE 堀越耕平/黒田洋介 1400 小学館 18 絶対可憐チルドレン（60） 椎名高志 454
KADOKA 15 青春アウトサイダー しまべ創子 700 講談社 8 復讐の教科書（４） 廣瀬俊/河野慶 450 集英社 4 AGRAVITY BOYS（４） 中村充志 440 小学館 18 麗の世界で有栖川（４） 安西信行 454
KADOKA 16 ネコ×ネコ　hopeful たつもとみお 未定 講談社 8 この世界は不完全すぎる（２） 左藤真通 650 集英社 4 キン肉マン（73） ゆでたまご 440 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（23） ねこぐち 454
KADOKA 16 先生、二度目の恋は… さがのひを 未定 講談社 8 幼女とスコップと魔眼王（１） 茅田丸/丁々発止ほか 680 集英社 4 マッシュル-MASHLE-（４） 甲本一 440 小学館 18 あおざくら　防衛大学校物語（19） 二階堂ヒカル 454
KADOKA 16 αの家の子 コロ虎 未定 講談社 8 爆宴（１） イダタツヒコ/士貴智志 670 集英社 4 チェンソーマン（10） 藤本タツキ 440 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（42） 田中モトユキ 454
KADOKA 16 溺愛龍神と生贄花嫁 ＤＯＧＡ 未定 講談社 8 爆宴（２） イダタツヒコ/士貴智志 700 集英社 4 森林王者モリキング（３） 長谷川智広 440 小学館 18 switch（11） 波切敦 454
KADOKA 21 86―エイティシックス―　オペレーション・ハイス染宮すずめ/安里アサトほ未定 講談社 8 ラストオーダー（１） 松葉サトル/浜松春日ほか 680 集英社 4 ブラッククローバー（27） 田畠裕基 440 小学館 18 ポンコツちゃん検証中（７） 福地翼 454
KADOKA 21 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦で 弐尉マルコ/ガールズ＆パ未定 講談社 8 はたらかない細胞（４） 杉本萌/清水茜 680 集英社 4 ぼくたちは勉強ができない（20） 筒井大志 440 小学館 18 よふかしのうた（６） コトヤマ 454
KADOKA 21 オルタンシア・サーガ（２） 彭傑＆正璽　（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　未定 講談社 8 よくわからないけれど異世界に転生していたよ内々けやき/あしほか 650 集英社 4 破壊神マグちゃん（２） 上木敬 440 小学館 18 MAO（７） 高橋留美子 454
KADOKA 21 緋弾のアリア　Gの血族（３） こよかよしの/赤松中学ほ未定 講談社 8 どうしても破滅したくない悪役令嬢が現代兵器園心ふつう/第６１６特別情 650 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（６） 権平ひつじ 440 小学館 18 結界師　完全版（15） 田辺イエロウ 1400
KADOKA 21 夜縛◆夜明曲（７） ＲＡＮ 未定 講談社 8 レイジング・ヘル（４） 荒木光 680 集英社 4 ぼくらの血盟（１） かかずかず 440 小学館 18 結界師　完全版（16） 田辺イエロウ 1400
KADOKA 21 数字で救う！　弱小国家（３）電卓で友だちを作えかきびと/紅緒ほか 未定 講談社 8 お嬢様の僕（８） 田口ホシノ 650 集英社 4 呪術廻戦（14） 芥見下々 440 小学館 19 漆黒のジギィ（３） やまむらはじめ 600
KADOKA 21 無職転生～異世界行ったら本気だす～（14） フジカワユカ/理不尽な孫未定 講談社 8 時間停止勇者（４） 光永康則 650 集英社 4 姫様“拷問”の時間です（５） 春原ロビンソン/ひらけい 600 小学館 19 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと 高田康太郎/麻生羽呂 600
KADOKA 21 対ありでした。　～お嬢さまは格闘ゲームなん 江島絵理 未定 講談社 8 交換漫画日記（１） 町田とし子 680 集英社 4 第9砂漠（３） 出口景 500 小学館 19 血と灰の女王（12） バコハジメ 591
KADOKA 22 D・N・ANGEL New Edition（１） 杉崎ゆきる 1800 講談社 8 シンデレラは探さない。（１） クロ/天道源ほか 680 集英社 4 BORUTO-ボルト-　-NARUTO NEXT GENERA岸本斉史/池本幹雄ほか 440 小学館 19 ダンベル何キロ持てる？（11） ＭＡＡＭ/サンドロビッチ・ヤ 591
KADOKA 22 D・N・ANGEL New Edition（２） 杉崎ゆきる 1800 講談社 8 絶望集落（２） 蔵石ユウ/白山一也 620 集英社 4 すいとーと！（３） 沖野ユイ 650 小学館 19 プロミス・シンデレラ（10） 橘オレコ 591
KADOKA 22 月華国奇医伝（６） ひむか透留 未定 講談社 8 関西弁お姉さんと純真少年（２） ばくや 620 集英社 4 Dr.STONE（19） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 440 小学館 19 教え子がAV女優、監督はボク。（２） 村西てんが 591
KADOKA 22 フロンティアダイアリー　～元貴族の異世界辺 阿部花次郎/鬼ノ城ミヤほ未定 講談社 8 可愛いだけじゃない式守さん（７） 真木蛍五 620 集英社 4 ARGONAVIS from BanG Dream！　COMICS（ 宮島京平/毛利亘宏ほか 600 小学館 19 女の子が抱いちゃダメですか？（２） ねじがなめた 591
KADOKA 22 王都の学園に強制連行された最強のドラゴン 来須眠/八茶橋らっくほか未定 講談社 8 メイドの岸さん（２） 柏木香乃 620 集英社 4 生者の行進Revenge（３） みつちよ丸/佐藤祐紀 630 小学館 19 担当さん、距離が近いです！（２） ロクザキ 591
KADOKA 22 八男って、それはないでしょう！（９） 楠本弘樹/Ｙ．Ａほか 未定 講談社 8 ハピエル（１） 平ますお 660 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア（６） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 600 小学館 19 あっ、次の仕事はバケモノ退治です。（２） 市村基 800
KADOKA 22 無職転生　～ロキシーだって本気です～（７） 石見翔子/理不尽な孫の 未定 講談社 8 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔佐々木宣人/御子柴奈々 620 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア学園（１） ＬＩＮＫ＆ＳＡＶＡＮ/安藤岡 600 小学館 22 ダーリンは75歳 西原理恵子 1100
KADOKA 22 性欲の強すぎる嫁に困ってます。（２） ｓａｋｕ 640 講談社 8 千氏夜一夜物語　甘すぎるくらい甘いラブコメ 千氏夜 未定 集英社 4 TVアニメ『鬼滅の刃』　公式キャラクターズブッ 　吾峠呼世晴 500 小学館 26 港区JK（４） しばの結花 440
KADOKA 22 人間不信の冒険者たちが世界を救うようです 川上真樹/富士伸太ほか 未定 講談社 13 シーク様とハーレムで。（７） 美麻りん 450 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（三条陸/稲田浩司ほか 750 小学館 26 ヒミツのヒロコちゃん（４） 花緒莉 440
KADOKA 22 ふりむけばアザラシ（１） とく村長 未定 講談社 13 メイドさんは食べるだけ（２） 前屋進 650 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　新装彩録版（三条陸/稲田浩司ほか 850 小学館 26 チョコレート・ヴァンパイア（15） くまがい杏子 440
KADOKA 22 異世界で手に入れた生産スキルは最強だった 　満月シオン/遠野九重ほか未定 講談社 13 トシサン　～都市伝説特殊捜査本部第三課～木村大介 650 集英社 19 ウマ娘　シンデレラグレイ（１） 久住太陽/杉浦理史ほか 600 小学館 26 窮鼠の契り―偽りのΩ―（３） 白石ユキ 440
KADOKA 22 異世界転移者のマイペース攻略記（２） 山珠彩貴/なんじゃもんじ 未定 講談社 13 それは霊のしわざです（２） Ｎｏｉｓｅ 650 集英社 19 僕、いますよ。（１） 本宮ひろ志 600 小学館 26 帝都初恋心中（９）（完） 蜜樹みこ 440
KADOKA 22 マギクラフト・マイスター（７） 吉舎和幸/秋ぎつねほか 未定 講談社 13 高嶺の蘭さん（10） 餡蜜 450 集英社 19 伝説のレベル1勇者（２） しゃど地蔵 600 小学館 26 少年ブラヰド（１） 蜜樹みこ 440
KADOKA 22 異世界でアイテムコレクター（２） 今泉サルチェンコ/時野洋未定 講談社 13 吸血鬼を飼うことになりまして（１） 清野静流 450 集英社 19 スタンドUPスタート（２） 福田秀 未定 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（１） 池山田剛 440
KADOKA 22 俺だけレベルアップな件（５） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 940 講談社 13 オトメのオモチャ（２） 硝音あや 450 集英社 19 メイド・イン・ひっこみゅ～ず（６） サンカクヘッド 600 小学館 26 花嫁は飛沫の嘘をつく 京町妃紗 440
KADOKA 22 俺だけレベルアップな件（６） ＤＵＢＵ（ＲＥＤＩＣＥ　ＳＴＵ 940 講談社 13 嵐士くんの抱きマクラ（２） 渡辺あゆ 450 集英社 19 メイド・イン・ひっこみゅ～ず（７） サンカクヘッド 600 小学館 26 宵の嫁入り（７） 七尾美緒 440
KADOKA 22 ノベル　俺だけレベルアップな件（１） Ｃｈｕｇｏｎｇ 940 講談社 13 カワイイなんて聞いてない！！（１） 春藤なかば 450 集英社 19 EX-ARM Another Code エクスアーム　アナザ 古味慎也/久麻當郎 未定 小学館 26 恋と弾丸（７） 箕野希望 440
KADOKA 22 極道高校生（１） ｌｅｅ　ｈｏｏｎ　ｙｏｕｎｇ/ＫＩＭ　 　940 講談社 13 ハッピー！ハッピー♪（15） 波間信子 450 集英社 19 王国物語（３） 中村明日美子 650 小学館 26 発熱リビドー（６） 雨村澪 440
KADOKA 22 便利屋斎藤さん、異世界に行く（４） 一智和智 未定 講談社 13 ホンノウスイッチ（５） ＫＵＪＩＲＡ 450 集英社 19 アサシンズプライド（７） 天城ケイ/ニノモトニノほか 600 小学館 26 恋する週末ホームステイ 水谷愛 440
KADOKA 22 てのひら開拓村で異世界建国記～増えてく嫁 ヤツタガナクト/星崎崑ほ 未定 講談社 13 餓獣（５） 小池ノクト 660 集英社 19 電波的な彼女（１） 片山憲太郎/平岡滉史ほ 未定 小学館 26 花の散るらん―吉原遊郭恋がたり―（２） 森猫まりり 440
KADOKA 22 篠崎くんのメンテ事情（６） 鰤尾みちる 640 講談社 13 パリピ孔明（４） 四葉夕卜/小川亮 630 集英社 19 電波的な彼女（２） 片山憲太郎/平岡滉史ほ 未定 小学館 28 リッチ警官　キャッシュ！（３） 黒田さくや 454
KADOKA 22 次はさせてね（９） 榎木りか 未定 講談社 13 忍者と極道（４） 近藤信輔 650 集英社 19 最強の弁護士（２） 高橋のぼる/久慈希跡 630 小学館 28 妖怪学園Y（３） 小西紀行 454
KADOKA 26 女神寮の寮母くん。（６） 日野行望 未定 講談社 13 未熟なふたりでございますが（８） カワハラ恋 650 集英社 19 BORDER66（３） 小森陽一/藤堂裕 630 小学館 28 マジで！！　まじめくん！（11） 土田しんのすけ 454
KADOKA 26 小説　機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（ 富野由悠季 未定 講談社 13 恋は妄毒（１） 桃聖純矢 650 集英社 19 不能犯（12） 宮月新/神崎裕也 580 小学館 28 なんと！　でんぢゃらすじーさん（９） 曽山一寿 454
KADOKA 26 ジオン軍の失敗　U.C.0079 岡嶋裕史 未定 講談社 13 あらきくんは飼いならせない（２） カッパラッパラ 450 集英社 19 ASK アスク（４） 新堂冬樹/東西 600 小学館 28 ブラックチャンネル（１） きさいちさとし 454
KADOKA 26 ジオン軍の遺産　U.C.0079‐U.C.0096 岡嶋裕史 未定 講談社 13 あつもりくんのお嫁さん（←未定）　（６） タアモ 470 集英社 19 金魚妻（８） 黒澤Ｒ 600 小学館 29 プラタナスの実（１） 東元俊哉 591
KADOKA 26 機動戦士ガンダム外伝　ザ・ブルー・ディスティたいち庸/千葉智宏（スタ 未定 講談社 13 転生魔女よ、暁を謳え（２） 冬織透真 650 集英社 19 それでもしますか、お葬式？（１） 三奈仁胡/岡井ハルコ 未定 小学館 29 血の轍（10） 押見修造 591
KADOKA 26 機動戦士ガンダムMSV‐Rジョニー・ライデンのＡｒｋ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ/大河未定 講談社 13 遙かなる時空の中で7（１） 水野十子 680 集英社 19 adabana-徒花-（中） ＮＯＮ 630 小学館 29 岳　完全版　第4集 石塚真一 1545
KADOKA 26 元・世界1位のサブキャラ育成日記　～廃プレ 前田理想/沢村治太郎ほ 未定 講談社 13 美しいこと（下） 犬井ナオ/木原音瀬 680 集英社 19 BLACK TIGER ブラックティガー（６） 秋本治 600 小学館 29 栄一（１） 町田翠 591
KADOKA 26 はじめてのギャル（12） 植野メグル 未定 講談社 13 光のメゾン（１） 矢島光 680 集英社 19 ストライク・オア・ガター（５） 安藤優 630 小学館 29 東京貧困女子。（１） 小田原愛/中村淳彦 591
KADOKA 26 衛宮さんちの今日のごはん（６） ＴＡａ/只野まことほか 640 講談社 13 はたらく細胞フレンド（５） 黒野カンナ/和泉みおほか 630 集英社 19 ふたりぼっちのオタサーの姫（１） クール教信者 600 小学館 29 味いちもんめ　継ぎ味（５） 倉田よしみ/あべ善太 591
KADOKA 26 影の英雄の日常譚（１）勇者の裏で暗躍していｋａｎｃｏ/坂石遊作ほか 未定 講談社 13 ケイ×ヤク　―あぶない相棒―（５） 薫原好江 650 集英社 19 俺の家が魔力スポットだった件　～住んでいるあまうい白一/ｃｈｉｐｐｉほか 630 小学館 29 エチカの時間（４） 玉井雪雄 591
KADOKA 26 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思 おいもとじろう/夕蜜柑ほか未定 講談社 13 全部失っても、君だけは（３） ふせでぃ 900 集英社 19 最強の種族が人間だった件（６） 柑橘ゆすら/音乃夏ほか 630 小学館 29 永世乙女の戦い方（４） くずしろ 591
KADOKA 26 文豪ストレイドッグス　わん！（８） かないねこ/朝霧カフカほ 640 講談社 13 おとなになっても（４） 志村貴子 500 集英社 19 TOUGH 龍を継ぐ男（19） 猿渡哲也 540 小学館 29 空母いぶき　GREAT GAME（３） かわぐちかいじ/八木勝大 591
KADOKA 26 異邦人、ダンジョンに潜る。（２） 麻美ヒナギ/クレタほか 未定 講談社 13 おいしい日本地理～まんがでわかる中学地理ぷぇんすく/くじょう 1100 集英社 19 もののがたり（12） オニグンソウ 540 小学館 29 颯汰の国（６） 小山ゆう 591
KADOKA 26 Fate/Grand Order ―Epic of Remnant―　亜種  　 　佐々木少年/ＴＹＰＥ－ＭＯ未定 講談社 13 ゲイバーのもちぎさん（３） もちぎ 1000 集英社 19 自重しない元勇者の強くて楽しいニューゲーム新木伸/ていやんほか 630 小学館 29 モディリアーニにお願い（５） 相澤いくえ 591
KADOKA 26 膳所くんと長浜さん（１） 川村拓 未定 講談社 15 EDENS ZERO（13） 真島ヒロ 450 集英社 19 裏切られたSランク冒険者の俺は、愛する奴隷柊咲/川田暁生ほか 630 小学館 29 アブラカダブラ　～猟奇犯罪特捜室～（５） 芳崎せいむ/リチャード・ウ 591
KADOKA 26 恋するブキミちゃん（１） よこえこうへい 未定 講談社 15 ザ・ボルダー（３） 蜜浦ミノル 450 集英社 25 ふたりで恋をする理由（６） ひろちひろ 440 小学館 29 US-2 救難飛行艇開発物語（４） 月島冬二 815
KADOKA 26 絶対に風呂に入りたくない彼女VS絶対に風呂蝉丸 未定 講談社 15 青色ピンポン（２） 音羽さおり 450 集英社 25 春と嵐（１） 香魚子 未定 小学館 29 空腹なぼくら（３） 友安国太郎 620
KADOKA 26 プランダラ（17） 水無月すう 未定 講談社 15 トーキョーバベル（３） 久世蘭/花林ソラ 450 集英社 25 うちの弟どもがすみません（３） オザキアキラ 440
KADOKA 27 おしえて！　BLソムリエお兄さん（１） 下瀬川ひなる 未定 講談社 15 カッコウの許嫁（５） 吉河美希 450 集英社 25 兄が彼氏で、ごめん。（１） 細堀ゆかり 未定
KADOKA 27 狼ゲーム（２） 紺野ぱる/スタジオわさび未定 講談社 15 なれの果ての僕ら（５） 内海八重 450 集英社 25 彼女が可愛すぎて奪えない（４） 吉田夢美 440
KADOKA 27 ばけもの夜話づくし（８） マツリ 未定 講談社 15 獣の六番（２） 永椎晃平 450 集英社 25 おそ松さん（９） シタラマサコ/赤塚不二夫 440
KADOKA 27 シメジ　シミュレーション（２） つくみず 未定 講談社 15 魔女に捧げるトリック（２） 渡辺静 450 集英社 25 200m先の熱（１） 桃森ミヨシ 未定
KADOKA 27 明るい記憶喪失（６） 奥たまむし 未定 講談社 15 ランウェイで笑って（19） 猪ノ谷言葉 450 集英社 25 モーメント　永遠の一瞬（14） 槇村さとる 440
KADOKA 27 拝啓…殺し屋さんと結婚しました（２） 高坂曇天 未定 講談社 15 カノジョも彼女（４） ヒロユキ 450 集英社 25 吸血鬼と薔薇少女（６） 朝香のりこ 440
KADOKA 27 大罪竜なんて大嫌い！（１） 兎月あい 未定 講談社 15 ネクロマンス（５） 堂本裕貴 450 集英社 25 ハツコイと太陽（７） 木下ほのか 460
KADOKA 27 怪物さんは見守りたい（１） 橘夏々 未定 講談社 15 ビッグシックス（５） 若生わこ/川 660 集英社 25 初恋から逃げられない 千葉たゆり 未定
KADOKA 27 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming バンダイナムコエンターテ未定 講談社 15 五等分の花嫁　フルカラー版（10） 春場ねぎ 700 集英社 25 のみ×しば（２） 田倉トヲル 720
KADOKA 27 悪いが私は百合じゃない（２） もちオーレ 未定 講談社 15 redEyes（25） 神堂潤 660 集英社 25 しっぽ街のコオ先生（９） たらさわみち 未定
KADOKA 27 姫神の巫女（１） 介錯 670 講談社 15 それでも歩は寄せてくる（６） 山本崇一朗 620 集英社 25 かろりのつやごと（４） 小田ゆうあ 未定
KADOKA 27 吸血鬼と呼ばれたい！（１） ぴゃあ 未定 講談社 15 乙女高校ボクシング部（２） 沢田ひろふみ 640 集英社 25 地上の楽園 田渕由美子 未定
KADOKA 27 エステルドバロニア（２） ふじや/百黒雅ほか 未定 講談社 15 SHAMAN KING THE SUPER STAR（５） 武井宏之 670 集英社 25 こそどろねこ（１） 山口なこ/ゆきちか 670
KADOKA 27 神々に育てられしもの、最強となる（２） 九野十弥/羽田遼亮ほか 未定 講談社 15 SHAMAN KING（24） 武井宏之 600 集英社 25 こそどろねこ（２） 山口なこ/ゆきちか 670
KADOKA 27 ひとりぼっちの○○生活（７） カツヲ 未定 講談社 15 SHAMAN KING（25） 武井宏之 600
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秋田書店 8 BREAK BACK（９） ＫＡＳＡ 454 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（10） 隆慶一郎/原哲夫 650 ブラスト出 18 （成）おーばーふろぉ～熱く交わる姉妹のタブかいづか 1000 双葉社 8 君に撮られると僕は 赤佐たな 720
秋田書店 8 BEASTARS（22）（完） 板垣巴留 454 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（11） 隆慶一郎/原哲夫 650 ブラスト出 18 （成）委員長のヒ・ミ・ツ～イッた回数がバレち 浪田 1000 双葉社 8 恋の管理はできません！ 私屋カヲル 700
秋田書店 8 バキ道（８） 板垣恵介 454 コアミック 20 花の慶次　―雲のかなたに―　新装版（12） 隆慶一郎/原哲夫 650 ブラスト出 18 （成）じみへんっ！！～地味子がトロける溺愛いぶろー。 1000 双葉社 12 弧を描く（３） 木下聡志/岩井良樹 640
秋田書店 8 家庭教師なずなさん（３） 縁山 454 メディアソ 4 その恋、自販機で買えますか？（２） 吉井ハルアキ 660 アルファ 22 もふもふと異世界でスローライフを目指します寺田イサザ/カナデ 680 双葉社 12 カワセミさんの釣りごはん（３） 匡乃下キヨマサ 630
秋田書店 8 蟻の王（12） 塚脇永久/伊藤龍 454 メディアソ 4 ボクたちはまだ青く 黒井つむじ 690 アルファ 22 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く？ひらぶき雅浩/シ・ガレッ 680 双葉社 12 乙女戦争外伝Ⅱ　火を継ぐ者たち（上） 大西巷一 700
秋田書店 8 桃源暗鬼（２） 漆原侑来 454 メディアソ 4 いとおしき日々 ｓｏｎｏ．Ｎ 660 アルファ 22 神に愛された子（２） 氷野広真/鈴木カタル 680 双葉社 15 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料 もにつなのに/桜井悠 630
秋田書店 8 家庭教師の岸騎士です。 奥嶋ひろまさ 630 メディアソ 4 うちの年下ワンコは（もう）待てができません 炉端 670 アルファ 22 転生薬師は異世界を巡る（２） マツオカヨシノリ/山川イブ 680 双葉社 15 北の砦にて（１） 明野たわ/三国司 630
秋田書店 15 やじきた学園道中記F（10） 市東亮子 454 英和出版 8 お兄ちゃんだって甘えたいわけで（仮） 餡玉/吹浦ハギ 660 アルファ 28 ダィテス領攻防記（５） 狩野アユミ/牧原のどか 680 双葉社 15 ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される 仲倉千景/とびらの 630
秋田書店 15 魔女先輩日報（２）（完） 餅田まか 600 メディアソ 25 親友と子作りすることになりました。 関原みつ豆 660 アルファ 28 悪役令嬢の役割は終えました（１） 甲羅まる/月椿 680 双葉社 15 冤罪で処刑された侯爵令嬢は今世ではもふ神あまつわい/雪野みゆ 630
秋田書店 15 愛人・失格（３）～嘘をもう一つだけ～ 仲垣友恵 600 三交社 26 濡れトロ3P 大人のオモチャモニター（下） ずんだ餅粉 636 アルファ 28 異世界で幼女化したので養女になったり書記鳴希りお/瀬尾優梨 680 双葉社 15 あの日地球にダンジョンが出現した（１） はるちか/笠鳴小雨 630
秋田書店 15 同棲ヤンキー　赤松セブン（３）（完） ＳＨＯＯＷＡ/奥嶋ひろまさ 700 三交社 26 恋しちゃイケないルームシェア　～肉食絶倫アｐｏｃｏ． 709 東京漫画 15 その目に恋が視えるか？ 安滋かづ 670 双葉社 15 再臨勇者の復讐譚（３） 仁藤楓/羽咲うさぎ 630
秋田書店 15 凪のお暇（８） コナリミサト 680 三和出版 29 （成）肉穴フルパッケージ ジョン・Ｋ・ぺー太 1182 東京漫画 22 昨日助けて頂いたドラゴンです Ｉｓａｋｉ 680 双葉社 16 脇役女子は後輩くんに酔わされたい（１） 揚立しの 670
秋田書店 15 凪のお暇　スペシャルプライスパック①②巻セコナリミサト 880 ジーオー 27 （成）色欲ヒロイズム 無良 1000 アース・ス 12 帰ってきた元勇者（３） なるさわ景/ニシほか 600 双葉社 16 Let's豪徳寺！SECOND（２） 庄司陽子 720
秋田書店 15 ムーちゃんと手をつないで（４）～自閉症の娘みなと鈴 680 ジーオー 29 （成）僕とサキュバスと化した愛しの亡妻との 白瑞みずち 1200 アース・ス 12 俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることに 秋乃かかし/裂田ほか 600 双葉社 16 Perfect Crime（10）（完） 月島綾/梨里緒 600
秋田書店 15 新装版　ちひろ（上） 安田弘之 680 ジーオー 29 （成）瀛州迷花録 腐蝕 1100 アース・ス 12 おとなの防具屋さん（３） 斐宮ふみ 600 双葉社 16 それでも愛を誓いますか？（４） 萩原ケイク 630
秋田書店 15 新装版　ちひろ（下） 安田弘之 680 ジーオー 29 （成）こころのこり 伊藤エイト 1100 大洋図書 4 兎の森（２） 苑生 690 双葉社 21 みどりの星と屑（１） 瀬崎ナギサ 630
秋田書店 15 虎は甘く蕾を暴く～マフィアの女になりました ミヤケ円 630 ジーオー 29 （成）恋乳オーダー～おかわり～ 黒ノ樹 1400 大洋図書 4 京極家の結婚 木下けい子 710 双葉社 21 みどりの星と屑（２） 瀬崎ナギサ 640
秋田書店 15 和田慎二傑作選　血塗られた恐怖 和田慎二 2500 ジーオー 29 毒をくらわば愛までも 金尾都 750 竹書房 15 もっとナカまで愛してあげる～お見合い相手と星乃みなみ 650 双葉社 21 クモノイト～蟲の怨返し～（１） 荒巻美由希 630
秋田書店 20 瞳ちゃんは人見知り（４） 夏海ちょりすけ 600 ジーオー 29 【衝撃】推しの美容系配信者が客として来た結うり 650 竹書房 16 愛なら素直であればいい あずみつな 690 双葉社 21 All Free！　絶対！無差別級挑戦女子伝（１）青野てる坊 718
秋田書店 20 DEAD Tube ～デッドチューブ～（16） 山口ミコト/北河トウタ 630 ジーオー 29 ガールズドーン！（１） 山本アヒル 764 竹書房 16 とどのつまりパラダイス ひつじま羊 680 双葉社 21 じょしまん。（１） 吉田丸悠 640
秋田書店 20 気持ちいい体 麦原だいだい 600 ジーオー 30 猫と制服 森倉円ほか 2909 竹書房 16 ドラスティック　f ロマンス やまち 730 双葉社 28 島さん（１） 川野ようぶんどう 630
秋田書店 20 ドルフィン（12） 岩橋健一郎/所十三 630 少年画報 8 金魚女学園 成見香穂 800 竹書房 16 ミックス 吉田ゆうこ 660 双葉社 28 みかづきマーチ（３） 山田はまち 620
秋田書店 20 吸血姫美夕　朔（７）（完） 平野俊弘/垣野内成美 690 少年画報 12 ねこぱんち　ねこの日号 アンソロジー 498 竹書房 20 顔に泥を塗る（１） ヨシカズ 600 双葉社 28 古代戦士ハニワット（６） 武富健治 680
秋田書店 20 姉のおなかをふくらませるのは僕　おかわり 坂井音太/内藤らぶか 630 少年画報 12 ねこ先生、急患です！（２） 仲まみ太 690 竹書房 21 春と秋と奏ちゃんと。（上） むんこ 850 双葉社 28 リバーエンド・カフェ（７） たなか亜希夫 680
秋田書店 20 姉のおなかをふくらませるのは僕　おかわり 坂井音太/内藤らぶか 600 少年画報 12 白米礼賛（１） にしだかな 690 竹書房 21 春と秋と奏ちゃんと。（下） むんこ 850 双葉社 29 錬金貴族の領地経営（１） 采芽杏奈/三島千廣 630
秋田書店 20 フリクションガール（３）（完） ｎｏｇａ 630 少年画報 12 さよならごはん（１） 岡井ハルコ 690 竹書房 25 リオンクール戦記（２） Ｎａｇｙ/小倉ひろあき 660 双葉社 29 最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪どオカザキトシノリ/小鈴危 630
秋田書店 20 優等生と秘密のお仕事（４） あずまゆき 630 少年画報 16 おくさん（17） 大井昌和 650 竹書房 25 リコーダーとランドセル（17） 東屋めめ 750 双葉社 29 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～（６）そらの/美紅 630
朝日新聞 14 あたしンちベスト（６）母伝説 けらえいこ 980 少年画報 16 美味しいエルフ　異世界エルフはコンビニおにＩＳＵＴＯＳＨＩ 650 竹書房 25 あやめ先輩は僕とヒミツの契約を（１） 蛇足せんたろう 660 双葉社 29 モンスターのご主人様（７） 咲良宗一郎/日暮眠都 630
朝日新聞 14 あたしンちベスト（７）美味しいあたしンち けらえいこ 980 少年画報 16 ばいばい、アース（１） 冲方丁/麻日隆 650 竹書房 25 愛弟子に裏切られて死んだおっさん勇者、史夢川智久/六志麻あさ 660 文苑堂 29 （成）純愛てぃあーず 空維深夜 1100
一迅社 15 ヤクザ教師とハメられ王子（４） シギ乃 680 少年画報 16 ばいばい、アース（２） 冲方丁/麻日隆 650 竹書房 27 CANIS-Dear Mr.Rain- ＺＡＫＫ 680 文苑堂 29 （成）たべごろ（ベタハート）むすめ 柿野なしこ 1100
一迅社 15 初恋とは似て非なるもの 松田とらいち 680 少年画報 25 カタメン（１） 山本隆一郎 690 竹書房 27 拒まない男 三月えみ 680 フロンテ 12 起きたら20年後なんですけど！　～悪役令嬢 　おの秋人/遠野九重 580
一迅社 18 ささやくように恋を唄う（４） 竹嶋えく 680 少年画報 25 追放された錬金術師さん、最強のダンジョンを未来人Ａ/三登いつきほか 650 竹書房 27 デビルズ☆ナイトトリップ（１） 日野晶 710 フロンテ 15 ひみつのお付き合いをしています。 柚樹ちひろ 880
一迅社 18 君と綴るうたかた（１） ゆあま 680 少年画報 25 ワンナイト・モーニング（４） 奥山ケニチ 650 竹書房 27 スパロウズホテル（10） 山東ユカ 750 フロンテ 22 ラークスパーの檻 岡本Ｋ宗澄 673
一迅社 25 白の魔法の売り子さん～異世界の女の子と仲伊織ハル 664 少年画報 29 絶滅酒場（５）（完） 黒丸 900 竹書房 29 ここまでヤるとは聞いてないっ！ 松下祐己 660 フレックス 12 怪人開発部の黒井津さん（１） 水崎弘明 630
一迅社 25 だんちがい（10） 米田和佐 800 少年画報 29 宇宙人ムームー（２） 宮下裕樹 650 竹書房 29 異世界に転生したら全裸にされた（４） 狐谷まどか/あしもと☆よ 660 フレックス 12 魔王様に召喚されたけど言葉が通じない。（２うたしま 630
一迅社 25 普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。（９小杉光太郎 800 少年画報 29 うみそらかぜに花（１） 大石まさる 650 竹書房 29 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだ林ふみの 660 フレックス 12 33歳独身女騎士隊長。（２） 天原 900
一迅社 25 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢にひだかなみ/山口悟 640 少年画報 29 エリカふたたび 楠本哲 650 竹書房 29 舞ちゃんのお姉さん飼育ごはん（２） 秋津貴央 660 フレックス 12 怨霊奥様（６） 若狭たけし 650
一迅社 25 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に 　ｎｉｓｈｉ/山口悟ほか 640 新書館 下 艶漢（アデカン）（15） 尚月地 690 竹書房 29 友達の姉ちゃんと懐あそび（１） 栗原和明 660 フレックス 15 親友王子と腰巾着～推しの王子に求婚されて真籠縁/流星ハニー 660
一迅社 25 魔法使いの約束（１） シノノメウタ/都志見文太 680 ジュネッ 19 セフレの花ちゃん 秋良七 700 竹書房 29 搾り取らないで、女商人さん！！（２） くつがえる 660 復刊ドッ 21 新装版　風が強く吹いている（４） 三浦しをん/海野そら太 1700
一迅社 25 お狐様の異類婚姻譚（２） いなる/糸森環ほか 640 新潮社 9 オオカミ部下くんとヒツジ上司さん（１） 清水しの 620 大都社 25 オタク処女は恋に不器用（１） 望月蜜桃 650 復刊ドッ 21 火の鳥　《オリジナル版》　乱世編（上） 手塚治虫 3800
一迅社 25 転生したら断罪スタートなんて聞いてませんっ 　アンソロジー 780 新潮社 9 ペスト（２） 車戸亮太/カミュ 620 大都社 25 人魚の蜜は甘く滴る（１）あなたの種をください日野塔子 650 復刊ドッ 21 火の鳥　《オリジナル版》　乱世編（下） 手塚治虫 3800
一迅社 27 ニジとクロ（３） 武梨えり 800 新潮社 9 僕の妻は発達障害（２） ナナトエリ/亀山聡 620 大都社 25 処女がヤクザに調教されてます！（５）絶倫おななみあいす 650 復刊ドッ 27 手天童子　初出完全版（３） 永井豪/ダイナミックプロ 3900
一迅社 27 思春期ちゃんのしつけかた（４） 中田ゆみ 630 新潮社 9 ふたり明日もそれなりに（４） すずゆき 640 大都社 25 自惚れとランジェリーハイスペ同期の困った愛本庄りえ 700 プランタン 7 今夜、君は僕のものになる（仮） 篁ふみ/井上美珠 未定
一迅社 27 防御力ゼロの嫁（４） 矢野トシノリ 680 新潮社 9 セブンティドリームズ（４） タイム涼介 620 大都社 25 我が家の猫には小さいオッサンが入っている猫原ねんず 800 プランタン2/1 錆のゆめ　左　（仮） 久間よよよ 未定
一迅社 29 いちゃらぶしかない百合アンソロジーコミック アンソロジー 900 新潮社 9 山と食欲と私（13） 信濃川日出雄 520 大都社 25 深夜オフィスで勝手にリベンジ（１） 上杉響士郎 700 プランタン2/1 錆のゆめ　右　（仮） 久間よよよ 未定
インテル 22 秘密の社内恋愛で危ないイタズラ（１） 小路たや 691 実業之日 29 琥珀色の空想汽譚 黒イ森 1700 宝島社 15 俺の死亡フラグが留まるところを知らない 乙須ミツヤ/泉ほか 700 ブライト出 22 若旦那は、婚前交渉できません。（上） コハル 664
イースト 18 兄帰る（仮） 近藤ようこ 880 ジャイブ 4 暴君ヴァーデルの花嫁　初夜編（20） 松本帆加 619 宝島社 15 再召喚された勇者は一般人として生きていく 濱﨑真代/かたなかじほ 700 ブライト出 22 若旦那は、婚前交渉できません。（下） コハル 618
エンジェル 16 （成）SSR シークレットセックスルーム 笑花偽 1000 ジャイブ 4 少年王と恋の刻印（１） こうじま奈月 619 ティーア 4 （成）弁護士→フタナリ→生配信（ベタハート）月下カグヤ 1018 ブライト出 22 恋愛不感症（６） アキラ 618
エンジェル 16 （成）カリ挿れ姦済 くもえもん 1000 小学館ク 9 イケメンだから愛せない（１） 神咲めぐみ 680 ティーア 4 （成）ひとの妻 抹茶ねじ 1018 ブライト出 22 みちづれリミテッド カトウロカ 727
エンジェル 16 （成）ストレス昇天機構　甘えんじぇる ほんだありま 1000 小学館ク 9 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい（７） 柴田ヨクサル 650 ティーア 4 （成）欲しかったのは大きなち○こ 樺島あきら 1018 ブライト出 22 プリフェクトの箱庭（２） 左藤さなゆき 636
エンジェル 16 （成）欲情すけらんぶる 瓜子たけ 1000 小学館ク 9 ヒッツ（１） 柴田ヨクサル/沢真 630 TOブック 15 ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド　エイジ オ   環望 720 ぶんか社 12 インド夫婦茶碗　おかわり！（１） 流水りんこ 745
オーバー 15 独身貴族は気づかない 青山依久乃 未定 小学館ク 15 神鏡アリスと美少年と美少年と美少年と美少 河田雄志/行徒 650 TOブック 15 忌み子と呼ばれた召喚士＠COMIC（２） コイシ/緑黄色野菜 640 ぶんか社 16 君を前にしたら俺はもうっ…　肉食派男子の純ｃｒｏｗ 648
オーバー 15 キスは番にひざまずく エヌオカヨチ 未定 小学館ク 15 転がる姉弟（１） 森つぶみ 650 TOブック 15 元公爵令嬢の就職＠COMIC（１） 森野眠子/みたらし団子 640 ぶんか社 16 2LDKイケメン付き物件あります。～入社の条志連ユキ枝 648
オーバー 25 影の宮廷魔術師（１）～無能だと思われていた白石琴似/羽田遼亮 未定 小学館ク 15 それでもペンは止まらない（２） 熊田龍泉 650 徳間書店 13 サナダくんは私のお尻に住んでいます（２） えぴこ 900 ぶんか社 16 子犬系幼なじみは巨根で絶倫 坂崎未侑 648
オーバー 25 異世界迷宮の最深部を目指そう（３） 左藤圭右/割内タリサ 未定 小学館ク 15 ブランクスペース（１） 熊倉献 650 徳間書店 25 守護ニマル（２） 楢崎壮太 630 ぶんか社 16 残念な皇子くんと腐女子の野田さん　50LDK 南志都 648
オーバー 25 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異糸町秋音/鬼ノ城ミヤ 未定 小学館ク 29 神無き世界のカミサマ活動（３） 朱白あおい/半月板損傷 650 徳間書店 25 僕は、明日の夢を見る 不破慎理 640 ぶんか社 29 黒弁護士の痴情　世界でいちばん重い純愛 すみ 662
オーバー 25 境界迷宮と異界の魔術師（５） ばう/小野崎えいじ 未定 小学館ク 29 死神娘はぺろぺろしたい（１） 朱白あおい/村田真哉ほ 650 徳間書店 25 前世よりもずっと愛してる 森キヨウ 640 芳文社 7 恋する鉄面皮（３） 中田アキラ 680
オーバー 25 魔王様の街づくり！　～最強のダンジョンは近吉川英朗/月夜涙 未定 小学館ク 29 ローゼンガーテン・サーガ（１） 富士防人/外岡馬骨 650 日本文芸 9 ガンニバル（９） 二宮正明 680 芳文社 7 白の王子と黒の王子 佳門サエコ 720
オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（６） びび/五示正司 未定 ジーウォ 28 （成）彼女の大人スイッチ たねなしくりぼ 1000 日本文芸 9 うるはしの美魔女さん さいだ一明 720 芳文社 7 ふしだらなインセンス 本庄りえ 680
オーバー 25 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージ吉乃そら/ネコ光一 未定 ジーウォ 28 （成）ふーりっしゅラヴァー 西園寺ぽるぽる 1000 日本文芸 9 男塾外伝　死天王（２）（完） 宮下あきら/柳田東一郎 680 芳文社 7 戀という字をほどいてみれば ＭＴ 700
オークラ 28 ウノハナ性恋愛欠乏症の治し方 美夢 709 ジーウォ 28 （成）キミトコネクト 白水ミュウタ 1000 日本文芸 18 Driving Doctor 黒咲（２） 神尾龍/ユウダイ 680 芳文社 7 天国のススメ！（10） 宮成樂 690
宙出版 16 先生にどうしてほしいか言ってごらん？（３）（ 白弓サン 648 ジーウォ 28 （成）不純なカンケイ 桜湯ハル 1000 日本文芸 18 ゴールデン・ガイ（２） 渡辺潤 680 芳文社 7 おとぼけ部長代理（３） 植田まさし 690
宙出版 16 解禁（秘）アイドル～童貞男子育成計画～（１猫宮なお 676 ジーウォ 28 アイドルとストーカー 菜々戸りず 727 日本文芸 18 天空の扉（15） ＫＡＫＥＲＵ 680 芳文社 7 となりのフィギュア原型師（２） 丸井まお 690
宙出版 16 ごめん、おじさんだけどシていい？　～保護者杠野水春 648 祥伝社 8 こっち向いてよ向井くん（１） ねむようこ 920 日本文芸 29 白竜HADOU（21） 天王寺大/渡辺みちお 680 芳文社 7 ゆるキャン△（11） あｆろ 630
宙出版 16 彼氏がイジワルすぎる！アンソロジー（仮） アンソロジー 676 祥伝社 8 花のあすか組！∞インフィニティ（５） 高口里純 680 日本文芸 29 天牌（108） 来賀友志/嶺岸信明 680 芳文社 12 スローループ（４） うちのまいこ 630
宙出版 16 彼氏が王子すぎる！アンソロジー アンソロジー 676 祥伝社 8 アヤメくんののんびり肉食日誌（13） 町麻衣 680 日本文芸 29 しおりの日記（３）（完） 艶々 700 芳文社 12 枯れセン（３）（完） 青木渚子 630
宙出版 25 変身美少女大ピンチ、悪堕ち絶頂アンソロジ アンソロジー 750 祥伝社 25 いけずな声でとろけるカラダ美形住職を密着 筑谷たか菜/黒之響 690 日本文芸 29 警部補ダイマジン（７） リチャード・ウー/コウノコ 680 芳文社 12 きららファンタジアイラストレーションズ（２） きららファンタジア製作委 4500
宙出版 25 陰キャなボクのこと好きなヤバイギャルとのニアンソロジー 750 祥伝社 25 このキスは記事にできない 西本ろう 740 日本文芸 29 だぶるぷれい（１） ムラタコウジ 700 芳文社 15 ごほうびごはん（13） こもとも子 620
宙出版 25 終電逃したOLさんたちのちょっとアブナイ夜なアンソロジー 750 祥伝社 25 百と卍（４） 紗久楽さわ 740 モバイル 18 班目主任はエッチでずるい！（上） カトウロカ 680 芳文社 15 ノーサイドクエスト（３） 好本拓朗 620
宙出版 28 シークのみだらな寵愛アンソロジー アンソロジー 676 スコラマガ 29 （成）おっぱいさーびす くりから 1182 モバイル 18 班目主任はエッチでずるい！（下） カトウロカ 680 芳文社 15 雑貨店とある（３） 上村五十鈴 620
宙出版 28 0日婚アンソロジー（仮） アンソロジー 676 スコラマガ 29 （成）ごめんね今イクから ばにこー 1182 モバイル 18 お前に抱かれるなんて聞いてない！～ハマっ夏原サイケ 680 芳文社 15 スーパーベイビー（３） 丸顔めめ 620
宙出版 28 貴族に純潔をうばわれちゃいましたアンソロジアンソロジー 676 スクウェア 7 冒険に、ついてこないでお母さん！　～　超過茨木野/四志丸 600 アイエム 29 その笑顔好きじゃない（４） 駄犬ひろし 600 芳文社 15 神客万来！（２） ねむようこ 620
笠倉出版 15 幼馴染は一卵性の獣 あわいぽっぽ/さくら蒼 680 スクウェア 7 冒険者ライセンスを剥奪されたおっさんだけど斧名田マニマニ/唯浦史 600 Jパブリッ 18 相乗フライアゲイン むないた 648 芳文社 15 ぬいパパ　成人男子がぬいぐるみのパパにな灯乃モト 620
笠倉出版 25 不機嫌なケモノの愛し方 入日マロ 700 スクウェア 7 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職してみ森田季節/出水高軌ほか 618 Jパブリッ 18 僕の番はサラブレットΩ あらた六花 648 芳文社 27 奥さまは新妻ちゃん（３） ルッチーフ 850
笠倉出版 25 海のそこ じんにくれーちぇ 700 スクウェア 7 妖怪戦葬（４） 弓咲ミサキックス 618 Jパブリッ 18 アスク・アフェクション 与一マキナ 648 芳文社 27 下を向いて歩こう（２）（完） 湖西晶 850
海王社 9 X-law ｍｉｎｅ 670 スクウェア 7 育成スキルはもういらないと勇者パーティを解黒おーじ/たかはし慶行ほ 600 Jパブリッ 25 ブライトブルーに沈む ぱるあ 699 芳文社 27 ぬるめた（１） こかむも 850
海王社 9 スリーピングシープ 大槻ミゥ 650 スクウェア 7 転生王子は錬金術師となり興国する（１） 月夜涙/Ｓ．濃すぎほか 600 ハーパー 12 砂漠の掟に背いて 碧ゆかこ/シャロン・ケン 600 芳文社 27 baby blue 黒田bbイラストコレクション 黒田ｂｂ 2500
海王社 9 こじらせ純愛モンスター 大橋キッカ 650 スクウェア 7 没落令嬢の異国結婚録（１） 江本マシメサ/日野杏寿 618 ハーパー 12 天使は愛にひざまずく 桐坂真生/キャロル・モー 600 マイクロ 9 KILLER'S HOLIDAY（２） 松（Ａ・ＴＹＰＥｃｏｒｐ．） 1000
海王社 9 僕の秘密と君の嘘 縁々 750 スクウェア 12 侍女なのに…聖剣を抜いてしまった！（２） あきのみどり/言炎（ＦＡＮ 　600 ハーパー 12 天使と悪魔の愛人契約 檀からん/キャシー・ウィ 600 マイクロ 29 転生したらスライムだった件　～魔物の国の歩岡霧硝/伏瀬 630
海王社 9 バッドロマンス・フリーク・ショー 茶渡ロメ男 670 スクウェア 12 悪役令嬢の執事様　破滅フラグは俺が潰させ緋色の雨/菖蒲ほか 600 ハーパー 12 キスよりもっと 長崎真央子/パトリシア・ 600 マイクロ 29 あかりは雪姫になりたい　―根暗な引きこもり倉田理音 630
海王社 9 あいのかさぶた 綴屋めぐる 670 スクウェア 12 ガリ勉地味萌え令嬢は、俺様王子などお呼び鶏冠勇真/カルパッチョ野 600 ハーパー 12 王位を捨てた恋人 楠桂/アニー・ウエスト 600 マッグガ 9 最果てのソルテ（１） 水上悟志 600
キルタイ 27 （成）二次元コミックマガジン　女性上位の逆種白崎アロエ/しろくまほか 1000 スクウェア 22 クールドジ男子（３） 那多ここね 1000 ハーパー 12 愛を知らないプリンス 楠桂/アニー・ウエスト 600 マッグガ 9 リィンカーネーションの花弁（13） 小西幹久 610
キルタイ 27 （成）すたーきー単行本（仮） すたーきー 1000 スクウェア 22 魔王と俺の叛逆記（６） 吉川英朗 600 ハーパー 12 メディチ家の薔薇は白く 三浦浩子/アン・メイザー 600 マッグガ 9 魔導具師ダリヤはうつむかない（３） 住川惠/甘岸久弥ほか 620
キルタイ 27 （成）Abandon ―100ヌキしないと出られない不らくじん 1100 スクウェア 22 渋谷金魚（10） 蒼伊宏海 600 ハーパー 16 きまじめ御曹司と身代わり婚約者（２） 貴一みや/桔梗楓 630 マッグガ 14 ガベージブレイブ　異世界に召喚され捨てられ木梨はるか/なんじゃもん 600
キルタイ 27 （成）別冊コミックアンリアル　美少女ニ擬態スヤルク/みつあしほか 1000 スクウェア 22 ラグナクリムゾン（８） 小林大樹 600 ハーパー 16 蜜檻～騎士王のいきすぎた純情～ 柾木見月/水瀬もも 630 マッグガ 15 こりせんまん（４） 田川ミ 620
キルタイ 27 ぽちゃ娘は小悪魔ムーブがやめられない（１ 房 630 スクウェア 22 遺書、公開。（７） 陽東太郎 600 ハーパー 16 国王陛下の溺愛花嫁～屋根裏令嬢の結婚事杉本ふぁりな/熊野まゆ 630 メディアッ 27 （成）恥ずかしいけど出すとこ見て欲しい あるざ流人 1200
クロエ出 4 （成）僕だけの淫母たち ｇｏｎｚａ 1018 スクウェア 22 最近雇ったメイドが怪しい（３） 昆布わかめ 664 ハーパー 16 薔薇の罠～囚われの乙女と銀の伯爵～ 悠木りおん/小出みき 648 メディアッ 27 （成）ぬれゴト、男の娘 おくた慧 1100
幻冬舎コ 22 ヤリチン☆ビッチ部（４） おげれつたなか 630 スクウェア 22 ご主人様のしかばね（３） 藤近小梅 600 白泉社 4 夏目友人帳（26） 緑川ゆき 450 メディアッ 27 （成）性感（ベタハート）母娘（おやこ）味 ＢＥＮＮＹ’Ｓ 1200
幻冬舎コ 22 FAKE―警視庁極秘捜査班―（１） 愁堂れな/葉芝真己 660 スクウェア 22 ブラトデア（２） 村田真哉/速水時貞 600 白泉社 4 末永くよろしくお願いします（２） 池ジュン子 450 楽楽出版 9 （成）時間停止で無抵抗ハーレム 川乃雅慧 1000
幻冬舎コ 22 はなれのおねえさん。（３） きくち正太 650 スクウェア 22 咲-Saki-　阿知賀編　episode of side-A（７） 小林立/五十嵐あぐり 600 白泉社 4 鳩子さんは時々魔法少女（３） 可歌まと 450 楽楽出版 9 （成）巨乳JKに成長した妹といちゃえろ孕ませ鷲塚翔 1000
幻冬舎コ 22 神さまSHOPでチートの香り（５）（完） 佐々木さざめき/金田正太 650 スクウェア 22 咲-Saki-　re:KING'S TILE DRAW（１） 小林立/極楽院櫻子 600 白泉社 4 執事と主は結ばれません（１） 角野ユウ 450 リイド社 20 カラーレス（４） ＫＥＮＴ 720
幻冬舎コ 22 鬼一族の若夫婦（１）～借金のカタとして嫁い不確定ワオン/門井亜矢 650 スクウェア 22 咲-Saki-（21） 小林立 600 白泉社 4 早瀬、先にイクッてよ（１） 花宮初 540 リイド社 22 自転車屋さんの高橋くん（３） 松虫あられ 630
幻冬舎コ 22 悪役令嬢、庶民に堕ちる（２）（完） 緋月紫砲/おひたし熱郎 660 スクウェア 22 シノハユ　the dawn of age（13） 小林立/五十嵐あぐり 600 白泉社 20 スキップ・ビート！（46） 仲村佳樹 450 リイド社 29 （成）My Fair MILF タカスギコウ 1000
幻冬舎コ 22 オレの幼なじみは天使で野獣 でん蔵 660 スクウェア 22 怜-Toki-（７） 小林立/めきめき 600 白泉社 20 贄姫と獣の王（15）（完） 友藤結 450 リイド社 29 本田鹿の子の本棚鳳凰の帰還篇 佐藤将 1111
幻冬舎コ 22 お伽噺は泡と消え じゃのめ 660 スクウェア 22 染谷まこの雀荘メシ（１） 小林立/めきめき 600 白泉社 20 転生したら姫だったので男装女子極めて最強輝 450 リブレ 9 俺様デレ期 野々宮ちよ子 659
幻冬舎コ 22 ドSなアイドルがドタイプすぎてつらい ほっかむり 630 スクウェア 22 咲-Saki-　画集Ritz Kobayashi illustrations 小林立 3500 白泉社 20 蒼竜の側用人～白銀の竜　編～（０） 千歳四季 450 リブレ 9 運命すぎてつがえません ＧＯ毛力 659
幻冬舎コ 22 おわりもん（１） 高須光聖/忠見周 650 スクウェア 25 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。―渡航/ぽんかん⑧ほか 600 白泉社 20 神の子らの懺悔（１） 千歳四季 450 リブレ 9 こいのこころのむこうがわそれを恋心と呼ぶの市川けい 659
コアマガ 25 テコンダー朴（３） 山戸大輔/白正男 891 スクウェア 25 【配信中】女神チャンネル！　え、これ売名で 徳山銀次郎/近江のこほ 600 白泉社 20 ぬこづけ！（15） 柚木色 580 リブレ 9 人でない狼（２） 元ハルヒラ 659
コアマガ 25 テコンダー朴（４） 山戸大輔/白正男 891 スクウェア 25 結婚指輪物語（10） めいびい 600 白泉社 29 ペリリュー　―楽園のゲルニカ―（10） 武田一義/平塚柾緒 600 リブレ 9 愛の形に刻んでくれよ レロ 659
コアマガ 25 開発のお時間です 藤谷陽子 705 スクウェア 27 王室教師ハイネ（16） 赤井ヒガサ 600 白泉社 29 俺はロリコンじゃない！（２） 雨蘭 650 リブレ 9 憎か愛しか 小丹波ふく 659
コアマガ 25 あやかしの嫁取り 三尾じゅん太 685 スクウェア 27 魔法女子学園の助っ人教師（４） 東導号/藤本桜ほか 600 白泉社 29 追放悪役令嬢の旦那様（１） なつせみ/古森きりほか 650 リブレ 9 騎士様（育成中）と同居します 秋久テオ 659
コアマガ 29 （成）直美さんは俺のセフレ ジュナジュナジュース 1273 スクウェア 27 SCARS（３）（完） たついこと 600 白泉社 29 救い給え、殺り給え（２） 宮月新/ミドリ 650 リブレ 20 鯛代くん、君ってやつは。（２） ヤマダ 659
コアマガ 29 （成）群青群像 荒井啓 1364 スクウェア 27 天つ狐と封印詩（３）（完） 寝子暇子 600 白泉社 29 フットボールアルケミスト（３） １２Ｌｏｇ/木崎伸也 650 リブレ 20 息できないのは君のせい 澄谷ゼニコ 659
コアミック 20 アルテ（14） 大久保圭 600 スクウェア 27 兎角ノ兄弟（２） 十束椿 600 白泉社 29 諍い・ハーレム（１） シギサワカヤ 680 道玄坂書 15 サンプリング・セックス ナコラ 664
コアミック 20 ちるらん　新撰組鎮魂歌（29） 橋本エイジ/梅村真也 580 秋水社発 25 「今夜、俺とセックスしとく？」（１）バツイチ上司神室リツコ 650 白泉社 29 あんじゅう（１） 幾花にいろ 680 道玄坂書 15 好きと言ったら、君は 嶋伏ろう 664
コアミック 20 モブ子の恋（９） 田村茜 600 秋水社発 25 突破婚（１） 村上みちこ 650 一二三書 15 ウィル様は今日も魔法で遊んでいます。（２） あきの実 680 道玄坂書 15 あやかし茶屋で待ち合わせ 背筋 655
コアミック 20 老女的少女ひなたちゃん（９） 桑佳あさ 600 アルファ 15 女神様も恋をする 茨芽ヒサ/春日部こみと 640 ヒット出版 28 （成）サイキック・エージェント 橋村青樹 1000 ワニマガ 29 （成）Shingo.作品集 Ｓｈｉｎｇｏ． 1000
コアミック 20 送魂の少女と葬礼の旅（５） 路那 620 彗星社発 18 性癖ヤバめなオトコに狙われました。 ｂｏｖ 680 ヒット出版 28 （成）少女が『ひぎぃ！』と叫ぶとき あわじひめじ 1000 ワニマガ 29 （成）五月猫作品集 五月猫 1000

彗星社発 18 勤務時間外、隣人の上司はケモノになる。（４九重千花 680 ワニマガ 29 （成）さもずも融 さもずも融 1000
彗星社発 18 スカートの中はケダモノでした。（７） ハナマルオ 680 ワニマガ 29 （成）アザトメイキング　通常版 みちきんぐ 1000



２０２１年　1月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）
出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ 書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェッ 書名 著者 予価
朝日新聞出版朝日文庫 7 風神の手 道尾秀介 900 KADOKAWA 角川文庫 22 彩雲国物語　十二、白虹は天をめざす 雪乃紗衣 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 26 異世界エステ師の育て方 高岡智空/橘由宇 810

朝日新聞出版朝日文庫 7 日本戦後史論 内田樹/白井聡 740 KADOKAWA 角川文庫 22 藍色の夜明け あさのあつこ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 14 奈落の底で君と見た虹 柴山ナギ 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 歪んだ名画 千街晶之/赤江瀑ほか 800 KADOKAWA 角川文庫 22 裏切り　江戸の御庭番（７） 藤井邦夫 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 14 コンサバター（２） 一色さゆり 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 お金は「教養」で儲けなさい 加谷珪一 700 KADOKAWA 角川文庫 22 アルプスの少女ハイジ ヨハンナ・シュピリ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 14 麦本三歩の好きなもの 住野よる 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 激流　渋沢栄一の若き日 大佛次郎 700 KADOKAWA 角川文庫 22 退屈のお殿さま 和久田正明 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 14 死神さん 大倉崇裕 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 姫仕掛 吉田雄亮 720 KADOKAWA 角川文庫 22 モモコとうさぎ 大島真寿美 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 年下オオカミ君に愛情ごはん 杉原朱紀/猫乃森シマ 660

朝日新聞出版朝日文庫 7 沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか 安田浩一 900 KADOKAWA 角川文庫 22 小公子 バーネット/羽田詩津子 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 溺愛社長と添い寝じゃ終われない 今城けい/六芦かえで 630

岩波書店 岩波文庫 15 江戸漢詩選　（上） 揖斐高 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 ブロードキャスト 湊かなえ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 魔術師は野獣な貴公子に溺れる 小中大豆/榊空也 630

岩波書店 岩波文庫 15 法の哲学　自然法と国家学の要綱　（上） ヘーゲル/上妻精ほか 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 ショートショートドロップス 新井素子/矢崎存美ほか 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 4 けいたん。～ライトノベルは素敵なお仕事。多分榊一郎/潮一葉 660

岩波書店 岩波文庫 15 ゼーノの意識　（上） ズヴェーヴォ/堤康徳 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 4 君はこの悪をどう裁くのだろうか？ 二丸修一/宮城 660

岩波書店 岩波現代文庫 15 哲おじさんと学くん　世の中では隠されているい 永井均 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 さくら、うるわし　左近の桜 長野まゆみ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 貞観政要　全訳注 呉兢/石見清裕 ###

岩波書店 岩波現代文庫 15 キッシンジャー回想録　中国　（上） ヘンリー・Ａ．キッシンジャー 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 わたしは告白ができない 櫻いいよ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 中国の歴史（７）　中国思想と宗教の奔流　宋朝 小島毅 ###

岩波書店 岩波現代文庫 15 キッシンジャー回想録　中国　（下） ヘンリー・Ａ．キッシンジャー 未定 KADOKAWA 角川文庫 22 棋士　透明の等身 北野新太 未定 講談社 講談社学術文庫 12 〈名奉行〉の力量　江戸世相史話 藤田覚 960

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 出稼ぎ令嬢の婚約騒動（３）　次期公爵様は婚約黒湖クロコ/ＳＵＺ 638 KADOKAWA 角川文庫 22 作ってあげたい小江戸ごはん（３）　ほくほく里芋高橋由太 未定 講談社 講談社学術文庫 12 ヴァレリー　芸術と身体の哲学 伊藤亜紗 ###

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢（２）（仮） 紫月恵里/椎名咲月 638 KADOKAWA 角川文庫 22 殺意の設計 西村京太郎 未定 講談社 講談社学術文庫 12 日本人の原風景　風土と信心とたつきの道 神崎宣武 ###

一迅社 メリッサ文庫 29 王太子妃になんてなりたくない！！　王太子妃編月神サキ/蔦森えん 700 KADOKAWA 角川文庫 22 脳科学捜査官　真田夏希　デンジャラス・ゴール鳴神響一 未定 講談社 講談社文芸文庫 12 慶応三年生まれ　七人の旋毛曲り　漱石・外骨・坪内祐三 ###

イースト・プレスソーニャ文庫 7 没落貴公子は難攻不落（仮） 外堀鳩子/氷堂れん 700 KADOKAWA 角川文庫 22 脳科学捜査官　真田夏希　シルバー 鳴神響一 未定 講談社 講談社文庫 15 古事記異聞　鬼棲む国、出雲 高田崇史 650

イースト・プレスソーニャ文庫 7 悪魔と二度目の初恋を（仮） 八巻にのは/時瀬こん 700 KADOKAWA 角川文庫 22 私の頭が正常であったなら 山白朝子 未定 講談社 講談社文庫 15 奇譚蒐集家　小泉八雲　白衣の女 久賀理世 740

イースト・プレス悦文庫 12 田舎のしたがり未亡人（仮） 桜井真琴 720 KADOKAWA 角川文庫 22 茶寮かみくらの偽花嫁 あさばみゆき 未定 講談社 講談社文庫 15 追跡 千野隆司 760

イースト・プレス悦文庫 12 兄嫁のしずく（仮） 葉月奏太 720 KADOKAWA 角川文庫 22 転生佳人伝　寵姫は二度皇帝に出会う 三川みり 未定 講談社 講談社文庫 15 倒錯のロンド　完成版 折原一 800

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 ジェット戦闘機対ジェット戦闘機 三野正洋 940 KADOKAWA 角川文庫 22 うちの執事に願ったならば　EX 高里椎奈/佐原ミズ 未定 講談社 講談社文庫 15 駕籠屋春秋　新三と太十 岡本さとる/菊地信義 660

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 日本戦艦の最後 吉村真武ほか 920 KADOKAWA 角川文庫 22 空を飛ぶパラソル 夢野久作 未定 講談社 講談社文庫 15 猫のハローワーク（２） 新美敬子 900

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 少年飛行兵「飛燕」戦闘機隊　新装版 三浦泉 800 KADOKAWA 角川文庫 22 刺青・少年・秘密 谷崎潤一郎 未定 講談社 講談社文庫 15 初めて彼を買った日 石田衣良 640

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 【新装版】この悪夢が消えるまで　イヴ&ローク（１Ｊ・Ｄ・ロブ/青木悦子 900 KADOKAWA 角川文庫 22 剣鬼斬り　新・流想十郎蝴蝶剣 鳥羽亮 未定 講談社 講談社文庫 15 誰彼　新装版 法月綸太郎 920

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 【新装版】雨のなかの待ち人　イヴ＆ローク（２） Ｊ・Ｄ・ロブ/小林浩子 940 KADOKAWA 角川文庫 22 六畳間のピアノマン 安藤祐介 未定 講談社 講談社文庫 15 雷雲の龍　会津に吼える 吉川永青 660

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 【新装版】不死の花の香り　イヴ&ローク（３）（仮 Ｊ・Ｄ・ロブ/青木悦子 980 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 雪月花のことば辞典 宇田川眞人 ### 講談社 講談社文庫 15 炎上チャンピオン 横関大 760

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 29 ヴェンディエッタ・イン・デス　イヴ&ローク（50）（原Ｊ・Ｄ・ロブ/中谷ハルナ 980 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 日本古典と感染症 ロバート・キャンベル 920 講談社 講談社文庫 15 帰蝶がヤバい（１） 神楽坂淳 620

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クラじゃき/ｆａｍｅ 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 サブカルズ 松岡正剛 未定 講談社 講談社文庫 15 小説　ライアー×ライアー 有沢ゆう希/金田一蓮十郎 680

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 友人キャラの俺がモテまくるわけないだろ？（４）世界一/長部トム 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 龍の起源 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 神楽坂つきみ茶屋　禁断の盃と絶品江戸レシピ 斎藤千輪 650

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェンネコ光一/Ｎａｒｄａｃｋ 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 コタン　違星北斗遺稿 未定 未定 講談社 講談社文庫 15 友情　平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」 平尾惠子/山中伸弥 750

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 星詠みの魔法使い（１）魔導書作家になれますか六海刻羽/ゆさの 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 22 増補　仏典をよむ　死からはじまる仏教史 末木文美士 未定 講談社 講談社文庫 15 新装版　スメル男 原田宗典 880

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 今日から彼女ですけど、なにか？（１） 満屋ランド/塩かずのこ 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 ぜんしゅの跫 澤村伊智 未定 講談社 講談社文庫 15 別れの霊祠　溝猫長屋　祠之怪 輪渡颯介 640

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 Re:RE─リ：アールイー ─（１）　転生者を殺す者中島リュウ/ノキト 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 人外サーカス 小林泰三 未定 講談社 講談社タイガ 15 吾輩は歌って踊れる猫である 芹沢政信 660

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 TRPGプレイヤーが異世界で最強ビルドを目指すＳｃｈｕｌｄ/ランサネ 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 22 死相学探偵最後の事件 三津田信三 未定 講談社 講談社タイガ 15 あくまでも探偵は 如月新一 750

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ありふれた職業で世界最強　零（５） 白米良/たかやＫｉ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 おとなりの晴明さん（８）　～陰陽師は金の烏と遊仲町六絵 未定 光文社 光文社文庫 13 惣目付臨検仕る　抵抗（仮） 上田秀人 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ひとりぼっちの異世界攻略（６） 五示正司/榎丸さく 未定 KADOKAWA メディアワークス文 22 声が出なくなったので、会社を辞めて二人暮らし神戸遥真 未定 光文社 光文社文庫 13 にらみ 長岡弘樹 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 異世界迷宮の最深部を目指そう（15） 割内タリサ/鵜飼沙樹 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 義妹生活 三河ごーすと/Ｈｉｔｅｎ 620 光文社 光文社文庫 13 名探偵ぶたぶた（仮） 矢崎存美 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 灰と幻想のグリムガル（17） 十文字青/白井鋭利 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 裏社会最強の男、終末異世界を愉しむ。　終幕に水城水城/つくぐ 未定 光文社 光文社文庫 13 蕎麦、食べていけ！ 江上剛 未定

オークラ出版 プリズム文庫 22 崖っぷちΩは未来の伯爵をモノにする 若月京子/こうじま奈月 664 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？ 花間燈/ｓｕｎｅ 未定 光文社 光文社文庫 13 輝け！浪華女子大駅伝部 蓮見恭子 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 ひげを剃る。そして女子高生を拾う。　Each Storしめさば/ぶーた 640 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 お嫁さんにしたいコンテスト1位の後輩に弱みを 岩波零/阿月唯 未定 光文社 光文社文庫 13 棟居刑事の砂漠の喫茶店 森村誠一 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 回復術士のやり直し（９）　～即死魔法とスキルコ月夜涙/しおこんぶ 640 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 きゅうそ、ねこに恋をする 三月みどり/Ｔｏｔａ 未定 光文社 光文社文庫 13 博多殺人事件　新装版 内田康夫 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 恋人代行をはじめた俺、なぜか美少女の指名依夏乃実/ふーみ 660 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 聖剣学院の魔剣使い（６） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 光文社 光文社文庫 13 社内保育士はじめました（５）ぜんぶとはんぶん 貴水玲 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 元カノと今カノが俺の愛を勝ち取ろうとしてくる。 はむばね/けけもつ 640 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 神は遊戯に飢えている。（１） 細音啓/智瀬といろ 未定 光文社 光文社文庫 13 豆しばジャックは名探偵（２）恋も事件も匂います三萩せんや 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 強気なお嬢様が俺の料理で甘々に 雨宮むぎ/Ｎａｒｄａｃｋ 660 KADOKAWA ファミ通文庫 29 ミストトレインガールズ　～霧の世界の車窓から 日日日/川添枯美ほか 未定 光文社 光文社文庫 13 海の牙　決定版　八丁堀つむじ風（10） 和久田正明 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 『おっぱい揉みたい』って叫んだら、妹の友達と付凪木エコ/白クマシェイク 660 KADOKAWA ファミ通文庫 29 暇人、魔王の姿で異世界へ　時々チートなぶらり藍敦/桂井よしあき 未定 光文社 光文社文庫 13 あしたの風　日本橋牡丹堂菓子ばなし（７）（仮） 中島久枝 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い（５）　無能を タンバ/夕薙 660 河出書房新社 河出文庫 5 カチカチ山殺人事件　昔ばなし×ミステリー【日本伴野朗/都築道夫ほか 720 光文社 光文社文庫 13 新・くらがり同心裁許帳（１）（仮） 井川香四郎 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 12/26 落第賢者の学院無双（５）　～二度転生した最強白石新/魚デニム 700 河出書房新社 河出文庫 5 ハーメルンの笛吹きと完全犯罪　昔ばなし×ミス仁木悦子/角田喜久雄ほか 720 光文社 光文社文庫 13 左遷　隠密船頭（６）（仮） 稲葉稔 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 12/26 悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします（３） 浜千鳥/八美☆わん 690 河出書房新社 河出文庫 5 ワインの科学 ジェイミー・グッド/梶山あゆみ### 光文社 光文社文庫 13 旅の果てに　大江戸木戸番始末（14）（仮） 喜安幸夫 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 12/26 破滅の悪役王女ですが救国エンドをお望みです麻木琴加/逆木ルミヲ 690 河出書房新社 河出文庫 5 20世紀ファッション　時代をつくった10人 成実弘至 980 光文社 光文社古典新訳文 13 19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 橋本勝雄 未定

KADOKAWA ビーンズ文庫 12/26 小説版　この世界の楽しみ方　～Secret Story FＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ/香坂茉里ほ 660 河出書房新社 河出文庫 5 ニューヨーク・スケッチブック ピート・ハミル/高見浩 880 光文社 光文社古典新訳文 13 戦争と平和（４） トルストイ/望月哲男 未定

KADOKAWA ルビー文庫 12/26 海賊のツガイ（２） 天野かづき/蓮川愛 640 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 ワケあって滅亡した帝国・王国（仮） 祝田秀全 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 若殿はつらいよ（12） 鳴海丈 650

KADOKAWA ルビー文庫 12/26 極上御曹司の恋愛成就方程式 神香うらら/明神翼 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 最新版　アメリカの50州がわかる本　知らなかっ国際時事アナリスツ 720 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 将軍代行　松平通春（仮） 早見俊 650

KADOKAWA ジュエル文庫 4 サディスティックな社長とエレベーターに閉じ込め 　草野來/天路ゆうつづ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 時効の果て　警視庁追跡捜査係 堂場瞬一 760 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 お毒味役　みだら帖　鬼蜜の刃（１） 睦月影郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 9 キグナスの乙女たち（１） 佐島勤/石田可奈 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 イダジョ！完結編 史夏ゆみ 680 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 剣豪商売　始末屋十兵衛 中岡潤一郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 9 つるぎのかなた（４） 渋谷瑞也/伊藤宗一 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 みんなのナポリタン　食堂のおばちゃん（９） 山口恵以子 620 コスミック出版 コスミック時代文庫 9 ご隠居奉行世直し帖　大岡の密命 柳蒼二郎 650

KADOKAWA 電撃文庫 9 男女の友情は成立する？（いや、しないっ！！）　七菜なな/Ｐａｒｕｍ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 立つ鳥の舞　くらまし屋稼業 今村翔吾 660 コスミック出版 コスミック戦記文庫 16 激烈！　日英同盟艦隊（４） 伊吹秀明 926

KADOKAWA 電撃文庫 9 来タル最強ノ復讐者　～救いなき監獄都市で絶 哀歌/夕薙 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 宝の船　江戸菓子舗照月堂 篠綾子 640 コスミック出版 セシル文庫 21 子連れ保育士　～ちょっとクライムな恋を～ かみそう都芭 650

KADOKAWA 電撃文庫 9 犯罪迷宮アンヘルの難題騎士 川石折夫/カット 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 松葉の想い出　神田職人えにし譚 知野みさき 640 コスミック出版 セシル文庫 21 金獅子王と運命の花嫁　～やんちゃな天使と林 宮本れん 650

KADOKAWA 電撃文庫 9 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね（２羽場楽人/イコモチ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 猫の神さま（３）神さま不在の大熊あばれの巻 仲野ワタリ 660 三交社 ラルーナ文庫 20 アルファは薔薇を抱く～白衣のオメガと秘密の子春原いずみ/亜樹良のりかず 700

KADOKAWA 電撃文庫 9 先輩、わたしと勝負しましょう。ときめいたら負け 西塔鼎 未定 三交社 艶情文庫 29 山を買う、女が来る（仮） 橘真児 722

KADOKAWA 電撃文庫 9 Re:スタート！転生新選組（３） 春日みかげ/葉山えいし 未定 三交社 艶情文庫 29 となりの豊熟未亡人（仮） 早瀬真人 722

KADOKAWA 電撃文庫 9 絶対にデレてはいけないツンデレ 神田夏生/Ａちき 未定 彩図社 彩図社文庫 19 知れば知るほど面白い！　日本地図150の秘密日本地理研究会 682

KADOKAWA 電撃文庫 9 神角技巧と11人の破壊者（上）　破壊の章 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 彩図社 彩図社文庫 19 日本のしきたりがよくわかる本 火田博文 682

KADOKAWA 電撃文庫 9 ダークエルフの森となれ（２）　―現代転生戦争―水瀬葉月/コダマほか 未定 集英社 集英社文庫Ｊブック 18 ハイキュー！！　ショーセツバン！！　白鳥沢学古舘春一/星希代子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 9 娘じゃなくて私が好きなの！？（４） 望公太/ぎうにう 未定 集英社 集英社文庫Ｊブック 18 ハイキュー！！　ショーセツバン！！　梟谷＆稲古舘春一/星希代子 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される（11） ぷにちゃん/成瀬あけの 未定 集英社 集英社文庫コミック 18 To LOVEる　ダークネス（７） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 悪役令嬢は推しが尊すぎて今日も幸せ ぷにちゃん/成瀬あけのほか未定 集英社 集英社文庫コミック 18 To LOVEる　ダークネス（８） 矢吹健太朗/長谷見沙貴 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 31番目のお妃様（６） 桃巴/山下ナナオ 未定 集英社 集英社文庫 20 猫がいなけりゃ息も出来ない（仮） 村山由佳 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 氷室教授のあやかし講義は月夜にて 古河樹/サマミヤアカザ 未定 集英社 集英社文庫 20 ほどほど快適生活百科（仮） 群ようこ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 附子の弁舌 未定/サイトー 未定 集英社 集英社文庫 20 闇夜の底で踊れ（仮） 増島拓哉 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 花街の用心棒（２）　雪が宮廷の闇を照らす 深海亮/きのこ姫 未定 集英社 集英社文庫 20 僕らだって扉くらい開けられる（仮） 行成薫 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 江戸の花魁と入れ替わったので、花街の頂点を七沢ゆきの/ファジョボレ 未定 集英社 集英社文庫 20 波の上のキネマ（仮） 増山実 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 瑠璃宮の花守り人　一輪末々を知る 伊藤たつき/りんこ。 未定 集英社 集英社文庫 20 泣きたくなるような青空（仮） 吉田修一 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 織田信奈の学園 春日みかげ/みやま零 未定 集英社 集英社文庫 20 私が作家になった理由（仮） 阿刀田高 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 転生王女と天才令嬢の魔法革命（３） 鴉ぴえろ/きさらぎゆり 未定 集英社 集英社文庫 20 友の友は友だ　めおと相談屋奮闘記（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 1LDK、そして2JK。（４）　～それぞれの夢へ～ 福山陽士/シソ 未定 集英社 集英社文庫 20 サクラオト（仮） 彩坂美月 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 魔王2099（１）電子荒廃都市・新宿 紫大悟/クレタ 未定 集英社 集英社文庫 20 短編宇宙（仮） 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 シェアハウスで再会した元カノが俺に迫って来るくろい/にゅむ 未定 集英社 集英社文庫 20 解放　ナンシーの闘い（仮） イモジェン・キーリー 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 魔女と始める神への逆襲《リバーサル》　道化の水原みずき/紅緒 未定 集英社 集英社オレンジ文 20 威風堂々惡女（５）（仮） 白洲梓/蔀シャロン 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 母親がエロラノベ大賞受賞して人生詰んだ　せめ夏色青空/米白粕 未定 集英社 集英社オレンジ文 20 京都伏見は水神さまのいたはるところ　綺羅星の相川真/白谷ゆう 未定

守   山  店 ℡ 077-582-7560    野  洲  店 ℡ 077-586-3226        

 

守山駅前店  ℡ 077-584-5460     石  部   店  ℡ 0748-76-2520    

 

ア ク ア 店 ℡ 0748-38-5671       石山駅前店  ℡ 077-533-7717  

 

   



出版社 文庫名 予定日 チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック 書名 著者 予価
集英社 集英社オレンジ文 20 抗えない男～警視庁特殊能力係～（仮） 愁堂れな/円陣闇丸 未定 竹書房 蜜夢文庫 22 濃く、甘く熟して。（仮） 御子柴くれは/龍胡伯 800 双葉社 双葉文庫 14 警察庁特命捜査官　水野乃亜　モール狩り（仮初瀬礼 680

集英社 集英社オレンジ文 20 廃墟の片隅で春の詩を歌え　王女の帰還（仮） 仲村つばき/藤ヶ咲 未定 竹書房 竹書房文庫 28 とろめく女肌（仮） 橘真児 680 双葉社 双葉文庫 14 十津川警部捜査行　日本縦断殺意の軌跡 西村京太郎 730

集英社 集英社オレンジ文 20 王女の遺言（１）（仮） 久賀理世/ねぎしきょうこ 未定 竹書房 竹書房怪談文庫 28 「超」怖い話　丑 加藤一/久田樹生ほか 650 双葉社 双葉文庫 14 新・珈琲屋の人々（仮） 池永陽 690

集英社 集英社オレンジ文 20 探偵はときどきハードボイルド（仮） かたやま和華/ほたか乱 未定 竹書房 竹書房怪談文庫 28 純粋怪談（２）（仮） さたなきあ 650 双葉社 双葉文庫 14 未来職安 柞刈湯葉 620

集英社 ダッシュエックス文 25 パワハラ聖女の幼馴染と絶縁したら、何もかも くさもち/マッパニナッタ 未定 竹書房 竹書房怪談文庫 28 現代怪談　地獄めぐり　羅刹（仮） 響洋平ほか 650 双葉社 双葉文庫 14 裏口は開いていますか？　〈新装版〉 赤川次郎 750

集英社 ダッシュエックス文 25 俺はまだ、本気を出していない（６） 三木なずな/さくらねこ 未定 竹書房 竹書房怪談文庫 28 怪談最恐戦2020（仮） 怪談最恐戦実行委員会 650 双葉社 双葉文庫 14 後宮の花は偽りに惑う 天城智尋 600

集英社 ダッシュエックス文 25 王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強柑橘ゆすら/青乃下 未定 竹書房 ラヴァーズ文庫 29 敏感乳首（仮） 秀香穂里/奈良千春 660 双葉社 双葉文庫 14 あやかしよろず相談承ります（仮） 伽古屋圭市 600

集英社 ダッシュエックス文 25 カンピオーネ！　ロード・オブ・レルムズ（２） 丈月城/ＢＵＮＢＵＮ 未定 竹書房 ラヴァーズ文庫 29 飴と鞭も恋のうち　Thirdキス（仮） いおかいつき/國沢智 660 双葉社 双葉文庫 14 嫁さがし温泉旅（仮） 霧原一輝 700

小学館 小学館文庫 4 咆哮 アンドレアス・フェーア 1050 宝島社 宝島社文庫 8 警視庁特任捜査官グール　公安のエス 鷹樹烏介 750 双葉社 双葉文庫 14 若さま同心　徳川竜之助（２）　風鳴の剣〈新装版風野真知雄 630

小学館 小学館文庫 4 ラスト・トライアル ロバート・ベイリー/吉野弘人1100 宝島社 宝島社文庫 8 毒をもって毒を制す　薬剤師・毒島花織の名推 塔山郁 760 双葉社 双葉文庫 14 照れ降れ長屋風聞帖（11）盗賊かもめ〈新装版 坂岡真 650

小学館 小学館文庫 4 俺はエージェント 大沢在昌 1050 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 8 筋トレで夢を叶える Ｔｅｓｔｏｓｔｅｒｏｎｅ 780 双葉社 双葉文庫 14 木皿食堂（３）　お布団はタイムマシーン 木皿泉 620

小学館 小学館文庫 4 スギハラ・サバイバル 手嶋龍一 850 筑摩書房 ちくま文庫 9 石ノ森章太郎コレクション　初期少女漫画傑作選石ノ森章太郎 800 双葉社 モンスター文庫 29 おい、外れスキルだと思われていた《チートコーどまどま/福きつね 700

小学館 小学館文庫 4 国防特行班E510 神野オキナ 740 筑摩書房 ちくま文庫 9 B級グルメで世界一周 東海林さだお 880 双葉社 モンスター文庫 29 席替えから始まるハイスペック陰キャのリア充へ城之内/日下コウ 670

小学館 小学館文庫 4 春風同心十手日記（２）　黒い染み 佐々木裕一 640 筑摩書房 ちくま文庫 9 幻の女　ミステリ短篇傑作選 田中小実昌/日下三蔵 840 二見書房 二見サラ文庫 12 シェアハウスさざんか　―四人の秘めごと― 葵日向子/またよし 650

小学館 小学館文庫 4 帝都の用心棒　血刀数珠丸 馳月基矢 700 筑摩書房 ちくま文庫 9 グレート・インフルエンザ（上）ウイルスに立ち向ジョン・バリー/平澤正夫 1200 二見書房 二見サラ文庫 12 ようこそ赤羽へ　真面目なバーテンダーとヤンチ美月りん/げみ 673

小学館 ガガガ文庫 19 弱キャラ友崎くん（９） 屋久ユウキ 640 筑摩書房 ちくま文庫 9 グレート・インフルエンザ（下）ウイルスに立ち向ジョン・バリー/平澤正夫 1300 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 隣のお姉さんはエッチな家庭教師 新井芳野 727

小学館 ガガガ文庫 19 僕を成り上がらせようとする最強女師匠たちが 赤城大空 640 筑摩書房 ちくま文庫 9 噺は生きている「古典落語」進化論 広瀬和生 950 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 超一流のSEX  僕の華麗なセレブ遍歴 竹内けん 727

新書館 ウィングス文庫 9 声を聞かせて（２）　魔法使いラルフの決意 河上朔/ハルカゼ 860 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 新版　自然界における左と右（上） マーティン・ガードナー/坪井 1300 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 痴女の楽園　美少女と美熟母と僕 殿井穂太 727

新書館 ディアプラス文庫 9 ペットと恋はできません 川琴ゆい華/陵クミコ 680 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 新版　自然界における左と右（下） マーティン・ガードナー/坪井 1450 マドンナメイ マドンナメイト文庫 12 素人告白スペシャル　熟女旅 素人投稿編集部 727

新書館 ディアプラス文庫 9 ほほえみ喫茶の恋みくじ 海野幸/雨隠ギド 680 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 城と隠物の戦国誌 藤木久志 1100 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 レッド・ホワイト・アンド・ロイヤルブルー（原題） ケイシー・マクイストン/林啓 1380

新潮社 新潮文庫 28 嘘　Love Lies 村山由佳 1000 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 生の仏教　死の仏教 京極逸蔵 1200 二見書房 シャレード文庫 25 籠の小鳥は空に抱かれる 夢乃咲実/兼守美行 664

新潮社 新潮文庫 28 草薙の剣 橋本治 710 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 21世紀を生きるための社会学の教科書 ケン・プラマー/赤川学 1600 二見書房 シャレード文庫 25 高慢な狐と腹黒狸の誘惑駆け引き 真崎ひかる/北沢きょう 645

新潮社 新潮文庫 28 こころが挫けそうになった日に 五木寛之 520 筑摩書房 ちくま学芸文庫 9 大衆の国民化　ナチズムに至る政治シンボルとジョージ・Ｌ・モッセ/佐藤卓己 1600 二見書房 シャレード文庫 25 異世界でエルフと子育てしています 小中大豆/芦原モカ 645

新潮社 新潮文庫 28 文豪ナビ　司馬遼太郎 新潮文庫 490 中央公論新中公文庫 20 利休の死　戦国時代小説集 井上靖 900 二見書房 二見文庫　官能シ 26 狙われた女社長（仮） 桜井真琴 719

新潮社 新潮文庫 28 オリンピア1936 ナチスの森で 沢木耕太郎 750 中央公論新中公文庫 20 軍国日本の興亡　日清戦争から日中戦争へ 猪木正道 1000 二見書房 二見文庫　官能シ 26 親友の美妻（仮） 葉月奏太 705

新潮社 新潮文庫 28 オリンピア1996 冠〈廃墟の光〉 沢木耕太郎 750 中央公論新中公文庫 20 たらふくつるてん　江戸落語事始 奥山景布子 720 二見書房 二見時代小説文庫 26 栄次郎江戸暦（25） 小杉健治/蓬田やすひろ 658

新潮社 新潮文庫 28 文字渦 円城塔 710 中央公論新中公文庫 20 死香探偵　生死の狭間で愛は香る 喜多喜久 640 二見書房 二見時代小説文庫 26 北風侍　寒九郎（６） 森詠/蓬田やすひろ 658

新潮社 新潮文庫 28 編集長の条件　醍醐真司の博覧推理ファイル 長崎尚志 710 中央公論新中公文庫 20 受難華 菊池寛 840 二見書房 二見時代小説文庫 26 御庭番の二代目（15） 氷月葵/安里英晴 658

新潮社 新潮文庫 28 秘録　島原の乱 加藤廣 670 中央公論新中公文庫 20 茶の湯　わび茶の心とかたち 熊倉功夫 800 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 猫目堂　心をつなぐ喫茶店 水名月けい 600

新潮社 新潮文庫 28 アトラス　天命探偵　Next Gear 神永学 710 中央公論新中公文庫 20 美味礼讃（上） ブリア＝サヴァラン/玉村豊 900 文藝春秋 文春文庫 4 警視庁公安部・片野坂彰　紅旗の陰謀 濱嘉之 730

新潮社 新潮文庫 28 今夜、もし僕が死ななければ 浅原ナオト 670 中央公論新中公文庫 20 美味礼讃（下） ブリア＝サヴァラン/玉村豊 900 文藝春秋 文春文庫 4 幼なじみ　新・居眠り磐音 佐伯泰英 730

新潮社 新潮文庫 28 ひとでちゃん、十六歳の惡魔 片岡翔 630 中央公論新中公文庫 20 片隅の人たち 常盤新平 840 文藝春秋 文春文庫 4 インフルエンス 近藤史恵 660

祥伝社 祥伝社文庫 8 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂 未定 中央公論新中公文庫 20 四季のうた（13）（仮） 長谷川櫂 800 文藝春秋 文春文庫 4 修羅の都 伊東潤 730

祥伝社 祥伝社文庫 8 そして、星の輝く夜がくる 真山仁 未定 中央公論新中公文庫 20 新装版　ジウ（１）警視庁特殊犯捜査係 誉田哲也 740 文藝春秋 文春文庫 4 宇喜多の楽土 木下昌輝 770

祥伝社 祥伝社文庫 8 海は見えるか 真山仁 未定 中央公論新中公文庫 20 新装版　奇貨居くべし（４）飛翔篇 宮城谷昌光 780 文藝春秋 文春文庫 4 北条政子 永井路子 1070

祥伝社 祥伝社文庫 8 錯綜　警視庁武装捜査班 南英男 未定 中央公論新中公文庫 20 砂塵の掟　オッドアイ 渡辺裕之 740 文藝春秋 文春文庫 4 飼う人 柳美里 840

祥伝社 祥伝社文庫 8 流星のソード　名探偵・浅見光彦vs.天才・天地 柄刀一 未定 中央公論新中公文庫 20 チャリング・クロス街84番地　増補版 ヘレーン・ハンフ/江藤淳 800 文藝春秋 文春文庫 4 廃墟ラブ　閉店屋五郎（２） 原宏一 740

祥伝社 祥伝社文庫 8 渡世人伊三郎　上州無情旅 黒崎裕一郎 未定 中央公論新中公文庫 20 新装版　マンガ日本の歴史（７）平氏政権と後白石ノ森章太郎 840 文藝春秋 文春文庫 4 草にすわる 白石一文 790

祥伝社 祥伝社文庫 8 乱れ雲　風の市兵衛　弐 辻堂魁 未定 中央公論新中公文庫 20 新装版　マンガ日本の歴史（８）鎌倉幕府の成立石ノ森章太郎 840 文藝春秋 文春文庫 4 空蝉ノ念　居眠り磐音（45）決定版 佐伯泰英 730

心交社 ショコラ文庫 9 エターナル・サマーレイン ひのもとうみ/Ｃｉｅｌ 690 東京創元社創元推理文庫 9 平凡すぎる犠牲者 レイフ・ＧＷ・ペーション/久山 1300 文藝春秋 文春文庫 4 弓張ノ月　居眠り磐音（46）決定版 佐伯泰英 730

スターツ出ベリーズ文庫 9 183日の契約結婚～私の夫は俺様副社長～（仮藍里まめ 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 9 6600万年の革命 ピーター・ワッツ/嶋田洋一 940 文藝春秋 文春文庫 4 旅路（上） 池波正太郎 770

スターツ出ベリーズ文庫 9 大正初恋愛慕（仮） 佐倉伊織 640 東京創元社創元ライブラリ 20 死体は嘘をつかない　全米トップ検死医が語る ヴィンセント・ディ・マイオ/ロ 1200 文藝春秋 文春文庫 4 旅路（下） 池波正太郎 810

スターツ出ベリーズ文庫 9 離婚予定日のはずですが（仮） 砂原雑音 640 東京創元社創元推理文庫 20 星空のパレット 安萬純一 800 文藝春秋 文春文庫 4 メディアの闇　「安倍官邸　VS.NHK」森友取材全相澤冬樹 870

スターツ出ベリーズ文庫 9 生涯かけて、キミを幸せにすると誓う（仮） 田崎くるみ 640 東京創元社創元ＳＦ文庫 20 半分世界 石川宗生 840 文藝春秋 文春文庫 4 2011年の棚橋弘至と中邑真輔 柳澤健 930

スターツ出ベリーズ文庫 9 トツキトオカの切愛夫婦事情（仮） 葉月りゅう 640 東京創元社創元ライブラリ 28 十二章のイタリア 内田洋子 800 文藝春秋 文春文庫 4 女と骨盤 片山洋次郎 650

スターツ出ベリーズ文庫 9 破滅確定悪役令嬢になったので、最恐パパに媚桃城猫緒 640 東京創元社創元推理文庫 28 危険な男 ロバート・クレイス/高橋恭美 1360 文藝春秋 文春文庫 4 監禁面接 ピエール・ルメートル/橘明美 880

スターツ出ベリーズ文庫 9 十回目の人生、華麗に生きてみせましょう（仮）真崎奈南 640 東京創元社創元推理文庫 28 深夜の博覧会　昭和12年の探偵小説 辻真先 900 フロンティア ダリア文庫 13 淫心　―身代わりオメガは愛に濡れる― 高月紅葉/笠井あゆみ 727

スターツ出ケータイ小説文庫 25 俺様彼氏は甘くかみつく（仮） 小粋 500 東京創元社創元推理文庫 28 密室から黒猫を取り出す方法　名探偵音野順の北山猛邦 820 フロンティア ダリア文庫 13 氷の王子と魔法使いは花の褥で恋を語らう 水樹ミア/羽純ハナ 700

スターツ出ケータイ小説文庫 25 新装版　いつわり彼氏は最強ヤンキー（仮） 香乃子 500 徳間書店 徳間文庫 15 カブ探 新美健 690 プランタン出オパール文庫 7 恋よりも甘く、愛よりも深く（仮） 井上美珠/彩埜 未定

スターツ出ケータイ小説文庫 25 世界NO.1総長2（仮） Ｎｅｎｏ 500 徳間書店 徳間文庫 15 ユタが愛した探偵〈新装版〉 内田康夫 700 プランタン出オパール文庫 7 営業部のモテ男は孤高なリケジョに夢中です（仮吉桜美貴/タカ氏 未定

スターツ出野いちご文庫 25 虹の弱いところ（仮） 灯えま 600 徳間書店 徳間文庫 15 緋友禅 北森鴻 700 プランタン出オパール文庫 7 意地っ張りはお互いさま！？　爽やか御曹司の玉紀直/なま 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 来世喫茶店（仮） 辻堂ゆめ 600 徳間書店 徳間文庫 15 桜大の不思議の森〈新装版〉 香月日輪 620 フランス書院美少女文庫 18 転生したら破滅フラグしかない悪役貴族だった 馬路まんじ/ファルまろ 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 いつか眠りにつく日（３）（仮） いぬじゅん 600 徳間書店 徳間文庫 15 W県警の悲劇 葉真中顕 690 フランス書院美少女文庫 18 ブサ勇者の帰還～開き直った俺は、好き勝手にＹ．Ａ/Ｈｉｓａｓｉ 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 縁結びの神様に求婚されています～潮月神社 湊祥 600 徳間書店 徳間文庫 15 騎虎の将　太田道灌（上） 幡大介 800 フランス書院美少女文庫 18 殺し屋志願のエルフさん（仮） さかきいちろう/四季童子 未定

スターツ出スターツ出版文庫 28 一瞬のきらめきを、君と共に。（仮） 音はつき 600 徳間書店 徳間文庫 15 騎虎の将　太田道灌（下） 幡大介 800 プランタン出ティアラ文庫 18 巫女姫は結婚したい！　精霊が激推ししてくる 川奈あめ/駒田ハチ 未定

青春出版社青春文庫 9 図説　地図とあらすじでわかる！　古事記と日本坂本勝 1100 徳間書店 徳間文庫 15 足りないくらし 深沢潮 700 プランタン出ティアラ文庫 18 武骨な騎士団長の過保護な溺愛　末っ子王女 柚原テイル/八美☆わん 未定

青春出版社青春文庫 9 謎と疑問にズバリ答える！　日本史の新視点 新晴正 750 徳間書店 徳間文庫 15 罠に落ちろ　影の探偵'87 藤田宜永 820 フランス書院フランス書院文庫 26 こんな私でよかったら【美姑風呂】（仮） 天崎僚介 未定

アルファポエタニティ文庫 7 10年越しの恋煩い 月城うさぎ 640 徳間書店 キャラ文庫 27 暴君竜を飼いならせ（９）（仮） 犬飼のの/笠井あゆみ 600 フランス書院フランス書院文庫 26 若妻と調教電車【まさぐる】（仮） 曽根崎鋭 未定

アルファポエタニティ文庫 7 過保護な警視の溺愛ターゲット 桧垣森輪 640 徳間書店 キャラ文庫 27 催淫姫（仮） 西野花/古澤エノ 600 フランス書院フランス書院文庫 26 隣家のシングルマザー（仮） 香坂燈也 未定

アルファポエタニティ文庫 7 独占欲全開の幼馴染は、エリート御曹司。 神城葵 640 徳間書店 キャラ文庫 27 竜頭町三丁目まだ四年目の夏祭り　毎日晴天 菅野彰/二宮悦巳 600 フランス書院フランス書院文庫 26 人妻拉致（仮） 夏月燐 未定

アルファポアルファライト文庫 12 お人好し職人のぶらり異世界旅（３） 電電世界 610 ハーパーコハーレクイン文庫 12/25 奥様、お手を エマ・ダーシー/高杉啓子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 三密母娘と僕【とろけ合いたい】（仮） 美原春人 未定

アルファポアルファライト文庫 12 のんびりVRMMO記（７） まぐろ猫＠恢猫 610 ハーパーコハーレクイン文庫 12/25 悲しみからの旅立ち ベティ・ニールズ/広木夏子 627 フランス書院フランス書院文庫 26 報復孕ませ（仮） 八雲蓮 未定

アルファポアルファライト文庫 12 もふもふと異世界でスローライフを目指します カナデ 610 ハーパーコハーレクイン文庫 12/25 帰らざる日々 ルーシー・ゴードン/真咲理央 627 法藏館 法蔵館文庫 15 インド人の論理学　問答法から帰納法へ 桂紹隆 1300

アルファポレジーナ文庫 12 異世界王子の年上シンデレラ 夏目みや 640 ハーパーコハーレクイン文庫 12/25 愛と疑惑の協奏曲 ヘレン・ビアンチン/青海まこ 627 法藏館 法蔵館文庫 15 悟りと解脱　宗教と科学の真理について 玉城康四郎/丘山新 1000

アルファポレジーナ文庫 12 乙女ゲームの悪役なんてどこかで聞いた話です柏てん 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 冷酷な口づけ ダイアナ・パーマー/山田沙 600 ポプラ社 ポプラ文庫 4 ギフト 原田マハ 620

アルファポレジーナ文庫 12 令嬢はまったりをご所望。（４） 三月べに 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 穏やかな彼 ペニー・ジョーダン/久我ひろ 500 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 余命一年と宣告された僕が、余命半年の君と出森田碧 660

アルファポアルファポリス文庫 21 尾道神様のレストラン～神様の料理人と探しモ瀬橋ゆか 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 王子様は、ある日突然 ミランダ・リー/響遼子 500 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 その冬、君を許すために いぬじゅん 660

アルファポアルファポリス文庫 21 ここは裏町、私はキツネ、恋する乙女は今日（京長月夢路 640 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 夢ではなしに キャロル・モーティマー/小林 500 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 小早志少年と売れない名探偵 愁堂れな 640

アルファポアルファポリス文庫 21 晴明さんちの不憫な大家（３） 烏丸紫明 640 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 ラズベリー・デニッシュはざわめく ジョアン・フルーク/上條ひろ 1036 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 百錬の覇王と聖約の戦乙女（22） 鷹山誠一/ゆきさん 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 忘れえぬ魔女の物語 宇佐楢春/かも仮面 700 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 リメンバー・ミー シャロン・サラ/平江まゆみ 818 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 お知らせ：最強魔王はダンジョン経営で荒稼ぎを坂本一馬/七六 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 貴サークルは“救世主”に配置されました 小田一文/肋兵器 700 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 ときめきの宝石箱 キャンディス・キャンプ/細郷 873 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 最弱無能が玉座へ至る（２） 坂石遊作/刀彼方 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 カンスト村のご隠居デーモンさん　～辺境の大鍛西山暁之亮/ＴＡａ 640 早川書房 ハヤカワ・ミステリ 7 刑事失格 ジョン・マクマホン/恒川正志 1000 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 聖剣士さまの魔剣ちゃん（２） 藤木わしろ/さくらねこ 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 俺とコイツの推しはサイコーにカワイイ りんごかげき/ＤＳマイル 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 7 大日本帝国の銀河（１） 林譲治 800 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう 手島史詞/ＣＯＭＴＡ 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤のサトウとシオ/和狸ナオ 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 7 そいねドリーマー 宮澤伊織 800 ホビージャパＨＪ文庫 12/28 元勇者の公務員はゆっくり暮らしたい（１） すえばしけん/キッカイキ 619

SBクリエイＧＡ文庫 15 転生魔王の大誤算（２）～有能魔王軍の世界征あわむら赤光/ｋａｋａｏ 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 7 《ラヴリー・ボシック》発進！ ペーター・グリーゼ/アルント 700 毎日新聞出 毎日文庫 1 絶体絶命ラジオスター 志駕晃 680

SBクリエイＧＡ文庫 15 ひきこまり吸血姫の悶々（４） 小林湖底/りいちゅ 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 7 生まれ変わり ケン・リュウ/古沢嘉通ほか 800 毎日新聞出 毎日文庫 1 永遠のおでかけ 益田ミリ 600

大和書房 だいわ文庫 中 一対一でも大勢でも人前で上がらずに話す技法森下裕道 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 21 イン・ザ・ダスト 長沢樹 960 マイクロマガことのは文庫 20 神様のお膳　毎日食べたい江戸ごはん タカナシ/ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ 690

大和書房 だいわ文庫 中 東大現代文で思考力を鍛える 出口汪 740 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 21 エゴに捧げるトリック 矢庭優日 700 マイナビ出版マイナビ出版ファン 14 京都であった泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 720

大和書房 だいわ文庫 中 外国人だけが知っている美しい日本　スイス人 ステファン・シャウエッカー 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 21 シーラという子　虐待されたある少女の物語 トリイ・ヘイデン/入江真佐子 1000 マイナビ出版マイナビ出版ファン 22 古器旧物保存方つくも神蒐集録　～わけあって藍川竜樹/條 680

大和書房 だいわ文庫 中 さりげない「気のつかい方」がうまい人 鹿島しのぶ 700 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 21 タイガーと呼ばれた子　愛に飢えたある少女のトリイ・ヘイデン/入江真佐子 1000 三笠書房 王様文庫 1 クックパッドなのにキッチンを使わないメニュー クックパッド株式会社 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 8 ふしだら嫁（仮） 梶怜紀/妃耶八 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 21 津波の霊たち　3・11 死と生の物語 リチャード・ロイド・パリー/濱 800 三笠書房 王様文庫 1 神さまと前祝い（仮） キャメレオン竹田 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 12 僕の熟女研修（仮） 鷹澤フブキ/東克美 660 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 21 燃える川 ピーター・ヘラー/上野元美 900 三笠書房 王様文庫 1 眠れないほど面白い『枕草子』（仮） 岡本梨奈 未定

竹書房 竹書房文庫 18 寝取られカイカン～夫を裏切ってしまった貞淑妻愛の体験編集部 650 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 21 疫病惑星の女神 Ｈ・Ｇ・フランシス/クルト・マー 700 三笠書房 知的生きかた文庫 20 孔子　成功者の人間学（仮） 渋沢栄一/竹内均 未定

竹書房 竹書房文庫 18 愉悦の時間（仮） 葉月奏太 670 原書房 コージーブックス 8 英国ひつじの村（５）巡査さんを惑わす映画 リース・ボウエン/田辺千幸 1200 三笠書房 知的生きかた文庫 20 人の2倍見抜く本（仮） 渋谷昌三 未定

竹書房 竹書房文庫 21 実話怪談　犬鳴村 吉田悠軌ほか 650 原書房 ライムブックス 8 放蕩者を改心させるには ダネル・ハーモン/村岡優 1000 三笠書房 知的生きかた文庫 20 トヨタの「非常識」な考え方（仮） 原マサヒコ 未定

竹書房 竹書房文庫 21 実話怪談　樹海村 栗原亨ほか 650 一二三書房ブレイブ文庫 25 チート薬師のスローライフ（５）～異世界に作ろうケンノジ 740 三笠書房 知的生きかた文庫 20 結局、「まじめ」な人が一番強い！（仮） 和田秀樹 未定

竹書房 竹書房文庫 21 樹海村〈小説版〉 久田樹生/保坂大輔ほか 800 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 名作なんか、こわくない 柚木麻子 720 三笠書房 知的生きかた文庫 20 おしゃれな人には理由がある（仮） 石田純子 未定

竹書房 蜜夢文庫 22 蹴って、踏みにじって、虐げて。（仮） 青砥あか/氷堂れん 800 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 12 君が見つけた冬のif＝10日間だけ君は嘘をつくいぬじゅん 720
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