
2021年 　５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）予価は税込にて表示しています
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

KADOKAW 1 世界一初恋～小野寺律の場合～（16） 中村春菊 726 KADOKAW 27 ソードアート・オンライン　ガールズ・オプス（８） 猫猫猫/川原礫ほか 未定 講談社 17 化物語（13） 西尾維新/大暮維人 715 小学館 7 ヒノマルソウル 飯島いちる/杉原憲明ほ 660
KADOKAW 1 黒か白か（６） さちも 726 KADOKAW 27 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも 港川一臣/美紅ほか 未定 講談社 17 江戸前エルフ（４） 樋口彰彦 715 小学館 10 青の花　器の森（７） 小玉ユキ 499
KADOKAW 1 獣シグナル 上川きち 726 KADOKAW 27 ここほれ墓穴ちゃん（10） きたむらましゅう 未定 講談社 17 あまちんは自称♂（８） 寺井赤音 715 小学館 10 獣医者正宗捕物帳（２） 逢坂みえこ 499
KADOKAW 1 君は死ねない灰かぶりの魔女（２） 楓月誠/ハイヌミほか 未定 KADOKAW 27 切れぬ牌などあんまりない！ 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ/宇城はやひ未定 講談社 20 踊るリスポーン（５） 三ヶ嶋犬太朗 726 小学館 10 神無月紫子の優雅な暇潰し（２） 赤石路代 499
KADOKAW 1 マリー様をわからせたい！（１） にょろぽら太 未定 KADOKAW 27 心にやさしい単行本～即オチ2コマ劇場～ きただりょうま 未定 講談社 20 グレイプニル（10） 武田すん 726 小学館 10 どうしようもない僕とキスしよう（４） 北川みゆき 499
KADOKAW 1 パシリな僕と恋する番長さん（７） 鹿島初 未定 KADOKAW 27 美少女化したおじさんだけど、ガチ恋されて困ってまなぎと 未定 講談社 20 CANDY ＆ CIGARETTES（９） 井上智徳 759 小学館 10 ハツコイと許嫁 深海魚 499
KADOKAW 1 であいもん（11） 浅野りん 未定 KADOKAW 28 パスファインダー　VOLUME THREE シークレットシテジム・ザブ/皆川由美ほか未定 講談社 20 英語××センセイ（仮）（１） 西渡槙 726 小学館 10 社長とあんあん～最後の夜は20時から～ 佐々木柚奈 530
KADOKAW 1 旅ぎゃる！日本じゅーだんチャリきこー（２） 川喜田ミツオ 未定 KADOKAW 28 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　F    矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 20 スケッチー（４） マキヒロチ 726 小学館 10 アラサーバージンロード（３） へんみ奈々恵 530
KADOKAW 1 ヒーロー探偵ニック（２） 座紀光倫 未定 KADOKAW 28 ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会　F    矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 21 空電の姫君（３） 冬目景 715 小学館 12 魔神英雄伝ワタル　七魂の龍神丸 藤異秀明/サンライズ 641
KADOKAW 1 王国へ続く道　奴隷剣士の成り上がり英雄譚（４） 伊藤寿規/湯水快ほか 715 講談社 21 異世界紀元前202年（１） 甲賀長生 715 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（12） イノウエ 660
KADOKAW 1 ある継母のメルヘン（１） ＯＲＫＡ/Ｓｐｉｃｅ＆Ｋｉｔｔｙ 1034 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 21 没イチ（１） きらたかし/小谷みどり 715 小学館 12 カクカゾク（４） カトウタカヒロ 660
KADOKAW 1 恋唄う蝶は四つ花に舞う（１） かづか将来 715 講談社 6 センゴク権兵衛（23） 宮下英樹 726 講談社 21 相続探偵（１） 西荻弓絵/幾田羊 715 小学館 12 アサギロ～浅葱狼～（23） ヒラマツ・ミノル 530
KADOKAW 1 陛下、心の声がだだ漏れです！（１） みまさか/シロヒほか 715 講談社 6 今夜は車内でおやすみなさい。（２） 小田原ドラゴン 693 講談社 21 ラストジェンダー　～何者でもない私たち～（１） 多喜れい 715 小学館 12 先生は恋を教えられない（５） 源素水 650
KADOKAW 1 彼女が公爵邸に行った理由（５） Ｗｈａｌｅ/Ｍｉｌｃｈａ 1034 講談社 6 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！藤本ケンシ/井出圭亮 726 講談社 21 ギャングキング（37） 柳内大樹 715 小学館 12 殺し屋Sのゆらぎ（４） 舟本絵理歌 650
KADOKAW 1 聖女になるので二度目の人生は勝手にさせてもらい小々森鵺/新山サホほか 715 講談社 6 アルキメデスの大戦（24） 三田紀房 759 講談社 21 てづくりの魔法 木村胡麻 715 小学館 12 信長協奏曲（21） 石井あゆみ 530
KADOKAW 1 私この度、王国騎士団独身寮の家政婦をすることに赤羽にな/如月美樹ほか 715 講談社 6 1日外出録ハンチョウ（11） 上原求/新井和也ほか 726 講談社 21 スインギンドラゴンタイガーブギ（４） 灰田高鴻 726 小学館 12 AK-69の泣きメシ（１） 松本勇祐/ＡＫ－６９ 650
KADOKAW 1 貴族から庶民になったので、婚約を解消されました 大岩ケンヂ/小鳥遊郁ほ 715 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（11） 福本伸行 726 講談社 21 あせとせっけん（11） 山田金鉄 715 小学館 12 灼熱カバディ（18） 武蔵野創 650
KADOKAW 1 108回殺された悪役令嬢（１）すべてを思い出したの 鳥生ちのり/なまくらほか 715 講談社 6 マイホームヒーロー（14） 山川直輝/朝基まさし 726 講談社 21 テロール教授の怪しい授業（３） カルロ・ゼン/石田点 715 小学館 12 銀狼ブラッドボーン（14） 雪山しめじ/艮田竜和 650
KADOKAW 1 聖女の魔力は万能です　公式アンソロジーコミック　橘由華/珠梨やすゆき 715 講談社 6 MFゴースト（11） しげの秀一 737 講談社 21 この会社に好きな人がいます（７） 榎本あかまる 715 小学館 12 魔斬りの家光（１） 十九島信 650
KADOKAW 1 婚約者は、私の妹に恋をする（１） ましろ/はなぶさほか 737 講談社 6 新装版　頭文字D（19） しげの秀一 1100 講談社 21 きのう何食べた？（18） よしながふみ 715 小学館 12 異世界ナンパ（１） 久水あるた/滝本竜彦ほ 650
KADOKAW 1 聖剣が人間に転生してみたら、勇者に偏愛されて困菓月わわの/富樫聖夜ほ 737 講談社 6 新装版　頭文字D（20） しげの秀一 1100 講談社 21 GIANT KILLING（58） ツジトモ/綱本将也 715 小学館 12 教え子がAV女優、監督はボク。（３） 村西てんが 650
KADOKAW 1 ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解逆木ルミヲ/恵ノ島すずほ 737 講談社 6 新装版　頭文字D（21） しげの秀一 1100 講談社 21 だんだらごはん（７） 殿ヶ谷美由記 748 小学館 12 プロミス・シンデレラ（11） 橘オレコ 650
KADOKAW 8 この素晴らしい世界に祝福を！（13） 渡真仁/三嶋くろねほか 未定 講談社 6 デスティニーラバーズ（４） 智弘カイ/カズタカ 715 講談社 21 褒めるひと　褒められるひと（１） たけだのぞむ 748 小学館 12 女の子が抱いちゃダメですか？（３） ねじがなめた 650
KADOKAW 8 アルカフス（４） 村山渉/御影夏 未定 講談社 6 サタノファニ　妖艶彩色本・極 山田恵庸 1210 講談社 21 とりぱん（28） とりのなん子 825 小学館 12 十勝ひとりぼっち農園（８） 横山裕二 792
KADOKAW 8 継母の連れ子が元カノだった（３） 草壁レイ/紙城境介ほか 未定 講談社 7 また来てね　シタミさん（２） 青木潤太朗/隆原ヒロタ 528 講談社 21 てんぷる（５） 吉岡公威 693 小学館 12 1/10の花嫁（５） ゆきの 650
KADOKAW 8 真壁さんはただモテたい！（１） てすたろっさ 未定 講談社 7 WIND BREAKER（１） にいさとる 528 講談社 21 ブルーピリオド（10） 山口つばさ 726 小学館 12 彩愛のひと（３） 曽根富美子 650
KADOKAW 8 きょうも黒咲さんのターン！（３） あゆか 未定 講談社 7 お願い、脱がシて。（７） 川中康嗣 528 講談社 21 乾と巽―ザバイカル戦記―（５） 安彦良和 726 小学館 12 彩愛のひと（４） 曽根富美子 650
KADOKAW 8 おおきい後輩は好きですか？（３） 卓二雄作 未定 講談社 7 神獣医（２） 堀内厚徳/小林作 528 講談社 21 フラジャイル（20） 恵三朗/草水敏 726 小学館 12 怪異と乙女と神隠し（３） ぬじま 650
KADOKAW 8 異種族レビュアーズ（６） 天原/ｍａｓｈａ 未定 講談社 7 いじめるヤバイ奴（11） 中村なん 528 講談社 21 ダーウィン事変（２） うめざわしゅん 726 小学館 12 月の子供は夜踊る 岩渕竜子 650
KADOKAW 8 ネガくんとポジちゃん（３） 森田俊平 未定 講談社 7 復讐の教科書（６） 廣瀬俊/河野慶 528 講談社 21 青野くんに触りたいから死にたい（８） 椎名うみ 726 小学館 12 僕はお肉じゃない（２） 伊藤一角 650
KADOKAW 8 ブラッド・ドゥーム（１） 青木翔吾 未定 講談社 7 世が夜なら！（２） むちまろ 528 講談社 21 来世は他人がいい（５） 小西明日翔 726 小学館 12 新九郎、奔る！（７） ゆうきまさみ 693
KADOKAW 8 魔王になったので、ダンジョン造って人外娘とほのぼ遠野ノオト/流優ほか 未定 講談社 7 Fate/Grand Order ―turas realta―（10） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/カワグ 528 小学館 18 ノケモノたちの夜（７） 星野真 499
KADOKAW 8 かんどちゃんには触っちゃダメ！（１） 稲葉白 未定 講談社 7 つかさちゃんに歌われる！（１） 裸村 528 小学館 18 ノケモノたちの夜（８） 星野真 499
KADOKAW 8 農業男子とマドモアゼルイチゴと恋の実らせ方（２） 佐倉イサミ/甘沢林檎ほ 726 講談社 7 ドッペルさん（１） 大海たび 726 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 18 君は008（13） 松江名俊 499
KADOKAW 8 私達の生きる世界（下） 大野将磨 未定 講談社 7 ブクロキックス（４） 松木いっか 726 集英社 19 キャプテン2（１） ちばあきお/コージィ城倉 528 小学館 18 魔王城でおやすみ（18） 熊之股鍵次 499
KADOKAW 8 よんこま　すたぁらいと（３） 巻々廻/ブシロードほか 880 講談社 7 兎にも角にも（５） 穐山きえ 715 集英社 19 ジョジョリオン（26） 荒木飛呂彦 484 小学館 18 いとやんごとなき（４） 小松翔太 499
KADOKAW 10 勇者、辞めます（５） クオンタム/風都ノリほか未定 講談社 7 今まで一度も女扱いされたことがない女騎士を女扱マツモトケンゴ 715 集英社 19 ジャンケットバンク（３） 田中一行 660 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（13） 八木教広 499
KADOKAW 10 機動戦士ガンダム　閃光のハサウェイ（１） さびしうろあき/矢立肇ほ未定 講談社 7 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（２） マツモトケンゴ 693 集英社 19 ジュピタリア（４） 梶山昊頌 660 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（21） オダトモヒト 499
KADOKAW 10 カレとカノジョの選択（２） 緒原博綺 704 講談社 7 実は俺、最強でした？（５） 高橋愛/澄守彩 748 集英社 19 TIEMPO ―ティエンポ―（９） 飯野大祐 660 小学館 18 新・ちいさいひと　青葉児童相談所物語（９） 夾竹桃ジン/水野光博ほ 499
KADOKAW 12 まれなひと 白湯白かばん 770 講談社 7 よくわからないけれど異世界に転生していたようです内々けやき/あしほか 715 集英社 19 信号さんはそこにあり（３） 吉舎和幸 693 小学館 19 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異世界生田口ケンジ/このえ 660
KADOKAW 12 ショートショートショートさん（３） タカノンノ 858 講談社 7 ライドンキング（６） 馬場康誌 748 集英社 19 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 赤坂アカ 638 小学館 19 ヴァンピアーズ（５） アキリ 660
KADOKAW 12 急がなくてもよいことを（１） ひうち棚 1100 講談社 7 六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生加古山寿/朱月十話ほか 715 集英社 19 【推しの子】（４） 赤坂アカ/横槍メンゴ 693 小学館 19 任侠転生　―異世界のヤクザ姫―（５） 宮下裕樹/夏原武 660
KADOKAW 12 インスマスの影（１）ラヴクラフト傑作集 田辺剛 858 講談社 7 ダンジョン・シェルパ　迷宮道先案内人（３） 刀坂アキラ/加茂セイほか 715 集英社 19 僕、いますよ。（２） 本宮ひろ志 660 小学館 19 サバゲっぱなし（８） 坂崎ふれでぃ 660
KADOKAW 12 インスマスの影（２）ラヴクラフト傑作集 田辺剛 858 講談社 7 うちの旦那が甘ちゃんで（２） 雷蔵/神楽坂淳 715 集英社 19 BLACK TIGER  ブラックティガー（７） 秋本治 660 小学館 19 ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～（８ 高田康太郎/麻生羽呂 660
KADOKAW 12 星のさいごメシ（２） おおひなたごう 814 講談社 7 異世界マンチキン　―HP1のままで最強最速ダンジ志瑞祐/青桐良 748 集英社 19 王様の仕立て屋～下町テーラー～（９） 大河原遁 660 小学館 19 誰そ彼に海が泣く（１） 結月さくら 660
KADOKAW 14 ヤクザと目つきの悪い女刑事の話（１） 晴十ナツメグ 792 講談社 7 微妙に優しいいじめっ子（９） もすこ 715 集英社 19 怨み屋本舗WORST（16） 栗原正尚 638 小学館 19 あっ、次の仕事はバケモノ退治です。（４） 市村基 880
KADOKAW 14 君ノ声（２） 森永ミク 693 講談社 7 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極 石沢庸介/謙虚なサーク 715 集英社 19 渇望する果実（１） ＢＡＮＣＯ 660 小学館 19 異世界美少女受肉おじさんと（４） 池澤真/津留崎優 880
KADOKAW 14 ハルタ　2021-MAY（84） ハルタ編集部 未定 講談社 7 十字架のろくにん（３） 中武士竜 715 集英社 19 ストライク・オア・ガター（６） 安藤優 715 小学館 19 異世界社長　魔王軍で成り上がる！（４） 都田彩人 880
KADOKAW 14 帝都影物語（１） 比嘉史果 未定 講談社 7 らすときす（２） 中島あきら 715 集英社 19 ギークサークルクライシス　姫の恋路はバグだらけ あおいくじら 748 小学館 19 ヒロイン不在の悪役令嬢、婚約破棄してワンコ系従 じろあるば/柊一葉 650
KADOKAW 14 ゴッドハンド千尋 御茶漬わさび 770 講談社 7 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を井上菜摘/未来人Ａほか 715 集英社 19 スタンドUPスタート（３） 福田秀 660 小学館 19 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサーに 桜田霊子/和泉杏花ほか 650
KADOKAW 17 異世界転生BLアンソロジー　～転生＆転移した僕らフルール編集部 未定 講談社 7 ハピエル（２） 平ますお 726 集英社 19 こういうのがいい（１） 双龍 未定 小学館 19 異世界で聖騎士の箱推ししてたら尊みが過ぎて聖女山悠希/のんべんだらり 650
KADOKAW 17 寄る辺のない恋の住処 慧 未定 講談社 7 捨てられた転生賢者　～魔物の森で最強の大魔帝 未来人Ａ/クリカラマルほ 715 集英社 19 俺の家が魔力スポットだった件　～住んでいるだけ あまうい白一/ｃｈｉｐｐｉほか 693 小学館 19 異世界転生して魔女になったのでスローライフを送 カワグチ/マチバリ 650
KADOKAW 21 やったねたえちゃん！（３） カワディＭＡＸ 未定 講談社 7 死ぬほど君の処女が欲しい（３） てぃーろんたろん 715 集英社 19 失業賢者の成り上がり　～嫌われた才能は世界最 三河ごーすと/おおみね 693 小学館 19 悪役令嬢は夜告鳥をめざす（１） 小田すずか/さと 650
KADOKAW 21 千年狐（５）～干宝「捜神記」より～ 張六郎 未定 講談社 7 目黒さんは初めてじゃない（６） ９℃ 748 集英社 19 転生ゴブリンだけど質問ある？（３） 三木なずな/荒木宰 660 小学館 19 血と灰の女王（13） バコハジメ 650
KADOKAW 21 探偵はもう、死んでいる。（２） 麦子/二語十ほか 未定 講談社 7 絶望集落（３） 蔵石ユウ/白山一也 737 集英社 19 ウマ娘　シンデレラグレイ（３） 久住太陽/杉浦理史ほか 715 小学館 19 死にたがり君と殺人鬼君（１） しう鍋 650
KADOKAW 21 幼なじみが絶対に負けないラブコメお隣の四姉妹が葵季むつみ/二丸修一ほ未定 講談社 7 亜人（17） 桜井画門 748 集英社 19 ふたりぼっちのオタサーの姫（２） クール教信者 660 小学館 19 ホイッスル！W（５） 樋口大輔 650
KADOKAW 21 はいふり（８） 阿部かなり/ＡＡＳ 未定 講談社 7 半助喰物帖（５） 草香去来/灯まりも 726 集英社 19 Shrinkシュリンク～精神科医ヨワイ～（５） 七海仁/月子 660 小学館 19 悪役令嬢、94回目の転生はヒロインらしい。（１） 高内藤花/柊一葉 650
KADOKAW 21 クロウ・レコード　Infinite Dendrogram Aot（４） Ｌａ－ｎａ/海道左近ほか 未定 講談社 7 ウチの使い魔がすみません（９） 櫓刃鉄火 726 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（12）新木伸/ていやんほか 693 小学館 26 スーツに性癖（２） 河丸慎 499
KADOKAW 21 探偵はもう、死んでいる。-the lost memory-（１） Ｐｏｎｉ/二語十ほか 未定 講談社 7 おとなりに銀河（２） 雨隠ギド 726 集英社 19 ソロ神官のVRMMO冒険記　～どこから見ても狂戦士原初/松永孝之ほか 未定 小学館 26 宵の嫁入り（８） 七尾美緒 484
KADOKAW 21 異世界チートサバイバル飯（６） 山田モジ美/赤石赫々ほ未定 講談社 12 新・信長公記～ノブナガくんと私～（７） 甲斐谷忍 726 集英社 19 魔法少女には向かない職業（３） 斜線堂有紀/片山陽介 660 小学館 26 恋と弾丸（８） 箕野希望 484
KADOKAW 21 両片想いな双子姉妹（１） はちこ 未定 講談社 12 事件はスカートの中で（３） ずみ子 726 集英社 19 闇狩人Δ（DELTA）（８） 坂口いく/細川真義 880 小学館 26 窮鼠の契り　―偽りのΩ―（４） 白石ユキ 484
KADOKAW 21 召喚された賢者は異世界を往く　～最強なのは不要小林こー/夜州ほか 未定 講談社 12 アスペル・カノジョ（12） 萩本創八/森田蓮次 759 集英社 25 きみと鋏は使いよう 新藤伊菜 759 小学館 26 無敵の番犬に噛みつかれまして（６） 夜神里奈 484
KADOKAW 21 目覚めたら最強装備と宇宙船持ちだったので、一戸松井俊壱/リュートほか 未定 講談社 12 蒼のアインツ（６） 中村尚儁 825 集英社 25 ギャルゲの世界で親友♂が俺を好きだと言い出してふじとび 825 小学館 26 少年ブラヰド　―男装令嬢と黒書生―（２） 蜜樹みこ 484
KADOKAW 21 イケメン女子と女装男子（１） ＴＡＤＤ 704 講談社 12 満州アヘンスクワッド（４） 鹿子/門馬司 726 集英社 25 メイちゃんの執事DX（16） 宮城理子 484 小学館 26 胸が鳴るのは君のせい（１） 紺野りさ 499
KADOKAW 21 おやすみ前にひとつだけ Ｍｉｙａｋｏ　Ｍｉｉｙａ 未定 講談社 12 妻と僕の小規模な育児（４） 福満しげゆき 792 集英社 25 みにあまる彼氏（11） ほしの瑞希 506 小学館 26 胸が鳴るのは君のせい（２） 紺野りさ 499
KADOKAW 21 女装をやめられなくなる男の子の話 コバシコ 未定 講談社 12 寄生獣リバーシ（７） 岩明均/太田モアレ 726 集英社 25 ふたりで恋をする理由（７） ひろちひろ 484 小学館 26 胸が鳴るのは君のせい（３） 紺野りさ 499
KADOKAW 21 怒りのロードショー（３） マクレーン 未定 講談社 12 リリィ・トライアングル（２） ツナミノユウ 未定 集英社 25 黒婚　―ブラマリ―（４） 藍川さき 484 小学館 26 胸が鳴るのは君のせい（４） 紺野りさ 499
KADOKAW 21 愛しの国玉（３） アッチあい 704 講談社 12 同級生の推し作家に百合妄想がバレた結果（１） 紺色３号 未定 集英社 25 彼女が可愛すぎて奪えない（５） 吉田夢美 484 小学館 26 胸が鳴るのは君のせい（５） 紺野りさ 499
KADOKAW 21 君だけは死んでもごめん（４） あずさきな 未定 講談社 13 シーク様とハーレムで。（８） 美麻りん 528 集英社 25 初めて恋をした日に読む話（13） 持田あき 484 小学館 28 チコちゃんに叱られる！（４） 住吉リョウ/ＮＨＫ「チコち 620
KADOKAW 24 桃組プラス戦記（21） 左近堂絵里 未定 講談社 13 オトメのオモチャ（３） 硝音あや 495 集英社 25 サレタガワのブルー（１） セモトちか 990 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（４） 松本しげのぶ 499
KADOKAW 24 D・N・ANGEL New Edition（９） 杉崎ゆきる 1980 講談社 13 センセイは高校生（３） 春木さき 495 集英社 25 サレタガワのブルー（２） セモトちか 990 小学館 28 星のカービィ　まんぷくプププ　ファンタジー（７） 武内いぶき 499
KADOKAW 24 D・N・ANGEL New Edition（10） 杉崎ゆきる 1980 講談社 13 猫とキス（２） 千里みこ 495 集英社 25 春と嵐（２） 香魚子 484 小学館 28 リッチ警官　キャッシュ！（４） 黒田さくや 499
KADOKAW 24 イーデン教授の優雅な休日 智田直 未定 講談社 13 お嬢と番犬くん（６） はつはる 495 集英社 25 月のお気に召すまま（６） 木内ラムネ 484 小学館 28 なんと！　でんぢゃらすじーさん（10） 曽山一寿 499
KADOKAW 24 ZONE‐00（19） 九条キヨ 未定 講談社 13 私たちはどうかしている（15） 安藤なつみ 506 集英社 25 うちの弟どもがすみません（４） オザキアキラ 484 小学館 28 ポケットモンスタースペシャル（59） 山本サトシ/日下秀憲 660
KADOKAW 26 公女殿下の家庭教師（２） 七野りく/無糖党ほか 未定 講談社 13 おちたらおわり（５） すえのぶけいこ 506 集英社 25 今、恋をしています。（４） 八田鮎子 484 小学館 28 土竜（モグラ）の唄（71） 高橋のぼる 650
KADOKAW 26 朝起きたら女の子になっていた男子高校生たちの話つむらちた 未定 講談社 13 うるわしの宵の月（２） やまもり三香 495 集英社 25 サクラ、サク。（１） 咲坂伊緒 未定 小学館 28 漫画家本ジョージ秋山本 ジョージ秋山 1540
KADOKAW 26 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強にな 　月島秀一/士土幽太郎ほ未定 講談社 13 レビュダン！（２） 中村世子 495 集英社 25 歌うたいの黒兎（６） 石井まゆみ 484 小学館 28 機械仕掛けの愛（７） 業田良家 650
KADOKAW 26 天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたい（４Ｍａｔｓｕｋｉ/井上みつるほ 未定 講談社 13 三度のメシと、アレが好き。（１） 吉野マリ 495 集英社 25 ハイパーミディ中島ハルコ（４） 東村アキコ/林真理子 484 小学館 28 武士スタント逢坂くん！（５） ヨコヤマノブオ 650
KADOKAW 26 異世界はスマートフォンとともに。（10） そと/冬原パトラほか 未定 講談社 13 しゅごキャラ！　新装版（５） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1320 集英社 25 林檎と蜂蜜walk（17） 宮川匡代 484 小学館 28 細野不二彦初期短編集　A面 細野不二彦 650
KADOKAW 26 幼女戦記（21） 東條チカ/カルロ・ゼンほ未定 講談社 13 しゅごキャラ！　新装版（６） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1320 集英社 25 あの人は昨日と同じ空を見上げてる（４） 宮川匡代 550 小学館 28 細野不二彦初期短編集　B面 細野不二彦 650
KADOKAW 26 主人公じゃない！（１） メイジ/ウスバーほか 未定 講談社 13 はたらく細胞フレンド（６） 黒野カンナ/和泉みおほ 693 集英社 25 隣の男はよく食べる（２） 美波はるこ 715 小学館 28 ぽんこつポン子（10） 矢寺圭太 650
KADOKAW 26 聖剣学院の魔剣使い（３） 蛍幻飛鳥/志瑞祐ほか 未定 講談社 13 千紘くんは、あたし中毒。（５） 伊藤里 517 集英社 25 ハツコイと太陽（８） 木下ほのか 506 小学館 28 あの月に向かって打て！（５） 寒川一之 650
KADOKAW 26 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジョブ杠憲太/藍藤唯ほか 未定 講談社 13 新婚だけど片想い（２） 雪森さくら 517 集英社 25 吸血鬼と薔薇少女（７） 朝香のりこ 484 小学館 28 アオアシ（24） 小林有吾 650
KADOKAW 26 七つの魔剣が支配する（４） えすのサカエ/宇野朴人 未定 講談社 13 転生魔女よ、暁を謳え（３） 冬織透真 715 集英社 25 初×婚（６） 黒崎みのり 484 小学館 28 デカニアラズ（４） はやかわけんじ 650
KADOKAW 26 ゲーセンの彼女（２） オクショウ/ＭＧＭＥＥ 未定 講談社 13 私とこわれた吸血鬼（２） 厘のミキ 748 集英社 25 新装版　ひみつのアッコちゃんμ（１） 上北ふたご/井沢ひろしほ 759 小学館 28 三日月のドラゴン（５） 長尾謙一郎 650
KADOKAW 26 もし、恋が見えたなら（２） 七路ゆうき/みかみてれん未定 講談社 13 愛だけに。（２） チカ 748 集英社 25 新装版　ひみつのアッコちゃんμ（２） 上北ふたご/井沢ひろしほ 759 小学館 28 味いちもんめ　継ぎ味（６） 倉田よしみ/あべ善太ほ 650
KADOKAW 26 佐々木とピーちゃん（１）異世界でスローライフを楽し 　ぶんころり/未定ほか 未定 講談社 13 聖ラブサバイバーズ（２） ひうらさとる 495 集英社 25 悪魔とラブソング　新装再編版（１） 桃森ミヨシ 未定 小学館 28 空母いぶきGREAT GAME（４） かわぐちかいじ/八木勝大 650
KADOKAW 26 スモーキン'パレヱド（10） 片岡人生/近藤一馬 未定 講談社 13 ザツキ　～私をスターにしなさい～（１） 桜庭ゆい/望月拓海 748 集英社 25 悪魔とラブソング　新装再編版（２） 桃森ミヨシ 未定 小学館 28 颯汰の国（７） 小山ゆう 650
KADOKAW 26 プランダラ（18） 水無月すう 未定 講談社 13 シェアファミ！（５） 日下直子 748 集英社 25 悪魔とラブソング　新装再編版（３） 桃森ミヨシ 未定 小学館 28 前科者（７） 月島冬二/香川まさひと 650
KADOKAW 26 クロの戦記　異世界転移した僕が最強なのはベッド サイトウアユム/白瀬優海未定 講談社 13 あの夜からキミに恋してた（３） 桜乃みか/ボルテージ 748 小学館 28 昭和天皇物語（８） 能條純一/半藤一利ほか 650
KADOKAW 26 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ　ドライ！！（12）ひろやまひろし/ＴＹＰＥ－未定 講談社 13 愛されてもいいんだよ（１） 天野しゅにんた 902 小学館 28 ケッペキゲーマー（１） あまの 650
KADOKAW 26 HGに恋するふたり（３） 工藤マコト/矢立肇ほか 未定 講談社 13 無能の鷹（３） はんざき朝未 550 小学館 28 東京貧困女子。（２） 小田原愛/中村淳彦 650
KADOKAW 27 不思議の国のハートの女王（２） よはち/長月遥ほか 未定 講談社 13 私の町の千葉くんは。（８） おかもととかさ 550 小学館 28 キャラクター いわや晃/東宝（株）映像 650
KADOKAW 27 晴れ晴れ日和（１） 吉村佳 未定 講談社 13 モトカレマニア（６） 瀧波ユカリ 550 小学館 28 九条の大罪（２） 真鍋昌平 650
KADOKAW 27 映画大好きポンポさん（３） 杉谷庄吾【人間プラモ】 未定 講談社 14 リトル・ブル（４） Ｃボ/佐藤駿光 528 小学館 28 闇金ウシジマくん外伝　肉蝮伝説（11） 速戸ゆう/真鍋昌平 693
KADOKAW 27 あしょんでよッ　～うちの犬ログ～（９） らくだ 未定 講談社 14 名門！第三野球部～リスタート～（２） 金木令 715 小学館 28 岳　完全版　第8集 石塚真一 1700
KADOKAW 27 乙ゲーにトリップした俺♂リロード　LV.2 花乃軍 未定 講談社 14 ダモクレスのゴルフ（２） 本島幸久 715 小学館 28 海帝（８） 星野之宣 759
KADOKAW 27 藍渓鎮（１） 木頭/孫呱 未定 講談社 14 走れ！　川田くん（４） 伊佐義勇 495 小学館 28 戦争×漫画　1970-2020 水木しげる/滝田ゆうほか2200
KADOKAW 27 A.O.Z RE-BOOT GUNDAM INLE ガンダム・インレ　 藤岡建機/矢立肇ほか 未定 講談社 14 シドニアの騎士　トリビュートマンガ・イラスト集 弐瓶勉/真鍋昌平ほか 990
KADOKAW 27 コーヒームーン（３） 牡丹もちと 未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（19） 川原正敏 550
KADOKAW 27 異世界黙示録マイノグーラ（２）～破滅の文明で始め緑華野菜子/鹿角フェフほ未定 講談社 17 虚構推理（15） 片瀬茶柴/城平京 528
KADOKAW 27 神様になった日（１） 「神様になった日」Ｐｒｏｊｅ 未定 講談社 17 雨の日も神様と相撲を（３） 戸賀環/城平京 550
KADOKAW 27 ラブライブ！School idol diary Special Edition（３） 公野櫻子/たかみ裕紀ほ未定 講談社 17 くろアゲハ（17） 加瀬あつし 528
KADOKAW 27 ざつ旅　―That's Journey―（５） 石坂ケンタ 未定 講談社 17 EDENS ZERO（15） 真島ヒロ 528
KADOKAW 27 姫神の巫女（２） 介錯/姫神の巫女～千ノ 未定 講談社 17 ランウェイで笑って（21） 猪ノ谷言葉 528
KADOKAW 27 リアリスト魔王による聖域なき異世界改革（４） 鈴木マナツ/羽田遼亮ほ 未定 講談社 17 インフェクション（23） 及川徹 528
KADOKAW 27 安達としまむら（３） 柚原もけ/入間人間ほか 未定 講談社 17 ブルーロック（14） 金城宗幸/ノ村優介 528
KADOKAW 27 金星のリヴェール（２） 沼地どろまる 未定 講談社 17 恋か魔法かわからない！（２） 内山敦司 528
KADOKAW 27 淫らな邪教に巣喰うモノ（５） 原つもい 未定 講談社 17 女神のカフェテラス（１） 瀬尾公治 528
KADOKAW 27 おとなりの天涯（１） きぃやん 未定 講談社 17 五等分の花嫁　フルカラー版（14） 春場ねぎ 770
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秋田書店 7 ダーウィンズゲーム（23） ＦＬＩＰＦＬＯＰｓ 499 キルタイ 26 （成）二次元コミックマガジン　縮小化ヒロイン アクオチスキー先生/仲村1100 ジーウォ 26 （成）ギャルパコ　スクランブル（仮） れいがろす 1100 竹書房 27 無知な僕とわるいこと。 らうりー 759 双葉社 28 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sラン椋野わさび/水月穹 704

秋田書店 7 BREAK BACK（10） ＫＡＳＡ 499 キルタイ 26 （成）衝撃の平山単行本（仮） 衝撃の平山 1100 祥伝社 8 いてもたってもいられないの ばったん 1012 竹書房 27 親しき仲にも礼儀アリ（上） 内田カヲル 737 双葉社 28 神眼の勇者（８） 白瀬岬/ファースト 704

秋田書店 7 六道の悪女たち（25） 中村勇志 499 キルタイ 26 （成）別冊コミックアンリアル　状態変化＆肉体 　ホタリュソ/みつあしほか 1100 祥伝社 8 ユア・マイ・サン 茜田千 880 竹書房 27 親しき仲にも礼儀アリ（下） 内田カヲル 726 双葉社 28 村人転生　最強のスローライフ（８） イチソウヨウ/タカハシあん 704

秋田書店 7 BEAST COMPLEX Ⅲ 板垣巴留 499 キルタイ 26 （成）モンスター息子牝堕ち契約 食宮 1100 祥伝社 8 4人のラストブルー 仙道ますみ 924 竹書房 28 Qpa×uno！　エンタメアンソロジー　よいこの 高崎ぼすこ/明美ほか 1078 双葉社 28 クラスごと集団転移しましたが、一番強い俺は荒井空真/かわち乃梵天 704

秋田書店 7 バキ道（９） 板垣恵介 499 キルタイ 27 恋獄島　極地恋愛（１） 九部玖凛/七色春日 693 祥伝社 25 いいね！光源氏くん（５） えすとえむ 770 竹書房 31 うめともものふつうの暮らし（２） 藤沢カミヤ 748 文苑堂 31 （成）ぼでぃーたっち 東山エイト 1210

秋田書店 7 バキ外伝　烈海王は異世界転生しても一向に板垣恵介/猪原賽ほか 693 キルタイ 27 異世界の名探偵（１） 蒼一郎/片里鴎 693 祥伝社 25 この俺が、マグロ女子とのセックスなんかに溺西臣匡子 748 大都社 12 処女開発同居生活（３）年下ワンコ系男子に毎由多いり 715 文苑堂 31 （成）えちえちえっち ハレガマ 1210

秋田書店 7 ヤンキーJKクズハナちゃん（５） 宗我部としのり 499 キルタイ 27 異世界喰滅のサメ（１） くぼけん 693 祥伝社 25 25時、赤坂で（３） 夏野寛子 814 大都社 12 オレだけに抱かれろ（３）契約結婚で憧れの教松本ゆうか 715 フロンティ 12 悪役令嬢の取り巻きやめようと思います（４） 不二原理夏/星窓ぽんき 660

秋田書店 7 ギャルの背後に霊がいる（１） 橋本くらら 499 幻冬舎コ 24 ドクシ　―BLUNT―（１） 樋口大輔 715 スコラマガ 28 （成）いっぱいイってね♪勇者さま 飛燕 1300 大都社 12 人魚の蜜は甘く滴る（２）あなたの種をください日野塔子 715 フロンティ 14 蠍と乙女（１） 澄谷ゼニコ 690

秋田書店 7 はぐれ勇者の異世界バイブル（１） 那珂山みちる 499 幻冬舎コ 24 最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました（５）百門一新/風華チルヲ 693 スコラマガ 28 （成）義妹は膣内に欲しがり 志乃武丹英 1300 大都社 26 だって野良でしたから。ドブ板の下に子猫がいへうがけん 880 フロンティ 14 タヌキとキツネ　ちびっこの冒険 アタモト 1430

秋田書店 7 夢見が丘ワンダーランド（１） 増田英二 693 幻冬舎コ 24 セイクリッド・シュヴァリエ（２） 篠崎冬馬/三ツ矢彰ほか 715 スクウェア 7 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て進行諸島/彭傑ほか 660 大都社 26 90日彼氏（４）愛がないのに抱かれています 小田三月 748 フロンティ 21 ループノット・ルーズ 佐々川かのこ 740

秋田書店 7 弱虫ペダル（72） 渡辺航 499 幻冬舎コ 24 獣王陛下と砂かぶりの花嫁 小石川あお 770 スクウェア 7 アラフォー賢者の異世界生活日記～気ままな寿安清/招来ほか 660 大都社 26 今日も双子に迫られてます 藍墨カンナ 825 フロンティ 21 ぜんぶ恋がわるい 林マキ 740

秋田書店 7 うそつきアンドロイド（２） 阿東里枝 660 幻冬舎コ 24 オレがBL漫画のヒロインなんてありえねぇ！（山野でこ 693 スクウェア 7 俺はまだ、本気を出していない（５） リキタケ/三木なずなほか 660 宝島社 8 戦慄の魔術師と五帝獣（４） 日野入緒/戸津秋太ほか 759 フレックス 12 魔剣使いの元少年兵は、元敵幹部のお姉さん牧田ロン/支倉文度ほか 726

秋田書店 7 不良がネコに助けられてく話（３）（完） 常喜寝太郎 897 幻冬舎コ 24 魔王様といきなり同棲始めます。 夏川あらた 748 スクウェア 7 万年Dランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説九頭七尾/温木アツシほ 660 宝島社 26 そのガーゴイルは地上でも危険です～翼を失もりこも/大地の怒りほか 770 フレックス 14 お嬢さま、ヤンキー執事でございます（１） 新矢りん 693

秋田書店 7 冠さんの時計工房（４） 樋渡りん 660 幻冬舎コ 24 漁港の肉子ちゃん（１） 西加奈子/杉作 770 スクウェア 7 装備枠ゼロの最強剣士　でも、呪いの装備（可坂木持丸/鷹嶋大輔ほか 660 大誠社 21 青島くんはいじわる（２） 吉井ユウ 730 復刊ドッ 25 学園番外地［愛蔵版］（１） 永井豪＋石川賢＆ダイナ4180

秋田書店 14 タブロウ・ゲート（25） 鈴木理華 499 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（30） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 7 うちの奴隷が明るすぎる（３） ぶしやま 660 TOブック 1 異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを 槙島ギン/カンチェラーラ 704 プランタン 8 極道ラヴァーズ　（仮） 天真夜/槇原まき 未定

秋田書店 14 紅霞後宮物語　～小玉伝～（11） 雪村花菜/栗美あい 499 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（31） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 7 貴族転生　～恵まれた生まれから最強の力を三木なずな/華嶋ひすい 660 TOブック 14 ティアムーン帝国物語断頭台から始まる、姫の杜乃ミズ/餅月望 704 プランタン 8 オネエ系ヤクザに毎晩溺愛されてます（３）（仮天真夜 未定

秋田書店 14 やじきた学園道中記F（11） 市東亮子 499 コスミック 17 ラブマイオピア　―メガネソムリエの不器用な 並榎雫 748 スクウェア 7 ゆるふわ農家の文字化けスキル　～異世界で白石新/綾月ツナほか 660 TOブック 14 本好きの下剋上～司書になるためには手段を 　波野涼/香月美夜 660 プランタン### 金がないなら抱いてみろ　（仮） にたこ 未定

秋田書店 14 あの鐘を鳴らすのは少なくともおまえじゃない アサダニッキ 660 コアマガ 25 テコンダー朴（６） 山戸大輔/白正男 980 スクウェア 7 悪役令嬢としてヒロインと婚約者をくっつけよう枳莎/橋井こまほか 660 TOブック 14 白魔法師は支援職ではありません※支援もで影崎由那/マグム 704 ブライト出 21 そんな顔して、誘ってる？～溺愛社長と身代わ七月モトミ 780

秋田書店 14 嘘よみと偽飾の王女（１） 小田原みづえ 660 コアマガ 25 抱けるドラッグに一級カレシを ニクヤ乾 765 スクウェア 7 没落令嬢の異国結婚録（２） 江本マシメサ/日野杏寿ほ 660 TOブック 14 特級ギルドへようこそ！＠COMIC（２） 壱コトコ/阿井りいあ 704 ブライト出 21 忍ぶ恋ほど―好きすぎる旦那さまに溺愛され 鶴来いちろ 780

秋田書店 14 華耀後宮の花嫁（１） 山崎里佳/藤野ポチョムキ 660 コアマガ 25 あきらめポリスはえっちなヒーローが苦手 ｋｏ 754 スクウェア 7 聖女のはずが、どうやら乗っ取られました（２）吉高花/じさまほか 660 TOブック 14 英雄魔術師はのんびり暮らしたい＠COMIC（ 福成冠智/柊遊馬 704 ブライト出 21 束縛インフィニティ あさひ 700

秋田書店 14 炎の蜃気楼R（２） 桑原水菜/浜田翔子 660 コアマガ 28 （成）寝ても覚めても乳ばかり 黒川おとぎ 1100 スクウェア 7 うっかり陛下の子を妊娠してしまいました～王西野向日葵/田中文 680 徳間書店 13 災い狐のくずれちゃん（２） うかんむり 792 ブライト出 21 恋愛不感症（７） アキラ 680

秋田書店 14 虚妄の女王（１）～辺境警備外伝～ 紫堂恭子 660 コアマガ 28 （成）ひみつのきち　宵 キチロク 1100 スクウェア 7 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたケンノジ/松浦はこほか 660 徳間書店 13 バンドオブチルドレン（１） 横島日記 792 ふゅーじ 24 先生さよなら、また明日 みつこ 825

秋田書店 14 九龍葬査回奇録（１） 晴十ナツメグ 660 コアマガ 28 （成）ひみつのきち　暁 キチロク 1100 スクウェア 7 平凡高校生の俺がゲームでは最強ギルドのギ妃羅/山田リューセイ 660 徳間書店 25 転生したら仇の王子に逢ってしまったのですが果桃なばこ 726 ふゅーじ 24 調教のお時間です、ご主人様。～異世界に召ろむ 770

秋田書店 14 貼りまわれ！こいぬ（１） うかうか 1210 コアマガ 28 （成）＃Fruits Basket ここのき奈緒 1300 スクウェア 7 悪魔も堕ちる悪魔飯～2秒でイチコロ！ギャル音速へどばん首もげ太/小 660 徳間書店 25 アンドロイドは恋の夢を見るか？ リオナ 726 ぶんか社 10 ねこ道楽　おげんき いわみちさくら 1100

秋田書店 14 空までイっちゃう～CAは絶倫パイロットの腕の吉沢りょう 748 コアマガ 31 （成）なまめいろラプソディー ｕｒｕｔｅ 1870 スクウェア 12 FINAL FANTASY LOST STRANGER（７） 水瀬葉月/亀屋樹 680 徳間書店 25 愛とピースと こいでみえこ 704 ぶんか社 14 花野さんとの縁結びは難しい（２） 野広実由 935

秋田書店 14 依存症ってなんですか？ 菊池真理子 1100 コアマガ 31 （成）人妻倶楽部　ガラスの靴 黒岩瑪瑙 1300 スクウェア 12 魔女の下僕と魔王のツノ（14） もち 680 日本文芸 8 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（２） 山本晃司 748 ぶんか社 17 けだものたちの時間～狂依存症候群～（１） ｂｉｇ　ｂｒｏｔｈｅｒ 737

秋田書店 20 魔王の娘、すごくチョロい。（２） 千明太郎 693 コアミック 20 モブ子の恋（10） 田村茜 660 スクウェア 12 スライム転生。大賢者が養女エルフに抱きしめ月夜涙/わらびもちきなこ 660 日本文芸 8 ミナミの帝王（161） 天王寺大/郷力也 770 ぶんか社 17 けだものたちの時間～狂依存症候群～（２） ｂｉｇ　ｂｒｏｔｈｅｒ 737

秋田書店 20 エコエコアザラクREBORN（２） 古賀新一/山田Ｊ太 693 コアミック 20 ちるらん　新撰組鎮魂歌（30） 橋本エイジ/梅村真也 638 スクウェア 12 エルフと狩猟士のアイテム工房（５）（完） 葵梅太郎 680 日本文芸 8 蒼の不倫（１） 佐野タカシ 770 ぶんか社 17 恋愛共同戦線（１） 七里慧 744

秋田書店 20 神さまの怨結び（11） 守月史貴 660 コアミック 20 ブラッディ・シュガーは夜わらう（１） 三堂マツリ 682 スクウェア 12 元魔王軍幹部、娘つき　第二の人生は現代で吉山航平 680 日本文芸 19 銀牙伝説ノア（10） 高橋よしひろ 748 ぶんか社 17 恋愛共同戦線（２） 七里慧 744

秋田書店 20 科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌ＫＡＫＥＲＵ 693 コアミック 20 恋の呪いは愛で解け（１） 須賀千夏 660 スクウェア 12 転生領主の優良開拓～前世の記憶を生かして空野進/ｒｉｋｋｏほか 660 日本文芸 19 Driving Doctor 黒咲（３） 神尾龍/ユウダイ 770 ぶんか社 17 才川夫妻の恋愛事情　7年じっくり調教されま 烏丸かなつ/兎山もなか 713

秋田書店 20 織津江大志の異世界クリ娘サバイバル日誌（ ＫＡＫＥＲＵ/瀬口たかひろ 693 メディアソ 6 運命は異世界にありました あずたか 748 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 660 日本文芸 19 アレが生えてRe:Start！（２）（完） 東雲龍 792 ぶんか社 17 オジサマ紳士はケダモノ上司　絶頂テクで結婚松本ウル子 713

秋田書店 20 じゃあ、君の代わりに殺そうか？（４） 蔵人幸明/榊原宗々 693 メディアソ 6 どっちの愛が欲しい？ 折紙ちよこ 748 スクウェア 12 最凶ヤクザの心の中は意外とやさしい（１） 新島一/左東武之 660 日本文芸 27 カジノグイ（５）（完） 野﨑花一/吉田史朗 880 ぶんか社 17 篠崎先生と1日1回エッチしなくちゃダメですか 花本八満 713

秋田書店 20 凍牌～ミナゴロシ篇～（９） 志名坂高次 693 メディアソ 6 ケモノは愛で繋がれたい 楽田トリノ 726 スクウェア 12 タイツで癒してくれる嫁 ぐらんで 790 日本文芸 27 お気の毒ですが、冒険の書は魔王のモノになＫＡＫＥＲＵ/サイトウミチ 770 ぶんか社 28 ツンデレヤクザとちっぱいちゃん　コワモテ極道金森ケイタ 713

秋田書店 20 Mr.CB（７） 綱本将也/谷嶋イサオ 693 英和出版 10 10年越しの恋だから 多摩緒べべ 715 スクウェア 21 お近づきになりたい宮膳さん（３） 秋タカ 660 日本文芸 27 おねチャ。（３） 七竈アンノ 770 ぶんか社 28 ワケあり彼氏と猫かぶり彼女　君とぜんぶ結ば大橋キッカ 728

秋田書店 20 QP 我妻涼～Desperado～（12） 髙橋ヒロシ/今村ＫＳＫほ 693 三交社 21 ケダモノ、調教中につき 緋いろ/はとり 700 スクウェア 21 六畳一間の魔女ライフ（３） 秋タカ 660 LINE Dig  14 さよなら神様（１） 麻耶雄嵩（文藝春秋刊）/ 638 芳文社 1 付き合ってないのに夫婦やってます。 山田パピコ 792

秋田書店 20 OREN'S（11） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 693 三交社 21 今日も殺せずに愛し合うだけ。 嶋伏ろう/兎山もなか 800 スクウェア 21 ヤクザの大親分が幼女に生まれ変わった話（ アメノ 900 LINE Dig  14 おとぎぶっ殺シアム（３） クロタロウ 726 芳文社 1 好きになってくれますか ほむらじいこ 792

秋田書店 20 我にチートを～ハズレチートの召喚勇者は異世温泉卵/山田モジ美 660 三和出版 28 （成）Little World 戸村水仙 1300 スクウェア 21 幸色のワンルーム（９） はくり 680 LINE Dig  14 俺、限定コミュ症なんでっ。（３）（完） 桐谷のば 682 芳文社 1 シンジュクマネードッグ ｎｕ 770

秋田書店 20 チチチチ（５） クール教信者 693 三和出版 28 （成）濃厚どろ～り　新装版プラスα うめ丸 1400 スクウェア 21 幸色のワンルーム　外伝　正壊の名探偵（３） はくり 660 LINE Dig  14 女神降臨（５） ｙａｏｎｇｙｉ 880 芳文社 7 おしかけツインテール（６） 高津ケイタ 759

秋田書店 20 わたしの知らない、先輩の100コのこと（１） 兎谷あおい/ほんろんろん 693 三和出版 28 （成）イけ！清純学園エロ漫画部 きぃう 1300 スクウェア 21 アラサーだけど、初恋です。（７） 310 900 LINE Dig  14 名前のない怪物　蜘蛛と少女と猟奇殺人（５） 黒木京也/子月コウ 682 芳文社 7 可愛い上司を困らせたい（５） タチバナロク 759

朝日新聞 20 イケニエ屋（２） Ｄｒ．イム 880 ジーオー 10 （成）カレシにナイショで… 夏庵 1100 スクウェア 21 腐男子家族（５） すずり街 900 LINE Dig  14 きび様といっしょ（３）（完） みやまるん 880 芳文社 7 ヲトメは義母に恋してる（１） 桐原小鳥 759

朝日新聞 20 イケニエ屋（３） Ｄｒ．イム 880 ジーオー 25 怪鼠一見帳・花札（１） １号 748 スクウェア 21 ツン甘な彼氏（４）（完） 星見ＳＫ 900 LINE Dig  14 あの子より愛して（２） ひつじま羊 682 芳文社 12 ライター×ライター（３）（完） 深見真/コト 693

茜新社 28 （成）なまイキだいすき！ ｙａｍ 1210 ジーオー 25 あの人は血を求めてしまう（２） 浦部はいむ 814 スクウェア 25 後宮の結び人（１） 小早川真寛/鰍ヨウ 660 LINE Dig  14 ラブ×ゼロ（２） 藤原ゆか 682 芳文社 12 観音寺睡蓮の苦悩（２） カエルＤＸ 693

茜新社 28 （成）妹の裸を見て興奮するなんて変なお兄ちはやけ 1210 ジーオー 25 （成）深窓の華娵 箕山 1320 スクウェア 25 現実の彼女はいりません！（11） 田尾典丈/三雲ジョージほ 660 モバイル 17 失恋エッチの相手は…上司！？　～ゴーイン 山田愛妃 748 芳文社 13 村祀り（13） 木口銀/山口譲司 682

一迅社 14 僕が知らない君の顔 藤 748 ジーオー 31 （成）アマカノ2 ビジュアルファンブック ピロ水 3600 スクウェア 25 MURCIELAGO ―ムルシエラゴ―（19） よしむらかな 660 モバイル 17 ルール違反は朝までH！？～幼なじみと同居 ｒｅｒａ 792 芳文社 13 異世界でも風俗嬢やってみた（６） 森尾正博 682

一迅社 18 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！（１伊月クロ 748 ジーオー 31 （成）ハーレムクエスト　俺と美女とオッパイと異暗ノ吽 1210 スクウェア 25 極道パラサイツ（５） まつたけうめ/武六甲理衣 660 モバイル 17 先生で、セックスの練習していい？（２） 麻生実花 748 芳文社 13 ノーサイドクエスト（４） 好本拓朗 682

一迅社 25 アズールレーン　コミックアンソロジー　Break アンソロジー 950 ジーオー 31 （成）友達のままじゃ嫌だから ＥＤ 1100 スクウェア 25 不器用な先輩。（３） 工藤マコト 660 Jパブリッ 18 エンサークルメントラブ（２） 淀川ゆお 713 芳文社 13 ブラック芸能事務所ですが何か？（３） ｕｓｉ 682

一迅社 25 ボクラノキセキ（24） 久米田夏緒 700 ジーオー 31 （成）夜祭り露店～景品にされた乙女たち～ ｖ－ｍａｇ 1760 スクウェア 25 薬屋のひとりごと（８） 日向夏/ねこクラゲほか 660 Jパブリッ 25 ためいきの春に恋の夏 野花さおり 769 芳文社 13 瓜を破る（２） 板倉梓 682

一迅社 25 転生！太宰治　転生して、すみません（１） 須賀今日助/佐藤友哉 860 ジーオー 31 不可解なぼくのすべてを（５） 粉山カタ 748 スクウェア 25 閻魔堂沙羅の推理奇譚（１） 木元哉多/柴田孫四郎ほ 680 Jパブリッ 25 酔っぱらんでぶー あらかた 713 芳文社 27 恋する小惑星（アステロイド）（４） Ｑｕｒｏ 935

一迅社 25 人外さんの嫁（12） 八坂アキヲ/相川有 750 ジーオー 31 くろタイツEXTRA よむほか 3200 スクウェア 25 目々盛くんには敵わない（１） もりこっこ 660 ハーパー 11 夜明けを待ちわびて（１） 藤田和子/Ｊ・Ｒ・ウォード 660 芳文社 27 魔王の娘からは逃れられない（２）（完） うら 935

一迅社 27 八十亀ちゃんかんさつにっき（10） 安藤正基 704 ジーオー 31 ラブスレイヴ（１） 水龍敬 748 スクウェア 27 僕はお猫様の下僕です。（４）（完） 北国良人 660 ハーパー 11 夜明けを待ちわびて（２） 藤田和子/Ｊ・Ｒ・ウォード 660 芳文社 27 はなまるスキップ（１） みくるん 935

一迅社 27 こんな私に期待しないデ（１） りすまい 704 主婦と生 7 果ての星通信（５） メノタ 715 スクウェア 27 メイデーア転生物語　この世界で一番悪い魔 友麻碧/雨壱絵穹ほか 660 ハーパー 11 妻が二人？ 橋本多佳子/リンダ・Ｒ・ウ 660 ホビージ 1 聖剣士さまの魔剣ちゃん　孤独で健気な魔剣 おおのいも/藤木わしろ 715

一迅社 27 お兄ちゃんはおしまい！（５） ねことうふ 748 主婦と生 7 神統記（テオゴニア）（６） 青山俊介/谷舞司ほか 715 スクウェア 27 君と一緒じゃままならない（１） しをたひろみち 660 ハーパー 11 黒い瞳の公爵 中村理恵/キャロル・モー 681 ホビージ 1 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界くろむら基人/ハヤケン 715

一迅社 27 お兄ちゃんはおしまい！　アンソロジーコミックアンソロジー 880 主婦と生 7 妃教育から逃げたい私（２） 菅田うり/沢野いずみほか 693 スクウェア 27 めざせ豪華客船！！～船召喚スキルで異世界たむたむ/ザザロン亞南 660 ハーパー 11 罪深き純潔 中村敦子/キャロル・モー 660 ホビージ 1 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほ 荻野ケン/岸馬きらく 715

一迅社 27 猫娘症候群（５） ネコ太郎 770 主婦と生 7 くまクマ熊ベアー　～今日もくまクマ日和～（１ 佐藤ユキノリ/くまなのほ 693 秋水社発 12 旦那様が朝から晩まで放してくれない（３） 西いちこ 715 ハーパー 11 翼をもがれた天使 佐柄きょうこ/マギー・コッ 681 マイクロ 28 賢者の弟子を名乗る賢者　THE COMIC（８） すえみつぢっか/りゅうせ 693

一迅社 27 猫娘症候群（６） ネコ太郎 770 主婦と生 7 くま　クマ　熊　ベアー（６） せるげい/くまなのほか 693 秋水社発 12 むぎゅ…ハグだけでイキそう！？（２）ぽちゃ女ハヅキ 715 ハーパー 11 億万長者の秘密の天使 森素子/マクシーン・サリ 660 マイクロ 28 賢者の弟子を名乗る賢者外伝　～ミラと素敵 うおぬまゆう/りゅうせんひ 693

一迅社 27 限界夫婦（１） きづきあきら/サトウナンキ 715 少年画報 1 カメラ、はじめてもいいですか？（２） しろ 715 秋水社発 26 終末の復讐代行屋（１） あまね水咲 770 ハーパー 17 財閥社長と華麗なる婚前同居～初夜は結婚ま上原ひびき/玉紀直 693 マイクロ 28 元最強の剣士は、異世界魔法に憧れる　THE 天乃ちはる/紅月シン 693

一迅社 31 ひとりじめマイヒーロー（11） ありいめめこ 748 少年画報 10 ビーチジャーニー（１） 中馬孝博 759 アルファ 18 華麗なる神宮寺三兄弟の恋愛事情 黒ねこ/秋桜ヒロロ 704 ハーパー 17 腹黒王子の甘美なる企み～結婚なんてまっぴひなたみわ/なかゆんきな 693 マイクロ 28 「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パ 　  南方純/ｋｉｋｉ 693

一迅社 31 悪役令嬢ですが、幸せになってみせますわ！　アンソロジー 858 少年画報 10 ビーチジャーニー（２） 中馬孝博 759 彗星社発 18 甘い懲罰～私は看守専用ペット（10） いづみ翔 748 ハーパー 17 旦那様は新妻を（予想外に）愛しすぎてます（ 星浦みさと/高田ちさき 693 マイクロ 28 転生競走馬　エッチマン（１） 城谷間間/ａｋｉｎａｋａ 748

一迅社 31 虫かぶり姫（５） 喜久田ゆい/由唯ほか 710 少年画報 10 ねこぱんち　雨あがり猫号 アンソロジー 548 彗星社発 18 きもちよすぎた、訳ありワンナイト。～ライバルいち 748 白泉社 10 娘じゃなくて私が好きなの！？（１） 東鉄神/望公太ほか 715 マッグガ 10 ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット（１） メカルーツ/ホークマン 671

一迅社 31 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中（４） 千種あかり/佐槻奏多ほ 710 少年画報 10 ねこ先生、急患です！（３）（完） 仲まみ太 979 彗星社発 18 わかってるよね、パリピくん？ 結城アオ 748 白泉社 20 なまいきざかり。（21） ミユキ蜜蜂 495 マッグガ 14 僕らの地球の歩き方（２） ソライモネ 682

一迅社 31 貧乏令嬢の勘違い聖女伝　～お金のために努遊行寺たま/馬路まんじほ 710 少年画報 10 朝ごはん亭（４） 青菜ぱせり 913 彗星社発 18 巨人族の花嫁（３） ＩＴＫＺ 748 白泉社 20 呪い子の召使い（３） 柴宮幸 495 マッグガ 14 超世界転生エグゾドライブ　-激闘！異世界全ｚｕｎｔａ/珪素 660

一迅社 31 婚約者が悪役で困ってます（４） みつのはち/散茶ほか 710 少年画報 10 ひとりぶらりごはん 柘植文 913 ブラスト出 18 （成）ゆめあまミゼラブル みやむ 1100 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 495 マッグガ 14 商人勇者は異世界を牛耳る！（４） 相模映/十一屋翠ほか 660

一迅社 31 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ　アンソロジー 860 少年画報 17 俺のキスで世界が変わるなら（１） 紺條夏生 715 アルファ 24 ひのきのダンジョン 黒木部長 748 白泉社 20 ぬらりひょんの花嫁（１） 吉田真翔 495 マッグガ 14 異世界でも無難に生きたい症候群（４） 笹峰コウ/安泰ほか 671

一迅社 31 原神　コミックアンソロジー アンソロジー 950 少年画報 17 異世界狙撃手は女戦士のモフモフ愛玩動物（光永康則/いのまる 715 アルファ 24 異星界転星（１） 大山散歩 748 白泉社 28 Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と東雲太郎/銀翼のぞみほ 660 マッグガ 14 転生貴族の異世界冒険録（６） ｎｉｎｉ/夜州 660

イースト 18 キンとケン（２） しちみ楼 977 少年画報 24 朝食会（２） 渡邊ダイスケ/小林拓己 715 アルファ 24 勘違いの工房主（２）英雄パーティの元雑用係古川奈春/時野洋輔 748 白泉社 28 【修復】スキルが万能チート化したので、武器 榎ゆきみ/星川銀河ほか 715 マッグガ 14 煉獄に笑う（13） 唐々煙 660

イースト 18 カイニスの金の鳥（４） 秦和生 836 少年画報 24 スモーキング・サベージ（６） 岩城宏士 715 アルファ 24 妻が好きすぎる夫（１） まさぺこ 748 白泉社 28 あなたが甘くねだるまで（２） ディビ 715 マッグガ 14 神話裁判（１） 小木とまい 660

エンジェ 17 （成）肛辱の乙女たち あかつき茜 1200 少年画報 24 アクタとなずな（１） ふくしま正保 715 アルファ 24 水しか出ない神具【コップ】を授かった僕は、不則本ちまき/長尾隆生 748 白泉社 28 人類を滅亡させてはいけません（２） 蒲夕二/高畑弓 715 マッグガ 14 おとめ失格（１） カイコユキ 660

エンジェ 17 （成）痴縄妻交 まるキ堂 1200 少年画報 24 かしこい猫もも太（２）（完） 中田あも 814 アルファ 28 異世界でカフェを開店しました。（10） 野口芽衣/甘沢林檎 748 白泉社 28 水姫先輩の恋占い（１） シロサワ 715 マッグガ 14 転生した悪役令嬢は復讐を望まない　THE C 磐秋ハル/あかこ 660

エンジェ 17 （成）不近親相姦の女 ながしま超助 1200 少年画報 27 GOAT HEAD（１） 安堂維子里 759 アルファ 28 利己的な聖人候補　とりあえず異世界でワガ 七輝翼/やまなぎ 748 白泉社 28 君の涙を飲み干したい（１） 廣瀬アユム 715 マッグガ 14 愛の間に間に 菅辺吾郎 715

エンジェ 17 （成）ふわとろパーラー ももずみ純 1200 少年画報 27 ナナシ　～ナくしたナにかのさがシかた～（４） 藤野晴海/片山愁 869 東京漫画 21 ブラザー・イン・ピンクチェリー ｔｏｍｏｍｏ 760 白泉社 31 てるみな（４） ｋａｓｈｍｉｒ 924 メディアッ 10 （成）オトコのコ彼女 魚目ベジ 1320

オーバー 14 王子様に堕ちてたまるかっ！（１） かおもじ 未定 新書館 1 パパセクスキャラメリゼ 楔ケリ 880 アース・ス 12 ヘルモード　～やり込み好きのゲーマーは廃設 　鉄田猿児/ハム男ほか 660 白泉社 31 制服date（２） 黒咲練導 968 メディアッ 27 （成）セイ×ショウネン 井ノ本リカ子 1320

オーバー 14 木瀬四兄弟のジンギなき戦い（１） 小山田ダダ 未定 新書館 1 清く正しく美しく mellow 山本アタル 759 アース・ス 12 私の従僕　俺の主人はあくまで天使な公爵令 犬丸/トールほか 660 ヒット出版 26 （成）僕のママ活 あずきこ 1100 楽楽出版 8 （成）募る想いクロニクル 佐倉はなつみ 1210

オーバー 14 溺愛な嫁のバイトです 鳥田ちず 未定 新書館 1 狼を狩る法則（上） 麻々原絵里依/Ｊ・Ｌ・ラン 759 アース・ス 12 【急募】捨てられてたドラゴン拾った【飼い方】～木虎こん/アッサムてーほ 660 ヒット出版 26 （成）やりたがり少女達（ベタハート）（ベタハー某零 1100 楽楽出版 8 （成）ふわふわおっぱいらいふ ゆうじ 1210

オーバー 25 壊れスキルで始める現代ダンジョン攻略（１） すたーきー/君川優樹 未定 新書館 1 狼を狩る法則（下） 麻々原絵里依/Ｊ・Ｌ・ラン 759 アース・ス 12 人狼への転生、魔王の副官　はじまりの章（７瑚澄遊智/漂月ほか 660 ヒット出版 26 （成）少女組曲（19） アンソロジー/花犬ほか 1180 楽楽出版 8 （成）催眠ネトラレ生徒会 神宮小川 1210

オーバー 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（２）しろいはくと/大崎アイル 未定 新書館 1 発情トーキングマシン330 りーるー 759 大洋図書 1 オールドファッションカップケーキ with カプチー佐岸左岸 781 双葉社 8 童貞淫魔はソープ男子にガチ恋中！ ことぶき 792 リイド社 10 ハートなんていらない 箱石タミィ 748

オーバー 25 世界は終わっても生きるって楽しい（２） 鳥取砂丘 未定 新書館 下 ロジックツリー（上） 雁須磨子 759 竹書房 7 ツノ系女子は告れない（２）（完） うさみみき 726 双葉社 8 色づくΩは恋に啼く 木南いろ芭 770 リイド社 10 劇画　鬼平犯科帳　SPECIAL EDITION平蔵、さいとう・たかを/池波正太 770

オーバー 25 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さん野地貴日/黄波戸井ショウ未定 新書館 下 ロジックツリー（下） 雁須磨子 759 竹書房 7 姫のためなら死ねる（11） くずしろ 946 双葉社 12 ミイラの飼い方（13） 空木かける 825 リイド社 19 （成）ハメ汁生搾り！肉欲奥さん かわもりみさき 1100

オーバー 25 とんでもスキルで異世界放浪メシ　スイの大冒双葉もも/江口連 未定 新書館 下 魔法のつかいかた（４） 草間さかえ 781 竹書房 7 穴のあくほど はいき 737 双葉社 12 本橋兄弟（４） ＲＥＮＡ 715 リイド社 27 ニッポン夜枕ばなし第二夜 山田参助 990

オーバー 25 とんでもスキルで異世界放浪メシ（７） 赤岸Ｋ/江口連 未定 ジュネッ 19 猫とベッド 東条さかな 770 竹書房 7 助けたヤクザに狙われてます！？ 与一マキナ 737 双葉社 12 ピーター・グリルと賢者の時間（８） 檜山大輔 693 リブレ 1 死神は殺せない 三日ミタ 758

オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（７） びび/五示正司 未定 新潮社 8 マグメル深海水族館（７） 椙下聖海 660 竹書房 7 イ尓好マンション605 Ｌｕｒｉａ 737 双葉社 12 オヤジが美少女になってた話（３） 赤信号わたる 671 リブレ 10 カーストヘヴン（７） 緒川千世 758

オーバー 25 拝啓「氷の騎士とはずれ姫」だったわたしたち由姫ゆきこ/八色鈴 未定 新潮社 8 グリッドマン・ドグマ（１） 佐塚弾純 682 竹書房 17 ちぃちゃんのおしながき繁盛記（11） 大井昌和 825 双葉社 12 時給三〇〇円の死神（２） 桐原いづみ/藤まる 715 リブレ 10 緒川千世ファンブック　―flow― 緒川千世 2750

オークラ 25 ワルくてHなオジサマは、アレもやっぱり凄いん松狸 744 新潮社 8 死んでから本気出す（１） 橋本くらら 682 竹書房 17 二度、アイして いぬおかにい 770 双葉社 12 龍と翔ける新世界（１） 水瀬チホ 704 リブレ 10 できちゃった男子はじめての子育て編 御景椿 725

宙出版 17 告白は夢の中で…（２）（完） 梅子 744 新潮社 8 結婚首輪の交換です（１） 屋敷サラ 682 竹書房 17 パーフェクト・エデュケーション なりた晴ノ 770 双葉社 12 夜明けのふたりごはん 湖西晶 900 リブレ 10 ストーキングラバーラバーラバー（仮） 高峰顕 725

宙出版 17 ドS社長と交際0日婚　～契約にセックスは含まみつか 713 新潮社 8 勇者に敗北した魔王様は返り咲くために魔物 とうろう 682 竹書房 20 つくおき生活　週末まとめて作り置きレシピ（４仁茂田あい/ｎｏｚｏｍｉ 660 双葉社 12 SUPER SHIRO（１） 相庭健太/臼井儀人ほか 517 リブレ 10 放課後のエチュード 昼寝シアン 758

宙出版 17 ノアくんは甘くて食べごろ～19歳、褐色男子の白弓サン 713 新潮社 8 白い巨塔（４） 安藤慈朗/山崎豊子 770 竹書房 21 アキはハルとごはんを食べたい（２） たじまこと 946 双葉社 14 レベル99冒険者によるはじめての領地経営（ くじら/藤崎 704 リブレ 10 悪態は抱擁にかき消える 富士山ひょうた 725

宙出版 25 たわわなボインちゃんに埋もれたい～巨乳お アンソロジー 825 新潮社 8 白い巨塔（５）（完） 安藤慈朗/山崎豊子 792 竹書房 24 ひらがなおそまつくん 赤塚不二夫 2200 双葉社 14 転生！竹中半兵衛　マイナー武将に転生したカズミヤアキラ/青山有 704 リブレ 10 春を抱いていた　afterward 新田祐克 758

宙出版 25 男の娘でメスイキタイケン！？　イチャラブ、ガアンソロジー 825 新潮社 8 ふたり明日もそれなりに（５）（完） すずゆき 704 竹書房 27 人間牧場（４） 柑橘ゆすら/さおとめあげ 748 双葉社 14 お菓子職人の成り上がり～美味しいケーキと 日向探偵/月夜涙 704 リブレ 20 ねこ先輩と猫かぶりくん 楢崎壮太 725

笠倉出版 25 逃がしたくないあいつはキスも知らない 九尾つなし 770 新潮社 8 間違った子を魔法少女にしてしまった（10） 双龍 638 竹書房 27 宮廷魔法師クビになったんで、田舎に帰って魔世界るい/北沢きょうほか 759 双葉社 14 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔雪月佳/ｋｔ６０ 704 リブレ 20 じじいの恋 黒江Ｓ介 660

海王社 10 ここはYESと言ってくれ 吉井ハルアキ 781 新潮社 8 最後のレストラン（17） 藤栄道彦 638 竹書房 27 醍鹿館のシェアメイト（１） おーはしるい 869 双葉社 14 王妃になる予定でしたが、偽聖女の汚名を着 コロポテ/糸加 704 リブレ 20 GUINEA PIG ROOM TOUR（上） 鳩川ぬこ 1089

海王社 10 恋をしないと働けない 黒岩チハヤ 737 実業之日 13 精霊大陸と刻印の魔女 Ｓａｋｉｚｏ 2200 竹書房 27 アスクミ先生に聞いてみた（３）（完） 後藤羽矢子 946 双葉社 14 後宮の花は偽りをまとう（３） 六格レンチ/天城智尋 704 リブレ 21 渇いた私をその愛で揺らして（５） 深海ゆゆ 748

海王社 10 俺と上司のかくしごと　つづきのはなし 嘉島ちあき 759 実業之日 20 口紅　美しき軍医の一生（１） 川端新/軍事法規研究会 748 竹書房 27 となりの席の同居人（２） 神仙寺瑛 869 双葉社 17 なまいきリトルプリンス（１） 市川なつを 759 リブレ 21 渇いた私をその愛で揺らして（６） 深海ゆゆ 748

海王社 10 君の噛み痕、舌触り 縁々 737 ジャイブ 1 黒龍さまの見習い花嫁（５） 三月ゆか 681 竹書房 27 うちの会社の小さい先輩の話（２） 斎創 748 双葉社 17 マダム・ジョーカー（25） 名香智子 660 リブレ 21 黙って僕に甘やかされて（１）～相性いいのは みなのなこ 748

海王社 10 ミッドナイト・ジェラシー・セックス 楢崎ねねこ 737 小学館ク 1 ニワトリ・ファイター（１） 桜谷シュウ 715 竹書房 27 狼の皮をかぶった羊姫（１） ミト 748 双葉社 17 花はどっちだ？（６） 小田原みづえ 693 道玄坂書 24 こんなことするとは聞いてない！ ＰＡＴＯ 750

海王社 20 路地裏のバラッド ハルタＪＡＣＫ 737 小学館ク 1 東島丹三郎は仮面ライダーになりたい（８） 柴田ヨクサル 715 竹書房 27 はかせの未来（２） せかねこ 1100 双葉社 20 入浴ヤンキース（２） 奥嶋ひろまさ 693 道玄坂書 24 想いを孕んだ君を抱く さとうじる 730

海王社 20 宵闇極夜 恋緒ジノ 759 小学館ク 13 ダブル（４） 野田彩子 715 竹書房 27 月花乙女は猛犬が好き（１） 夏未るゆ 759 双葉社 20 名状しがたい彼女と、あの頃臆病だった私の むらきたまりこ 693 ワニマガ 14 （成）Beなんとか作品集 Ｂｅなんとか 1100

キルタイ 19 （成）二次元コミックマガジン　淫紋をつけられ仁志田メガネ/山梨ユウヤ1100 小学館ク 28 刀剣乱舞アンソロジー アンソロジー 715 竹書房 27 今日もカレーですか？（２） 藤川よつ葉/あづま笙子 759 双葉社 20 クモノイト～蟲の怨返し～（２） 荒巻美由希 693 ワニマガ 31 （成）ボボボ作品集 ボボボ 1100

キルタイ 19 （成）くっ殺ヒロインズSP（６） ジンナイ/尻戦車ほか 1320 小学館ク 28 戦国BASARA 双極の幻（１） 綾峰欄人/浅田有皆ほか 715 竹書房 27 ぼくは悪でいい、おまえを殺せるなら。（１） 蒼井ミハル 759 双葉社 27 みつば君はあにヨメさんと。（２） イトカツ 693 ワニマガ 31 （成）宮本りず作品集 宮本りず 1100

キルタイ 19 （成）ONEONE1presents 雌痴女フェスティバルぺぽ/アヘ丸ほか 1100 ジーウォ 26 （成）先生とぼく 湯山チカ 1100 竹書房 27 ANYWORDS（上） 森嶋ペコ/姉村アネム 781 双葉社 27 鉄人マコちゃん（２） タカミ 715 ワニマガ 31 （成）荒巻越前作品集 荒巻越前 1100

キルタイ 26 （成）ふたレズディスコミュニケーション 俄雨 1100 ジーウォ 26 （成）絶食系男子、性欲を知る（仮） 粉織 1100 竹書房 27 ANYWORDS（下） 森嶋ペコ/姉村アネム 781 双葉社 28 天才外科医が異世界で闇医者を始めました。Ｍｅｋｅ/柊むぅ 704 ワニマガ 31 （成）堀博昭作品集 堀博昭 1100

竹書房 27 狡猾×純情ラブシッター 四隅 781 双葉社 28 エルフ転生からはじめるチート建国記（１） 新芽ふたつ/月夜涙 704 ワニブッ 25 インゴシマ（10） 田中克樹/天下雌子 682



２０２１年　５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）予価は税込にて表示しています
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 チェッ 書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定 チェッ 書名 著者 予価

朝日新聞出版朝日文庫 7 働く人のための自己肯定感 中島輝 770 KADOKAWA 角川文庫 21 私立シードゥス学院（２）小さな紳士と学院の謎 高里椎奈 未定 講談社 講談社文庫 14 幻想商店街 堀川アサコ 715

朝日新聞出版朝日文庫 7 岡潔対談集 岡潔 770 KADOKAWA 角川文庫 21 三毛猫ホームズの茶話会 赤川次郎 未定 講談社 講談社文庫 14 機関車先生　新装版 伊集院静 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 ロゼッタ・ストーン黒崎警視のMファイル 六道慧 990 KADOKAWA 角川文庫 21 神戸25メートルの絶望 西村京太郎 未定 講談社 講談社文庫 14 ピットフォール 堂場瞬一 704

朝日新聞出版朝日文庫 7 貴族グレイランサー 菊地秀行 880 KADOKAWA 角川文庫 21 ツキマトウ　警視庁ストーカー対策室ゼロ係 真梨幸子 未定 講談社 講談社文庫 14 マチのお気楽料理教室 秋川滝美 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 オーバーロードの街 神林長平 1100 KADOKAWA 角川文庫 21 梟の月 小松エメル 未定 講談社 講談社文庫 14 深い河　新装版 遠藤周作 未定

岩波書店 岩波文庫 14 歌舞伎十八番の内　勧進帳 郡司正勝 未定 KADOKAWA 角川文庫 21 ブルーもしくはブルー 山本文緒 未定 講談社 講談社文庫 14 うちの旦那が甘ちゃんで（10） 神楽坂淳 671

岩波書店 岩波文庫 14 葉山嘉樹短篇集 道籏泰三 未定 KADOKAWA 角川文庫 21 特等添乗員αの難事件（７） 松岡圭祐 未定 講談社 講談社文庫 14 目撃 西村健 968

岩波書店 岩波文庫 14 ゴヤの手紙（上） 大髙保二郎/松原典子 未定 KADOKAWA 角川文庫 21 虚像のアラベスク 深水黎一郎 未定 講談社 講談社文庫 14 いのちがけ　加賀百万石の礎 砂原浩太朗 858

岩波書店 岩波文庫 14 功利主義 Ｊ．Ｓ．ミル/関口正司 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 異端の祝祭 芦花公園 未定 講談社 講談社文庫 14 神楽坂つきみ茶屋（２）突然のピンチと喜寿の祝斎藤千輪 715

岩波書店 岩波現代文庫 14 〈戦後知〉を歴史化する──歴史論集（２） 成田龍一 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 マンダラと生きる 正木晃 未定 講談社 講談社文庫 14 呪い禍　古道具屋　皆塵堂 輪渡颯介 726

岩波書店 岩波現代文庫 14 歴史が後ずさりするとき──熱い戦争とメディア ウンベルト・エーコ/リッカル 未定 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 古代オリンピック 桜井万里子/橋場弦 未定 講談社 講談社文庫 14 マンガ　孔子の思想 蔡志忠/和田武司ほか 759

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 覆面令嬢と塩漬けの公爵（仮） 乙川れい 702 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 違星北斗歌集　アイヌと云ふ新しくよい概念を 未定 未定 講談社 講談社タイガ 14 モルグ街の美少年 西尾維新/キナコ 660

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 お狐様の異類婚姻譚（５）（仮） 糸森環/凪かすみ 702 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 東方の言葉 中村元 未定 講談社 講談社タイガ 14 ネメシス（４） 降田天 759

一迅社 メリッサ文庫 31 一目惚れと言われたのに実は囮だと知った伯爵千石かのん/八美☆わん 726 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 季語うんちく事典最強編 新海均 未定 講談社 講談社タイガ 14 ネメシス（５） 藤石波矢 759

イースト・プレスソーニャ文庫 1 哀しき女王は愛を孕む（仮） 栢野すばる/Ｃｉｅｌ 792 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（５） 二語十/うみぼうず 未定 講談社 講談社タイガ 14 すみれ荘ファミリア 凪良ゆう 792

イースト・プレスソーニャ文庫 1 裏切りの騎士と呪われた皇女（仮） 戸瀬つぐみ/幸村佳苗 770 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 モブしか勝たん（仮） 広ノ祥人/猫屋敷ぷしお 未定 光文社 光文社文庫 12 狼の牙八丁堀つむじ風（12） 和久田正明 未定

イースト・プレス悦文庫 8 桃色の旅（仮） 庵乃音人 792 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 異世界、襲来（３） 丈月城/しらび 未定 光文社 光文社文庫 12 能登花嫁列車殺人事件 西村京太郎 未定

イースト・プレス悦文庫 8 人妻と車と未亡人（仮） 霧原一輝 792 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 聖剣学院の魔剣使い（７） 志瑞祐/遠坂あさぎ 未定 光文社 光文社文庫 12 未来を、11秒だけ 青柳碧人 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 液冷戦闘機「飛燕」 渡辺洋二 990 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 プリンセス・プロテクション（仮） 芝村裕吏/さとうぽて 未定 光文社 光文社文庫 12 SCIS 科学犯罪捜査班（４）天才科学者・最上友 中村啓 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 ドイツの最強レシプロ戦闘機 野原茂 968 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 神は遊戯に飢えている。（２） 細音啓/智瀬といろ 未定 光文社 光文社文庫 12 須美ちゃんは名探偵！？浅見光彦シリーズ番外内田康夫財団事務局 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く（６彩峰舞人/シエラ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 ぼくらが死神に祈る日 未定/ＶＯＦＡＮ 未定 光文社 光文社文庫 12 沈黙の狂詩曲（１）日本ベストミステリー選集 日本推理作家協会 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ネトゲの嫁が人気アイドルだった（１）～クール系あボーン/館田ダン 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 君を忘れたこの世界と、僕がいない君の世界（仮中西鼎 未定 光文社 光文社文庫 12 江戸川西口あやかしクリニック（６）幸せな時間 藤山素心 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 黒鉄の魔法使い（７）黒紅の宴 迷井豆腐/にゅむ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 百鬼夜行とご縁組（４）（仮） マサト真希 未定 光文社 光文社文庫 12 霊視るお土産屋さん（３） 平田ノブハル 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（７） 大崎アイル/Ｔａｍ－Ｕ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 後宮とりかえばや物語（仮） 土屋浩 未定 光文社 光文社文庫 12 菖蒲散りゆく上絵師律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺篠崎芳/ＫＷＫＭ 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 斧使いのおっさん冒険者イチャエロハーレム英雄いかぽん/蔓木鋼音 未定 光文社 光文社文庫 12 夜鳴き蝉父子十手捕物日記 鈴木英治 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（７） 五示正司/榎丸さく 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 俺だけレベルが上がる世界で悪徳領主になってわるいおとこ/ｒａｋｅｎ 未定 光文社 光文社文庫 12 はたご雪月花（仮） 有馬美季子 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠を 鬼影スパナ/よう太 未定 河出書房新社 河出文庫 4/30 きっとあの人は眠っているんだよ穂村弘の読書 穂村弘 979 光文社 光文社文庫 12 相弟子若鷹武芸帳（仮） 岡本さとる 未定

オークラ出版 プリズム文庫 21 クールアルファの激烈な愛情 髙月まつり/みずかねりょう 730 河出書房新社 河出文庫 4/30 ゆるく考える 東浩紀 ### 光文社 光文社古典新訳文 12 フロイト、夢について語る フロイト/中山元 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 元スパイ、家政夫に転職する（２） 秋原タク/ハリオ 748 河出書房新社 河出文庫 4/30 伊能忠敬の日本地図 渡辺一郎 ### 光文社 光文社古典新訳文 12 戦争と平和（５） トルストイ/望月哲男 未定

KADOKAWA スニーカー文庫 1 『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 748 河出書房新社 河出文庫 4/30 瓶のなかの旅酒と煙草エッセイ傑作選 開高健 979 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 人情めし江戸屋　剣豪同心と鬼与力（仮） 倉阪鬼一郎 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 僕に興味をなくした元カノと幼馴染な今カノがなぜ急川回レ/ｍａｇａｋｏ 726 河出書房新社 河出文庫 4/30 外道忍法帖山田風太郎傑作選　忍法篇 山田風太郎 979 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 江戸っ子出世侍（３） 早瀬詠一郎 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 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 726 河出書房新社 河出文庫 4/30 アメリカに潰された政治家たち 孫崎享 913 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 乱愛十手（仮） 鳴海丈 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 高嶺の花の今カノは、絶対元カノに負けたくないとーわ/Ｒｏｓｕｕｒｉ 770 河出書房新社 河出文庫 4/30 「お釈迦さまの薬箱」を開いてみたら日々をすこ 太瑞知見 803 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 剣豪商売　始末屋十兵衛（２） 中岡潤一郎 715

KADOKAWA スニーカー文庫 1 落第賢者の学院無双（６）～二度転生した最強賢白石新/魚デニム 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 いまさら聞けないSDGs（仮）世界の進路、仕事の国際時事アナリスツ 792 コスミック出版 コスミック文庫 18 あの日の恋をかなえに僕は過去を旅する（仮） 西澤保彦 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサー和泉杏花/桜田霊子 759 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 14 読めそうでギリギリ読めない漢字（仮） 日本語倶楽部 792 コスミック出版 コスミック戦記文庫 18 帝国本土迎撃戦（２） 橋本純 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 お荷物と呼ばれた転生姫は、召喚勇者に恋をしマチバリ/南々瀬なつ 759 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 航空自衛隊　副官　怜於奈（２） 数多久遠 704 コスミック出版 コスミックセシル文 20 俺様虎王とモフッと子育て（２） 星野伶 715

KADOKAWA ビーンズ文庫 1 異世界の乙女は炎の獅子王を導く 紅咲いつか/羽公 792 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 恋狂ひ 宇佐美まこと 836 コスミック出版 コスミックセシル文 20 ヤクザ社長と新米税理士の真剣勝負な経営事情有実ゆひ 715

KADOKAWA ルビー文庫 1 竜は四季を巡り恋をする　～ドラゴンギルド～ 鴇六連/沖麻実也 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 親王殿下のパティシエール（４）　慶貝勒府の満 篠原悠希 704 サンマーク出版 サンマーク文庫 19 「ついていきたい」と思われるリーダーになる51の岩田松雄 770

KADOKAWA ルビー文庫 1 狼将軍のツガイ 天野かづき/陸裕千景子 814 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 SIS 丹沢湖駐在　武田晴虎 鳴神響一 748 サンマーク出版 サンマーク文庫 19 トヨタで学んだ「紙1枚！」にまとめる技術 浅田すぐる 770

KADOKAWA 電撃文庫 8 となりの彼女と夜ふかしごはん（２）～ツンドラ新 猿渡かざみ/クロがねや 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 大阪で生まれた女　たこ焼きの岸本（３） 蓮見恭子 726 彩図社 彩図社文庫 18 ナチス・ドイツ「幻の兵器」大全 横山雅司 770

KADOKAWA 電撃文庫 8 楽園ノイズ（２） 杉井光/春夏冬ゆう 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 捨て猫のプリンアラモード　下町洋食バー高野 麻宮ゆり子 814 彩図社 彩図社文庫 18 ざんねんな名言集 真山知幸 750

KADOKAWA 電撃文庫 8 グリモアレファレンス（２）貸出延滞はほどほどに佐伯庸介/花ヶ田 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 14 日雇い浪人生活録（11）金の徒労 上田秀人 704 集英社 集英社文庫 20 地獄への坂道（仮） 逢坂剛 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 創約　とある魔術の禁書目録（４） 鎌池和馬/はいむらきよたか未定 キルタイムコミュリアルドリーム文庫 21 妊活妻は夫の父にほだされて…… 空蝉/夏鈴糖 790 集英社 集英社文庫 20 怪しくて妖しくて（仮） 阿刀田高 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 恋は双子で割り切れない 高村資本/あるみっく 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 獣の誓いと水神の恋 野原滋/奈良千春 693 集英社 集英社文庫 20 カモフラージュ（仮） 松井玲奈 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 午後九時、ベランダ越しの女神先輩は僕だけの 岩田洋季/みわべさくら 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 保護猫と甘やかし同居始めます。 川琴ゆい華/金ひかる 693 集英社 集英社文庫 20 鏡の背面（仮） 篠田節子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 隣のクーデレラを甘やかしたら、ウチの合鍵を渡雪仁/かがちさく 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 僕とオオカミ将軍の新婚生活 はなのみやこ/高星麻子 726 集英社 集英社文庫 20 沖縄アンダーグラウンド　売春街を生きた者たち藤井誠二 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 学園キノ（７） 時雨沢恵一/黒星紅白 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 6 悔い改めよ！ハーレム学園 安藤白悧/おみおみ 726 集英社 集英社文庫 20 手塚治虫とトキワ荘（仮） 中川右介 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 浮遊世界のエアロノーツ　飛空船乗りと風使いの森日向/にもし 未定 講談社 講談社学術文庫 13 スウェーデンボルグ　科学から神秘世界へ 高橋和夫 ### 集英社 集英社文庫 20 囚人服のメロスたち　関東大震災と二十四時間 坂本敏夫 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 娘じゃなくて私が好きなの！？（５） 望公太/ぎうにう 未定 講談社 講談社学術文庫 13 中国の歴史（11）巨龍の胎動　毛沢東vs.鄧小平天児慧 ### 集英社 集英社文庫 20 読書は格闘技（仮） 瀧本哲史 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 俺を好きなのはお前だけかよ（16） 駱駝/ブリキ 未定 講談社 講談社学術文庫 13 日本の地名　付・日本地名小辞典 鏡味完二 ### 集英社 集英社文庫 20 大統領の条件　アメリカの見えない人種ルールと渡辺将人 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 豚のレバーは加熱しろ（４） 逆井卓馬/遠坂あさぎ 未定 講談社 講談社学術文庫 13 和の文様辞典　きもの柄の名称・様式・歴史 石崎忠司/石崎功 ### 集英社 集英社文庫 20 金の角もつ子どもたち（仮） 藤岡陽子 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 悪役令嬢は夜告鳥をめざす さと/小田すずかほか 未定 講談社 講談社文庫 14 香菜里屋を知っていますか　香菜里屋シリーズ 北森鴻 748 集英社 集英社文庫 20 レジェンド・ゼロ1985（仮） 鳴海章 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 異世界で聖騎士の箱推ししてたら尊みが過ぎてのんべんだらり/山悠希ほか未定 講談社 講談社文庫 14 暗闇の囁き　〈新装改訂版〉 綾辻行人 902 集英社 集英社文庫 20 宅飲み探偵のかごんま交友録（２）（仮） 冨森駿 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 14 茉莉花官吏伝（10）中原の鹿を逐わず 石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 講談社 講談社文庫 14 別れてよかった　新装版 内館牧子 607 集英社 集英社文庫 20 寝乱れ姿　めおと相談屋奮闘記（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 雪花妃伝　～藍帝後宮始末記～（２） 都月きく音/伊東七つ生 未定 講談社 講談社文庫 14 天子蒙塵（１） 浅田次郎 770 集英社 集英社文庫 20 空よりも遠く、のびやかに（仮） 川端裕人 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 王妃ベルタの肖像（３） 西野向日葵/今井喬裕 未定 講談社 講談社文庫 14 天子蒙塵（２） 浅田次郎 770 集英社 集英社オレンジ文庫 20 未定 辻村七子/くろのくろ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 せつなの嫁入り 黒崎蒼/ＡｋｉＺｅｒｏ 未定 講談社 講談社文庫 14 オロチの郷、奥出雲　古事記異聞 高田崇史 682 集英社 集英社オレンジ文庫 20 威風堂々悪女（６）（仮） 白洲梓/蔀シャロン 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 14 旺華国後宮の薬師（４） 甲斐田紫乃/友風子 未定 講談社 講談社文庫 14 Cocoon（４）　宿縁の大樹 夏原エヰジ 748 集英社 集英社オレンジ文庫 20 王女の遺言（２）ガーランド王国秘話（仮） 久賀理世/ねぎしきょうこ 未定

KADOKAWA ドラゴンブック 20 小さな魔法の物語 北沢慶／グループＳＮＥ/ひ 未定 講談社 講談社文庫 14 劉裕　豪剣の皇帝 小前亮 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 20 ギャラリー画楽多堂～転生絵師のあやかし事件希多美咲/Ｌａｒｕｈａ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 スパイ教室（５）《愚人》のエルナ 竹町/トマリ 未定 講談社 講談社文庫 14 大友落月記 赤神諒 880 集英社 集英社オレンジ文庫 20 この恋は、とどかない（仮） いぬじゅん/飴村 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界を美紅/桑島黎音 未定 講談社 講談社文庫 14 みたび！　女のはしょり道 伊藤理佐 未定 集英社 集英社オレンジ文庫 20 Bling Bling（仮） 相羽鈴/いちご飴 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖細音啓/猫鍋蒼 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 影使いの最強暗殺者（２）～勇者パーティを追放茨木野/鈴穂ほたる 748

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 初恋を応援してくれる幼なじみとのラブコメ 神里大和/ｓａｇｅ・ジョー 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 冴えない男子高校生にモテ期がやってきた～今常世田健人/フライ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になって七斗七/塩かずのこ 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 レベルリセット～ゴミスキルだと勘違いしたけれど雷舞蛇尾/さかなへん 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 闇に堕ちる君を救いたい 上川景/マニャ子 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 エルフ奴隷と築くダンジョンハーレム（２）―異世 火野あかり/ねいび 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 放課後の聖女さんが尊いだけじゃないことを俺は戸塚陸/ＴＡＫＵＢＯＮ 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 社畜ですが、種族進化して最強へと至ります（２ 力水/かる 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛い氷高悠/たん旦 未定 集英社 ダッシュエックス文 25 失業賢者の成り上がり～嫌われた才能は世界最三河ごーすと/ごくげつ 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 退屈のお殿さま 和久田正明 未定 小学館 小学館文庫 7 もう時効だから、すべて話そうか　重大事件ここ 一橋文哉 836

KADOKAWA 角川文庫 21 誘拐ポリリズム　舞田ひとみの事件ノート（仮） 歌野晶午 未定 小学館 小学館文庫 7 祝言島 真梨幸子 913

KADOKAWA 角川文庫 21 極楽の鯛茶漬け　伊織食道楽事件帳 赤坂晶 未定 小学館 小学館文庫 7 さんばん侍（２）　麒麟が翔ぶ 杉山大二郎 726

KADOKAWA 角川文庫 21 みかんとひよどり 近藤史恵 未定 小学館 小学館文庫 7 くさまくら　万葉集歌解き譚 篠綾子 759

KADOKAWA 角川文庫 21 おでん居酒屋ふみ　占い繁盛記 渡辺淳子 未定 小学館 小学館文庫 7 キャラクター 長崎尚志 825

KADOKAWA 角川文庫 21 准教授・高槻彰良の推察（６）鏡がうつす影 澤村御影/鈴木次郎 未定 小学館 小学館文庫 7 胸が鳴るのは君のせい 豊田美加/紺野りさほか 550

KADOKAWA 角川文庫 21 蘇った刑事　デッドマンズ・サイド 柿本みづほ 未定 小学館 小学館文庫 7 蟲愛づる姫君　後宮の魔女は笑う 宮野美嘉/碧風羽 660

KADOKAWA 角川文庫 21 地獄くらやみ花もなき（６） 路生よる 未定 小学館 小学館文庫 7 浅草ばけもの甘味祓い　～兼業陰陽師だけれど江本マシメサ/漣ミサ 693

KADOKAWA 角川文庫 21 遺跡発掘師は笑わない　九頭竜のさかずき 桑原水菜 未定 小学館 ガガガ文庫 18 パパ活JKの弱みを握ったので、犬の散歩をお願持崎湯葉 704

KADOKAWA 角川文庫 21 滅びの園 恒川光太郎 未定 小学館 ガガガ文庫 18 現実でラブコメできないとだれが決めた？（３） 初鹿野創 759

KADOKAWA 角川文庫 21 忘れえぬ此の花を、此の想いを ごとうしのぶ 未定 小学館 ガガガ文庫 18 プロペラオペラ（４） 犬村小六 704

KADOKAWA 角川文庫 21 大河の剣（３） 稲葉稔 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 パラスティック・ソウル　love escape 木原音瀬/カズアキ 770

KADOKAWA 角川文庫 21 後宮の木蘭（３）（仮） 朝田小夏 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 抱いてくれてもいいのに 渡海奈穂/山田ノノノ 770

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

新潮社 新潮文庫 28 女副署長　緊急配備 松嶋智左 693 宝島社 宝島社文庫 11 京都烏丸御池の名探偵　僕が謎を解く理由 才羽楽 660 双葉社 双葉文庫 13 文豪怪奇コレクション　恐怖と哀愁の内田百閒 内田百閒/東雅夫 902

新潮社 新潮文庫 28 鏡じかけの夢 秋吉理香子 649 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 11 平尾誠二　自分を変える120の言葉 平尾誠二 820 双葉社 双葉文庫 13 鬼人幻燈抄（１）葛野編水泡の日々 中西モトオ 671

新潮社 新潮文庫 28 自衛隊失格私が「特殊部隊」を去った理由 伊藤祐靖 649 宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 11 新「捨てる！」技術 辰巳渚 748 双葉社 双葉文庫 13 道後温泉　湯築屋（７）（仮） 田井ノエル 693

新潮社 新潮文庫 28 もう一杯、飲む？酒小説アンソロジー 角田光代/北村薫ほか 572 筑摩書房 ちくま文庫 12 野に咲く花の生態図鑑【春夏篇】 多田多恵子 990 双葉社 双葉文庫 13 下町人情酒場　うぶ熟女（仮） 草凪優 759

新潮社 新潮文庫 28 世界はゴ冗談 筒井康隆 605 筑摩書房 ちくま文庫 12 シェイクスピア全集（33）終わりよければすべて シェイクスピア/松岡和子 1045 双葉社 双葉文庫 13 はぐれ又兵衛例繰控（３）目白鮫 坂岡真 748

新潮社 新潮文庫 28 夜の側に立つ 小野寺史宜 737 筑摩書房 ちくま文庫 12 関西フォークがやってきた！五つの赤い風船のなぎら健壱 990 双葉社 双葉文庫 13 新・浪人若さま　新見左近（７）（仮） 佐々木裕一 726

新潮社 新潮文庫 28 ナチスの森でオリンピア1936 沢木耕太郎 825 筑摩書房 ちくま文庫 12 石ノ森章太郎コレクションファンタジー傑作選 石ノ森章太郎 880 双葉社 双葉文庫 13 若さま同心　徳川竜之助（４）陽炎の刃〈新装版風野真知雄 693

新潮社 新潮文庫 28 冠〈廃墟の光〉オリンピア1996 沢木耕太郎 825 筑摩書房 ちくま文庫 12 読書からはじまる 長田弘 880 双葉社 双葉文庫 13 晴れた日にかなしみの一つ 上原隆 693

新潮社 新潮文庫 28 茶筅の旗 藤原緋沙子 693 筑摩書房 ちくま文庫 12 妖精悪女解剖図　増補版 都筑道夫/日下三蔵 1045 双葉社 双葉文庫 13 じゃりン子チエ（16） はるき悦巳 880

新潮社 新潮文庫 28 通訳者たちの見た戦後史月面着陸から大学入鳥飼玖美子 737 筑摩書房 ちくま文庫 12 クマのプーさん　フィットネス・ブック Ａ．Ａ．ミルン/Ｅ・Ｈ・シェパー 814 双葉社 モンスター文庫 28 初級魔術マジックアローを極限まで鍛えたら（２ぺもぺもさん/マシマサキ 726

新潮社 新潮文庫 28 龍の国幻想（１）（仮） 三川みり 781 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 増補　女性解放という思想 江原由美子 1320 二見書房 二見サラ文庫 11 アレキサンドライトの正義　～怪盗喫茶は営業 狐塚冬里/巖本英利 748

新潮社 新潮文庫 28 紫ノ宮沙霧は≪きみ≫を読む（仮） 坂上秋成 605 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 宋詩選 小川環樹 1430 二見書房 二見サラ文庫 11 目が覚めると百年後の後宮でした　～後宮侍女藍川竜樹/新井テル子 748

新潮社 新潮文庫 28 琥珀の望遠鏡（上）ダーク・マテリアルズ（３） フィリップ・プルマン/大久保 935 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 甘さと権力砂糖が語る近代史 シドニー・Ｗ・ミンツ/川北稔 1650 二見書房 二見サラ文庫 11 笙国花煌演義　～夢見がち公主と生薬オタク王野々口契/漣ミサ 748

新潮社 新潮文庫 28 琥珀の望遠鏡（下）ダーク・マテリアルズ（３） フィリップ・プルマン/大久保 935 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 古事談（上） 源顕兼/伊東玉美 1650 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 喪服の三姉妹（仮） 星凛大翔 792

新潮社 新潮文庫 28 美しき野生（上）ブックオブダスト（１） フィリップ・プルマン/大久保 935 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 古事談（下） 源顕兼/伊東玉美 1650 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 姉弟と幼なじみ　甘く危険な三角関係（仮） 羽後旭 792

新潮社 新潮文庫 28 美しき野生（下）ブックオブダスト（１） フィリップ・プルマン/大久保 781 中央公論新中公文庫 21 石原慎太郎・大江健三郎 江藤淳 990 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 母娘奴隷　残虐な肉仕置き（仮） 深山幽谷 814

祥伝社 祥伝社文庫 13 紺碧の死闘　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定 中央公論新中公文庫 21 相棒 金子光晴/森三千代 1100 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 禁断告白スペシャル　母子相姦（仮） 素人投稿編集部 792

祥伝社 祥伝社文庫 13 政商　内閣裏官房 安達瑶 未定 中央公論新中公文庫 21 パリのパサージュ 鹿島茂 1034 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ザ・クルーエル・プリンス（原題） ホリー・ブラック/久我美緒 1375

祥伝社 祥伝社文庫 13 スノウ・エンジェル 河合莞爾 未定 中央公論新中公文庫 21 わが青春の台湾　わが青春の香港 邱永漢 990 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ヘリオン（原題） シャノン・マッケナ/寺下朋子 990

祥伝社 祥伝社文庫 13 怪死　警視庁武装捜査班 南英男 未定 中央公論新中公文庫 21 化学探偵Mr.キュリー（10） 喜多喜久 726 二見書房 シャレード文庫 24 ネコ耳隊長と副隊長 松雪奈々/鷹丘モトナリ 715

祥伝社 祥伝社文庫 13 容疑者圏外 小杉健治 未定 中央公論新中公文庫 21 あの日に帰りたい駐在日記 小路幸也 726 二見書房 シャレード文庫 24 少年しのび花嫁御寮 沙野風結子/奈良千春 715

祥伝社 祥伝社文庫 13 取調室　静かなる死闘 笹沢左保 未定 中央公論新中公文庫 21 南九州殺人迷路新装版 西村京太郎 682 二見書房 二見文庫　官能シ 26 熟女ごのみ（仮） 橘真児 792

祥伝社 祥伝社文庫 13 大正浅草ミルクホール 睦月影郎 未定 中央公論新中公文庫 21 女が死ぬ 松田青子 770 二見書房 二見時代小説文庫 26 怪盗　黒猫（３） 和久田正明/森豊 770

祥伝社 祥伝社文庫 13 追討　介錯人・父子斬日譚 鳥羽亮 未定 中央公論新中公文庫 21 元禄お犬姫 諸田玲子 未定 二見書房 二見時代小説文庫 26 御庭番の二代目（16） 氷月葵/安里英晴 770

心交社 ショコラ文庫 10 未定 手嶋サカリ/みずかねりょう 759 中央公論新中公文庫 21 花火吉村昭後期短篇集 吉村昭 880 二見書房 二見時代小説文庫 26 北風侍　寒九郎（７） 森詠/蓬田やすひろ 770

スターツ出ベリーズ文庫 10 どうしても、恋とは知りたくない。（仮） あさぎ千夜春 704 中央公論新中公文庫 21 新装版　マンガ日本の歴史（14）徳川家康の天 石ノ森章太郎 924 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 17 うらめしや本舗 遠野秀一 660

スターツ出ベリーズ文庫 10 目覚めたら意地悪御曹司の嫁になっていました滝井みらん 704 TOブックスＴＯ文庫 1 おきざりにしたリグレットを拾いに。あの日のき 板橋雅弘 825 文藝春秋 文春文庫 7 昨日がなければ明日もない 宮部みゆき 990

スターツ出ベリーズ文庫 10 未定 西ナナヲ 704 東京創元社創元ライブラリ 10 琥珀捕り キアラン・カーソン/栩木伸明 1650 文藝春秋 文春文庫 7 己丑の大火　照降町四季（２） 佐伯泰英 858

スターツ出ベリーズ文庫 10 結婚を前提に妊娠してくれませんか？～敏腕外伊月ジュイ 704 東京創元社創元推理文庫 10 誘拐P分署捜査班 マウリツィオ・デ・ジョバンニ/ 1100 文藝春秋 文春文庫 7 正しい女たち 千早茜 792

スターツ出ベリーズ文庫 10 あまあま副社長はすれ違い婚に悩んでいる（仮晴日青 704 東京創元社創元推理文庫 10 夜の獣、夢の少年（上） ヤンシィー・チュウ/圷香織 1100 文藝春秋 文春文庫 7 平成くん、さようなら 古市憲寿 825

スターツ出ベリーズ文庫 10 平凡な私の獣騎士団もふもふライフ（３） 百門一新 704 東京創元社創元推理文庫 10 夜の獣、夢の少年（下） ヤンシィー・チュウ/圷香織 1100 文藝春秋 文春文庫 7 六月の雪 乃南アサ 935

スターツ出ベリーズ文庫 10 強引御曹司の賭けに負けたら、夫婦（仮）になり夢野美紗 704 東京創元社創元推理文庫 10 ほんものの魔法使 ポール・ギャリコ/矢川澄子 968 文藝春秋 文春文庫 7 隠れ蓑　新・秋山久蔵御用控（10） 藤井邦夫 792

スターツ出ケータイ小説文庫 25 溺愛王子は地味子ちゃんを甘く誘惑する。（仮）ゆいっと 550 東京創元社創元ライブラリ 19 イングランド・イングランド ジュリアン・バーンズ/古草秀 1430 文藝春秋 文春文庫 7 出世商人（３） 千野隆司 704

スターツ出ケータイ小説文庫 25 DARK&COLD（仮） 柊乃なや 550 東京創元社創元推理文庫 19 恐怖アーサー・マッケン傑作選 アーサー・マッケン/平井呈一 1650 文藝春秋 文春文庫 7 横浜大戦争　明治編 蜂須賀敬明 990

スターツ出ケータイ小説文庫 25 きみの溺愛ひとりじめ。（仮） まは。 550 東京創元社創元推理文庫 31 裏切りの塔チェスタトン短編集 Ｇ・Ｋ・チェスタトン/南條竹則 902 文藝春秋 文春文庫 7 柘榴パズル 彩坂美月 891

スターツ出ケータイ小説文庫 25 君がすべてを忘れても、この恋だけは消えない湊祥 550 東京創元社創元推理文庫 31 リトル・グリーンメン〈MJ-12〉の策謀 クリストファー・バックリー/青 1496 文藝春秋 文春文庫 7 うつくしい子ども 石田衣良 814

スターツ出スターツ出版文庫 28 それでも好きで好きだった。（仮） 此見えこ 660 東京創元社創元推理文庫 31 運命の証人 Ｄ・Ｍ・ディヴァイン/中村有希 1320 文藝春秋 文春文庫 7 苦汁200％　ストロング 尾崎世界観 803

スターツ出スターツ出版文庫 28 後宮を舞うは七彩の糸（仮） 喜咲冬子 660 東京創元社創元推理文庫 31 パズラー謎と論理のエンタテインメント 西澤保彦 880 文藝春秋 文春文庫 7 だるまちゃんの思い出　遊びの四季　ふるさとのかこさとし 825

スターツ出スターツ出版文庫 28 鬼の花嫁（３）（仮） クレハ 660 徳間書店 徳間文庫 13 一閃なり（上） 門田泰明 803 文藝春秋 文春文庫 7 ツチハンミョウのギャンブル 福岡伸一 869

スターツ出スターツ出版文庫 28 骨董屋カフェ（仮） 蒼井紬希 660 徳間書店 徳間文庫 13 一閃なり（中） 門田泰明 803 文藝春秋 文春文庫 7 新・AV時代　全裸監督後の世界 本橋信宏 924

青春出版社青春文庫 10 図説　日本の異界を歩く！　遠野物語 志村有弘 1210 徳間書店 徳間文庫 13 一閃なり（下） 門田泰明 803 文藝春秋 文春文庫 7 白墨人形 Ｃ・Ｊ・チューダー/中谷友紀 1100

青春出版社青春文庫 10 骨から小顔 南雅子 770 徳間書店 徳間文庫 13 三楽の犬 佐藤恵秋 880 フロンティア ダリア文庫 13 金竜帝アルファと初恋の花嫁 かわい恋/兼守美行 750

成美堂出版成美文庫 14 人生は「やめる」といつもうまくいく 植西聰 660 徳間書店 徳間文庫 13 愚か者の身分 西尾潤 770 プランタン出オパール文庫 8 身代わりのきみに、また恋をした（仮） 彼方紗夜/白崎小夜 未定

アルファポエタニティ文庫 10 LOVE GIFT不純愛誓約を謀られまして 綾瀬麻結 704 徳間書店 キャラ文庫 27 八年越しのマフラー（仮） 秀香穂里 682 プランタン出オパール文庫 8 蜜愛天女（仮） 宇奈月香/三廼 未定

アルファポエタニティ文庫 10 ケモノな上司は喪女の私にご執心！？ 藤谷郁 704 徳間書店 キャラ文庫 27 夜間飛行（仮） 遠野春日 682 プランタン出ティアラ文庫 18 籠の鳥（仮） あいざわ結宇/すみ 未定

アルファポエタニティ文庫 10 生真面目な秘書は愛でられる 有涼汐 704 徳間書店 キャラ文庫 27 悪食（２）（仮） 宮緒葵 682 プランタン出ティアラ文庫 18 元悪役幼女は破滅フラグに溺愛されています（八巻にのは/天路ゆうつづ 未定

アルファポアルファライト文庫 13 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦柳内たくみ 660 Jパブリッシカクテルキス文庫 18 未定 高岡ミズミ 831 フランス書院美少女文庫 19 サムライ志願の奴隷エルフさん（仮） さかきいちろう/四季童子 未定

アルファポアルファライト文庫 13 ゲート　SEASON2 自衛隊　彼の海にて、斯く戦柳内たくみ 660 ハーパーコハーレクイン文庫 4/23 恋はすぐそばに ダイアナ・パーマー/山本亜 690 フランス書院美少女文庫 19 魔王討伐後、勇者は賢者メイドと新婚スローライ年中麦茶太郎/ぺんたごん 未定

アルファポアルファライト文庫 13 もふもふと異世界でスローライフを目指します カナデ 671 ハーパーコハーレクイン文庫 4/23 愛するということ アン・メイジャー/青山陽子 690 フランス書院美少女文庫 19 ボクの理想の異世界生活～もっと幸せハーレム上原りょう/イチリ 未定

アルファポアルファライト文庫 13 鑑定や亜空間倉庫がチートと言われてるけど、はがき 671 ハーパーコハーレクイン文庫 4/23 取り引きされた愛 キャロル・モーティマー/古川 690 フランス書院フランス書院文庫 25 都合のいい隣人奴隷（仮） 紫倉瑶 未定

アルファポアルファライト文庫 13 超越者となったおっさんはマイペースに異世界 神尾優 671 ハーパーコハーレクイン文庫 4/23 真実は言えない レベッカ・ウインターズ/すな 690 フランス書院フランス書院文庫 25 こんなおばさんでよかったら（仮） 音梨はるか 未定

アルファポレジーナ文庫 13 チート転生者は、双子の弟でした！ 風見くのえ 704 ハーパーコエロティカ・ラブロ文4/30 極上CEOの秘蜜の性癖 アレグラ・ヴェルデ/松島なお 730 フランス書院フランス書院文庫 25 鎌倉麗夫人、牝堕ち（仮） 榊原澪央 未定

アルファポレジーナ文庫 13 乙女ゲームの悪役なんてどこかで聞いた話です柏てん 704 ハーパーコエロティカ・ラブロ文4/30 うぶなメイドは侯爵様に抗えない ポーシャ・ダ・コスタ/藤峰み 730 フランス書院フランス書院文庫 25 清楚なのに夜はすごく乱れる六人の人妻（仮） 山口陽 未定

アルファポレジーナ文庫 13 村人召喚？　お前は呼んでないと追い出された丹辺るん 704 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 初恋にさよなら ダイアナ・パーマー/寺尾な 660 フランス書院フランス書院文庫 25 初体験別荘【彼女の母とふたりきり】（仮） 朝倉ゆうき 未定

SBクリエイＧＡ文庫 14 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたらケンノジ/フライ 770 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 別れるための一夜 リン・グレアム/秋元由紀子 550 フランス書院フランス書院文庫 25 孕ませ衝動【人妻と美母娘】（仮） 藤崎玲 未定

SBクリエイＧＡ文庫 14 パワー・アントワネット（２） 西山暁之亮/伊藤未生 770 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 もう一度あなたと シャーロット・ラム/瀬戸ふゆ 550 法藏館 法蔵館文庫 12 ポストモダンの新宗教現代日本の精神状況の底島薗進 1320

SBクリエイＧＡ文庫 14 カンスト村のご隠居デーモンさん（２）～拳聖の誓西山暁之亮/ＴＡａ 770 ハーパーコハーレクインＳＰ文 14 さよならまでの半年 キャシー・ヤードリー/橋由美 550 法藏館 法蔵館文庫 12 〈方法〉としての思想史 安丸良夫/谷川穣 1430

SBクリエイＧＡ文庫 14 ひきこまり吸血姫の悶々（５） 小林湖底/りいちゅ 770 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 ためらいのウィークエンド ローリー・フォスター/兒嶋み 1040 ポプラ社 ポプラ文庫 7 捕り物に姉が口を出してきます　五月大福 神楽坂淳 726

SBクリエイＧＡ文庫 14 ゴブリンスレイヤー　TRPG サプリメント 川人忠明とグループＳＮＥ/蝸1100 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 忘却のかなたの楽園 マヤ・バンクス/小林ルミ子 840 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 7 堕落メシ！？ 中村颯希 836

SBクリエイＧＡ文庫 14 ゴブリンスレイヤー　TRPG サプリメント　限定版川人忠明とグループＳＮＥ/蝸8580 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 レディ・ヴィクトリア リンダ・ハワード/加藤洋子 1020 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 7 はじまりの空　新装版 楡井亜木子 770

大和書房 だいわ文庫 中 抜け道思考　「論語」と「老子」の言葉 田口佳史 814 ハーパーコエロティカ・ラブロ・ 17 傲慢貴族の世にも淫らな官能レッスン～調教さジャッキー・バルボサ/古瀬梨 730 ホビージャパＨＪ文庫 1 百錬の覇王と聖約の戦乙女（22） 鷹山誠一/ゆきさん 715

大和書房 だいわ文庫 中 太りやすく、痩せにくくなったら読む本医師が教木村容子 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 黒猫のいない夜のディストピア 森晶麿 880 ホビージャパＨＪ文庫 1 クロの戦記（６） サイトウアユム/むつみまさ 715

大和書房 だいわ文庫 中 朝晩30分　好きなことで起業する 新井一 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 探偵は追憶を描かない 森晶麿 880 ホビージャパＨＪ文庫 1 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界ハヤケン/Ｎａｇｕ 715

大和書房 だいわ文庫 中 考えない不安、孤独、怒りを減らす練習 藤田一照 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 豊臣探偵奇譚 獅子宮敏彦 880 ホビージャパＨＪ文庫 1 常勝魔王のやりなおし（２） アカバコウヨウ/アジシオ 715

竹書房 竹書房ラブロマン文 10 夜這いキャンプ（仮） 八神淳一/大柴宗平 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 18 エンド・オブ・オクトーバー（上） ローレンス・ライト/公手成幸 990 ホビージャパＨＪ文庫 1 夢見る男子は現実主義者（４） おけまる/さばみぞれ 715

竹書房 竹書房文庫 17 天狗のいけにえ〈新装版〉 霧原一輝 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 18 エンド・オブ・オクトーバー（下） ローレンス・ライト/公手成幸 990 ホビージャパＨＪ文庫 1 才女のお世話（１） 坂石遊作/みわべさくら 715

竹書房 蜜夢文庫 21 勤め先は社内恋愛がご法度ですが、再会した彼梅川いろは/八千代ハル 924 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 テレポート・プロジェクト アルント・エルマー/Ｈ・Ｇ・エ 814 ホビージャパＨＪ文庫 1 高1ですが異世界で城主はじめました（19） 鏡裕之/ごばん 715

竹書房 蜜夢文庫 21 溺愛蜜儀～神様にお仕えする巫女ですが、欲情月乃ひかり/城井ユキ 924 原書房 コージーブックス 7 歴史と秘密のホテル（１）新米フロント係、探偵にオードリー・キーオン/寺尾ま 1320 ホビージャパＨＪ文庫 1 聖剣士さまの魔剣ちゃん（３） 藤木わしろ/さくらねこ 715

竹書房 竹書房ラブロマン文 24 魅惑のハーレム喫茶（仮） 九坂久太郎/妃耶八 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 六華（りっか）後宮物語（仮） 柏てん 748 マイクロマガことのは文庫 20 江ノ島お忘れ処OHANA ～最期の夏を島カフェ 遠坂カナレ/カズアキ 770

竹書房 竹書房怪談文庫 28 「忌」怖い話　大祥忌（仮） 加藤一 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 京都くれなゐ荘奇譚呪われよと恋は言う 白川紺子 858 マイナビ出版マイナビ出版ファン 18 東京駅・大阪駅であった泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 792

竹書房 竹書房怪談文庫 28 広島岡山の怖い話（仮） 岡利昌 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 姫君の賦千姫流流（仮） 玉岡かおる 946 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 神様の用心棒（３）（仮） 霜月りつ/アオジマイコ 748

竹書房 竹書房怪談文庫 28 滅魂怪談（仮） 牛抱せん夏 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 婚活食堂（５） 山口恵以子 748 マイナビ出版マイナビ出版ファン 21 こぐまねこ軒　自分を人間だと思っているレッサ鳩見すた/ゆうこ 748

竹書房 竹書房怪談文庫 28 怪談聖（仮） 糸柳寿昭 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 火花散るおいち不思議がたり あさのあつこ 858 三笠書房 王様文庫 1 使えば使うほど好かれる日本語　（仮） 川上徹也 未定

竹書房 竹書房文庫 31 悦楽の時間（仮） 葉月奏太 748 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 13 花は咲けども　噺（はな）せども人情七転び八起立川談慶 770 三笠書房 王様文庫 1 つい、見たくなる「怪異な世界」　（仮） 朝里樹 未定

竹書房 竹書房文庫 31 時の他に敵なし（仮） マイクル・ビショップ/大島豊 1320 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 17 文蔵2021.6 「文蔵」編集部 825 三笠書房 王様文庫 1 お金がたまる人の心理、たまらない人の心理　内藤誼人 未定

宝島社 このライトノベルが 10 魔法少女育成計画breakdown（後） 遠藤浅蜊/マルイノ 1848 双葉社 双葉文庫 13 十津川警部　スーパー北斗殺人事件 西村京太郎 748 三笠書房 知的生きかた文庫 19 英語は3語で話しなさい（仮） 清水建二 未定

宝島社 宝島社文庫 11 行動心理捜査官・楯岡絵麻vsミステリー作家・佐佐藤青南 748 双葉社 双葉文庫 13 人生のピース 朝比奈あすか 759 三笠書房 知的生きかた文庫 19 論理的思考力をつける本（仮） 深沢真太郎 未定

宝島社 宝島社文庫 11 総務課の播上君のお弁当　ひとくちもらえますか森崎緩 715 双葉社 双葉文庫 13 彼女が花に還るまで 石野晶 704 三笠書房 知的生きかた文庫 19 心と脳が元気になる「長寿食」（仮） 藤田紘一郎 未定

宝島社 宝島社文庫 11 辰巳センセイの文学教室（上）「羅生門」と炎上 瀬川雅峰 792 双葉社 双葉文庫 13 見えない情事 小池真理子 693 三笠書房 知的生きかた文庫 19 上手に放っておく力（仮） 枡野俊明 未定

宝島社 宝島社文庫 11 辰巳センセイの文学教室（下）「こころ」を縛る鎖瀬川雅峰 792 双葉社 双葉文庫 13 人間動物園〈新装版〉 連城三紀彦 902 三笠書房 知的生きかた文庫 19 大切なところで迷わない　1分間決断力（仮） 和田秀樹 未定
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