
2021年 　１１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 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価

KADOKA 1 五十嵐くんと中原くん（６） イサム 未定 KADOKA 26 よんこま十三機兵防衛圏！！　～こちらセクターX～（１） 柊タイガー/ＡＴＬＵＳ 未定 講談社 12 NとS（５） 金田一蓮十郎 495 集英社 4 歯医者さん、あタってます！（４） 山崎将 484 小学館 11 ヒロイン不在の悪役令嬢は婚約破棄してワンコ系従者と逃 柊一葉/じろあるば 650

KADOKA 1 白峰くんはケモノに癒されたい 桃季さえ 726 KADOKA 27 世界で一番おっぱいが好き！（６） 昆布わかめ 未定 講談社 12 かいしんのいちげき！（１） 天月－あまつき－/かい 748 集英社 4 怪物事変（15） 藍本松 528 小学館 11 悪役令嬢は夜告鳥をめざす（２） さと/小田すずか 650

KADOKA 1 悪役令嬢レベル99　～私は裏ボスですが魔王ではありませ 　のこみ/七夕さとりほか 737 KADOKA 27 俺の友達♂♀が可愛すぎて困る！（５） 春夏冬アタル/太田顕喜 未定 講談社 12 キスは10年たってから（２） 中村ユキチ 550 集英社 4 SAKAMOTO DAYS（４） 鈴木祐斗 484 小学館 11 異世界で聖騎士の箱推ししてたら尊みが過ぎて聖女になっ のんべんだらり/山悠希 650

KADOKA 1 異世界もふもふカフェ（１） 高岡ゆう/ぷにちゃんほか 737 KADOKA 27 佐原先生と土岐くん（４） 鳥谷コウ 未定 講談社 12 溺愛くんは手を出せない（３） 杜若わか 781 集英社 4 Dr.STONE（23） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 484 小学館 11 異世界転生して魔女になったのでスローライフを送りたいのマチバリ/カワグチ 650

KADOKA 1 花街の用心棒（１） 一メルカ/深海亮ほか 737 KADOKA 27 君には届かない。（５） みか 未定 講談社 12 となりの保護者ちゃん（４） 立樹まや 517 集英社 4 左ききのエレン（18） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 506 小学館 11 お荷物と呼ばれた転生姫は、召喚勇者に恋をして聖女にな マチバリ/南々瀬なつ 650

KADOKA 2 ひぐらしのなく頃に　業（４） 竜騎士０７／０７ｔｈ　Ｅｘｐ 未定 KADOKA 27 乙ゲーにトリップした俺♂リロード　LV.3 花乃軍 未定 講談社 12 どうせ、恋してしまうんだ。（３） 満井春香 517 集英社 4 藤本タツキ短編集「22-26」 藤本タツキ 484 小学館 12 コロッケ！　BLACK LABEL（４） 樫本学ヴ 650

KADOKA 2 旅ぎゃる！日本じゅーだんチャリきこー（３） 川喜田ミツオ 未定 KADOKA 27 殺戮の天使　Episode.0（５） 真田まこと/名束くだん 未定 講談社 12 あの夜からキミに恋してた（４） 桜乃みか/ボルテージ 748 集英社 4 その淑女は偶像となる（３） 松本陽介 715 小学館 12 異世界ワンターンキル姉さん　～姉同伴の異世界生活はじ このえ/田口ケンジ 660

KADOKA 2 北条うららの恋愛小説お書きなさい！（２） ナカノ/ザワ 未定 KADOKA 27 異刻メモワール（１） るん太 935 講談社 12 ミドリくんには触れない（１） トヨタトヨ 550 集英社 4 生者の行進Revenge（５） みつちよ丸/佐藤祐紀 693 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（14） イノウエ 660

KADOKA 2 マリー様をわからせたい！（２） にょろぽら太 未定 KADOKA 27 悪いが私は百合じゃない（３） もちオーレ 未定 講談社 12 わたしのお嫁くん（５） 柴なつみ 550 集英社 4 AURORA NODE（１） 箱いっせ 484 小学館 12 アイドルの家計簿（１） あおやぎ孝夫 693

KADOKA 2 ヒーロー探偵ニック（３） 座紀光倫 未定 KADOKA 27 ひつじ先生がしゅきしゅきすぎてヲタヲタしたい（３） しゃあ 未定 講談社 12 のだめカンタービレ　新装版（３） 二ノ宮知子 1320 集英社 4 神食の料理人（１） 鈴木小波 506 小学館 12 ジャイアントお嬢様（１） 肉村Ｑ 660

KADOKA 5 復讐の皇后（１） Ｋｉｍ　Ｓｏ　Ｈｙｕｎ/ＭＵＳ 1034 KADOKA 27 ソードアート・オンライン　プログレッシブ　黄金律のカノン（ 川原礫/霧月 未定 講談社 12 七つ屋志のぶの宝石匣（15） 二ノ宮知子 550 集英社 4 総理倶楽部（２） 日丸屋秀和/佐倉ケンイ 990 小学館 12 ふぞろい僕らは嘘をつく（１） 行翔葉 660

KADOKA 5 復讐の皇后（２） Ｋｉｍ　Ｓｏ　Ｈｙｕｎ/ＭＵＳ 1034 KADOKA 27 おいしい異世界　～異世界×グルメコミックアンソロジー～ 電撃Ｇ’ｓマガジン編集部未定 講談社 12 東京タラレバ娘　シーズン2（６） 東村アキコ 550 集英社 4 ヘタリア☆Collezione 日丸屋秀和 1980 小学館 12 ふぞろい僕らは嘘をつく（２） 行翔葉 660

KADOKA 5 悪役令嬢は嫌われ貴族に恋をする（３） 伊吹有/葉山湊月 715 KADOKA 27 クビコリ様が飽いている（２） 大出リコ 未定 講談社 12 Fate/Grand Order アンソロジーコミック　STAR RELIGHT（８ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ 未定 集英社 4 双星の陰陽師（26） 助野嘉昭 528 小学館 12 餓天使（１） 石山り～ち 660

KADOKA 5 指輪の選んだ婚約者（４） 早瀬ジュン/茉雪ゆえほ 715 KADOKA 27 小山内夫妻はいとなみたい（２） リーフィ 未定 講談社 12 同級生の推し作家に百合妄想がバレた結果（２） 紺色３号 未定 集英社 4 ダークギャザリング（８） 近藤憲一 528 小学館 12 カイカンドウキ（９） 本名ワコウ 693

KADOKA 5 かりそめの公爵夫人（１） Ｈａｎ　Ｊｉｎｓｅｏ/Ｊｉｎ　Ｓａｅ1034 KADOKA 27 波原さんはぶちまけたい！（１） にられば 未定 講談社 12 リリィ・トライアングル（３） ツナミノユウ 924 集英社 4 ドラゴンクエスト　ダイの大冒険　勇者アバンと獄炎の魔王（ 三条陸/芝田優作 484 小学館 12 からかい上手の（元）高木さん（13） 稲葉光史/山本崇一朗 650

KADOKA 5 旦那が美貌を隠す訳（１） Ｈａｒａｒａ/Ｇａｂｉ　Ｎａｍほ 1034 KADOKA 27 姫神の巫女（３） 介錯/姫神の巫女～千ノ未定 講談社 12 このゲイとは付き合いたくない！！！（１） もちぎ 1100 集英社 4 遊☆戯☆王SEVENS ルーク！爆裂覇道伝！！（２） 彦久保雅博/杉江翼 506 小学館 12 アサギロ～浅葱狼～（24） ヒラマツ・ミノル 530

KADOKA 5 悪役令嬢が恐怖の覇王と政略結婚する罰は甘すぎません せきはら/柚原テイルほか715 KADOKA 27 私を喰べたい、ひとでなし（３） 苗川采 未定 講談社 17 DEAR BOYS ACT4（９） 八神ひろき 528 集英社 4 遊☆戯☆王　OCG ストラクチャーズ（４） 佐藤雅史/ウェッジホール 484 小学館 12 AK-69の泣きメシ（２） 松本勇祐/ＡＫ－６９ 650

KADOKA 5 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ることにしました　封宝/富樫聖夜ほか 715 KADOKA 27 押して駄目なら押してみろ！（５） 廣瀬アユム 未定 講談社 17 龍帥の翼　史記・留侯世家異伝（21） 川原正敏 528 集英社 4 鴨乃橋ロンの禁断推理（４） 天野明 660 小学館 12 大ダーク（４） 林田球 880

KADOKA 5 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています　これは偽りの幸福ここあ/春志乃ほか 715 KADOKA 27 真の実力はギリギリまで隠していようと思う（２） 猫夜叉/亀小屋サトほか 未定 講談社 17 リトルハンズ（１） 細川翔矢 528 集英社 4 からっぽのアイネ（１） 折山漠 748 小学館 12 くノ一ツバキの胸の内（６） 山本崇一朗 650

KADOKA 5 異世界で精霊師はじめます。（３） ｄｏｍａｃ/Ｇｌｂｙ 1034 KADOKA 27 結目ねむりはシテくれなくもない（１） したらなな 未定 講談社 17 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（２） 久世蘭 528 集英社 4 ウィッチウォッチ（３） 篠原健太 484 小学館 12 アオアシ（26） 小林有吾 650

KADOKA 5 悪女は砂時計をひっくり返す（１） Ａｎｔｓｔｕｄｉｏ/ＳＡＮＳＯＢＥ1034 KADOKA 27 社畜が異世界に飛ばされたと思ったらホワイト企業だった 結城鹿介/髭乃慎士 未定 講談社 17 イレギュラーズ（２） 松本直記 528 集英社 4 SPY×FAMILY（８） 遠藤達哉 528 小学館 12 結婚するって、本当ですか（５） 若木民喜 650

KADOKA 5 悪党のお父様、私と結婚してください（１） ｄａｌｓｅｕｌ/ｖｉａ 1034 KADOKA 27 愚かな天使は悪魔と踊る（12） アズマサワヨシ 未定 講談社 17 甘神さんちの縁結び（３） 内藤マーシー 528 集英社 4 レッドフード（１） 川口勇貴 484 小学館 12 劉邦（12） 高橋のぼる 650

KADOKA 5 恋唄う蝶は四つ花に舞う（２） かづか将来 715 KADOKA 27 シンデレラガールズ劇場　わいど☆（４） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 17 賢者が仲間になった！（２） アズ 528 集英社 4 本気出せばお前殺せる（１） 屋根裏シスコ 660 小学館 12 土竜（モグラ）の唄（73） 高橋のぼる 650

KADOKA 6 16bitセンセーション（２）　私とみんなが作った美少女ゲームみつみ美里（アクアプラス1012 KADOKA 27 シンデレラガールズ劇場（13） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 17 EDENS ZERO（18） 真島ヒロ 528 集英社 4 高校生家族（４） 仲間りょう 484 小学館 12 土竜（モグラ）の唄（74） 高橋のぼる 650

KADOKA 6 ダンジョンが思ったよりも深くてどうしようもないので諦めて ｆｅｉｒｅｎ/みざほか 715 KADOKA 27 美少女化したおじさんだけど、ガチ恋されて困ってます（２）なぎと 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（４） 鈴木央 528 集英社 4 NERU―武芸道行―（１） 比良賀みん也 484 小学館 12 続・つかれたときに読む海外旅日記 五箇野人 1090

KADOKA 8 派遣社員あすかの元ヤンごはん（２） 大島幸也 726 KADOKA 29 幻妖能楽集 波津彬子 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（９） 吉河美希 528 集英社 19 シャドークロス（３） スガワラエスコ 693 小学館 18 STARTING GATE！　ウマ娘プリティーダービー（１） Ｓ．濃すぎ/Ｃｙｇａｍｅｓ 880

KADOKA 8 SHIROBAKO（３） やとみ/藤田里奈ほか 未定 KADOKA 30 極道さんは今日もパパで愛妻家 桜城やや/佐倉温 未定 講談社 17 ダイヤのA act2（29） 寺嶋裕二 528 集英社 19 純愛契約～月100万で飼われた妻～（２） 仙道ますみ 693 小学館 18 STARTING GATE！　ウマ娘プリティーダービー（２） Ｓ．濃すぎ/Ｃｙｇａｍｅｓ 880

KADOKA 8 バトルアスリーテス大運動会　ReSTART！　プリマ・ステラ 青井一世/香椎葉平 未定 KADOKA 30 そうして君に触れるまで（２） ときたほのじ 未定 講談社 17 インフェクション（25） 及川徹 528 集英社 19 劣等眼の転生魔術師　～虐げられた最強の孤児が異世界 柑橘ゆすら/稍日向ほか 693 小学館 18 終の退魔師　エンダーガイスター（２） 四方山貴史 880

KADOKA 8 「刀剣乱舞-ONLINE-」アンソロジーコミック『4コマらんぶっ』「刀剣乱舞－ＯＮＬＩＮＥ－ 　 　未定 KADOKA 30 29歳のリミット 水名瀬雅良 未定 講談社 17 iコンタクト（１） 月山可也/伊賀大晃 528 集英社 19 DINER ダイナー（15） 平山夢明/河合孝典 660 小学館 18 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（12） 丸山恭右 880

KADOKA 9 淫獄団地（２） 丈山雄為/搾精研究所 未定 KADOKA 30 あゆむ先生とひかるくん めぎむら 未定 講談社 17 犬になったら好きな人に拾われた。（４） 古川五勢 704 集英社 19 ふたりぼっちのオタサーの姫（３） クール教信者 660 小学館 18 つれない彼女のひとりじめ（１） 甘里シュガー 650

KADOKA 9 おおきい後輩は好きですか？（４） 卓二雄作 未定 講談社 17 新本格魔法少女りすか（２） 絵本奈央/西尾維新 715 集英社 19 もののがたり（13） オニグンソウ 594 小学館 18 マルセイ！！（５） 鯨川リョウ 650

KADOKA 9 ネガくんとポジちゃん（４） 森田俊平 未定 講談社 17 化物語（15） 西尾維新/大暮維人 715 集英社 19 久保さんは僕を許さない（７） 雪森寧々 660 小学館 18 ブラックガールズトーク（４） マキノマキ 650

KADOKA 9 異世界ゆるっとサバイバル生活～学校の皆と異世界の無人西尾洋一/絢乃ほか 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 17 シャングリラ・フロンティア（６）　～クソゲーハンター、神ゲー硬梨菜/不二涼介 715 集英社 19 キングダム（63） 原泰久 638 小学館 18 ぼくが紡ぐ君のコトノハ（１） くまき絵里 650

KADOKA 9 そのとき修羅場が動いた（１） ＴＡＬＩ 未定 講談社 5 アルキメデスの大戦（26） 三田紀房 803 講談社 17 てんぷる（６） 吉岡公威 748 集英社 19 転生ゴブリンだけど質問ある？（４） 三木なずな/荒木宰 660 小学館 18 あまりものでも恋は甘い（１） 銀色かな 650

KADOKA 9 今日から使える薬学的お世話（１） 最上工路 未定 講談社 5 サタノファニ（19） 山田恵庸 726 講談社 17 左手のための二重奏（５） 松岡健太 715 集英社 19 九龍ジェネリックロマンス（６） 眉月じゅん 660 小学館 18 死にたがり君と殺人鬼君（３） しう鍋 650

KADOKA 9 異世界でスキルを解体したらチートな嫁が増殖しました　概カタセミナミ/千月さかき 未定 講談社 5 ゲシュタルト（３） 陽藤凛吾 803 講談社 17 あまちんは自称♂（９） 寺井赤音 715 集英社 19 TIEMPO ―ティエンポ―（11） 飯野大祐 660 小学館 18 灰被り姫は結婚した、なお王子は（１） 中てい/壱崎煉 650

KADOKA 9 賢者の孫（18） 吉岡剛/菊池政治ほか 未定 講談社 5 つむじまがり×すぷりんぐ（４） 夢乃狸 726 講談社 17 言葉遊戯（２） 裏田神平/きむら壱成 748 集英社 19 ジャンケットバンク（５） 田中一行 660 小学館 18 ひともんちゃくなら喜んで！（１） 八海つむ 650

KADOKA 9 賢者の孫SS（３） 吉岡剛/石井たくまほか 未定 講談社 5 つむじまがり×すぷりんぐ（５） 夢乃狸 726 講談社 17 嘘つきユリコの栄光（１） 田中現兎 715 集英社 19 BUNGO ―ブンゴ―（29） 二宮裕次 638 小学館 18 かけあうつきひ（２） 福井セイ 499

KADOKA 9 世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する（４） 皇ハマオ/月夜涙ほか 未定 講談社 5 センゴク権兵衛（25） 宮下英樹 803 講談社 17 双子の男女がわからない（２） 阿部花次郎 715 集英社 19 【推しの子】（６） 赤坂アカ/横槍メンゴ 693 小学館 18 はじめラブコメ　オガベベ（１） おきらくボーイ 499

KADOKA 9 年上エリート女騎士が僕の前でだけ可愛い（３） たかた/吉野宗助ほか 未定 講談社 5 GTO パラダイス・ロスト（17） 藤沢とおる 726 講談社 17 江戸前エルフ（５） 樋口彰彦 715 集英社 19 ドクターゼロス　～スポーツドクター・野並社の情熱～（１） 石川秀幸/橋本スズヒラ 未定 小学館 18 葬送のフリーレン（６） 山田鐘人/アベツカサ 499

KADOKA 9 ユア・フォルマ（１） 如月芳規/菊石まれほほ未定 講談社 5 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（４） 藤本ケンシ/井出圭亮 726 講談社 17 らぶキョ　～家庭教師が××すぎて勉強どころじゃない～（ 多喜れい 715 集英社 19 サマーゴースト（１） 乙一/ｌｏｕｎｄｒａｗほか 未定 小学館 18 魔王城でおやすみ（20） 熊之股鍵次 499

KADOKA 9 破滅のカノジョ（１） ひろせたくじ 未定 講談社 5 謎解きよりも大変だ（２） 遠藤準 726 講談社 18 解雇された暗黒兵士（30代）のスローなセカンドライフ（５） 岡沢六十四/るれくちぇほ 726 集英社 19 リモデリング（２） 大野将磨 693 小学館 18 MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（24） 満田拓也 499

KADOKA 9 蜘蛛ですが、なにか？（11） かかし朝浩/馬場翁ほか未定 講談社 5 マイホームヒーロー（16） 山川直輝/朝基まさし 726 講談社 18 アンサングヒーロー（１） 鯛噛/うらたにみずき 726 集英社 19 シャドーハウス（９） ソウマトウ 748 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（15） 八木教広 499

KADOKA 9 蜘蛛ですが、なにか？　蜘蛛子四姉妹の日常（５） 馬場翁/グラタン鳥ほか 未定 講談社 5 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（14） 福本伸行 726 講談社 18 釣りキャバ日誌（１） 魚乃目三太 726 集英社 19 スタンドUPスタート（５） 福田秀 693 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（27） ねこぐち 499

KADOKA 9 魔女ノ結婚（１） ｓｔｕｄｉｏ　ＨＥＡＤＬＩＮＥ 未定 講談社 5 満州アヘンスクワッド（６） 鹿子/門馬司 726 講談社 18 千秋と睦月（１） 綾野おと 726 集英社 19 カミジ！～上地結衣（車いすテニス）STORY～ 光風治/蒼木雅彦 未定 小学館 18 天野めぐみはスキだらけ！（28） ねこぐち 499

KADOKA 9 THIS IS IT！　制作進行東雲次郎（３） 百瀬祐一郎/犬威赤彦 未定 講談社 5 ザ・ファブル　The second contact（１） 南勝久 726 講談社 18 推しが辞めた（１） オガワサラ 726 集英社 19 裏切られたSランク冒険者の俺は、愛する奴隷の彼女らと共柊咲/川田暁生ほか 693 小学館 18 トニカクカワイイ（18） 畑健二郎 499

KADOKA 10 ドラキュラやきん！（１） 浅草九十九/和ヶ原聡司 671 講談社 5 ザ・ファブル　完全殺さないマニュアル　第一部公式コミック南勝久/講談社 1320 講談社 18 転生貴族の万能開拓～【拡大＆縮小】スキルを使っていた 錬金王/Ｋｕｒｏｎほか 726 集英社 19 剣神と魔帝の息子はダテじゃない（１） ｓｈｉｒｙｕ/結ゆいほか 未定 小学館 18 よふかしのうた（９） コトヤマ 499

KADOKA 10 服を着るならこんなふうに（12） 縞野やえ/ＭＢ 未定 講談社 5 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（７） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 18 新・信長公記～ノブナガくんと私～（８） 甲斐谷忍 726 集英社 19 努力しすぎた世界最強の武闘家は、魔法世界を余裕で生きわんこそば/ながつきまさ 693 小学館 18 劇場版アニメコミック名探偵コナン　緋色の弾丸（上） 青山剛昌 930

KADOKA 12 午後9時15分の演劇論（３） 横山旬 未定 講談社 5 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（８） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 18 年下の先輩（２） 檜原フキ 726 集英社 19 岩元先輩ノ推薦（２） 椎橋寛 未定 小学館 19 サバゲっぱなし（９） 坂崎ふれでぃ 660

KADOKA 12 大蛇に嫁いだ娘（１） フシアシクモ 未定 講談社 5 おとなりに銀河（３） 雨隠ギド 748 講談社 18 アダマスの魔女たち（７） 今井ユウ 726 集英社 19 ドラフトキング（10） クロマツテツロウ 660 小学館 19 ガンバレッド×シスターズ（４） ミトガワワタル 660

KADOKA 12 星のさいごメシ（３） おおひなたごう 未定 講談社 8 幸せカナコの殺し屋生活（６） 若林稔弥 未定 講談社 18 亜人ちゃんは語りたい（10） ペトス 726 集英社 19 私のHな履歴書みてください（７） 春輝 660 小学館 19 アカゴヒガン（４） 飯沼ゆうき 660

KADOKA 15 君ノ声（３） 森永ミク 693 講談社 9 トモダチゲーム（19） 佐藤友生/山口ミコト 528 講談社 18 オカルトちゃんは語れない（７） ペトス/橋本カヱほか 726 集英社 19 マリッジグレー（１） 轍平 未定 小学館 19 デストロ016（１） 高橋慶太郎 660

KADOKA 15 Manner of Death（１） 梅本ゆかり/Ｓａｍｍｏｎ 990 講談社 9 お願い、脱がシて。（９） 川中康嗣 528 講談社 18 レモンエロウ（２） 古町 726 集英社 19 怨み屋本舗WORST（18） 栗原正尚 638 小学館 26 リッチ警官　キャッシュ！（５） 黒田さくや 499

KADOKA 15 発情ネオンサイン 後野オカピ 770 講談社 9 UQ HOLDER！（27） 赤松健 528 講談社 18 CANDY ＆ CIGARETTES（11） 井上智徳 803 集英社 19 不倫食堂（19） 山口譲司 693 小学館 26 ポケットモンスター　～サトシとゴウの物語！～（４） 五味まちと/田尻智ほか 499

KADOKA 15 ハルタ　2021-NOVEMBER（89） ハルタ編集部 未定 講談社 9 つかさちゃんに歌われる！（３） 裸村 528 講談社 18 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（３） 御池慧/桂あいり 726 集英社 19 奇習愛（１） 久嘉めいら 660 小学館 26 ベイブレード　バースト（19） 森多ヒロ 499

KADOKA 15 あかねさす柘榴の都（１） 福浪優子 未定 講談社 9 ヒロインは絶望しました。（10） 千田大輔 528 講談社 18 マルジナルテイラ（２） ｌｉｍｌｉｍ 726 集英社 19 GIGANTIS ―ジャイガンティス―（１） 小森陽一/橘賢一ほか 未定 小学館 26 オレだけはマトモくん（１） 中村夏寿紀 499

KADOKA 15 夜の名前を呼んで（２） 三星たま 未定 講談社 9 僕たちは繁殖をやめた（４） さおとめやぎ 528 講談社 18 パリピ孔明（７） 四葉夕卜/小川亮 726 集英社 19 AV女優はじめます。（１） ｋｉｓｅｋｉ/好秋文緒 未定 小学館 26 オレだけはマトモくん　0 ボケツッコミカルタ 中村夏寿紀 1000

KADOKA 15 ヴラド・ドラクラ（５） 大窪晶与 未定 講談社 9 FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST（10） 真島ヒロ/上田敦夫 528 講談社 18 ごくちゅう！（１） こんぱる＆ふじしまぺポ 792 集英社 19 TOUGH 龍を継ぐ男（22） 猿渡哲也 594 小学館 26 アグレッシブ烈子～ストレス爆発小学生編～ ベラボウ/サンリオ 670

KADOKA 15 ふろラン（２） 石田裕揮 未定 講談社 9 歳と魔法はキス次第（２） 船野真帆 528 講談社 18 Kiss×sis（25） ぢたま某 726 集英社 19 オットマン　―OTTOMAN―（１） 金沢真之介 未定 小学館 26 宵の嫁入り（９） 七尾美緒 484

KADOKA 17 女王陛下と呼ばないで（３） 轟斗ソラ/柏てんほか 未定 講談社 9 かつて神だった獣たちへ（13） めいびい 528 講談社 22 ふたりソロキャンプ（11） 出端祐大 715 集英社 19 AIスピーカーと独身サラリーマン（２） 江久井 880 小学館 26 シンデレラは6月に消えた しばの結花 484

KADOKA 17 江戸の花魁と入れ替わったので、花街の頂点を目指してみ祈崎ひな汰/七沢ゆきの 未定 講談社 9 いじめるヤバイ奴（13） 中村なん 528 講談社 22 水溜まりに浮かぶ島（５） 三部けい 715 集英社 25 恋と遠吠え マサまさる 858 小学館 26 三日月まおは♂♀をえらべない（２） 西野きいな 484

KADOKA 17 僕の番は猫紳士　英国編（上） アサナエアラタ 未定 講談社 9 花園さんちのふたごちゃん（６） 北島音奈 528 講談社 22 創世のタイガ（９） 森恒二 715 集英社 25 君がトクベツ（８） 幸田もも子 484 小学館 26 愛と獣と十戒と（２） ちより 484

KADOKA 17 僕の番は猫紳士　英国編（下） アサナエアラタ 未定 講談社 9 復讐の教科書（９） 廣瀬俊/河野慶 528 講談社 22 降り積もれ孤独な死よ（１） 井龍一/伊藤翔太 715 集英社 25 恋のようなものじゃなく（３） 南塔子 未定 小学館 26 御曹司の並ぶ店（１） 宇佐美真紀 484

KADOKA 17 獅子と落ちる恋の話 富塚ミヤコ 未定 講談社 9 WIND BREAKER（４） にいさとる 528 講談社 22 ゴールデンゴールド（９） 堀尾省太 715 集英社 25 ヤクザのおべんとう～ときどきヤンキーを添えて～（１） 山本カエル 未定 小学館 26 おさななじみに恋したら（１） 手島ちあ 484

KADOKA 19 ラブライブ！スーパースター！！　Comic Book　2人の時間 　  矢立肇/公野櫻子ほか 未定 講談社 9 ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話（８） 横田卓馬 693 講談社 22 カバチ！！！―カバチタレ！3―（37） 田島隆/東風孝広 715 集英社 25 初めて恋をした日に読む話（14） 持田あき 484 小学館 26 遼河社長はイケない。（４） 文倉咲 499

KADOKA 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（５） 森薫 3740 講談社 9 蒼穹のファフナー（９） 松下朋未/ＸＥＢＥＣ 693 講談社 22 カバチ！！！―カバチタレ！3―（38） 田島隆/東風孝広 715 集英社 25 月の燃えがら（１） 北里鮎 506 小学館 26 夫婦別生（３） 竹充ヒロ 499

KADOKA 20 北北西に曇と往け〈ワイド版〉（５） 入江亜季 未定 講談社 9 実は俺、最強でした？（６） 高橋愛/澄守彩 748 講談社 22 西遊妖猿伝　西域篇　火焔山の章（３） 諸星大二郎 836 集英社 25 きよく、やましく、もどかしく。（２） アリハラナオ 484 小学館 26 ねぇ先生、知らないの？（７） 浅野あや 484

KADOKA 22 神童勇者とメイドおねえさん（３） 上杉響士郎/望公太ほか 671 講談社 9 無号のシュネルギア（５） 高田裕三 715 講談社 22 インビンシブル（３） 瀬下猛 715 集英社 25 美食探偵　明智五郎（８） 東村アキコ 484 小学館 26 鬼の千年恋（２） 七海月 484

KADOKA 22 自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点 ｓｏｒａｎｉ/三河ごーすとほ 671 講談社 9 勇者小隊　寡黙勇者は流されない（２） 石口十 715 講談社 22 ひらばのひと（２） 久世番子 715 集英社 25 絶叫学級　転生（16） いしかわえみ 484 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（４） 池山田剛 484

KADOKA 22 ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁さんにしてくれますか？鹿もみじ/浅岡旭ほか 671 講談社 9 異世界マンチキン　ーHP1のままで最強最速ダンジョン攻略志瑞祐/青桐良 748 講談社 22 ヒラエスは旅路の果て（２） 鎌谷悠希 715 集英社 25 ハニーレモンソーダ（18） 村田真優 484 小学館 26 おとなの初恋（１） 星森柚稀も 499

KADOKA 22 フラ・フラダンス（１） 志藤ミネ/おしゃれサロン 671 講談社 9 時間停止勇者（７） 光永康則 748 講談社 22 この会社に好きな人がいます（９） 榎本あかまる 715 集英社 25 ミオの名のもとに（３） 文川よし乃/たしろみや 484 小学館 26 茉莉花ちゃんと優しい恋の奴隷（３） 芒其之一/兎山もなか 499

KADOKA 22 フラ・フラダンス（２） 志藤ミネ/おしゃれサロン 671 講談社 9 Cocoon（２） 見延案山子/夏原エヰジ 748 講談社 22 刷ったもんだ！（５） 染谷みのる 748 集英社 25 グッドモーニング・キス（20） 高須賀由枝 484 小学館 26 森ののくまちゃん（３） えびなしお 484

KADOKA 22 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（４） 井冬良/二丸修一ほか 671 講談社 9 六姫は神護衛に恋をする　～最強の守護騎士、転生して魔加古山寿/朱月十話ほか 715 講談社 22 スインギンドラゴンタイガーブギ（６） 灰田高鴻 726 集英社 25 バイバイ、センチメンタル（１） 波真田かもめ 未定 小学館 26 ねこ、はじめました（９） 環方このみ 484

KADOKA 22 恋愛ダメ、ゼッタイ（３） 神楽武志/両角潤香 671 講談社 9 外れスキル《木の実マスター》　～スキルの実（食べたら死 松琴エア/はにゅう 715 講談社 22 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（19） 泰三子 715 集英社 25 しっぽ街のコオ先生（11） たらさわみち 638 小学館 26 天使と悪魔とわたし。（１） 中嶋ゆか 484

KADOKA 22 おとりよせしまっし！（１） ちさこ 704 講談社 9 目黒さんは初めてじゃない（７） ９℃ 748 講談社 22 恋とゲバルト（１） 細野不二彦 748 集英社 25 スパデート（８） 聖千秋 550 小学館 26 同級生と恋する方法（３） 大木真白 484

KADOKA 22 無職転生～異世界行ったら本気だす～（16） フジカワユカ/理不尽な孫 704 講談社 9 姫騎士は蛮族の嫁（２） コトバノリアキ 715 講談社 22 東京サラダボウル（１） 黒丸 748 集英社 25 かろりのつやごと（６） 小田ゆうあ 660 小学館 30 サターンリターン（６） 鳥飼茜 650

KADOKA 22 パネマジ！　～その嬢は修整済みです～（１） まきたこん 704 講談社 9 転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 石沢庸介/謙虚なサーク 715 講談社 22 銃夢火星戦記（８） 木城ゆきと 715 小学館 30 血の轍（12） 押見修造 650

KADOKA 22 見える子ちゃん　公式アンソロジーコミック 泉朝樹 未定 講談社 9 フェチップル（９） るり原ズラチー 715 講談社 22 夜廻り猫（８） 深谷かほる 1111 小学館 30 プラタナスの実（４） 東元俊哉 650

KADOKA 22 無敵の万能要塞で快適スローライフをおくります（１）　～フ 齋島ユウキ/鈴木竜一ほ未定 講談社 9 転生貴族、鑑定スキルで成り上がる　～弱小領地を受け継井上菜摘/未来人Ａほか 715 講談社 22 ダーウィン事変（３） うめざわしゅん 748 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 小学館 30 うきわ、と風鈴。―友達以上、不倫未満―（２） 野村宗弘 650

KADOKA 22 ファンタジーをほとんど知らない女子高生による異世界転移游紗吹香/コウほか 未定 講談社 9 堂島くんは動じない（３） ぱんやかわ 715 講談社 22 スキップとローファー（６） 高松美咲 748 小学館 10 社長とあんあん（21） 佐々木柚奈 530 小学館 30 スノウボールアース（２） 辻次夕日郎 650

KADOKA 22 豊田さんは悩まない。（２） 津々巳あや 未定 講談社 9 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフ 大前貴史/明鏡シスイほ 715 講談社 22 乾と巽―ザバイカル戦記―（６） 安彦良和 748 小学館 10 神無月紫子の優雅な暇潰し（３） 赤石路代 499 小学館 30 バトルグラウンドワーカーズ（８） 竹良実 650

KADOKA 22 失格王子の成り上がり冒険譚（１） 天上涼太郎/未来人Ａほ未定 講談社 9 不遇職【鑑定士】が実は最強だった　～奈落で鍛えた最強 藤モロホシ/茨木野ほか 715 小学館 10 初恋の世界（10） 西炯子 499 小学館 30 忘却のサチコ（17） 阿部潤 650

KADOKA 22 最強の王様、二度目の人生は何をする？（２） ＴｕｒｔｌｅＭｅ/Ｆｕｙｕｋｉ２３ 1034 講談社 9 極めたヒールがすべてを癒す！～村で無用になった僕は、藤七郎/橘夏々ほか 715 小学館 10 たーたん（５） 西炯子 499 小学館 30 お別れホスピタル（７） 沖田×華 650

KADOKA 22 目つき悪い子かわいい子（１） ハミタ 未定 講談社 9 味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放さ門司雪/アルトほか 715 小学館 10 君がブルーバード（３） 山田こもも 499 小学館 30 永世乙女の戦い方（６） くずしろ 650

KADOKA 22 死神に嫁ぐ日（８） 椿カヲリ 未定 講談社 9 ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのス ＬＡ軍/中島零ほか 715 小学館 10 18歳、新妻、不倫します。（６） わたなべ志穂 499 小学館 30 オッドタクシー（３） 此元和津也　Ｐ．Ｉ．Ｃ．Ｓ 650

KADOKA 24 KATANA（21）　古事記の剣 かまたきみこ 未定 講談社 10 それは霊のしわざです（４） Ｎｏｉｓｅ 715 小学館 10 甘くなるまで待てません（１） 円城寺マキ 499 小学館 30 フットボールネーション（16） 大武ユキ 650

KADOKA 24 百年と魔女（２） ハラヤス 未定 講談社 10 夫は成長教に入信している 紀野しずく/北見雨氷 715 小学館 10 痴情の接吻～官能的回顧録～ 如月ひいろ 499 小学館 30 颯汰の国（９） 小山ゆう 650

KADOKA 24 アマテラス（１）　第一部戦士クシュリナーダ 美内すずえ 未定 講談社 10 カイロスの猟犬（１） 長田龍伯 715 小学館 10 歪んでる私が溺愛されてます（６） 響あい 530 小学館 30 Deep3（２） 水野光博/飛松良輔 650

KADOKA 24 アマテラス（２）　第一部戦士クシュリナーダ 美内すずえ 未定 講談社 10 矢野くんの普通の日々（１） 田村結衣 726 小学館 10 コールドゲーム（６） 和泉かねよし 484 小学館 30 JUMBO MAX（４） 高橋ツトム 650

KADOKA 26 とらドラ！（10） 竹宮ゆゆこ/絶叫ほか 737 講談社 10 この世界は不完全すぎる（５） 左藤真通 726 小学館 10 不埒な蕾（３） 真村ミオ 530 小学館 30 卑弥呼　―真説・邪馬台国伝―（８） リチャード・ウー/中村真 650

KADOKA 26 アルネの事件簿（４） 稲空穂/春紫 649 講談社 12 恋のはじまり（５） 蒼井まもる 495 小学館 10 熱情ミリタリー（２）（完） 真村ミオ 530 小学館 30 世界は半分になった（３） くれよんカンパニー 650

KADOKA 26 治癒魔法の間違った使い方　～戦場を駆ける回復要員～ 九我山レキ/くろかたほか未定 講談社 12 ウソ婚（９） 時名きうい 550 小学館 10 ポーの一族　秘密の花園（２） 萩尾望都 750 小学館 30 君の大声を聞いたことがない（３） くれよんカンパニー 650

KADOKA 26 ただの屍のようだと言われて幾星霜、気づいたら最強のア 絢瀬あとり/九頭七尾ほ 未定 講談社 12 ウソ婚　Rose（１） 時名きうい 550 小学館 11 悪役令嬢、94回目の転生はヒロインらしい。（２） 高内藤花/柊一葉 650 小学館 30 チート魔術で運命をねじ伏せる（５） 月夜涙/舵真秀斗ほか 650

KADOKA 26 マジで付き合う15分前（２） Ｐｅｒｉｃｏ 未定 講談社 12 嵐士くんの抱きマクラ（４） 渡辺あゆ 495 小学館 11 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづくり（７） 月夜涙/みわべさくらほか 650 小学館 30 九条の大罪（４） 真鍋昌平 650

KADOKA 26 女神寮の寮母くん。（８） 日野行望 未定 講談社 12 稲妻とロマンス（２） みきもと凜 495 小学館 11 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサーには無理 和泉杏花/近江谷ほか 650 小学館 30 闇金ウシジマくん外伝　肉蝮伝説（13） 真鍋昌平/速戸ゆう 693

KADOKA 26 Dジェネシス　ダンジョンが出来て3年（２） 平未夜/之貫紀ほか 未定 講談社 12 クズな君しか愛せない（３） 汐咲りな 495 小学館 11 異世界アイドル（３） 和泉杏花/近江谷ほか 650 小学館 30 永井豪版ばるぼら 永井豪とダイナミックプロ 770

KADOKA 26 天空の城をもらったので異世界で楽しく遊びたい（５） Ｍａｔｓｕｋｉ/井上みつるほ未定 講談社 12 ホンノウスイッチ（８） ＫＵＪＩＲＡ 550 小学館 11 勇者は校則違反になりますか？（１） 有馬レンジ 650 小学館 30 柳生裸真剣（１） 永井豪とダイナミックプロ 850

KADOKA 26 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジョブチェンジ藍藤唯/杠憲太ほか 未定 講談社 12 きのう何食べた？（19） よしながふみ 715 小学館 30 遥かな町へ（谷口ジローコレクション） 谷口ジロー 3900

KADOKA 26 七つの魔剣が支配する（５） えすのサカエ/宇野朴人 未定 講談社 12 愛されてもいいんだよ（３） 天野しゅにんた 990

KADOKA 26 新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーション・ガリアレス ときた洸一/矢立肇ほか 未定 講談社 12 うるわしの宵の月（３） やまもり三香 495

KADOKA 26 機動戦士ガンダム　ヴァルプルギス（８） 葛木ヒヨン/海冬レイジほ未定 講談社 12 落ちて溺れて（２） 伊鳴優子 495

KADOKA 26 機動戦士ガンダムF91プリクエル（３） おおのじゅんじ/サンライ未定 講談社 12 絶対にときめいてはいけない！（９） 築島治 506

KADOKA 26 フェイト／エクストラ　CCC FoxTail（10） たけのこ星人/ＴＹＰＥ－ 未定 講談社 12 バクテン！！（２） 桜葉ケイ/四ッ木えんぴつ 506

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
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秋田書店 8 魔入りました！入間くん（24） 西修 499 キルタイ 19 （成）二次元コミックマガジン　機械姦悪堕ち　 みさかな/舞猫ルルほか 1100 祥伝社 8 かわいげのない女（２） 入絵優/大野紺 792 大都社 25 ちいき猫はいつもご機嫌 杉作 880 双葉社 18 地獄（１） ヨン・サンホ/チェ・ギュソ 1760
秋田書店 8 魔界の主役は我々だ！（７） 津田沼篤/西修 499 キルタイ 24 （成）アクマで不可抗力だっ！　～ラッキースケ西樹めゆ 1100 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 25 シングルマザーの恋は偽装結婚から始まる（ 渡辺くらこ 715 双葉社 18 地獄（２） ヨン・サンホ/チェ・ギュソ 1760
秋田書店 8 あっぱれ！浦安鉄筋家族（11） 浜岡賢次 499 キルタイ 24 （成）BlackCherryアンソロジー　異種姦孕ませ　まえばちゃん/木の子ゆん1100 祥伝社 25 あした虹がでなくても きはら記子 770 大都社 25 つま先立ちの、その先で 園瀬もち 836 双葉社 18 狐の掟　中国幻想選 鮫島圓 748
秋田書店 8 SHY（11） 実樹ぶきみ 499 キルタイ 26 （成）しおん単行本（２）　（仮） しおん 1100 心交社 16 腹にこじつけ　胸にしたあじ 赤星ジェイク 704 宝島社 6 戦慄の魔術師と五帝獣（５） 日野入緒/戸津秋太ほか 760 双葉社 27 みつば君はあにヨメさんと。（３） イトカツ 693
秋田書店 8 ハリガネサービスACE（14） 荒達哉 499 キルタイ 26 （成）イジラレボディ よんよん 1100 スクウェア 6 処刑された賢者はリッチに転生して侵略戦争 結城絡繰/國友翔太郎ほ 660 大誠社 12 青島くんはいじわる（３）（完） 吉井ユウ 800 双葉社 27 ライジングサンR（９） 藤原さとし 693
秋田書店 8 メイカさんは押しころせない（６） 佐藤ショーキ 693 クロエ出 5 （成）喘媚競姦 ＮＡＢＵＲＵ 1120 スクウェア 6 6歳の賢者は日陰の道を歩みたい（３） 斧名田マニマニ/伊志田 660 大誠社 12 ケジメつけさせてもらいます。元ヤン弁護士 東冴島つき 680 双葉社 27 桐谷さん　ちょっそれ食うんすか！？（12） ぽんとごたんだ 693
秋田書店 8 夢見が丘ワンダーランド（３） 増田英二 693 クロエ出 5 （成）ハメすぎ！学園性活 越川リューカ 1120 スクウェア 6 才能〈ギフト〉がなくても冒険者になれますか？　かたなかじ/山中樹ほか 660 大誠社 12 地獄の果てでも、愛し合おう（１） 小岩井ゆば 700 双葉社 30 俺だけ選び放題、S級レアアイテムも壊れスキ佐野マコト/ぺもぺもさん 704
秋田書店 8 逆異世界転生してキモヲタになってしまった大糸杉柾宏 693 幻冬舎コ 24 院長選挙（３）（完） 久坂部羊/佐藤修弘 693 スクウェア 6 魔王と俺の叛逆記（８）（完） 吉川英朗 660 大誠社 12 女神の妄想（下） 雨宮理真 680 双葉社 30 僕のかわいい娘は双子の賢者～特技がデバ 浅野五時/メソポ・たみあ 704
秋田書店 8 百魔の主　異世界で魔王チートは最強かもし 葵大和/ぐーの 693 幻冬舎コ 24 神の手違いで死んだらチートガン積みで異世 かくろう/石神一威ほか 715 スクウェア 6 漆黒使いの最強勇者　仲間全員に裏切られた瀬戸メグル/木村有里ほ 660 ティーアイ 4 （成）村は僕のハーレム 和原ヨウ 1120 双葉社 30 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 8 それでも君を幸せにしたい（１） 野呂俊介/ときゎ 693 幻冬舎コ 24 ぼっち自衛官の異世界奮戦記（１） 舳江爽快/高舛ナヲキほ 715 スクウェア 6 迷宮キングダム　特殊部隊SASのおっさんの 宮澤伊織/河嶋陶一朗ほ 660 ティーアイ 4 （成）女体化乙女の恋愛事情 ポリウレたん 1120 双葉社 30 レベル99冒険者によるはじめての領地経営（ パクパク/藤崎 704
秋田書店 8 うちの弟子がいつのまにか人類最強になって アキライズン/内々けやき 693 幻冬舎コ 24 魔王軍の救世主（１）　～「聖剣を使わないの ＷＩＮＧ/オカザキハル 715 スクウェア 6 魂を半分喰われたら女神様に同情された？（ 柚月雪芳/外道ほか 660 ティーアイ 11 （成）ギャルメチャシゴキ（ベタハート） ペペ田デミオ 1120 双葉社 30 エルフ転生からのチート建国記（２） 新芽ふたつ/月夜涙 704
秋田書店 8 新装版　範馬刃牙（１） 板垣恵介 880 幻冬舎コ 24 天国の門番（２）（完） 山本小鉄子 726 スクウェア 6 妖怪戦葬（６） 弓咲ミサキックス 660 TOブック 1 白豚貴族ですが前世の記憶が生えたのでひよよこわけ/やしろ 704 双葉社 30 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 8 新装版　範馬刃牙（２） 板垣恵介 880 幻冬舎コ 24 恋するインテリジェンス（９） 丹下道 869 スクウェア 6 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 TOブック 1 引っ込み思案な神鳥獣使い　―プラネット イン藤屋いずこ/古波萩子 704 双葉社 30 神眼の勇者（９） 白瀬岬/ファースト 704
秋田書店 8 異世界でもおっぱいから目がはなせないッ！ 月刊少年チャンピオン編 770 幻冬舎コ 24 ポルノの書き方教えてよ いさき李果 726 スクウェア 6 聖女のはずが、どうやら乗っ取られました（３）吉高花/じさまほか 660 TOブック 1 地球さんはレベルアップしました！＠COMIC（まいたけ/生咲日月 704 双葉社 30 村人転生　最強のスローライフ（９） イチソウヨウ/タカハシあん 704
秋田書店 8 WORST外伝　ドクロ（８） 髙橋ヒロシ/きだまさし 693 幻冬舎コ 24 人魚くん、お嫁に参ります あぶく 726 スクウェア 6 ここは俺に任せて先に行けと言ってから10年 えぞぎんぎつね/阿倍野ち 660 TOブック 15 ドールハウスの人々 ｐｉｋｏｍａｒｏ/二宮敦人 858 双葉社 30 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
秋田書店 8 WORST外伝　グリコ（14） 髙橋ヒロシ/鈴木リュータ 693 光文社 16 ハードナッツ（５） 大竹とも 990 スクウェア 6 ラスボス、やめてみた～主人公に倒されたふ 坂木持丸/つきやまなみき 660 TOブック 15 聖女、勇者パーティーから解雇されたのでギルわかば/白露雪音 704 双葉社 30 透明男と人間女～そのうち夫婦になるふたり 岩飛猫 990
秋田書店 8 ヤコとポコ（６） 水沢悦子 748 光文社 17 グレイト トレイラーズ（１） 宮川輝 770 スクウェア 6 万能「村づくり」チートでお手軽スローライフ　～九頭七尾/イセ川ヤスタカ 660 TOブック 25 本好きの下剋上～司書になるためには手段を 　 　勝木光/香月美夜 660 文苑堂 30 （成）早熟インモラル 丑露ムキ 1210
秋田書店 16 キスは、原稿のあとで（４）（完） 雪森さくら 660 光文社 17 2番セカンド（１） 小木ハム 770 スクウェア 6 異世界転移したのでチートを生かして魔法剣 進行諸島/なのらほか 660 徳間書店 12 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこミナモトカズキ 792 文苑堂 30 （成）さかりあい（ベタハート） 来太 1210
秋田書店 16 俺たちビジネス番やってます！ 木上マリカ 748 ゴルフダ 1 オーイ！とんぼ（35） かわさき健/古沢優 660 スクウェア 11 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 徳間書店 12 モンスター娘の殺し屋さん（２） ロルフ 792 フロンティ 12 ヤンデレ系乙女ゲーの世界に転生してしまっ 雪狸/花木もみじ 660
秋田書店 16 天上恋歌（４）　～金の皇女と火の薬師～ 青木朋 660 コスミック 17 恋も仕事も俺のもの！ 平純久至 748 スクウェア 11 金装のヴェルメイユ　～崖っぷち魔術師は最強天那光汰/梅津葉子 660 徳間書店 25 角も尻尾も 九重シャム 704 フロンティ 12 カラダにイイ男（４） ＹＵＫＩＯ/ＷＳ 1045
秋田書店 16 70年目の告白（２）　～毒とペン～ 高階良子 660 コアマガ 2 好きなひとの好きな人 星倉ぞぞ 776 スクウェア 11 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。（６） 有田イマリ 660 徳間書店 25 ページをめくるその前に 文川じみ 748 フロンティ 12 カラダにイイ男（５）（完） ＹＵＫＩＯ/ＷＳ 1045
秋田書店 16 虚妄の女王（２）　～辺境警備外伝～ 紫堂恭子 660 コアマガ 2 恋が満ちたら　小冊子付き初回限定版 上田アキ 1000 スクウェア 11 乙女ゲー転送、俺がヒロインで救世主！？（４武凪知/辻本ユウ 660 徳間書店 25 センスオブワンダー 草間さかえ 726 フロンティ 15 俺の上司がエリートなのにヘタレかわいい（２ 白崎ナベ 968
秋田書店 16 しあわせは食べて寝て待て（２） 水凪トリ 748 コアマガ 25 溺愛王子の執愛 いさき李果 776 スクウェア 11 女子高生はおはようって言う（２） ルシファー吉岡/ゆめみつ 660 徳間書店 30 白鵬本紀（２） 白鵬翔/山崎享祐ほか 693 フロンティ 22 レムナント（６）　―獣人オメガバース― 羽純ハナ 740
秋田書店 16 ナースのチカラ（６）　～私たちにできること訪 広田奈都美 825 コアマガ 25 オオカミ様の恋煩い トビワシオ 765 スクウェア 11 最速無双のB級魔法使い　一発撃たれる前にＣＫ/山浦柊ほか 660 日本文芸 8 ジゴサタ～地獄の沙汰もお前しだい（３） 洋介犬 770 フロンティ 22 甘くて熱くて息もできない（１） 蜂巣 740
秋田書店 16 ムーちゃんと手をつないで（５）　～自閉症の娘みなと鈴 748 コアマガ 26 （成）ヌイてかない？ のこっぱ 1200 スクウェア 11 魔界帰りの劣等能力者（２） たすろう/鳥飼やすゆきほ 660 日本文芸 18 恋活マッチングアイランド（２） 雨蘭/乙本ロイ 792 フロンティ 22 恋じゃないと目を見て言って 櫻井ナナコ 740
秋田書店 16 いのちの器（86） 上原きみ子 605 コアマガ 26 （成）疼く女上司を舐め寝取り 葵ヒトリ 1200 スクウェア 11 悪徳女王の心得（３） 澪亜/エトオミユキほか 660 日本文芸 18 天牌（112） 来賀友志/嶺岸信明 748 フロンティ 22 獣人オメガバース　5th Anniversary Fan Book 羽純ハナ 2640
秋田書店 16 社長にご奉仕するだけの簡単なお仕事です 秋元奈美 748 コアミック 20 前田慶次　かぶき旅（８） 原哲夫/堀江信彦ほか 682 スクウェア 11 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 660 日本文芸 18 白竜HADOU（25） 天王寺大/渡辺みちお 748 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 18 サエイズム（10） 内水融 693 コアミック 20 19番目のカルテ　徳重晃の問診（４） 富士屋カツヒト/川下剛史 660 スクウェア 11 しなきゃいけませんか。（２） 逢坂美穂/榎のと 660 日本文芸 18 隣人X（３） 楠本哲 792 フレックス 12 でこぼこ魔女の親子事情（３） ピロヤ 693
秋田書店 18 DEAD Tube～デッドチューブ～（18） 山口ミコト/北河トウタ 693 コアミック 20 ブラッディ・シュガーは夜わらう（２） 三堂マツリ 682 スクウェア 15 メイデーア転生物語　この世界で一番悪い魔 友麻碧/夏西七ほか 660 日本文芸 18 マイティマザーズ（１） 烏山英司 748 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流星ハニー/真籠縁 726
秋田書店 18 神さまの怨結び（12）（完） 守月史貴 693 コアミック 20 凛子ちゃんとひもすがら（１） 七瀬八 682 スクウェア 15 龍に恋う　贄の乙女の幸福な身の上（１） 道草家守/ゆきじるしほか 660 日本文芸 18 ガンニバル（12） 二宮正明 748 フレックス 15 前世悪役だった令嬢が、引き籠りの調教を任 九段そごう/田井ノエルほ 726
秋田書店 18 はるかリセット（１） 野上武志 660 コアミック 20 パレニアル（１） 群青ピズ 704 スクウェア 22 事情を知らない転校生がグイグイくる。（10） 川村拓 660 日本文芸 20 駅弁時間（１） 六月柿光 792 フレックス 15 拝啓陛下、2度目の王妃はお断り！（１） 兎原シイタ/藤咲実佳ほか 726
秋田書店 18 大巨蟲列島（６） 藤見泰高/廣瀬周 660 コアミック 20 パレニアル（２） 群青ピズ 704 スクウェア 22 留年！　とどめ先輩（４）（完） 川村拓 660 日本文芸 29 ゴールデン・ガイ（５） 渡辺潤 748 復刊ドッ 17 鉄腕アトム　《オリジナル版》（２） 手塚治虫 4730
秋田書店 18 巨蟲山脈（３） 藤見泰高/さざなみ陽輔 693 コアミック 20 あおのたつき（１） 安達智 704 スクウェア 22 履いてください、鷹峰さん（５） 柊裕一 660 日本文芸 29 ギフト±（23） ナガテユカ 748 プランタン 6 童貞優男と結婚したら、とんでもない肉食ドSで 　佐一コウ 未定
秋田書店 18 バウンサー（12） みずたまこと 693 メディアソ 5 とろける、おじさん。（仮） りーるー 726 スクウェア 22 はじめての諏訪さん（２） 真沼靖佳 660 日本文芸 29 画狂少女（１） 森井崇正 770 プランタン 29 ヤクヨメ♂　（仮） アオネ 未定
秋田書店 18 Mr.CB（８） 綱本将也/谷嶋イサオ 693 メディアソ 5 手負いのライオン、囚われのバンビ（仮） 芥 748 スクウェア 22 うちの息子はたぶんゲイ（４）（完） おくら 900 LINE Dig  15 もちごま ｍｏｍｉ 957 ブライト出 19 蜜巴ダーリン～2人の彼に迫られカラダがもち雪ことり 700
秋田書店 18 角栄に花束を（５） 大和田秀樹 693 メディアソ 5 病める時も、健やかなる時も、（仮） 野良おばけ 737 スクウェア 22 氷属性男子とクールな同僚女子（５） 殿ヶ谷美由記 900 LINE Dig  15 女神降臨（８） ｙａｏｎｇｙｉ 880 ブライト出 19 恋愛不感症（９） アキラ 700
秋田書店 18 オーバーレブ！90's ―音速の美少女たち―（ 山口かつみ 693 メディアソ 5 夜は短し、恋せよ少年（仮） 美和 715 スクウェア 22 クールドジ男子（４） 那多ここね 1100 LINE Dig  15 ボタニカ23（１） 宮ちひろ 638 ブライト出 19 イツやめ　イッても、イッても…止めないよ？　こしあん 730
秋田書店 18 黄昏のエトス（２） 艶々 693 三交社 8 百々とお狐の見習い巫女生活（１）　（仮） 千冬/神江ちず 715 スクウェア 22 恋する極道おにいさん（１） 折紙ちよこ 660 LINE Dig  15 名前のない怪物　蜘蛛と少女と猟奇殺人（６） 黒木京也/子月コウ 682 ブライト出 19 イツやめ　イッても、イッても…止めないよ？　こしあん 730
秋田書店 18 優駿の門2020馬術（７） やまさき拓味 715 三交社 8 世界最強の神獣使い（１）　（仮） 八茶橋らっく/鷹条色ｓ 715 スクウェア 22 オオカミは探偵を食べたい（１） 大村陽 660 LINE Dig  15 ヨミカヘリ　―天地のヒュルリンドン―（１） 海人井慎 638 ブライト出 19 捕食対象ひなどりくん　アンコール みよしあやと 700
秋田書店 18 去る者は日々に疎し（２） 葉月京/折笠りょこ 693 英和出版 10 淫魔ga豆腐めんたる うえちゃ 715 スクウェア 22 ショタおに（１） 中山幸 660 LINE Dig  15 サラカ王子と六頭竜（２） 泉福朗/伊藤亰 792 ふゅーじ 24 狼だって甘えたい あずみつな 770
秋田書店 18 なみだめし（１） 九十九森/六月柿光 693 メディアソ 25 6畳一間でイケないあれこれ（仮） 渦井 726 スクウェア 25 薬屋のひとりごと（９） 日向夏/ねこクラゲほか 660 ファンギル 17 ニューノーマル（２） 相原瑛人 748 ふゅーじ 24 呪って呪ってそれから愛して いとだ旬太 770
秋田書店 18 公道ウルフ（５） 野口賢 660 三交社 26 お前のほうがかわいいくせに 秋良ろじ 730 スクウェア 25 Deep Insanity NIRVANA（３） 深見真/海法紀光ほか 660 ファンギル 17 私が15歳ではなくなっても。（１） あむ 759 ふゅーじ 30 隣の席の変な先輩（１） うすくち 770
秋田書店 18 荒くれKNIGHT リメンバー・トゥモロー（９） 吉田聡 693 三和出版 30 （成）これが私の初めてなの？ いとううさぎ 1300 スクウェア 25 おいしい給食（２）（完） ＡＭＧ出版/麻生我等 660 モバイル 17 ヤンキーΩは獣王様のもの！ 九マ５６４ 748 ぶんか社 5 四天王最弱だった俺。転生したので平穏な生 藤居にこ/謙虚なサークル 693
秋田書店 18 エルフさんは痩せられない。（８） シネクドキ 693 三和出版 30 （成）全裸羞恥デビュー！ 松野すすむ 1300 スクウェア 25 現実でラブコメできないとだれが決めた？　（１初鹿野創/カタケイほか 660 モバイル 17 35歳、今さら恋とかありえない（１） 蜜柑子 748 ぶんか社 10 私たちは繁殖している（20） 内田春菊 1100
秋田書店 18 放課後ていぼう日誌（８） 小坂泰之 693 三和出版 30 （成）浮気じゃすまない…（ベタハート） ジロウ 1300 スクウェア 25 シノハユ　the dawn of age（14） 小林立/五十嵐あぐり 680 モバイル 17 35歳、今さら恋とかありえない（２） 蜜柑子 748 ぶんか社 12 新・蒼太の包丁（５） 本庄敬/末田雄一郎 737
秋田書店 18 アタマの中のアレを食べたい（３） アサギユメ 1100 ジーオー 12 実験地区13（１） 瓦屋根/狂気太郎 792 スクウェア 25 怜-Toki-（８） 小林立/めきめき 660 モバイル 17 いっぱい開いて奥まで見せて？ 京橋こより 770 ぶんか社 12 不浄を拭うひと（３） 沖田×華 820
朝日新聞 5 新生ヘルプマン　ケアママ！（４） くさか里樹 1760 ジーオー 12 実験地区13（２） 瓦屋根/狂気太郎 792 スクウェア 25 咲-Saki-阿知賀編　episode of side-A（８） 小林立/五十嵐あぐり 660 アイエム 26 その笑顔好きじゃない（６） 駄犬ひろし 660 ぶんか社 17 2LDKイケメン付き物件あります。～入社の条 志連ユキ枝 713
朝日新聞 19 浄霊整体師　弓庭透 中澤泉汰/弓庭透 693 ジーオー 12 （成）ネツレツ！？な瞳 ＩＡＰＯＣ 1320 スクウェア 25 咲とファイナルファンタジーXIV（１） 小林立/木吉紗ほか 660 Jパブリッ 18 スウィートフェイス・フリーフォール 蛸八太二 715 ぶんか社 17 元ヤンOLはこじらせエリートのいいなりおもち 志連ユキ枝 713
朝日新聞 19 星を釣ること。（２） 篠原烏童 704 ジーオー 25 もういない君と湾岸を歩いて（１） ｈｉｔｕｊｉ 715 スクウェア 25 咲-Saki-（22） 小林立 660 Jパブリッ 18 スイート・ビター・スイート 平眞ミツナガ 715 ぶんか社 17 幼なじみは誘惑ストリッパー　～スーツを脱い貴咲光流 713
茜新社 27 （成）菓子鬼こちら ガロウド 1430 ジーオー 25 （成）はにトラ　―Honey Trouble― ぼんど 1100 スクウェア 25 染谷まこの雀荘メシ（２） 小林立/めきめき 660 Jパブリッ 25 話せば長いふたりの話　それだけの話 こめり 715 ぶんか社 17 絶倫ヤクザの極上愛撫　逃れられない契約結真坂 713
茜新社 27 （成）めざめ るりいろシュガー 1430 ジーオー 25 （成）触妻姦 上石ニーニー 1210 スクウェア 25 ナイツ＆マジック（16） 天酒之瓢/加藤拓弐ほか 660 ハーパー 1 草の海、恋の船 藍まりと/ジェシカ・ハート 681 ぶんか社 17 お巡りさんの愛が大きすぎ！　体格差43cmカいちこ 728
一迅社 15 青春なんて気易くない おおや 748 ジーオー 25 （成）復讐意識支配暗示で思い通りになる女たしょむ 1430 スクウェア 25 デッドマウント・デスプレイ（８） 成田良悟/藤本新太 680 ハーパー 1 偽装結婚のルール しのざき薫/キャット・キャ 660 ぶんか社 17 ちっぱい女子と雄っぱい男子（３） 猫宮なお 713
一迅社 15 ヒミツのすばる先輩 はかた 748 ジーオー 30 武狂争覇（２） 藤異秀明 880 スクウェア 25 コンビニで君との5分間。（６）（完） 一永のぞみ 660 ハーパー 1 仮面の下の大富豪 岸田黎子/キャット・キャン 660 ぶんか社 29 片恋結婚（３）　～年上の旦那様は不器用な愛おおひらしるす 728
一迅社 18 私の百合はお仕事です！（９） 未幡 748 ジーオー 30 （成）征欲～性に溺れるオンナたち～ 竜太 1265 スクウェア 25 極道パラサイツ（６）（完） まつたけうめ/武六甲理衣 660 ハーパー 1 都会の女と呼ばないで 篠崎佳久子/アリソン・ケ 660 芳文社 1 きららファンタジア（３） きららファンタジア製作委 715
一迅社 20 デイジー～公爵の婚約者になる方法～（２） ＡＬＬＹＮ/リサベルほか 1034 ジーオー 30 （成）らぶぱい　私のおっぱい好きですか？ 黒越陽 1375 スクウェア 25 ゴールデンボーズ（３）（完） マツリセイシロウ/兎塚ク 660 ハーパー 1 かぐわしき天使 アリスン/アン・グレイシー 660 芳文社 5 トキメキ、タメイキ、ルームシェア（２） 千葉リョウコ 748
一迅社 20 Lost Princess（１） ＫＡＴＩＮＯ 1034 ジーオー 30 （成）ハル色カノジョ 広弥 1210 スクウェア 25 ××が嫌いな女子なんかいません！　（１） 実倉なる 660 ハーパー 1 誇り高き微笑 檀からん/スーザン・ブロ 681 芳文社 5 黒獅子王と運命の番 東野海 770
一迅社 22 獅子堂さんに叱られたい。（２） 茂木康信 715 主婦と生 5 くま　クマ　熊　ベアー（７） せるげい/くまなのほか 693 スクウェア 27 妖怪学校の先生はじめました！（12） 田中まい 660 ハーパー 1 愛の罪、失った日々 まつしまよる/エイミー・Ｊ 660 芳文社 5 極彩色には毒がある あやみね稜緒 770
一迅社 25 プロジェクトセカイ　カラフルステージ！　feat. 　アンソロジー 770 主婦と生 5 エノク第二部隊のはらぺこ遠征ごはん（３） 武シノブ/江本マシメサほ 693 スターツ 26 勇者パーティーをクビになった忍者、忍ばずにゼロハチネット/いちまる 704 ハーパー 11 罠に落ちた恋人たち 麻生歩/リン・グレアム 660 芳文社 5 孔明のヨメ。（13） 杜康潤 759
一迅社 25 魔法使いの約束（２） シノノメウタ/都志見文太 750 主婦と生 5 辺境の獅子は瑠璃色のバラを溺愛する（１） まろ乃/三沢ケイほか 693 スターツ 26 腹ペコ魔王と捕虜勇者！～魔王が俺の部屋に梅原うめ/ちょきんぎょ。 704 ハーパー 11 浜辺のビーナス 小越なつえ/ダイアナ・パ 660 芳文社 5 キャバ嬢とヒモ猫（２）（完） 一式アキラ 759
一迅社 25 ボクラノキセキ（25） 久米田夏緒 700 主婦と生 5 紅の死神は眠り姫の寝起きに悩まされる（３） 深山キリ/もり 693 秋水社発 11 旦那様が朝から晩まで放してくれない（４） 西いちこ 715 ハーパー 11 情事への招待 宮花みん/スーザン・ネー 660 芳文社 5 新コボちゃん（50） 植田まさし 627
一迅社 25 人外さんの嫁（13） 八坂アキヲ/相川有 750 少年画報 8 めぞん文豪（１） 神田桂一/菊池良ほか 759 秋水社発 11 むぎゅ…ハグだけでイキそう！？（３）　ぽちゃハヅキ 715 ハーパー 11 情熱のとき 真原ゆう/ヘレン・ビアンチ 660 芳文社 11 さくら江さんはグイグイ来すぎる。（３）（完） 家田キリゼン 792
一迅社 25 訳あり公爵の溺愛Hが甘すぎます…ッ！アンソアンソロジー 869 少年画報 10 はかりしれない　計子さん（１） 大沢ういち 715 青泉社 20 闇の事件簿ーnext generation－（１） 日高七緒 825 ハーパー 11 いとしさの行方 三浦浩子/ケイト・ウォーカ 660 芳文社 11 最果てのともだち（１） 雪宮ありさ 693
一迅社 26 八十亀ちゃんかんさつにっき（11） 安藤正基 704 少年画報 15 ねこぱんち　年末猫号 アンソロジー 548 秋水社発 25 終末の復讐代行屋（２） あまね水咲 770 ハーパー 11 悪魔がひそむ城 藤本さみ/アン・メイザー 660 芳文社 16 村祀り（14） 木口銀/山口譲司 682
一迅社 30 ひとりじめマイヒーロー（12） ありいめめこ 748 少年画報 15 猫が飼いたくて仕方ない人（２） おしどりさや 869 秋水社発 25 婚約破棄したいので悪役令嬢演じます（１） ほり恵利織 715 ハーパー 11 御曹子と結婚！ 吉田弥生/シェリル・ウッズ 660 芳文社 16 彼女ガチャ（８）（完） 吉宗 682
一迅社 30 竜王陛下の逆鱗サマ　～本好きネズミ姫です かわのあきこ/しきみ彰 710 少年画報 15 しーちゃんとねこ（４） たかなししずえ 759 彗星社発 18 虎とガテン（上） 時逆拾壱 748 ハーパー 17 整形シンデレラ（５） 四ツ原フリコ 799 芳文社 16 ブラック芸能事務所ですが何か？（４）（完） ｕｓｉ 682
一迅社 30 家政魔導士の異世界生活～冒険中の家政婦おの秋人/文庫妖ほか 750 少年画報 15 しーちゃんのごちそう（８） たかなししずえ 759 彗星社発 18 虎とガテン（下） 時逆拾壱 748 ハーパー 17 最高の恋、はじめます～エリート御曹司の独 とうばききょう/桃城猫緒 693 芳文社 16 つぐなう肌（４）（完） 村生ミオ/優斗 682
一迅社 30 出稼ぎ令嬢の婚約騒動　次期公爵様は婚約者ＮＲＭＥＮ/黒湖クロコほか 740 少年画報 16 恋するパンティストッキング（１） ウシハシル 715 彗星社発 18 ノンケ上司、30日の開発メソッド 七緒 748 ハーパー 17 契約秘書～強引社長の命令で婚約者になりま兄崎ゆな 693 芳文社 16 そんな家族なら捨てちゃえば？（２） 村山渉 682
一迅社 30 悪の華道を行きましょう（１） やましろ梅太/真冬日 750 少年画報 16 おぼこい魔女はまじわりたい！（２） 仲邑エンジツ 715 彗星社発 18 今夜、NOとは言わせない…外国人上司のケモＭｅｇ 748 ハーパー 17 冷酷皇帝の最愛花嫁～ピュアでとろける新婚 城之内寧々/桃城猫緒 693 芳文社 16 法廷のファンタズマ（１） 荒川三喜夫 682
一迅社 30 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 22 さよならブラック企業　働く人の最後の砦「退職外本ケンセイ/竹内瑞穂 759 彗星社発 18 ぜんぶ脱がなくたって、エッチはできる。（４） イチノセシヲ 748 ハーパー 17 純愛婚～花満つる国の花嫁は愛されすぎて純霧夢ラテ/麻生ミカリ 693 芳文社 26 ゆゆ式（12） 三上小又 935
一迅社 30 今日もひとつ屋根の下 犬井あゆ 1100 少年画報 22 それいけ！BLUE MELLOW（２） 落合更起 759 彗星社発 18 容疑者αと刑事Ω～絶対に愛してはいけない宮越和草 748 ハーパー 17 桃色新婚生活～旦那さまからは逃げられないヒマワリソウヤ/浅見茉莉 693 芳文社 26 城下町のダンデライオン（６） 春日歩 990
一迅社 30 メイドさんと百合についてのアンソロジー アンソロジー 990 少年画報 22 朝食会（３） 渡邊ダイスケ/小林拓己 715 彗星社発 18 容疑者αと刑事Ω～絶対に愛してはいけない宮越和草 748 白泉社 5 転生悪女の黒歴史（７） 冬夏アキハル 495 芳文社 26 初恋＊れ～るとりっぷ（３）（完） 永山ゆうのん 935
インテル 26 イケメン彼氏は大人のおもちゃ屋さん（２）（完 キカイニンゲン 760 少年画報 22 スモーキング・サベージ（７） 岩城宏士 715 ブラスト出 18 （成）じみへんっ！！～地味子も乱れる絶頂性いぶろー。 1100 白泉社 5 ミミズクと夜の王（２） 鈴木ゆう/紅玉いづき 495 芳文社 26 いのち短し善せよ乙女（２）（完） 土管 935
イースト 4 強面騎士は心配性 ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ．/八巻に 858 少年画報 22 アクタとなずな（２） ふくしま正保 715 ブラスト出 18 （成）寝取られてもアナタのカノジョ。 ももしか藤子 1100 白泉社 5 リズムナシオン（１） マツモトトモ 693 芳文社 26 謎のリリリス（２）（完） ＴＹＯＮＥ 935
イースト 4 変態侯爵の理想の奥様（１） 国原/秋野真珠ほか 858 少年画報 22 爆音列島（９）（完） 髙橋ツトム 968 MUGENU 19 コワモテ男子の弁当が美味い理由（２） 町田マーチ 798 白泉社 5 悪役令嬢のお兄様は攻略対象外です！！（１夢衣 594 芳文社 26 妖こそ怪異戸籍課へ（１） 笠間裕之/柴朗 935
イースト 8 ベルリンうわの空　ランゲシュランゲ 香山哲 1100 少年画報 29 大正の献立　るり子の愛情レシピ（４） さかきしん 759 MUGENU 19 愛しの引退×ED×インキュバス　先輩、俺が 鶴子 798 白泉社 5 寝取られ令嬢の王子様（１） きくちくらげ/高宮咲 572 芳文社 26 魔法少女まどか☆マギカ【新装完全版】（上） Ｍａｇｉｃａ　Ｑｕａｒｔｅｔ/ハノカ1980
エンジェ 17 （成）性愛温泉 ビフィダス 1200 少年画報 29 たべごろ（シロハート）80's通信 サード大沼 759 アルファ 25 追い出された万能職に新しい人生が始まりま 宇崎鷹丸/東堂大稀 748 白泉社 5 蜜薔薇の結婚（６）（完） 水谷京子 594 ホビージ 1 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSラ水清十朗/御子柴奈々 715
エンジェ 17 （成）PIG FUCK ＺＩＲＡＮ 1200 少年画報 30 キューナナハチヨン（４）（完） ヤマモトマナブ 869 青林工藝 22 齋藤なずな初期短編傑作集　ダリア 齋藤なずな 1650 白泉社 5 おかえり、南星バス（１） まどさわ窓子 594 ホビージ 1 研究棟の真夜中ごはん（２） 夏河もか 693
エンジェ 17 （成）男喰い奥様 ザキザラキ 1200 少年画報 30 MUJIN ―無尽―（９） 岡田屋鉄蔵 715 東京漫画 12 俺の家主はAV監督 くらさわ 750 白泉社 5 結婚×レンアイ。（８） 萩尾彬 594 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
エンジェ 17 （成）特殊看護専門学校　ごほうし学園 ほんだありま 1200 少年画報 30 RED ZONE（２）（完） 白石純 759 東京漫画 24 右手に見えますのが、俺の彼氏でございます 内海ロング 750 白泉社 5 新人漫画家、風俗嬢になる エバラユカ＋ふてね 990 マイクロ 10 賭けからはじまるサヨナラの恋（２） わたぬきめん/ポルン 897
オーバー 15 ねこのマッサージ屋さん（３） 久川はる 未定 新書館 1 手を伸ばしたら、つばさ 山田ノノノ 759 アース・ス 12 姉に言われるがままに特訓をしていたら、とん 　相模映/吉田杏ほか 660 白泉社 10 娘じゃなくて私が好きなの！？（２） 東鉄神/望公太ほか 715 マイクロ 29 ご主人様とゆく異世界サバイバル！　THE COＳＡＳＡＹＵＫｉ/リュート 693
オーバー 15 午前2時のイレギュラー 円路 未定 新書館 1 Collar me　Dom/Subユニバースアンソロジー 山田ノノノほか 1089 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 白泉社 19 ぬばたまは往生しない（１） 久世番子 693 マイクロ 29 突然パパになった最強ドラゴンの子育て日記　 　  火事屋/蛙田アメコ 693
オーバー 25 ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気木乃ひのき/雨川透子 未定 新書館 1 君に恋するはずがないートキメキ篇ー 須坂紫那 759 アース・ス 12 俺は全てを【パリイ】する　～逆勘違いの世界 ＫＲＳＧ/鍋敷ほか 660 白泉社 19 恋に無駄口（６） 福山リョウコ 495 マイクロ 29 運命の恋人は期限付き（１） 紫藤むらさき/小鳩子鈴 693
オーバー 25 壊れスキルで始める現代ダンジョン攻略（２） すたーきー/君川優樹 未定 新書館 1 先生と、それから らくたしょうこ 737 辰巳出版 30 （成）おいでよNTR団地 神宮小川 1400 白泉社 19 墜落JKと廃人教師（12） ｓｏｒａ 495 マッグガ 10 あまんちゅ！（17）（完） 天野こずえ 660
オーバー 25 フシノカミ（２）　～辺境から始める文明再生記黒杞よるの/雨川水海 未定 新書館 下 招かれざる客～黒の大正花暦～（１） 伊東七つ生/三木笙子ほ 737 大洋図書 1 京極家の初夜 木下けい子 759 白泉社 19 執事・黒星は傅かない（７） 音久無 495 マッグガ 10 ままんちゅ！　お子さま編 天野こずえ 660
オーバー 25 騎士譚は城壁の中に花ひらく（３） ゆづか正成 未定 新書館 下 招かれざる客～黒の大正花暦～（２） 伊東七つ生/三木笙子ほ 737 大洋図書 1 金色蜂に蜜（２）　（仮） キタハラリイ 792 白泉社 19 かみさまとふたりきり（１） 朝海いるか 495 マッグガ 10 迷宮ブラックカンパニー（８） 安村洋平 671
オーバー 25 絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠 七六/鬼影スパナ 未定 ジュネッ 18 めっちゃ、かわいすぎんねん 六又るん♪ 770 大洋図書 1 金色蜂に蜜（３）　（仮） キタハラリイ 792 白泉社 29 俺はロリコンじゃない！（４） 雨蘭 715 マッグガ 10 ふかふかダンジョン攻略記～俺の異世界転生ＫＡＫＥＲＵ 660
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 新潮社 9 パパと親父のウチ呑み（３）（完） 豊田悠 638 竹書房 1 闇麻のマミヤ（４） 福本伸行 770 白泉社 29 変女～変な女子高生　甘栗千子～（16） 此ノ木よしる 660 マッグガ 12 侯爵令嬢の借金執事（１） おおのいも/七野りくほか 660
オーバー 25 とんでもスキルで異世界放浪メシ（８） 赤岸Ｋ/江口連 未定 新潮社 9 ぬくとう君は主夫の人 磯谷友紀 704 竹書房 1 HERO（18）（完） 前田治郎/福本伸行 770 白泉社 29 僕は妹の中から出られない（１） 基けい/雪腐 715 マッグガ 12 侯爵嫡男好色物語　～異世界ハーレム英雄戦ＧＥＮ/ＡＬ 693
オーバー 25 望まぬ不死の冒険者（８） 中曽根ハイジ/丘野優 未定 新潮社 9 ポジティブぼっちハルミちゃん（１） 亜乃アメ助 682 竹書房 5 推しのファンサがエロすぎです！ 春路ＯＮ 792 白泉社 29 転生魔王とポンコツ勇者～魔王はカッコよく倒一夢/あかほりさとるほか 715 マッグガ 12 商人勇者は異世界を牛耳る！　～栽培スキル相模映/十一屋翠ほか 660
オーバー 25 亡霊魔道士の拾い上げ花嫁（１） 藤谷一帆/瀬尾優梨 未定 新潮社 9 LINKMAN（２） 佐久間力 682 竹書房 11 愛弟子に裏切られて死んだおっさん勇者、史 六志麻あさ/夢川智久 759 白泉社 30 進め！なつのロケット団（２） あさりよしとお 792 マッグガ 12 めっちゃ召喚された件　THE COMIC（３） 六甲島カモメ/さいとうさほ 682
太田出版 29 （成）あんどろトリオ　完全復刻版 内山亜紀 4950 新潮社 9 死ニカエリ（２） 反転シャロウ 682 竹書房 11 どるから（８） ハナムラ/石井和義ほか 792 白泉社 30 性懲りショートステイ 位置原光Ｚ 858 マッグガ 12 異種族巨少女セクステット！（４） あまがえる 660
オークラ 26 オレとあたしと新世界（４） 古宇田エン 760 新潮社 9 サバエとヤッたら終わる（５） 早坂啓吾 704 竹書房 11 神童セフィリアの下剋上プログラム（５） 唐辛子ひでゆ/足高たか 759 一二三書 15 レベル1の最強賢者（３） かん奈 748 マッグガ 12 異世界でも無難に生きたい症候群（５） 笹峰コウ/安泰ほか 682
オークラ 26 オイおじ!! 松武 800 新潮社 9 埼玉の女子高生ってどう思いますか？（５）（完渡邉ポポ 682 竹書房 11 殺戮のクインデッド（３） 葉生田采丸 759 一二三書 20 新星のシキ（１） 吉良悠 748 マッグガ 12 骨ドラゴンのマナ娘（２） 雪白いち 660
宙出版 17 絶対相性100％　大嫌いなのにカラダが呼び合はちくもりん 744 新潮社 9 「子供を殺してください」という親たち（10） 鈴木マサカズ/押川剛 638 竹書房 11 搾り取らないで、女商人さん！！（４） くつがえる 759 ヒット出版 29 （成）教室の処女は催眠管理 しじょっこ 1100 メディアッ 26 （成）溺惑マゾヒスティック 汐焼あゆ 1320
宙出版 17 新装版　ナイショの（ベタハート）ラブまりあ～ すがはらりゅう 744 新潮社 9 応天の門（15） 灰原薬 660 竹書房 11 ゆき姉ちゃんの官能ごっこ。（５）（完） 須河篤志 759 ヒット出版 29 （成）ちぃさめ 高永浩平 1100 メディアッ 26 （成）不倫妻は狂い咲く ｔｅｓ＿ｍｅｌ 1320
宙出版 17 ハイスペすぎる次期社長がなぜか私（本の虫 Ｒｙｏｋｏ 713 新潮社 9 最後のレストラン（18） 藤栄道彦 638 竹書房 11 サキュバス学園の犬ッ！！（４） ナックルカーブ 759 ヒット出版 29 （成）少女組曲（21） アンソロジー白ほか 1180 メディアッ 26 （成）学園退魔師リイナ ひめいよる 1320
宙出版 17 ケモ耳の神様にいきなり娶られました ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ． 713 実業之日 5 マンガでよくわかる　ねこねこ日本史ジュニア そにしけんじ 968 竹書房 11 恋するサキュバスのイケない事情（３） リーフィ 759 双葉社 10 腐男子召喚～異世界で神獣にハメられました藤咲もえ 792 楽楽出版 5 （成）ふーとらっぷ 蘭田夢 1210
宙出版 27 溺愛（ベタハート）体格差　大きな彼は私を奥まアンソロジー 744 実業之日 19 世界樹の下から始める半竜少女と僕の無双ラ鏑木ハルカ/Ｊ・ターナー 748 竹書房 15 だったら俺が抱いてやる～強がり処女はあと 麻生くま 748 双葉社 10 いつか、家族になるまで ふじとび 770 楽楽出版 5 （成）家出人妻　莉子と娘嬲り 伊駒一平 1210
宙出版 27 異国に嫁いで毎夜甘く愛されてます アンソロジー 744 実業之日 19 口紅　美しき軍医の一生（２） 川端新/軍事法規研究会 748 竹書房 15 だったら俺が抱いてやる～強がり処女はあと 麻生くま 748 双葉社 11 麻雀放浪記　風雲篇（３） 嶺岸信明/阿佐田哲也ほ 737 楽楽出版 5 （成）ホワイトアンダーグラウンド 花見沢Ｑ太郎 1210
宙出版 27 ドSなカレと調教H～ココ、気持ちいいんだ？～アンソロジー 744 実業之日 19 毒を喰らわば彼女まで（２）（完） 豚箱ゑる子 880 竹書房 17 鬼と天国　再 お吉川京子/阿賀直己 814 双葉社 11 ユイちゃんの恋結び 橙夏りり 990 楽楽出版 10 ダブルリベンジ～復讐の甘い毒～（１） ＯＵＭＡ 748
笠倉出版 2 カラーにくちづけ ＯＯＹ 869 実業之日 26 特別じゃない日 稲空穂 990 竹書房 17 寺野くんと熊崎くん 依子 792 双葉社 11 モンスターの婚活屋さん（１） 私屋カヲル 715 リイド社 10 スライドグリーン オオヒラヨウ 748
笠倉出版 19 合コン相手は肉食警官！？（３） 佐鳥百/踊る毒林檎 748 ジャイブ 1 chicken or beef？（３） さぎり和紗 681 竹書房 17 拗らせ幼なじみの執着愛 なるせいさ 759 双葉社 11 わざと見せてる？　加茂井さん。（６） エム。 693 リイド社 12 鬼役（18） 橋本孤蔵/坂岡真 693
笠倉出版 25 須田くんのヒミツ くわたたむ子 847 ジャイブ 1 盗賊王のおしのび花嫁（５） 神月凛 681 竹書房 19 STRANGE MOON（２） かざあな 759 双葉社 11 ピーター・グリルと賢者の時間（９） 檜山大輔 693 リイド社 12 カムヤライド（６） 久正人 748
笠倉出版 25 花咲く僕らの恋わずらい 楠いろ 770 ジャイブ 1 暴君ヴァ―デルの花嫁　蜜月編（１） 松本帆加 681 竹書房 24 俺が欲しいって言ってごらん？ 真敷ひさめ 726 双葉社 11 しゅうまつの小日向さん（１） 有田イマリ/ぽち 671 リイド社 29 本田鹿の子の本棚　魁題十五撰相篇 佐藤将 1222
海王社 10 こぎつね師匠はへこたれない！！！ 小山 847 小学館ク 5 海辺のキュー（４） 背川昇 748 竹書房 24 鬼の花さがし さっさまん 737 双葉社 15 規格外れの英雄に育てられた、常識外れの魔雪月佳/ｋｔ６０ 704 リイド社 29 水洗戦記タケル（１） 佐藤将 1100
海王社 10 8年ぶりに恋します 浅井西 737 小学館ク 5 仮面ライダークウガ（18） 石ノ森章太郎/井上敏樹 748 竹書房 26 旅するように暮らしたい（２） 胡桃ちの 902 双葉社 15 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 1 ラブエイク・ホリック 明菜 692
海王社 10 後輩と同棲したらめちゃくちゃ溺愛されました 梶本潤 737 小学館ク 15 神絵師JKとOL腐女子（４） さと 715 竹書房 26 ますたーあっぷ！（３）（完） 仁藤砂雨/湧井想太 803 双葉社 15 前世聖女は手を抜きたい　よきよき（２） 高辻有/彩戸ゆめ 704 リブレ 10 野良犬の夜 渋江ヨフネ 758
海王社 10 今日、俺んち寄ってく？ みーち 737 小学館ク 15 のんちゃんとアカリ（３） 日日ねるこ 715 竹書房 26 ひとりみ天国 むんこ 946 双葉社 15 関係改善をあきらめて距離をおいたら、塩対応最遠エト/雨野六月 704 リブレ 10 嫌われものと太陽 悠 725
海王社 10 恋する暴君（13） 高永ひなこ 715 小学館ク 29 死神娘はぺろぺろしたい（３） 朱白あおい/村田真哉ほ 748 竹書房 26 おまわりさんと悪女ちゃん（２）（完） まどろみ太郎 968 双葉社 15 悪役令嬢は旦那様と離縁がしたい！～好き勝長舩みずほ/華宮ルキ（ツ 704 リブレ 10 嫌いでいさせて（３） ひじき 758
キルタイ 8 医者と被験体さん。（２） 篠崎ゆうま 803 小学館ク 29 ローゼンガーテン・サーガ（３） 富士防人/外岡馬骨 748 竹書房 26 森田さんは無口（20） 佐野妙 946 双葉社 15 薬屋経営してみたら、利益が恐ろしいことにな樋木ゆいち/まいか（ツギ 704 リブレ 20 先生は俺のモノ（シロハート）（笑）（１） あらをか青い 660
キルタイ 8 六畳一魔（３） 鹿島初 693 ジーウォ 29 なんて無様な恋でしょう 中井 800 竹書房 26 ERROR FREE LIFE！ 直野儚羅 781 双葉社 15 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（ツギクル 704 リブレ 20 恋するヘタレはいつも不器用（２） 九重ヤエ 660
キルタイ 8 今日の召喚部屋 アユタミシン 693 ジーウォ 29 （成）妹すきゃんだる（仮） 松任知基 1100 竹書房 30 鮫族への捧げ物 さとみち 781 双葉社 15 死にやすい公爵令嬢と七人の貴公子（２） 鈴木イゾ/瀬尾照 704 リブレ 22 渇いた私をその愛で揺らして（７） 深海ゆゆ 748
キルタイ 9 （成）二次元コミックマガジン　ママ活百合えっ ぎゅうひもち/くうねりんほ 1100 ジーウォ 29 （成）淫撮フォトグラフ あずせ 1100 竹書房 30 うめともものふつうの暮らし（３） 藤沢カミヤ 825 双葉社 15 ヒトを勝手に参謀にするんじゃない、この覇王 ｙｏｓ/港瀬つかさ 704 道玄坂書 18 PUNK RELIFE レンジ 740
キルタイ 15 転生したらパーティが男の子だらけだったけど丸井シロ 693 ジーウォ 29 （成）アプリ開いたら異種族と性交することにな舞原マツゲ 1100 竹書房 30 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだ 林ふみの 759 双葉社 15 後宮の花は偽りをまとう（４） 六格レンチ/天城智尋 704 ワニマガ 15 （成）チンプル堀田作品集 チンプル堀田 1210
キルタイ 15 根津さんの恩返し（１） ハマサキ 750 祥伝社 8 ジェンダーレス男子に愛されています。（４） ためこう 770 竹書房 30 うちの会社の小さい先輩の話（３） 斎創 748 双葉社 17 Let's豪徳寺！SECOND（４） 庄司陽子 814 ワニマガ 15 （成）ドラムス作品集 ドラムス 1210
キルタイ 19 （成）二次元コミックマガジン　生体ユニット機械アヘ丸/まゃ～吾郎ほか 1100 祥伝社 8 ジーンブライド（１） 高野ひと深 759 大都社 11 30代くたびれリーマンを癒すならカラダで（２） 相田早智子 770 双葉社 17 グランマの憂鬱（９） 高口里純 792 ワニマガ 30 （成）亜美寿真作品集 亜美寿真 1210
キルタイ 19 （成）二次元コミックマガジン　メスガキ催眠制 しろすず/浪花道またたび1100 祥伝社 8 ゴールデンラズベリー（２） 持田あき 770 大都社 11 脱いだら絶倫！？（６） 嶋永のの 715 双葉社 18 七曜人格症候群（２）（完） 七清水くらげ 715 ワニマガ 30 （成）春日野トバリ作品集 春日野トバリ 1210
キルタイ 19 （成）くっ殺ヒロインズSP（８） しーあーる/尻戦車ほか 1320 祥伝社 8 花のあすか組！∞インフィニティ（９） 高口里純 770 大都社 25 快楽中毒 上川きち 770 双葉社 18 入浴ヤンキース（３）（完） 奥嶋ひろまさ 737 ワニマガ 30 （成）アナタとがちんこ対決（ベタハート） 軽部ぐり 1210

双葉社 18 みどりの星と屑（４）（完） 瀬崎ナギサ 737 ワニマガ 30 火鳥作品集 火鳥 1210



２０２１年　１１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 5 ベトナム戦記[新装版] 開高健/秋元啓一 1100 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ラピスリライツ　魔女たちのアルバム（２）　super あさのハジメ/Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＰＡＲ 990 講談社 講談社文庫 16 恵比寿屋喜兵衛手控え　新装版 佐藤雅美 979

朝日新聞出版朝日文庫 5 いいことから始めよう　スヌーピーと仲間たちからエイブラハム・Ｊ・ツワルスキ 900 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ノーゲーム・ノーライフ（11）　ゲーマー兄妹達はカ榎宮祐 未定 講談社 講談社文庫 16 作家ごはん（仮） 福澤徹三 748

朝日新聞出版朝日文庫 5 相棒　season19（中） 輿水泰弘ほか/碇卯人 1012 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ベノム（２）　求愛性少女症候群 城崎/かいりきベアほか 未定 講談社 講談社文庫 16 福の神　大江戸閻魔帳（６） 藤井邦夫 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 D-鬼哭旅 菊地秀行/天野喜孝 968 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 俺の姉は異世界最強の支配者『らしい』 雨井呼音/みれあ 未定 講談社 講談社文庫 16 【新装版】時生 東野圭吾 990

朝日新聞出版朝日文庫 5 あちらにいる鬼 井上荒野 814 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 泥帽子（仮） 両生類かえる/甘城なつき 未定 光文社 光文社文庫 16 平場の月 朝倉かすみ 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 となりの脳世界 村田沙耶香 880 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ライアー・ライアー（９） 久追遥希/ｋｏｎｏｍｉ（きのこの未定 光文社 光文社文庫 16 雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール呉勝浩 未定

朝日新聞出版朝日文庫 5 ドクターM ポイズン 関根亨/海堂尊ほか 968 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 探偵はもう、死んでいる。（６） 二語十/うみぼうず 未定 光文社 光文社文庫 16 レッドデータ　麻薬取締官・霧島彩（３） 辻寛之 未定

岩波書店 岩波文庫 12 あらくれ・新世帯 徳田秋声 935 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ラブゲームはハッカ味（仮） かつび圭尚/みすみ 未定 光文社 光文社文庫 16 正しい愛と理想の息子 寺地はるな 未定

岩波書店 岩波文庫 12 マンスフィールド・パーク（上） ジェイン・オースティン/新井 1320 KADOKAWA メディアワークス文 25 幻国の菓子使い 未定 未定 光文社 光文社文庫 16 GIプリン 渡辺淳子 未定

岩波書店 岩波文庫 12 ドガ　ダンス　デッサン ポール・ヴァレリー/塚本昌則1485 KADOKAWA メディアワークス文 25 吸血鬼は目を閉じ、十字を切った（仮） 酒場御行 未定 光文社 光文社文庫 16 ひまつぶしの殺人　新装版 赤川次郎 未定

岩波書店 岩波文庫 12 反啓蒙思想　他二篇 バーリン/松本礼二 990 KADOKAWA メディアワークス文 25 座敷童子の代理人（９） 仁科裕貴 未定 光文社 光文社文庫 16 狩人　異形コレクション（52） 井上雅彦 未定

岩波書店 岩波現代文庫 12 完本　中国再考　─領域・民族・文化 葛兆光/辻康吾ほか 1540 KADOKAWA メディアワークス文 25 花とメイドと宮廷画家　盗まれた乙女の肖像 未定 未定 光文社 光文社文庫 16 水神様の舟 芳納珪 未定

岩波書店 岩波現代文庫 12 ヨーロッパ・コーリング・リターンズ　─社会・政治 　ブレイディみかこ 1265 KADOKAWA ファミ通文庫 29 【擬人化】スキルでチート美少女を生み出してハ 朝凪シューヤ 未定 光文社 光文社文庫 16 消えた雛あられ　はたご雪月花（２） 有馬美季子 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 出稼ぎ令嬢の婚約騒動（４）　次期公爵様は新婚黒湖クロコ/ＳＵＺ 730 KADOKAWA 角川スニーカー文庫#### ひげを剃る。そして女子高生を拾う。　Another s   しめさば/ぶーた 704 光文社 光文社文庫 16 なびく髪　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 王妃様が男だと気づいた私が、全力で隠蔽工作 　梨沙/まろ 730 KADOKAWA 角川スニーカー文庫#### 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 748 光文社 光文社文庫 16 乱心　鬼役参　 新装版 坂岡真 未定

一迅社 メリッサ文庫 30 共に笑い合えるその日まで　―孤独な騎士は最碧貴子/芦原モカ 770 KADOKAWA 角川スニーカー文庫#### 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って雲雀湯/シソ 748 光文社 光文社文庫 16 二天一流の猿　望月竜之進　十番勝負 風野真知男 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 4 傲慢御曹司は愛の奴隷（仮） 月城うさぎ/芦原モカ 792 KADOKAWA 角川スニーカー文庫#### 絶対無敵の解錠士 鈴木竜一/ＵＧＵＭＥ 704 光文社 光文社文庫 16 五番勝負　若鷹武芸帖 岡本さとる 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 4 番人の花嫁（仮） 最賀すみれ/炎かりよ 770 KADOKAWA 角川スニーカー文庫#### 落第賢者の学院無双（７）　～二度転生した最強白石新/魚デニム 770 光文社 光文社古典新訳文 16 未成年（１） ドストエフスキー/亀山郁夫 未定

イースト・プレス悦文庫 10 童貞係長の卒業式（仮） 霧原一輝 792 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 #### 後宮彩妃伝　その寵妃、天賦の筆で初恋を隠すたちばな立花/べっこ 未定 光文社 光文社古典新訳文 16 フロイト、無意識について語る フロイト/中山元 未定

イースト・プレス悦文庫 10 秘湯でしっぽり（仮） 葉月奏太 792 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 #### おちこぼれ砂魔法師と青銀の約束 三浦まき/ミュシャ 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 江戸っ子出世侍（５） 早瀬詠一郎 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 海防艦激闘記 隈部五夫ほか 1012 KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 #### 落ちぶれ才女の幸福　陛下に棄てられたので、 瀬尾優梨/一花夜 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 人情めし江戸屋（２） 倉阪鬼一郎 715

潮出版社 潮文庫 5 それでもぼくたちは生きている セラ・ミラノ 1100 KADOKAWA 角川ルビー文庫 #### 有翼の騎士の一途な求愛 佐竹笙/未定 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 殿さま忍者（５） 聖龍人 715

ヴィレッジブッ ｖｉｌｌａｇｅｂｏｏｋｓ 26 イヴ&ローク中篇集（仮） Ｊ・Ｄ・ロブ/青木悦子 1078 河出書房新社 河出文庫 8 世界を読み解く科学本（仮） 山本貴光 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 ぶらり平蔵　剣客参上【決定版】（１） 吉岡道夫 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 陰キャラ教師、高宮先生は静かに過ごしたいだ 明乃鐘/ａｌｒａｃｏｃｏ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 歩道橋の魔術師 呉明益/天野健太郎 1078 コスミック出版 コスミック時代文庫 10 ぶらり平蔵　魔刃疾る【決定版】（２） 吉岡道夫 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 王女殿下はお怒りのようです（７） 八ツ橋皓/凪白みと 未定 河出書房新社 河出文庫 8 テヘランでロリータを読む アーザル・ナフィーシー/市川1672 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 波動大戦（２）　（仮） 橋本純 1019

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 王立魔術学院の《魔王》教官（１） 遠藤遼/茶ちえ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 キンドレッド オクテイヴィア・Ｅ・バトラー/風1672 コスミック出版 コスミック文庫 17 鳥辺野心中 花房観音 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 百合の間に挟まれたわたしが、勢いで二股して としぞう/椎名くろ 未定 河出書房新社 河出文庫 8 21 Lessons　21世紀の人類のための21の思考 ユヴァル・ノア・ハラリ/柴田裕1320 コスミック出版 コスミックセシル文 20 金獅子王と運命の花嫁（２）　～ふわふわ天使と 宮本れん 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 魔王と竜王に育てられた少年は学園生活を無双熊乃げん骨/無望菜志 未定 河出書房新社 河出文庫 8 怒り　心の炎を静める知恵 ティク・ナット・ハン/岡田直子1089 コスミック出版 コスミックセシル文 20 人気俳優と愛されベビーシッターの初恋（仮） 一文字鈴 715

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 河出書房新社 河出文庫 8 ベンヤミン　メディア・芸術論集 ヴァルター・ベンヤミン/山口 1430 三交社 艶情文庫 30 未定 末廣圭 794

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 8 サンタクロースの贈物　クリスマス×ミステリー 新保博久 1089 三交社 艶情文庫 30 未定 庵乃音人 794

KADOKAWA 電撃文庫 10 メイジアン・カンパニー（３） 佐島勤/石田可奈 704 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 12 ヒトは大噴火によって服を着た？！　天変地異にリベラルアーツ研究班 792 彩図社 彩図社文庫 17 綺麗事や建前ではないヤクザの話 てつ 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスを 香坂マト/がおう 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 12 エロい「古事記」（仮） 林義人 792 彩図社 彩図社文庫 17 禁断の雑学　誰もが口を閉ざす衝撃の雑学250 黒い雑学研究会 792

KADOKAWA 電撃文庫 10 ガンゲイル・オンライン（11）　―フィフス・スクワッ時雨沢恵一/川原礫ほか 未定 河出書房新社 河出文庫 17 マスードの戦い　アフガニスタン、伝説の指導者 長倉洋海 1056 集英社 集英社文庫 19 夢の島　（仮） 大沢在昌 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 護衛のメソッド　最大標的の少女と頂点の暗殺者小林湖底 未定 河出書房新社 河出文庫 26 古代ローマ人の帝国（上） アルベルト・アンジェラ/関口 1100 集英社 集英社文庫 19 「赤い追憶」阿刀田高傑作短編集　（仮） 阿刀田高 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ユア・フォルマ（３）　電索官エチカと群衆の見た夢菊石まれほ/野崎つばた 未定 河出書房新社 河出文庫 26 古代ローマ人の帝国（下） アルベルト・アンジェラ/関口 1100 集英社 集英社文庫 19 芙蓉の干城　（仮） 松井今朝子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 僕らのセカイはフィクションで 夏海公司/Ｅｎｊｉ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 極道保育（２） 佐野晶 748 集英社 集英社文庫 19 喉の奥なら傷ついてもばれない　（仮） 宮木あや子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ニートとサキュバス（仮） 有象利路/猫屋敷ぷしお 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 信長鉄道 豊田巧 748 集英社 集英社文庫 19 われは歌えどもやぶれかぶれ　（仮） 椎名誠 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ドラキュラやきん！（４） 和ヶ原聡司/有坂あこ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 SIS 丹沢湖駐在　武田晴虎（２） 鳴神響一 814 集英社 集英社文庫 19 「NO」から始めない生き方　先端医療で働く外科 　加藤友朗 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 あなたの家族になれますか？（仮） なかひろ/涼香 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 15 未定 矢崎存美 638 集英社 集英社文庫 19 聖なるズー　（仮） 濱野ちひろ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 日和ちゃんのお願いは絶対（４） 岬鷺宮/堀泉インコ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 15 日雇い浪人生活録（12） 上田秀人 726 集英社 集英社文庫 19 義時―運命の輪　（仮） 奥山景布子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 娘じゃなくて私が好きなの！？（６） 望公太/ぎうにう 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 18 ハーレムナイトメア　～孤独な少年は、復讐鬼の竹内けん/シロクマＡ 792 集英社 集英社文庫 19 『五足の靴』をゆく　明治の修学旅行　（仮） 森まゆみ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 こんな可愛い許嫁がいるのに、他の子が好きな ミサキナギ/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 10 明け方の若者たち カツセマサヒコ 未定 集英社 集英社文庫 19 最新！世界の常識検定　（仮） 一田和樹 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗小田ヒロ/Ｔｓｕｂａｓａ．ｖ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 溺愛社長と美味しい約束 安曇ひかる/鈴倉温 726 集英社 集英社文庫 19 ポンチョに夜明けの風はらませて　（仮） 早見和真 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 茉莉花官吏伝（11）　其の才、花と共に発くを争う石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 18 恋するうさぎは先生に夢中 伊勢原ささら/陵クミコ 726 集英社 集英社文庫 19 朱花の恋　易学者・新井白蛾奇譚　（仮） 三好昌子 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 お飾り王妃になったので、こっそり働きに出ること 　富樫聖夜/まち 未定 講談社 講談社学術文庫 4 読書手帖 講談社学術文庫編集部 440 集英社 集英社文庫 19 九代目長兵衛口入稼業（３）　（仮） 小杉健治 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 龍に恋う（３）　贄の乙女の幸福な身の上 道草家守/ゆきさめ 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 4 龍の始末、Dr.の品格 樹生かなめ/奈良千春 902 集英社 集英社文庫 19 嘘つきは姫君のはじまり　（仮） 松田志乃ぶ 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 メイデーア転生物語（５）　扉の向こうの魔法使い友麻碧/雨壱絵穹 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 4 ブライト・プリズン　学園の薔薇と純潔の誓い 犬飼のの/彩 990 集英社 集英社オレンジ文庫 19 威風堂惡女（８）　（仮） 白洲梓/蔀シャロン 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 講談社 講談社Ｘ文庫 4 サン・ピエールの宝石迷宮　傲慢な王と呪いの指篠原美季/サマミヤアカザ 858 集英社 集英社オレンジ文庫 19 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音（６）　（仮） 瑚池ことり/六七質 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 止まり木ダイニング　誰かと食べる晩ご飯 望月くらげ/サコ 未定 講談社 講談社学術文庫 11 平安王朝 目崎徳衛/佐藤全敏 1353 集英社 集英社オレンジ文庫 19 少女騎士と夏追いの旅　（仮） せひらあやみ/細居美恵子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 千駄木ねこ茶房の文豪ごはん（２）　あったか牛鍋山本風碧/花邑まい 未定 講談社 講談社学術文庫 11 港の世界史 高見玄一郎 1496 集英社 集英社オレンジ文庫 19 青の時代　（仮） 喜咲冬子/月子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 女王オフィーリアよ、己の死の謎を解け 石田リンネ/未定 未定 講談社 講談社学術文庫 11 日本酒の世界 小泉武夫 1100 集英社 集英社オレンジ文庫 19 ハケン飯友（３）　（仮） 椹野道流/内田美奈子 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 公女殿下の家庭教師（10）　千年の都 七野りく/ｃｕｒａ 726 講談社 講談社学術文庫 11 素朴と文明の歴史学　精選・東洋史論集 宮崎市定/井上文則 1617 集英社 ダッシュエックス文 25 君は僕の後悔（２） しめさば/しぐれうい 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 オーク英雄物語（３）　忖度列伝 理不尽な孫の手/朝凪 未定 講談社 講談社タイガ 16 これでは数字が取れません（２） 望月拓海/鈴木りつ 880 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（７） 三木なずな/さくらねこ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 親の再婚でできた義理の弟…じゃなくて妹が可愛白井ムク/草薙アキほか 未定 講談社 講談社文庫 16 クジオのさかな会計士 ジャンニ・ロダーリ/内田洋子 880 集英社 ダッシュエックス文 25 友達のお姉さんと陰キャが恋をするとどうなるのおかゆまさき/長部トムほか 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 サベージファングお嬢様（２）　史上最強の傭兵は赤石赫々/かやはら 未定 講談社 講談社文庫 16 森には森の風が吹く 森博嗣 770 集英社 ダッシュエックス文 25 ログアウトしたのはVRMMOじゃなく本物の異世界 　とーわ/ＫｅＧ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 不登校の幼馴染が学校に行く条件は、毎日俺と倉敷紺/ぽりごん。 未定 講談社 講談社文庫 16 もう生まれたくない 長嶋有 858 集英社 ダッシュエックス文 25 宮廷テイマー、コストカットで追放されて自由を得 　すかいふぁーむ/さなだケイス未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 かまって新卒ちゃんが、飲みやホテルに毎回誘 　凪木エコ/Ｒｅ岳ほか 未定 講談社 講談社文庫 16 霊獣記　獲麟の書（上） 篠原悠希 726 集英社 ダッシュエックス文 25 レベルリセット（２）　～ゴミスキルだと勘違いした雷舞蛇尾/さかなへん 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 義妹は浮気に含まれないよ、お兄ちゃん（１） 三原みつき/平つくね 未定 講談社 講談社文庫 16 ありんす国の料理人（２） 神楽坂淳 693 小学館 小学館文庫 5 トヨトミの逆襲 梶山三郎 836

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 キミは妹の友達？　ただの女友達？　それとも―エパンテリアス/椎名くろ 未定 講談社 講談社文庫 16 陰陽少女（２）　（仮） 古野まほろ 902 小学館 小学館文庫 5 漫画ひりひり 風カオル 792

KADOKAWA 角川文庫 20 彼女が好きなものはホモであって僕ではない　 再浅原ナオト/新井陽次郎 未定 講談社 講談社文庫 16 大天使はミモザの香り 高野史緒 770 小学館 小学館文庫 5 かすがい食堂　あしたの色 伽古屋圭市 682

KADOKAWA 角川文庫 20 サナトリウム 未定/岡本由香子 未定 講談社 講談社文庫 16 落語魅捨理全集　坊主の愉しみ 山口雅也 902 小学館 小学館文庫 5 私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー 792

KADOKAWA 角川文庫 20 遺跡発掘師は笑わない　火と剣の国（仮） 桑原水菜/睦月ムンク 未定 講談社 講談社文庫 16 歪んだ波紋 塩田武士 924 小学館 小学館文庫 5 アイスランド　絶景と幸福の国へ 椎名誠 616

KADOKAWA 角川文庫 20 向島・箱屋の新吉（５）　（仮） 小杉健治 未定 講談社 講談社文庫 16 ＃柚莉愛とかくれんぼ 真下みこと 693 小学館 小学館文庫 5 犬から聞いた素敵な話～涙あふれる14の物語 山口花 682

KADOKAWA 角川文庫 20 「違うこと」をしないこと 吉本ばなな 未定 講談社 講談社文庫 16 イーハトーブの幽霊 内田康夫 748 小学館 小学館文庫 5 吉祥寺デイズ　うまうま食べもの　うしうしゴシップ山田詠美 858

KADOKAWA 角川文庫 20 こうして誰もいなくなった 有栖川有栖 未定 講談社 講談社文庫 16 戦百景　桶狭間の戦い 矢野隆 836 小学館 小学館文庫 5 現代の小説2021 短編ベストコレクション　日本文日本文藝家協会 990

KADOKAWA 角川文庫 20 それでも空は青い 荻原浩 未定 講談社 講談社文庫 16 うちの旦那が甘ちゃんで　鼠小僧次郎吉編 神楽坂淳 693 小学館 小学館文庫 5 えんま様のもっと！忙しい49日間　新宿七不思議霜月りつ 693

KADOKAWA 角川文庫 20 菩薩の船　大江戸定年組 風野真知雄 未定 講談社 講談社文庫 16 怪し火　公家武者信平ことはじめ（６） 佐々木裕一 770 小学館 小学館文庫 5 おばさん探偵ミス・メープル　薔薇窓ホテルにて 柊坂明日子 638

KADOKAWA 角川文庫 20 美しき闘争（上） 松本清張 未定 小学館 ガガガ文庫 18 ここでは猫の言葉で話せ 昏式龍也 704

KADOKAWA 角川文庫 20 美しき闘争（下） 松本清張 未定 小学館 ガガガ文庫 18 負けヒロインが多すぎる！（２） 雨森たきび 704

KADOKAWA 角川文庫 20 お茶壺道中 梶よう子 未定 小学館 ガガガ文庫 18 霊能探偵・藤咲藤花は人の惨劇を嗤わない 綾里けいし 660

KADOKAWA 角川文庫 20 日本のヤバい女の子　抵抗編 はらだ有彩 未定 小学館 ガガガ文庫 18 弥生ちゃんは秘密を隠せない ハマカズシ 660

KADOKAWA 角川文庫 20 後宮の検屍女官（２） 小野はるか 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 異界で魔物に愛玩されています 夕映月子/陵クミコ 748

KADOKAWA 角川文庫 20 しずく石町の法律家は狼と眠る 菅野彰 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 恋する一角獣 小林典雅/おおやかずみ 748

KADOKAWA 角川文庫 20 麒麟児 冲方丁 未定 新潮社 新潮文庫 27 黄色いマンション　黒い猫 小泉今日子 539

KADOKAWA 角川文庫 20 銀河忍法帖 山田風太郎 未定 新潮社 新潮文庫 27 1R1分34秒 町屋良平 539

KADOKAWA 角川文庫 20 スペードの女王 横溝正史 未定 新潮社 新潮文庫 27 鬼憑き十兵衛 大塚已愛 781

KADOKAWA 角川文庫 20 大正幽霊アパート鳳銘館の新米管理人（２） 竹村優希 未定 新潮社 新潮文庫 27 徴産制 田中兆子 737

KADOKAWA 角川文庫 20 日本、遥かなり　エルトゥールルの「奇跡」と邦人門田隆将 未定 新潮社 新潮文庫 27 問答無用 櫻井よしこ 737

KADOKAWA 角川文庫 20 青山に在り 篠綾子 未定 新潮社 新潮文庫 27 ノモレ 国分拓 781

KADOKAWA 角川文庫 20 島津豊久　忠義の闘将 近衛龍春 未定 新潮社 新潮文庫 27 辞表　高杉良傑作短編集 高杉良 693

KADOKAWA 角川文庫 20 大河の剣（４） 稲葉稔 未定 新潮社 新潮文庫 27 ノースライト 横山秀夫 880

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 20 インド史　南アジアの歴史と文化 未定 未定 新潮社 新潮文庫 27 トヨタ物語 野地秩嘉 935

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 20 吾妻鏡　ビギナーズ・クラシックス　日本の古典 西田友広 未定 新潮社 新潮文庫 27 しゃばけスピンオフ（２） 畠中恵 693

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 20 風土記　ビギナーズ・クラシックス　日本の古典 橋本雅之 未定 新潮社 新潮文庫 27 しゃばけごはん 畠中恵/川津幸子 506

KADOKAWA 角川ホラー文庫 20 こわい本（７）　闇 楳図かずお 未定 新潮社 新潮文庫 27 古の結縁　龍ノ国幻想（２） 三川みり 781

KADOKAWA 角川ホラー文庫 20 異形の匣　小池真理子ホラー傑作選（仮） 小池真理子/東雅夫 未定 新潮社 新潮文庫 27 コンビニ兄弟（２） 町田そのこ 649

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

実業之日本Ｊノベルライト文庫 8 RAIL WARS!　Exp 警四☆トロピカル戦線！ 豊田巧/バーニア６００ 770 中央公論新中公文庫 19 たそがれてゆく子さん 伊藤比呂美 704 二見書房 二見サラ文庫 11 帝都契約結婚　～だんな様とわたしの幸せな秘 佐々木禎子/龍本みお 748

実業之日本Ｊノベルライト文庫 19 竜に育てられた最強　～全てを極めた少年は人すかいふぁーむ/ｅｐｉｎａほか 770 中央公論新中公文庫 19 戦国鬼譚　惨 伊東潤 726 二見書房 二見サラ文庫 11 笙国花煌演義（２）　～本好き公主、いざ後宮へ 野々口契/漣ミサ 748

祥伝社 祥伝社文庫 12 ソトゴト　梟が目覚めるとき 森詠 未定 中央公論新中公文庫 19 ホモ・クレアンス　ハッカー黒木の予言と遍歴 榎本憲男 902 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 美人保健教諭の童貞指南（仮） 星名ヒカリ 792

祥伝社 祥伝社文庫 12 未定 宮津大蔵 未定 中央公論新中公文庫 19 連合艦隊　参謀長の回想 草鹿龍之介 968 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 少女中毒（仮） 殿井穂太 792

祥伝社 祥伝社文庫 12 疑惑領域　突撃警部 南英男 未定 中央公論新中公文庫 19 雨上がり月霞む夜 西條奈加 792 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 素人告白スペシャル　素晴らしい秋の熟女体験 素人投稿編集部 792

祥伝社 祥伝社文庫 12 虎狼狩り　介錯人父子斬日譚 鳥羽亮 未定 中央公論新中公文庫 19 竹ノ御所鞠子 杉本苑子 902 マドンナメイ マドンナメイト文庫 11 隣のハーフ美少女（仮） 吉野純雄 792

祥伝社 祥伝社文庫 12 女房は式神遣い！ 五十嵐佳子 未定 中央公論新中公文庫 19 作家と家元 立川談志 968 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　22 ラヴァー・アヴェンジド（上）　（原題） Ｊ・Ｒ・ウォード/安原和見 1518

祥伝社 祥伝社文庫 12 伏竜　蛇杖院かけだし診療録 馳月基矢 未定 中央公論新中公文庫 19 えちごトキめき鉄道殺人事件 西村京太郎 682 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　22 ラヴァー・アヴェンジド（下）　（原題） Ｊ・Ｒ・ウォード/安原和見 1518

祥伝社 祥伝社黄金文庫 12 「型破り」の発送力 齋藤孝 未定 中央公論新中公文庫 19 愛なき世界（上） 三浦しをん 748 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　22 ノーボデイズ・デューク（原題） スカーレット・スコット/芦原夕 1320

祥伝社 祥伝社黄金文庫 12 親が認知症かなと思ったら読む本 和田秀樹 未定 中央公論新中公文庫 19 愛なき世界（下） 三浦しをん 748 二見書房 シャレード文庫 24 天翔ける王の愛贄　～天鳳界綺譚～ 楠田雅紀/羽純ハナ 743

スターツ出ベリーズ文庫 8 敏腕パイロットの容赦ない愛し方（一生離しても 葉月りゅう 704 中央公論新中公文庫 19 フルトヴェングラーかカラヤンか ヴェルナー・テーリヒェン/高辻 1100 二見書房 シャレード文庫 24 執着Domの愛の証 秀香穂里/御子柴リョウ 715

スターツ出ベリーズ文庫 8 外交官の激愛～秘密の一夜で身ごもった子ごと藍里まめ 704 中央公論新中公文庫 19 新装版　マンガ日本の歴史（20）　内憂外患と天 石ノ森章太郎 924 二見書房 シャレード文庫 24 二人の被写界深度 西門/橋本あおい 710

スターツ出ベリーズ文庫 8 身代わり花嫁の不幸な結婚。のはずでした。（仮晴日青 704 中央公論新中公文庫 19 天の血脈（３） 安彦良和 990 二見書房 二見文庫　官能シ 26 週末の蜜戯（仮） 葉月奏太 792

スターツ出ベリーズ文庫 8 隠れ家のようなアパートで、東京タワーに愛を誓皐月なおみ 704 鉄人社 鉄人文庫 15 戦慄の未解決ミステリー88 鉄人ノンフィクション編集部 704 二見書房 二見時代小説文庫 26 罷免家老　世直し帖（２） 瓜生颯太/森豊 770

スターツ出ベリーズ文庫 8 懐妊お見合い婚～妊娠から出産までに愛を育む田崎くるみ 704 鉄人社 鉄人文庫 15 大ヒットアニメ・マンガの超ヤバい神回 鉄人社編集部 693 二見書房 二見時代小説文庫 26 古来稀なる大目付（４） 藤水名子/安里英晴 770

スターツ出ベリーズ文庫 8 転生したらラスボスの娘でした～悪役幼女ですが瑞希ちこ 704 徳間書店 徳間文庫 9 グリーン・グリーン　新米教師二年目の試練 あさのあつこ 737 二見書房 二見時代小説文庫 26 柳橋ものがたり（７） 森真沙子/蓬田やすひろ 770

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 お嬢様、××のお時間です。（仮） 干支六夏 550 徳間書店 徳間文庫 9 さよならのためだけに　〈新装版〉 我孫子武丸 847 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 笹井小夏は振り向かない 青田風 682

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 吸血鬼くんと、キスより甘い溺愛契約（２）　（仮） みゅーな＊＊ 550 徳間書店 徳間文庫 9 ハルビン・カフェ 打海文三 1056 文藝春秋 文春文庫 9 雪見酒　新・酔いどれ小籐次（21） 佐伯泰英 858

スターツ出ケータイ小説文庫ピ 25 むすんで、ひらいて、恋をして（仮） 碧井こなつ 550 徳間書店 徳間文庫 9 捜査一課係長　柳原明日香　〈新装版〉 黒崎視音 737 文藝春秋 文春文庫 9 レフトハンド・ブラザーフッド（上） 知念実希人 770

スターツ出スターツ出版文庫 29 遊郭の花嫁（仮） 小春りん 660 徳間書店 徳間文庫 9 死だけが私の贈り物 小泉喜美子 902 文藝春秋 文春文庫 9 レフトハンド・ブラザーフッド（下） 知念実希人 748

スターツ出スターツ出版文庫 29 眠り姫は目覚めない（仮） 此見えこ 660 徳間書店 徳間文庫 9 スクエア　横浜みなとみらい署暴対係 今野敏 836 文藝春秋 文春文庫 9 異郷のぞみし　空也十番勝負（４）　決定版 佐伯泰英 814

スターツ出スターツ出版文庫 29 私の推しのアラタくん（仮） 麻沢奏 660 徳間書店 徳間文庫 9 やぶにらみの時計 都筑道夫 825 文藝春秋 文春文庫 9 帰還 堂場瞬一 858

スターツ出スターツ出版文庫 29 夜叉の鬼神と身籠り政略結婚（３）　～夜叉姫は 沖田弥子 660 徳間書店 徳間文庫 9 白いメリーさん 中島らも 880 文藝春秋 文春文庫 9 中野のお父さんは謎を解くか 北村薫 748

青春出版社青春文庫 10 「腸ストレス」が　消える食事 松生恒夫 880 徳間書店 徳間文庫 9 十津川警部　追憶のミステリー・ルート 西村京太郎 814 文藝春秋 文春文庫 9 出世商人（４） 千野隆司 704

青春出版社青春文庫 10 日本人の禁忌〈タブー〉 新谷尚紀 880 徳間書店 徳間文庫 9 ブルーブラッド 藤田宜永 990 文藝春秋 文春文庫 9 きみの正義は　社労士のヒナコ 水生大海 935

青春出版社青春文庫 10 もっと1秒で読む漢字 話題の達人倶楽部 1100 徳間書店 キャラ文庫 26 DEADLOCK番外編（３）　（仮） 英田サキ/高階佑 682 文藝春秋 文春文庫 9 殺し屋、続けてます。 石持浅海 814

アルファポエタニティ文庫 4 クセモノ紳士と偽物令嬢 月城うさぎ 704 徳間書店 キャラ文庫 26 なれの果ての、その先に（仮） 沙野風結子/小山田あみ 682 文藝春秋 文春文庫 9 ゆるキャラの逆襲　桑潟幸一准教授のスタイリッ奥泉光 880

アルファポエタニティ文庫 4 ドS御曹司の花嫁候補 槇原まき 704 徳間書店 キャラ文庫 26 恋の吊り橋効果、試しませんか？（３）　（仮） 神香うらら/北沢きょう 682 文藝春秋 文春文庫 9 高倉健、その愛。 小田貴月 924

アルファポエタニティ文庫 4 観察対象の彼はヤンデレホテル王でした。 秋桜ヒロロ 704 ハーパーコヴァニラ文庫 2 王子な騎士団長は薬草好きの令嬢を溺愛してめ熊野まゆ/氷堂れん 704 文藝春秋 文春文庫 9 知性は死なない　平成の鬱をこえて 與那覇潤 935

アルファポアルファライト文庫 10 異世界をスキルブックと共に生きていく（３） 大森万丈 671 ハーパーコヴァニラ文庫 2 腹黒御曹司の蜜愛妻になりましたが、やっぱり全水城のあ/ウエハラ蜂 715 文藝春秋 文春文庫 9 モンテレッジォ　小さな村の旅する本屋の物語 内田洋子 935

アルファポアルファライト文庫 10 巻き込まれ召喚！？　そして私は『神』でした？ まはぷる 671 ハーパーコマーマレード文庫 10 離婚予定の契約妻ですが、旦那様に独占欲を注河野美姫 660 文藝春秋 文春文庫 9 あたいと他の愛 もちぎ 770

アルファポアルファライト文庫 10 最強Fランク冒険者の気ままな辺境生活？（３） 紅月シン 671 ハーパーコマーマレード文庫 10 秘密の一夜で身ごもったら、俺様CEOが溺愛全 夢野美紗 660 文藝春秋 文春文庫 9 炉辺荘のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリ/松本侑子 858

アルファポレジーナ文庫 10 とある小さな村のチートな鍛冶屋さん（１） 夜船紡 704 ハーパーコマーマレード文庫 10 執着御曹司のにせもの花嫁～一途な彼の企みで有坂芽流 660 文藝春秋 文春文庫 9 ブラック・スクリーム（上） ジェフリー・ディーヴァー/池田 990

アルファポレジーナ文庫 10 婚約破棄されまして（笑）（２） 竹本芳生 704 ハーパーコマーマレード文庫 10 身代わりだけど溺愛されました（仮） 望月沙菜 660 文藝春秋 文春文庫 9 ブラック・スクリーム（下） ジェフリー・ディーヴァー/池田 990

アルファポレジーナ文庫 10 転移先は薬師が少ない世界でした（２） 饕餮 704 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 涙のバージンロード ダイアナ・パーマー/霜月桂 660 プランタン出 オパール文庫 4 ずっと君を待っていた　一途な御曹司に抱かれる吉桜美貴/うすくち 未定

アルファポアルファポリス文庫 15 お稲荷様と私のほっこり日常レシピ 夕日 726 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 天使のほほ笑み ヘレン・ビアンチン/井上圭子 550 プランタン出 オパール文庫 4 久住さんは愛する手段を選ばない　策士な社長 麻生ミカリ/なおやみか 未定

アルファポアルファポリス文庫 24 尾道　神様の隠れ家レストラン（２） 瀬橋ゆか 726 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 背徳のキス アン・メイザー/田村たつ子 550 プランタン出 オパール文庫 4 クールな弁護士の不埒な条件（仮） 玉紀直/炎かりよ 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 好きな子にフラれたが、後輩女子から「先輩、私 柚本悠斗 770 ハーパーコハーレクインＳＰ文 12 億万長者のプロポーズ ソフィー・ウエストン/片山真紀 550 プランタン出 ティアラ文庫 17 高潔騎士さまは新妻への溺愛欲を我慢できない舞姫美/氷堂れん 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 我が驍勇にふるえよ天地（11）　～アレクシス帝国あわむら赤光/卵の黄身 836 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 壁の花のクリスマス リンゼイ・サンズ/さとう史緒 1040 プランタン出 ティアラ文庫 17 押しかけ騎士団長は愛妻を生涯かけて守りたい柚原テイル/田中琳 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 どうか俺を放っておいてくれ（２）　なぜかぼっちの相崎壁際/間明田 770 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 ハーレムの夜 スーザン・マレリー/藤田由美 860 プランタン出 ティアラ文庫 17 魔王の娘ですが勇者さまにめちゃめちゃ甘く愛さ七福さゆり/池上紗京 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 恋人全員を幸せにする話 天乃聖樹/たん旦 770 ハーパーコｍｉｒａｂｏｏｋｓ 12 サイレント･キス シャロン・サラ/新井ひろみ 920 フランス書院美少女文庫 19 落ちこぼれ剣士は魔滅の刃で反撃ハーレムを築朱月十話/をん 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 俺の姪は将来、どんな相手と結婚するんだろう？落合祐輔/けんたうろす 770 ハーパーコヴァニラ文庫 17 王弟殿下の秘密の恋人（仮） 佐倉紫/蜂不二子 704 フランス書院美少女文庫 19 会社に行きたくないOLだって恋をする（仮） 肥前文俊/大嘘 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 ただ制服を着てるだけ（２） 神田暁一郎/４０原 770 ハーパーコエロティカ・ラブロ・ 17 囚われの無垢な乙女は絶倫野獣に恋をする ポーシャ・ダ・コスタ/藤峰みち 1320 フランス書院美少女文庫 19 平凡だった私が性欲絶倫の褐色美少年に性処理水龍敬 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 家で無能と言われ続けた俺ですが、世界的にはｋｉｍｉｍａｒｏ/もきゅ 770 ハーパーコハーパーＢＯＯＫＳ 17 犠牲者の犠牲者（仮） ボー・スヴェーンストレム/富 1430 フランス書院フランス書院文庫 24 五人のシングルマザー（仮） 青葉羊 未定

SBクリエイＧＡ文庫 15 信長転生　～どうやら最強らしいので、乱世を終三木なずな/ぷきゅのすけ 792 ハーパーコハーレクイン文庫 26 十二月は恋の予感 ダイアナ・パーマー/岡田久実 740 フランス書院フランス書院文庫 24 人妻美臀病棟（仮） 北野剛雲 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 1 ふしだら田舎妻めぐり 桜井真琴 770 ハーパーコハーレクイン文庫 26 ふたつの結婚 キャロル・モーティマー/飯田 690 フランス書院フランス書院文庫 24 妻の母はさびしがりや（仮） 高宮柚希 未定

竹書房 竹書房文庫 2 昭和平成令和定食紀行（仮） 今柊二 880 ハーパーコハーレクイン文庫 26 ドクターは御曹子 ベティ・ニールズ/松本果蓮 690 フランス書院フランス書院文庫 24 青い体験　家政婦と義母と若後家（仮） 村崎忍 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 8 孕ませ巫女神楽（仮） 河里一伸/東克美 770 ハーパーコハーレクイン文庫 26 夜だけの恋人 シャロン・サラ/石川園枝 740 フランス書院フランス書院文庫 24 教え娘の母　塾講師は淫獣（仮） 紫倉瑶 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 15 発情温泉の兄嫁（仮） 北條拓人/妃耶八 770 ハーパーコハーレクイン文庫 26 シュガー・ベイビー ビバリー・バートン/星真由美 690 フランス書院フランス書院文庫 24 M妻・芙美香（仮） 綺羅光 未定

竹書房 竹書房文庫 18 立川談志まくらコレクション　これが最期の“まくら立川談志 990 ハーパーコハーレクイン文庫 26 不純な動機 エッシー・サマーズ/上村悦子 690 ぶんか社 まんがグリム童話 10 金瓶梅（49） 竹崎真実 700

竹書房 竹書房文庫 19 アサシン　クリード　ヴァルハラ　―ゲイルムンド マシュー・Ｊ・カービー/北川由1430 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 4 君の話 三秋縋 792 法藏館 法蔵館文庫 8 改訂　歴史のなかに見る親鸞 平雅行 1210

竹書房 竹書房ラブロマン文 22 囚われた女捜査官〈新装版〉 甲斐冬馬 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 4 無料より安いものもある　お金の行動経済学 ダン・アリエリー/ジェフ・クラ 880 法藏館 法蔵館文庫 8 東洋の合理思想 末木剛博 1320

竹書房 蜜夢文庫 22 歌のお姉さんは崖っぷち　御曹司との一生分の ぐるもり/蜂不二子 924 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 4 被告人ブル アルント・エルマー/ペーター 814 ポプラ社 ポプラ文庫 5 はつ恋 村山由佳 748

竹書房 蜜夢文庫 22 秘密のお仕事は恋の始まり！？　暴君ドクターの連城寺のあ/小島ちな 924 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 4 ウエスト・サイド・ストーリー〔新訳版〕 アーヴィング・シュルマン/北 858 ポプラ社 ポプラ文庫 5 湯島天神坂　お宿如月庵へようこそ　十三夜の巻中島久枝 748

竹書房 竹書房怪談文庫 29 恐怖箱　亡霊交差点（仮） 加藤一 748 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 17 ベルリンに堕ちる闇 サイモン・スカロウ/北野寿美 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 宮廷のまじない師（２） 顎木あくみ 770

竹書房 竹書房怪談文庫 29 実話怪談　野辺送り（仮） ひびきはじめ 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 17 ウィズアウト・サンクション ドン・ベントレー/黒木章人 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 貴公子探偵はチョイ足しグルメをご所望です 相沢泉見 814

竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談奇聞　憑キ纏イ（仮） 小田イ輔 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 チャヌカーの秘密の洞窟 星谷馨/アルント・エルマーほ 814 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 新装版　ラブオールプレー　夢をつなぐ風になれ小瀬木麻美 792

竹書房 竹書房怪談文庫 29 黒木魔奇録　魔女島（仮） 黒木あるじ 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 クロストーク（上） コニー・ウィリス/大森望 1100 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 5 僕たちの幕が上がる 辻村七子 770

竹書房 竹書房怪談文庫 29 怪談最恐戦2021（仮） 怪談最恐戦実行委員会 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 17 クロストーク（下） コニー・ウィリス/大森望 1100 ホビージャパＨＪ文庫 1 俺は知らないうちに学校一の美少女を口説いて 午前の緑茶/葛坊煽 693

竹書房 竹書房文庫 29 蜜欲（仮） 草凪優 770 原書房 コージーブックス 5 英国王妃の事件ファイル（14）　貧乏お嬢さま、追リース・ボウエン/田辺千幸 1078 ホビージャパＨＪ文庫 1 魔帝教師と従属少女の背徳契約（２） 虹元喜多朗/ヨシモト 693

竹書房 竹書房文庫 29 〈ギャロウェイ・ギャラハー〉シリーズ短篇集 ヘンリー・カットナー/山田順 1100 一二三書房ブレイブ文庫 30 レベル1の最強賢者（６）　～呪いで最下級魔法し木塚麻弥 836 ホビージャパＨＪ文庫 1 家事万能の俺が孤高（？）の美少女を朝から夜ま鼈甲飴雨/木なこ 693

竹書房 ラヴァーズ文庫 29 蜜言弄め～文系男に言葉責めされています～（ 西野花/國沢智 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 ペンギンのバタフライ 中山智幸 770 ホビージャパＨＪ文庫 1 〈Infinite Dendrogram〉―インフィニット・デンドログ海道左近/タイキ 693

竹書房 ラヴァーズ文庫 29 ラブコレ17thアニバーサリー ふゆの仁子/いおかいつきほ 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 婚活食堂（６）　（仮） 山口恵以子 748 ホビージャパＨＪ文庫 1 最凶の魔王に鍛えられた勇者、異世界帰還者た紺野千昭/ｆａｍｅ 693

宝島社 宝島社文庫 5 大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう　ステイホーム山本巧次 750 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 駒子さんは出世なんてしたくなかった（仮） 碧野圭 836 ホビージャパＨＪ文庫 1 六畳間の侵略者！？（39） 健速/ポコ 693

宝島社 宝島社文庫 5 遺跡探偵・不結論馬の証明　世界七不思議は甦蒼井碧 790 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 不協和音（３）　（仮） 大門剛明 770 ホビージャパＨＪ文庫 1 常勝魔王のやりなおし（３） アカバコウヨウ/アジシオ 693

宝島社 宝島社文庫 5 AIアテナの犯罪捜査　警察庁情報通信企画課〈 越尾圭 800 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 ラストで君は「まさか！」と言う　傑作選（仮） ＰＨＰ研究所 748 毎日新聞出版毎日文庫 1 やっぱり食べにいこう 原田マハ 770

宝島社 宝島社文庫 5 がんばらない勇気 ひろゆき 770 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 8 絵里奈の消滅（仮） 香納諒一 880 毎日新聞出版毎日文庫 1 島のエアライン（上） 黒木亮 880

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 5 教養としての世界の名言　365 佐藤優 1,210 PHP研究所ＰＨＰ文芸文庫 18 文蔵2021.12 「文蔵」編集部 825 毎日新聞出版毎日文庫 1 島のエアライン（下） 黒木亮 880

筑摩書房 ちくま文庫 12 スターメイカー オラフ・ステープルドン/浜口 1320 双葉社 双葉文庫 11 らんちう 赤松利市 726 マイクロマガ ことのは文庫 20 わが家は幽世の貸本屋さん　―無二の親子と永忍丸/六七質 770

筑摩書房 ちくま文庫 12 江戸衣装図鑑おんな編 菊地ひと美 1045 双葉社 双葉文庫 11 若旦那のひざまくら 坂井希久子 726 マイクロマガ ことのは文庫 20 神戸むこやま幻奇譚　貴方の魔物お祓いします 蒼月みかん/新井テル子 770

筑摩書房 ちくま文庫 12 江戸衣装図鑑おとこ編 菊地ひと美 1045 双葉社 双葉文庫 11 動機探偵　名村詩朗の洞察 喜多喜久 715 マイクロマガ ＧＣＮ文庫 20 放課後の迷宮冒険者　～日本と異世界を行き来樋辻臥命/かれい 737

筑摩書房 ちくま文庫 12 野呂邦暢　古本屋写真集 野呂邦暢/岡崎武志ほか 1100 双葉社 双葉文庫 11 後宮の男装妃、幽鬼を祓う 佐々木禎子 737 マイクロマガ ＧＣＮ文庫 20 反逆の勇者　～テンプレクソ異世界召喚と日本逆川崎悠/橘由宇 759

筑摩書房 ちくま文庫 12 変半身 村田沙耶香 880 双葉社 双葉文庫 11 麻雀放浪記（２）　風雲編 阿佐田哲也 759 マイナビ出版ファン文庫Ｔｅａｒｓ 11 5分で感動　書店にまつわる泣ける話 水城正太郎/神野オキナほか 792

筑摩書房 ちくま文庫 12 つげ忠男コレクション　吉田類と読む つげ忠男/吉田類 990 双葉社 双葉文庫 11 道後温泉　湯築屋（８）　神様のお宿で誓いの口 田井ノエル 704 マイナビ出版マイナビ出版ファン 19 万国菓子舗　お気に召すまま　～婚約のお菓子溝口智子/げみ 748

筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 魂の形について 多田智満子 1100 双葉社 双葉文庫 11 人妻の達人 草凪優 770 三笠書房 知的生きかた文庫 17 知れば知るほど得する税金の本（仮） 出口秀樹 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 メディアの文明史　コミュニケーションの傾向性とハロルド・アダムズ・イニス/久1650 双葉社 双葉文庫 11 桃色ファーストセックス（仮） 乃坂希 726 三笠書房 知的生きかた文庫 17 できるコンサルタントがしている　ロジカルシンキ西村克己 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 〈権利〉の選択 笹澤豊 1320 双葉社 双葉文庫 11 はぐれ又兵衛例繰控（４）　土枯らし（仮） 坂岡真 759 三笠書房 知的生きかた文庫 17 成功する人だけが知っている　本当の「引き寄せワタナベ薫 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 大企業の誕生　アメリカ経営史 Ａ・Ｄ・チャンドラー/丸山惠也 1210 双葉社 双葉文庫 11 若さま同心　徳川竜之助（７）　卑怯三刀流〈新装風野真知雄 693 三笠書房 知的生きかた文庫 17 いつも「ダメなほうへいってしまう」クセを治す方法大嶋信頼 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 評伝　岡潔　星の章 高瀬正仁 1870 双葉社 双葉文庫 11 新・浪人若さま　新見左近（８）　逆恨み（仮） 佐々木裕一 704 三笠書房 王様文庫 29 眠れないほどおもしろい吾妻鏡（仮） 板野博行 未定

中央公論新中公文庫 19 昭和の名短篇 荒川洋治 990 双葉社 双葉文庫 11 じゃりン子チエ（22） はるき悦巳 880 三笠書房 王様文庫 29 不思議なくらい気持ちが強くなる22のきっかけ（仮吉井雅之 未定

中央公論新中公文庫 19 食卓のつぶやき 池波正太郎 924 双葉社 モンスター文庫 30 極点の炎魔術師～ファイアボールしか使えない シクラメン/ミユキルリア 770 三笠書房 王様文庫 29 感情豊かな話し方（仮） 岩下宣子 未定
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