
2022年 　１月発売　コミック　（発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）予価は税込にて表示しています
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KADOKA 6 セックス＆ダンジョン！！（６） 佐原玄清/ミンカンスキー 715 KADOKA 26 OBSOLETE ハナブサレポート 曽野由大/ＥＸＯ－ＰＥＤ 未定 講談社 12 僕の奥さんはちょっと怖い（２） 栗田あぐり 715 集英社 4 僕とロボコ（６） 宮崎周平 484 小学館 4 トリリオンゲーム（３） 稲垣理一郎/池上遼一 650

KADOKA 7 小説　魔神英雄伝ワタル　七魂の龍神丸（上） 小山眞 未定 KADOKA 26 機動戦史ガンダム武頼（３） 礒部一真/矢立肇ほか 未定 講談社 12 食糧人類Re：　―Starving Re：velation―（２） イナベカズ/蔵石ユウほか 748 集英社 4 レッドフード（２） 川口勇貴 484 小学館 7 オープンクロゼット（１） 谷和野 690

KADOKA 8 幼馴染のS級パーティーから追放された聖獣使い。万能支 黒田高祥/かなりつほか 未定 KADOKA 26 アイドルマスター　シャイニーカラーズ（４） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 13 お嬢と番犬くん（７） はつはる 528 集英社 4 Dr.STONE（24） 稲垣理一郎/Ｂｏｉｃｈｉ 484 小学館 7 数字であそぼ。（７） 絹田村子 499

KADOKA 8 いろはにほエロ！（４） 横山コウヂ 未定 KADOKA 26 アイドルマスター　シャイニーカラーズ　シャニマスえぶりで ギミー/バンダイナムコエ未定 講談社 13 あの子の子ども（２） 蒼井まもる 528 集英社 4 ブラッククローバー（31） 田畠裕基 484 小学館 7 私が恋などしなくても（８） 一井かずみ 499

KADOKA 8 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です（７） 潮里潤/三嶋与夢ほか 未定 KADOKA 27 後宮に星は宿る（３）　～金椛国春秋～ ｈａｇｉ/篠原悠希 693 講談社 13 山口くんはワルくない（６） 斉木優 528 集英社 4 SAKAMOTO DAYS（５） 鈴木祐斗 484 小学館 7 キス、おいしい 室たた 499

KADOKA 8 はぐれ精霊医の診察記録　～聖女騎士団と癒やしの神業～橘由宇/とーわほか 未定 KADOKA 27 ばけもの夜話づくし（10） マツリ 682 講談社 13 今日も彼らのお隣で（３） 小麦なぎさ 528 集英社 4 破壊神マグちゃん（７） 上木敬 484 小学館 7 さようなら、エデン。（１） わたなべ志穂 499

KADOKA 8 ブラッド・ドゥーム（２） 青木翔吾 未定 KADOKA 27 狼ゲーム（４） 紺野ぱる/スタジオわさび 649 講談社 13 佐倉は私を好きすぎる（２） 雪宮ふゆ 528 集英社 4 あやかしトライアングル（７） 矢吹健太朗 484 小学館 7 深夜、あなたのものになる（２） 心あゆみ 530

KADOKA 8 ライブダンジョン！（８） ことりりょう/ｄｙ冷凍ほか 未定 KADOKA 27 被虐のノエル（８） しゃもじ/カナヲ 649 講談社 13 カモナ　マイハウス！（６） 南波あつこ 528 集英社 4 SSSS.GRIDMAN（６） ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤＭＡＮ/今 748 小学館 7 こんなの、しらない（11） 梨月詩 530

KADOKA 8 魔石グルメ（５）　魔物の力を食べたオレは最強！ 菅原健二/結城涼ほか 未定 KADOKA 27 ジンガイさんとニンゲンくん あさがお 726 講談社 13 羽柴楓はときめきたい（１） 春兎あや 528 集英社 4 神のまにまに（２） 猗笠怜司 660 小学館 7 嘘つきな初恋～王子様はドSホスト～（６） 鈴井アラタ 530

KADOKA 8 剣士を目指して入学したのに魔法適性9999なんですけど！ｉｉｍＡｎ＆惟丞/年中麦茶未定 KADOKA 27 ノベル　佐々木と宮野　2年生 春園ショウ/八条ことこ 未定 講談社 13 なないろ探訪記（１） 日生マユ 726 集英社 4 天狗とわらし（１） しいたけ元帥 660 小学館 12 コロコロ創刊伝説（６） のむらしんぼ 650

KADOKA 8 紅殻のパンドラ（22） 六道神士/士郎正宗 未定 KADOKA 27 花紡ぐ、庇護ノ神（２） 丹野いち子 未定 講談社 13 愛しい嘘　優しい闇（４） 愛本みずほ 726 集英社 4 姫様“拷問”の時間です（８） 春原ロビンソン/ひらけい 660 小学館 12 からかい上手の（元）高木さん（14） 稲葉光史/山本崇一朗 650

KADOKA 8 ギャルゲーマーに褒められたい（１） げしゅまろ 704 KADOKA 27 黄昏星のスイとネリ（２） 徳永パン 未定 講談社 13 三度のメシと、アレが好き。（３） 吉野マリ 550 集英社 4 忘却バッテリー（12） みかわ絵子 660 小学館 12 からかい上手の高木さん（17） 山本崇一朗 650

KADOKA 8 龍空のエイシズ（１） かたやままこと 未定 KADOKA 27 晴れ晴れ日和（２） 吉村佳 未定 講談社 13 極婚～超溺愛ヤクザとケイヤク結婚！？～（４） 桜井真優 550 集英社 4 キメツ学園！（１） 吾峠呼世晴/帆上夏希 484 小学館 12 中高一貫！！　笹塚高校コスメ部！！（１） 吉田貴司 650

KADOKA 8 IDOLY PRIDE Stage of Asterism（３） Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＩＤＯＬＹ　ＰＲＩＤ未定 KADOKA 27 シメジ　シミュレーション（３） つくみず 未定 講談社 13 あたし専属、魔法使いさま！（１） 栄羽弥 748 集英社 4 ショーハショーテン！（１） 浅倉秋成/小畑健 528 小学館 12 最強職《竜騎士》から初級職《運び屋》＠comic（９） あまうい白一/泉彩ほか 650

KADOKA 8 スキルがなければレベルを上げる（２）　～99がカンストの世岡沢六十四/倉橋ユウス 704 KADOKA 27 アイドルマスター　ミリオンライブ！　Blooming Clover（10） バンダイナムコエンターテ未定 講談社 13 甘くない彼らの日常は。（７） 野切耀子 528 集英社 4 めいしす！！！トラブルメイドシスターズ（３） 永田愁 550 小学館 12 叛逆の血戦術士　～世界唯一の吸血鬼殺し、最強の戦士にあまうい白一/島崎勇輝 650

KADOKA 8 ゴゴゴゴーゴーゴースト（１） 蛭塚都 726 KADOKA 27 脱サラちゃんは癒されたい。（３） ビタワン/湧井想太 未定 講談社 13 運命の人に出会う話（１） あなしん 550 集英社 4 新テニスの王子様（35） 許斐剛 528 小学館 12 最強女師匠たちが育成方針をめぐって修羅場（１） 赤城大空/タジマ粒子ほ 650

KADOKA 8 土田と花岡（１） みずひら 649 KADOKA 27 神様になった日（２） 麻枝准（ＶＩＳＵＡＬ　ＡＲＴ 　未定 講談社 13 ケイ×ヤク　―あぶない相棒―（７） 薫原好江 715 集英社 4 BORUTO ―NARUTO NEXT GENERATIONS―（16） 岸本斉史/池本幹雄 484 小学館 12 イセカイ・オブ・ザ・デッド（１） 春田優希 650

KADOKA 8 鍋に弾丸を受けながら（１） 青木潤太朗/森山慎 未定 KADOKA 27 異世界最強の大魔王、転生し冒険者になる（３） オギノサトシ/月夜涙ほか未定 講談社 13 恋ヶ窪くんにはじめてを奪われました（２） 美麻りん 550 集英社 4 キン肉マン（77） ゆでたまご 484 小学館 12 まなめ観察日記（２） 小野寺こころ 660

KADOKA 8 毎月庭つき大家つき（１） ヨドカワ 未定 KADOKA 27 艦隊これくしょん　-艦これ-　おねがい！鎮守府目安箱（７ 種十号/「艦これ」運営鎮未定 講談社 13 花とくちづけ（４） 七都サマコ 528 集英社 4 デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い（３） 平方昌宏 484 小学館 12 君は放課後インソムニア（８） オジロマコト 650

KADOKA 8 ケモノとワルツ（１） 椿木とりか 未定 KADOKA 27 聖女さま？　いいえ、通りすがりの魔物使いです！　～絶対飯田とい/犬魔人ほか 未定 講談社 13 朝起きたら妻になって妊娠していた俺のレポート　子育て編車谷晴子 748 集英社 4 PPPPPP（１） マポロ３号 484 小学館 12 宇宙めし！（６） 日向なつお 650

KADOKA 8 D4DJ -The Prologue of Peaky P-key-（１） 榊一郎/美月めいあほか未定 KADOKA 27 罠ガール（７） 緑山のぶひろ 未定 講談社 13 新婚だけど片想い（４） 雪森さくら 517 集英社 4 アオのハコ（３） 三浦糀 484 小学館 12 へんなものみっけ！（７） 早良朋 650

KADOKA 8 リアデイルの大地にて（４） 月見だしお/Ｃｅｅｚほか 737 KADOKA 27 いきのこれ！社畜ちゃん（８） ビタワン/結うき。 未定 講談社 13 わけわかんないキミが好き（１） みずぐちまふゆ 517 集英社 4 NERU ―武芸道行―（２） 比良賀みん也 484 小学館 12 古事記（中辛）（２） 浮津 650

KADOKA 11 ミューズの真髄（１） 文野紋 未定 KADOKA 27 10年間友達だと思ってた男の子に告白されるお話（２） 〇線（まるせん） 未定 講談社 13 ぴちぴちピッチ　新装版（１） 花森ぴんく/横手美智子 1430 集英社 4 夜桜さんちの大作戦（11） 権平ひつじ 484 小学館 12 異世界失格（６） 野田宏/若松卓宏 650

KADOKA 11 苦楽外 宮澤ひしを 682 KADOKA 27 異世界黙示録マイノグーラ（３）　～破滅の文明で始める世 緑華野菜子/鹿角フェフ 未定 講談社 13 ぴちぴちピッチ　新装版（２） 花森ぴんく/横手美智子 1430 集英社 4 逃げ上手の若君（４） 松井優征 484 小学館 18 BE BLUES！～青になれ～（46） 田中モトユキ 499

KADOKA 15 テラン2022（WINTER） ハルタ編集部 未定 KADOKA 27 四畳半開拓日記（１） 春日水那/七菜ななほか未定 講談社 13 ぴちぴちピッチ　aqua（１） 花森ぴんく 517 集英社 4 終末のハーレム（14） ＬＩＮＫ/宵野コタロー 693 小学館 18 あおざくら　防衛大学校物語（23） 二階堂ヒカル 499

KADOKA 15 ハクメイとミコチ（10） 樫木祐人 未定 KADOKA 27 わたしはサキュバスとキスをした（２） 白玉もち 未定 講談社 13 東京ミュウミュウ　オーレ！（６） 青月まどか/講談社 517 集英社 4 『終末のハーレム』公式ガイドブック　world's end report ＬＩＮＫ/宵野コタロー 990 小学館 18 かけあうつきひ（３） 福井セイ 499

KADOKA 15 ホテル・メッツァペウラへようこそ（１） 福田星良 未定 KADOKA 27 忍者と殺し屋のふたりぐらし（１） ハンバーガー 未定 講談社 13 あさきゆめみし　新装版（３） 大和和紀 1320 集英社 4 終末のハーレム　ファンタジア（９） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 660 小学館 18 君は008（17） 松江名俊 499

KADOKA 15 先生、今月どうですか（２） 高江洲弥 未定 KADOKA 27 リアリスト魔王による聖域なき異世界改革（５） 鈴木マナツ/羽田遼亮ほ 未定 講談社 13 あさきゆめみし　新装版（４） 大和和紀 1320 集英社 19 渇望する果実（２） ＢＡＮＣＯ 693 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（24） オダトモヒト 499

KADOKA 15 ふろラン（２） 石田裕揮 未定 KADOKA 27 まったく最近の探偵ときたら（11） 五十嵐正邦 未定 講談社 13 のだめカンタービレ　新装版（５） 二ノ宮知子 1320 集英社 19 花は咲く、修羅の如く（１） 武田綾乃/むっしゅ 693 小学館 18 はじめラブコメ　オガベベ（２） おきらくボーイ 499

KADOKA 15 高江洲弥作品集（仮） 高江洲弥 未定 KADOKA 27 リビルドワールド（６） 綾村切人/ナフセほか 未定 講談社 13 無能の鷹（４） はんざき朝未 550 集英社 19 炎上ヒーローアコ（３） 佐倉えび 693 小学館 18 MAO（11） 高橋留美子 499

KADOKA 15 パパ修業中の若頭はあぶない男に狙われています ましろべにお 770 KADOKA 27 ヤンキー娘とお友達から始めてみた 黒葉だむ 未定 講談社 13 ハマる男に蹴りたい女（１） 天沢アキ 550 集英社 19 王立魔法学園の最下生～貧困街上がりの最強魔法師、貴 柑橘ゆすら/長月郁 693 小学館 18 ～異伝・絵本草子～　半妖の夜叉姫（１） 椎名高志/高橋留美子ほ 730

KADOKA 15 朝まで延長希望です 灰咲きり 770 KADOKA 27 屋乃啓人恋愛作品集（仮） 屋乃啓人 未定 講談社 13 古オタクの恋わずらい（１） ニコニコルソン 880 集英社 19 黒鉄のヴァルハリアン（２） 松原利光 660 小学館 18 猫暮らしのゲーマーさん（７） 灘谷航 693

KADOKA 15 お狐様の初夜は甘くない 白松 770 KADOKA 27 声の小さい小森さんとクソデカ大声の大林くん（２） べっこうリコ 未定 講談社 17 五輪の女神さま　～なでしこ寮のメダルごはん～（１） 木南ユカ 528 集英社 19 つれないほど青くて　あざといくらいに赤い（１） ｔｏｍｏｍｉ 693 小学館 18 妖怪ギガ（９） 佐藤さつき 660

KADOKA 15 細村さんと猫のおつまみ（１） 高田サンコ 未定 KADOKA 27 本能寺から始める信長との天下統一（２） 常陸之介寛浩/村橋リョ 未定 講談社 17 テスラノート（５） 三宮宏太/西田征史ほか 528 集英社 19 疫神のカルテ（３） 樋口紀信 715 小学館 19 煩悩☆西遊記（４） クリスタルな洋介 660

KADOKA 17 復讐の皇后（３） Ｋｉｍ　Ｓｏ　Ｈｙｕｎ/ＭＵＳ 未定 KADOKA 27 比羅坂日菜子がエロかわいいことを俺だけが知っている。 紺矢ユキオ 未定 講談社 17 コンサルナイン～小夜子の逆転プロデュース～（１） 音羽さおり 528 集英社 19 青年少女よ、春を貪れ。（４） 山田シロ彦 693 小学館 19 STARTING GATE！　－ウマ娘プリティーダービー－（３） Ｓ．濃すぎ/Ｃｙｇａｍｅｓ 880

KADOKA 17 復讐の皇后（４） Ｋｉｍ　Ｓｏ　Ｈｙｕｎ/ＭＵＳ 未定 KADOKA 27 ソードアート・オンライン　プログレッシブ　冥き夕闇のスケル川原礫/ぷよちゃほか 未定 講談社 17 黒岩メダカに私の可愛いが通じない（３） 久世蘭 528 集英社 19 スーサイドガール（５） 中山敦支 660 小学館 19 STARTING GATE！　－ウマ娘プリティーダービー－（４） Ｓ．濃すぎ/Ｃｙｇａｍｅｓ 880

KADOKA 17 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（１） 翡翠/佐和井ムギほか 未定 KADOKA 27 ちくちくぴろんぴろん せきの 未定 講談社 17 生徒会役員共（22） 氏家ト全 528 集英社 19 夜嵐にわらう（１） 筒井いつき 660 小学館 19 異世界美少女受肉おじさんと（６） 池澤真/津留崎優 880

KADOKA 17 好きにさせてみせるから！second step 衣田ぬぬ 未定 KADOKA 27 妹がブラコンで何が悪い！ まかろに◎ 未定 講談社 17 iコンタクト（２） 月山可也/伊賀大晃 528 集英社 19 恋愛無罪　―愛を誓ったはずだよね？―（１） きづきあきら/サトウナン 693 小学館 19 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（13） 丸山恭右 880

KADOKA 17 監督の私物につきこの男優は不採用です 佐崎いま＋高瀬ろく 未定 KADOKA 27 双子の女の子を“わからせる”アンソロジー（仮） 電撃Ｇ’ｓマガジン編集部未定 講談社 17 黙示録の四騎士（５） 鈴木央 528 集英社 19 甘い生活　2nd season（15） 弓月光 638 小学館 19 殺し屋は今日もBBAを殺せない。（５） 芳明慧 693

KADOKA 17 新宿アフター3PNight 神咲ネム 未定 KADOKA 31 ドクター・ホワイト（１） 安東鵙/樹林伸 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（10） 吉河美希 528 集英社 19 ぼくたちの離婚（２） 稲田豊史/雨群 693 小学館 19 教え子がAV女優、監督はボク。（５） 村西てんが 650

KADOKA 18 チェイサーゲーム（７） 松山洋/松島幸太朗 891 KADOKA 31 いらない男を捨てました　恋愛ショートアンソロジーコミック ＣＯＭＩＣ　ＢＲＩＤＧＥ編集 1100 講談社 17 カノジョも彼女（９） ヒロユキ 528 集英社 19 復讐を希う最強勇者は、闇の力で殲滅無双する（６） 斧名田マニマニ/坂本あ 693 小学館 19 来迎國／らいごうのくに（２） 鈴木智/玉野祐也 650

KADOKA 20 SCRIBBLES（１） 森薫 未定 KADOKA 31 結婚できない好きなひと　恋愛ショートアンソロジーコミック ＣＯＭＩＣ　ＢＲＩＤＧＥ編集 1100 講談社 17 えるのわ！～恋愛弱者とペケ天使～（１） スズモトコウ 528 集英社 19 善人おっさん、生まれ変わったらSSSランク人生が確定した三木なずな/ゆづましろほ 693 小学館 19 ガチャマン（１） 焼き芋ハンサム斎藤/村 650

KADOKA 20 SCRIBBLES far and wide（１） 森薫 未定 講談社 17 愚者の星（７） 遠藤浩輝 726 集英社 19 ぬきたし　―抜きゲーみたいな島に住んでるわたしはどうすまめおじたん/Ｑｒｕｐｐｏ 660 小学館 19 翼くんはあかぬけたいのに（10） 小花オト 650

KADOKA 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（７） 森薫 未定 講談社 17 恋は世界征服のあとで（４） 野田宏/若松卓宏 726 集英社 19 奇習愛（２） 久嘉めいら 693 小学館 19 ひともんちゃくなら喜んで！（２） 八海つむ 650

KADOKA 20 新版　石の花（１） 坂口尚 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（７）　～クソゲーハンター、神ゲー硬梨菜/不二涼介 715 集英社 19 フールズ（４） 皿池篤志 693 小学館 19 アイショタ　トゥウィンクリングメモリー（２） 丸山有香/すめらぎ琥珀 650

KADOKA 20 新版　石の花（２） 坂口尚 未定 講談社 6 ムムリン（１） 岩井勇気（ハライチ）/佐 693 講談社 17 それでも歩は寄せてくる（10） 山本崇一朗 715 集英社 19 博イラスト集～明日ちゃんまでの足跡～ 博 1650 小学館 19 南国！ユタガール（２） 餅西うまし 650

KADOKA 20 新版　石の花（３） 坂口尚 未定 講談社 6 君が獣になる前に（１） さの隆 737 講談社 17 東京リベンジャーズ　TVアニメ公式ガイドブック　決定版 週刊少年マガジン編集部未定 集英社 25 月の燃えがら（２） 北里鮎 484 小学館 22 ダーリンは76歳 西原理恵子 1210

KADOKA 20 アサルトリリィ　League of Gardens -full bloom-（３） 月並甲介/阿羅本景ほか未定 講談社 6 利口になるには青すぎる（３） 大沼隆揮/内田裕人 726 講談社 17 東京ガレキ少女（２） 山草遊 715 集英社 25 サクラ、サク。（３） 咲坂伊緒 484 小学館 26 大福ちゃんと王子さま（２） 千葉コズエ 484

KADOKA 20 てっぺんっ！！！（２） なまむぎ/いぬじゅんほか未定 講談社 6 彼岸島　48日後…（32） 松本光司 726 講談社 20 青春サイケと怠惰な王子（１） 佐々野人憂 726 集英社 25 今、恋をしています。（６） 八田鮎子 484 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（10） 藤沢志月 484

KADOKA 21 究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら木野/土日月ほか 671 講談社 6 MFゴースト（13） しげの秀一 803 講談社 20 ゴリせん（２）～パニックもので真っ先に死ぬタイプの体育教酒井大輔 726 集英社 25 ふたりで恋をする理由（９） ひろちひろ 484 小学館 26 恋と弾丸（10） 箕野希望 484

KADOKA 21 ガールズ＆パンツァー　もっとらぶらぶ作戦です！（17） 弐尉マルコ/ガールズ＆ 671 講談社 6 犬と屑（２） 朝賀庵 726 講談社 20 兄弟ゾンビ（１） 外山竜耳 726 集英社 25 はやくしたいふたり（６） 日下あき 484 小学館 26 37.5℃の涙（23） 椎名チカ 484

KADOKA 21 乙女怪獣キャラメリゼ（６） 蒼木スピカ 671 講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（15） 福本伸行 726 講談社 20 女神のスプリンター（７） 原田重光/かろちー 726 集英社 25 モジコイネネコイ（８） 佐藤ざくり 506 小学館 26 ないものねだりの恋たちは（３） 桃川紗奈 484

KADOKA 21 はいふり（９） 阿部かなり/ＡＡＳ 671 講談社 6 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（11） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 20 英語BOYS（２）　～英単語で一儲けするBOYSの略～ 石川実 726 集英社 25 恋をふたさじ（１） オノヤマコズエ 528 小学館 26 次はいいよね、先輩（２） 梅澤麻里奈 484

KADOKA 21 褐色編集さんとショタ漫画家（３） ごくげつ 671 講談社 6 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（12） ＣＬＡＭＰ 880 講談社 20 心が男子小学生。（１） 真木ミミズ 726 集英社 25 ハコイリのムスメ（13） 池谷理香子 506 小学館 26 青春ヘビーローテーション（８） 水瀬藍 484

KADOKA 21 FX戦士くるみちゃん（２） でむにゃん/炭酸だいす 704 講談社 7 世が夜なら！（３） むちまろ 528 講談社 20 彼女の友達（１） じゅら 726 集英社 25 林檎と蜂蜜walk（18） 宮川匡代 484 小学館 26 はろー！マイベイビー（８） かわだ志乃 484

KADOKA 21 おいしい煩悩（１） 頬めぐみ 704 講談社 7 恋と嘘（12）―真田莉々奈― ムサヲ 528 講談社 20 彼、岸島（４） 佐世保太郎/松本光司 726 集英社 25 これは経費で落ちません！　～経理部の森若さん～（８） 森こさち/青木祐子 506 小学館 26 もののけ乱舞 おりとかほり 484

KADOKA 21 くまみこ（17） 吉元ますめ 704 講談社 7 恋と嘘（12）―高崎美咲― ムサヲ 528 講談社 20 アカイリンゴ（４） ムラタコウジ 693 集英社 25 かわいすぎる男子がお家で待っています（７） 高瀬わか 660 小学館 26 心理捜査官ココロ　File：5 きたむらゆうか 484

KADOKA 21 目つき悪い子かわいい子（１） ハミタ 未定 講談社 7 オリエント（14） 大高忍 528 講談社 20 魔女と野獣（９） 佐竹幸典 726 集英社 25 モーメント　永遠の一瞬（16） 槇村さとる 484 小学館 26 おしゃべりクロゼット ふじたはすみ 484

KADOKA 21 イタリア人の女の子が居候することになった（３） ハミタ 未定 講談社 7 中華一番！極（11） 小川悦司 528 講談社 20 パリピ孔明（８） 四葉夕卜/小川亮 726 集英社 25 死がふたりを分かつとも（３） 天色ちゆ 693 小学館 26 スーツに性癖（４） 河丸慎 499

KADOKA 21 便利屋斎藤さん、異世界に行く（６） 一智和智 未定 講談社 7 WIND BREAKER（５） にいさとる 528 講談社 20 百合の園にも蟲はいる（１） はせべｓｏ鬱/羽流木はな 726 集英社 25 天使だったらよかった（１） 中河友里 484 小学館 26 おとなの初恋（２） 星森柚稀も 530

KADOKA 21 塔の管理をしてみよう（11） 盧恩＆雪笠（Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　 未定 講談社 7 妖怪アパートの幽雅な日常（24） 深山和香/香月日輪 748 講談社 20 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（３） あずま京太郎/中丸洋介 726 集英社 25 吸血鬼と薔薇少女（９） 朝香のりこ 484 小学館 26 愛蔵版ツルモク独身寮（５） 窪之内英策 1980

KADOKA 21 我が弟子が最も強くてカワイイのである（２） 八月明久/赤石赫々ほか未定 講談社 7 お嬢様の僕（10） 田口ホシノ 715 講談社 20 よりみちエール（２） 敦森蘭 880 集英社 25 初×婚（８） 黒崎みのり 484 小学館 27 逆襲スパイ　Xキャリバー（１） 古本ゆうや 499

KADOKA 21 辺境ぐらしの魔王、転生して最強の魔術師になる（３） 村市/千月さかきほか 未定 講談社 7 幼女とスコップと魔眼王（３） 茅田丸/丁々発止ほか 748 講談社 21 K2（41） 真船一雄 715 集英社 25 ハロー、イノセント（４） 酒井まゆ 484 小学館 27 MINECRAFT～世界の果てへの旅～（４） 瀬戸カズヨシ 499

KADOKA 21 日常ロック（２） 松並香葉/トラゾーほか 未定 講談社 7 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（４） マツモトケンゴ 693 講談社 21 漫画編集者が会社を辞めて田舎暮らしをしたら異世界だっ クマガエ/宮澤ひしを 715 集英社 25 ここからはオトナの時間です。（２） つきのおまめ 748 小学館 27 ニンジャラ（４） 金林洋 499

KADOKA 21 異世界転移者のマイペース攻略記（４） 山珠彩貴/なんじゃもんじ未定 講談社 7 美少女になったけど、ネトゲ廃人やってます。（５） 泉乃せん/星屑ぽんぽん 693 講談社 21 A-BOUT！　SURF（２） 市川マサ 715 集英社 25 のみ×しば（３） 田倉トヲル 792 小学館 27 Splatoon（16） ひのでや参吉 670

KADOKA 21 盗掘王（５） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　1034 講談社 7 テフレ。（１） 寝子空兄 748 講談社 21 猫奥（４） 山村東 715 集英社 25 ハレルヤベイビー（３） 仔縞楽々 792 小学館 28 教場（５） 長岡弘樹/みどりわたる 650

KADOKA 21 盗掘王（６） ３Ｂ２Ｓ/Ｙｕｎｓ（ＲＥＤＩＣＥ　1034 講談社 7 ダンジョン・シェルパ　迷宮道先案内人（５） 刀坂アキラ/加茂セイほ 715 講談社 21 ボールパークでつかまえて！（５） 須賀達郎 715 集英社 25 恋はお金じゃ買えません（２） 桜沢エリカ 715 小学館 28 栄一　～渋沢栄一伝～（４） 町田翠 650

KADOKA 21 ジンメンソウといっしょ（２） 寺田亜太朗 未定 講談社 7 野球で戦争する異世界で超高校級エースが弱小国家を救 西田拓矢/海空りく 748 講談社 21 ワールド　イズ　ダンシング（３） 三原和人 715 集英社 25 THEくらもちふさこ　―デビュー50周年記念画集― くらもちふさこ 3960 小学館 28 東京貧困女子。（４） 中村淳彦/小田原愛 650

KADOKA 21 洞窟王からはじめる楽園ライフ　～万能の採掘スキルで最 出店宇生/苗原一ほか 未定 講談社 7 ミラキュラス　レディバグ＆シャノワール（２） 土田陸/割田コマほか 770 講談社 21 ダーウィンクラブ（２） 朱戸アオ 715 集英社 25 ねこでよければ（３） やまもとりえ 1320 小学館 28 夏目アラタの結婚（７） 乃木坂太郎 650

KADOKA 21 誰にでもできる影から助ける魔王討伐（４） 槻影/貴島煉瓦ほか 未定 講談社 7 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術（16） 福田直叶/むらさきゆきや 748 講談社 21 紛争でしたら八田まで（８） 田素弘 715 小学館 28 フールナイト（３） 安田佳澄 650

KADOKA 21 愛しの国玉（４） アッチあい 未定 講談社 7 アラフォー営業マン、異世界に起つ！　～女神パワーで人 柏木トウコ/澄守彩ほか 715 講談社 21 艦隊のシェフ（１） 池田邦彦/萩原玲二 715 小学館 28 颯汰の国（10） 小山ゆう 650

KADOKA 21 破滅の刑死者（２）　内閣情報調査室「特務捜査」部門CIRO七月タミカ/吹井賢ほか 未定 講談社 7 劣等人の魔剣使い　スキルボードを駆使して最強に至る（４かのう寛人/萩鵜アキほ 715 講談社 21 クッキングパパ（160） うえやまとち 726 小学館 28 空母いぶきGREAT GAME（６） かわぐちかいじ/八木勝大 650

KADOKA 24 新装版　アマテラス　倭姫幻想まほろば編 美内すずえ 1650 講談社 7 四十七大戦（３） 一二三 715 講談社 21 山田金鉄短編集 山田金鉄 715 小学館 28 前科者（９） 香川まさひと/月島冬二 650

KADOKA 24 怪物少女図鑑（４） 朱子すず 未定 講談社 7 四十七大戦（４） 一二三 715 講談社 21 お部屋は見ての汚楽しみ（２） 束ユムコ 715 小学館 28 スティグマ（２） 井浦秀夫 650

KADOKA 24 月華国奇医伝（８） ひむか透留 未定 講談社 7 不遇職『鍛冶師』だけど最強です　～気づけば何でも作れる吉村英明/木嶋隆太ほか 715 講談社 21 少女ファイト（18） 日本橋ヨヲコ/木内亨 715 小学館 28 女流飛行士マリア・マンテガッツァの冒険（８） 滝沢聖峰 650

KADOKA 26 理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれますか？（６） 三河ごーすと/マッハダイ未定 講談社 7 メイドの岸さん（６） 柏木香乃 715 講談社 21 チェーザレ　破壊の創造者（13） 惣領冬実 902 小学館 28 欅の木（谷口ジローコレクション） 谷口ジロー/内海隆一郎 3000

KADOKA 26 はじめてのギャル（14） 植野メグル 未定 講談社 7 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である 佐々木宣人/御子柴奈々 715 講談社 21 東京サラダボウル　―国際捜査事件簿―（２） 黒丸 748 小学館 28 レッツゴー怪奇組（２） ビュー 770

KADOKA 26 オーバーロード（16） 深山フギン/大塩哲史ほ 未定 講談社 7 可愛いだけじゃない式守さん（11） 真木蛍五 715 講談社 21 イサック（12） 真刈信二/ＤＯＵＢＬＥ－ 748

KADOKA 26 オーバーロード　不死者のOh！（９） じゅうあみ/丸山くがねほ未定 講談社 7 きみとピコピコ（２） ゆずチリ 715 講談社 21 ああっ就活の女神さまっ（５） 青木Ｕ平/よしづきくみち 748

KADOKA 26 すべての人類を破壊する。それらは再生できない。（９） 横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 7 ウチの使い魔がすみません（10） 櫓刃鉄火 748 講談社 21 波よ聞いてくれ（９） 沙村広明 748

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 7 サメガール（５） 雪本愁二 748 講談社 21 童夢 大友克洋 2970

KADOKA 26 一億年ボタンを連打した俺は、気付いたら最強になっていた　月島秀一/士土幽太郎ほ未定 講談社 7 空挺ドラゴンズ（12） 桑原太矩 748 講談社 21 Animation AKIRA Storyboards（１） 大友克洋 4400

KADOKA 26 屍刀　―シカバネガタナ―（３） 瀬川はじめ 未定 講談社 7 うちの師匠はしっぽがない（７） ＴＮＳＫ 748 講談社 28 転生大聖女の異世界のんびり紀行（２） キダニエル/四葉夕ト 715

KADOKA 26 逆転世界ノ電池少女（１） レフトハンド/伽藍堂 未定 講談社 7 錬金術無人島サヴァイブ（２） 伊口紺/保志レンジ 748 講談社 28 真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終松もくば/鬱沢色素ほか 715

KADOKA 26 わたしのお腹の責任取って！（１） 肉丸/ジョーさん。 未定 講談社 12 殺し屋やめたい！（２） 外木寸 715 講談社 28 悪食令嬢と狂血公爵　～その魔物、私が美味しくいただきま水辺チカ/星彼方ほか 715

KADOKA 26 影の英雄の日常譚（３）　勇者の裏で暗躍していた最強のエｋａｎｃｏ/坂石遊作ほか 未定 講談社 12 まじめな会社員（２） 冬野梅子 715 講談社 28 ヴィクトリア・ウィナー・オーストウェン王妃は世界で一番偉そ新城一/海月崎まつり 748

KADOKA 26 一式さんは恋を知りたい。（３） あららぎあゆね 未定 講談社 12 忍者と極道（８） 近藤信輔 726 講談社 28 強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べよ壱乃ナナ/雨傘ヒョウゴほ 715

KADOKA 26 幽霊になったからパンツ見せてもバレないよね！？（２） ゆとりーぬ 未定 講談社 28 偽り姫の内緒ごと　～後宮で身代わりの妃を演じたら、皇帝桜倉メグ/雨川透子 715

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 7 潮が舞い子が舞い（７） 阿部共実 660 クロエ出 4 （成）交尾のマナー　その基本と原則 ｃｈｉｎ 1120 スクウェア 7 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざしま西島ふみかる/白縫餡ほ 660 ティーアイ 4 （成）処女強制性交 平野河重 1120 双葉社 27 みかづきマーチ（６）（完） 山田はまち 682

秋田書店 7 AIの遺電子　Blue Age（３） 山田胡瓜 693 幻冬舎コ 24 午前2時しょうがくせい 江戸キリエ 693 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（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 ティーアイ 4 （成）妊娠少女［メスガキだって孕みたいっ！］ 遊来りん 1120 双葉社 28 谷口ジローコレクション「坊っちゃん」の時代　 　谷口ジロー/関川夏央 3630

秋田書店 7 BREAK BACK（12） ＫＡＳＡ 499 幻冬舎コ 24 ドクシ　―BLUNT―（２）（完） 樋口大輔 715 スクウェア 7 酒と鬼は二合まで（２） 羽柴実里/ｚｉｎｂｅｉ 660 ティーアイ 4 （成）ちょっと美人で胸がデカくてエロいだけの高津 1120 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

秋田書店 7 魔入りました！入間くん（25） 西修 499 幻冬舎コ 24 セイクリッド・シュヴァリエ（３）（完） 篠崎冬馬/三ツ矢彰ほか 715 スクウェア 7 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ美少女ふか田さめたろう/松元こ 660 ティーアイ 4 （成）催淫！全裸島 奈塚Ｑ弥 1120 双葉社 28 古竜なら素手で倒せますけど、これって常識じウメハナ/羽田遼亮 704

秋田書店 7 SHY（12） 実樹ぶきみ 499 幻冬舎コ 24 相棒はスライム！？（２）　～最強の相棒を得 なんじゃもんじゃ/かなしみ 715 スクウェア 7 八歳から始まる神々の使徒の転生生活（５） えぞぎんぎつね（ＧＡノベ 660 TOブック 15 忌み子と呼ばれた召喚士＠COMIC（４） コイシ/緑黄色野菜 704 双葉社 28 没落貴族の俺がハズレ（？）スキル『超器用貧ＧＵＮＰ/八神凪（ツギクル 704

秋田書店 7 ダーウィンズゲーム（25） ＦＬＩＰＦＬＯＰｓ 499 幻冬舎コ 24 悪役令嬢はオジサマに夢中です（１） 翡翠/落槻あれれほか 715 スクウェア 7 魔物を従える“帝印”を持つ転生賢者　～かつ苗原一/ＤｉｅｅｐＺｅｅほか 660 TOブック 15 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 双葉社 28 錬金貴族の領地経営（３） 采芽杏奈/三島千廣 704

秋田書店 7 吸血鬼すぐ死ぬ（19） 盆ノ木至 499 幻冬舎コ 24 百年でただ一度だけ恋した ＡＲＵＫＵ 770 スクウェア 7 亜人さん、今日はどうされましたか？（１） 藤山素心/アジシオほか 660 TOブック 15 剣とティアラとハイヒール　～公爵令嬢には英箸糸シュウスケ/三上テン 704 双葉社 28 最強陰陽師の異世界転生記～下僕の妖怪ど オカザキトシノリ/小鈴危 704

秋田書店 7 魔界の主役は我々だ！（８） 津田沼篤/西修ほか 499 幻冬舎コ 24 こんな恋なら終わりにしたい！（下） コウキ。 726 スクウェア 12 18 エイティーン（３） ヨシノサツキ 660 TOブック 15 ポーションは160㎞/hで投げるモノ！　～アイ 羽尻伊織/鉄人じゅす 704 双葉社 28 モンスターのご主人様（９） 咲良宗一郎/日暮眠都 704

秋田書店 7 バキ道（12） 板垣恵介 499 幻冬舎コ 24 第二王子は密の香の俘虜 きりみゆうや 693 スクウェア 12 人類滅亡直前なのにニート勇者が働かない（ 槻影/カネツキマサト 700 徳間書店 13 災い狐のくずれちゃん（３） うかんむり 792 双葉社 28 再臨勇者の復讐譚（５）（完） 仁藤楓/羽咲うさぎ 704

秋田書店 7 僕の心のヤバイやつ（６） 桜井のりお 528 幻冬舎コ 24 傲慢アクマと愛玩ネコ 白コトラ 748 スクウェア 12 VRMMOはウサギマフラーとともに。（１） 冬原パトラ/はましん 660 徳間書店 13 恋の好奇心（２）（完） 大庭直仁 792 文苑堂 31 （成）異邦ノ乙女 みぞね 1320

秋田書店 7 ハリガネサービス外伝ヒュドラブレイク（１） 荒達哉 499 幻冬舎コ 24 外村探偵社の招かれざる客 草間さかえ 770 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 徳間書店 25 やさしい鎖 水名瀬雅良 704 文苑堂 31 （成）彼女が堕ちるまで…。 ミナトイトヤ 1210

秋田書店 7 ハリガネサービスACE（15） 荒達哉 499 コスミック 17 絡まる糸を解くように 吉野ルカ 748 スクウェア 12 悪役令嬢は今日も華麗に暗躍する　追放後も道草家守（カドカワＢＯＯ 660 徳間書店 25 見上げたくちびるにキス 大槻ミゥ 726 フロンティ 12 悪役令嬢の取り巻きやめようと思います（５） 不二原理夏/星窓ぽんき 792

秋田書店 7 佐伯さん家のブラックキャット（２）（完） ユウキレイ 660 コアマガ 25 双子×征服 椿野イメリ 765 スクウェア 12 いじめるアイツが悪いのか、いじめられた僕が君塚力/日丘円 660 徳間書店 25 君と運命についての話がしたい 青梅あお 726 フロンティ 15 蠍と乙女（２）（完） 澄谷ゼニコ 690

秋田書店 7 八月のシンデレラナインS（１） Ａｋａｔｓｕｋｉ/星野倖一郎 693 コアマガ 25 腐揃いの教室 高城リョウ 776 スクウェア 12 時使い魔術師の転生無双～魔術学院の劣等葉月秋水/佐久間結衣ほ 660 日本文芸 8 お嬢さまから始める結婚生活（２） 佐々木ミノル 770 フロンティ 18 銭（インチキ）の力で、戦国の世を駆け抜ける 広石匡司/Ｙ．Ａ 660

秋田書店 7 Lost Children（６） 隅山巴文 693 コアマガ 25 テコンダー朴（７） 山戸大輔/白正男 980 スクウェア 12 白蛇様の花嫁（２） 佐保里 660 日本文芸 8 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（４） 山本晃司 770 フロンティ 21 幼馴染じゃ我慢できない（２） 百瀬あん 740

秋田書店 7 新装版　範馬刃牙（５） 板垣恵介 880 コアマガ 28 （成）ズリトピア 黒川おとぎ 1300 スクウェア 12 春綴る、桜咲くこの部屋で（１） トクヲツム 660 日本文芸 8 みんな〇〇どうシてる？ 小谷真倫 770 フレックス 12 咲ちゃんは淫魔の子（合掌）（２） ほとむら 693

秋田書店 7 新装版　範馬刃牙（６） 板垣恵介 880 コアマガ 28 （成）少女たちの欲望 青点 1200 スクウェア 12 破談から宜しくお願い致します（１） 水島ライカ 660 日本文芸 19 白竜HADOU（26） 天王寺大/渡辺みちお 748 フレックス 12 アラフォー冒険者、伝説となる　～SSランクの タッ公/延野正行ほか 726

秋田書店 14 タブロウ・ゲート（26）（完） 鈴木理華 550 コアミック 20 ちるらん　新撰組鎮魂歌（32） 橋本エイジ/梅村真也 638 スクウェア 12 「もう‥‥働きたくないんです」冒険者なんか辞縛炎（ツギクルブックス刊 660 日本文芸 19 モンキーピーク　the Rock（９）（完） 志名坂高次/粂田晃宏 748 フレックス 12 異世界征服記～不遇種族たちの最強国家～ 結希シュシュ/未来人Ａほ 759

秋田書店 14 緋色の呪文（２） 藤田麻貴 660 コアミック 20 モブ子の恋（12） 田村茜 660 スクウェア 12 異世界先生～凡人教師は天才生徒達と異世 川﨑宙 660 日本文芸 19 監禁婚～カンキンコン～（８） 近藤しぐれ 770 フレックス 12 理系が恋に落ちたので証明してみた。（11） 山本アリフレッド 693

秋田書店 14 サチのお寺ごはん（10） かねもりあやみ/青江覚峰 748 コアミック 20 魔法の天使　クリィミーマミ　不機嫌なお姫様 スタジオぴえろ/三月えみ 693 スクウェア 21 推しが兄になりました（１） 隈浪さえ 790 日本文芸 27 今宵、妻が。（14） 佐野タカシ 770 フレックス 15 魔王おじさんと契約生活はじめました（１） 藤井なお 726

秋田書店 14 真面目婚活女子、寄ってきた男と寝てみました克本かさね 748 コアミック 20 パレニアル（４） 群青ピズ 704 スクウェア 21 怪人麗嬢（７） 田代哲也 660 日本文芸 27 天牌（113） 来賀友志/嶺岸信明 748 フレックス 15 かくりよ神獣紀　異世界で、神様のお医者さんイヌ乃さえこ/糸森環ほか 726

秋田書店 14 空までイっちゃう　～CAは絶倫パイロットの腕吉沢りょう 748 コアミック 20 あおのたつき（２） 安達智 704 スクウェア 21 六畳一間の魔女ライフ（４） 秋タカ 660 日本文芸 27 ハイヤートライヴ　破滅の山脈（１） 高橋構造 770 復刊ドッ 21 鉄腕アトム　《オリジナル版》（４） 手塚治虫 4620

秋田書店 20 ニンジャスレイヤー（９）　キョート・ヘル・オン・ ブラッドレー・ボンド＋フィ 693 メディアソ 6 運命よりも好きだと言って（仮） 由元千子 726 スクウェア 21 お近づきになりたい宮膳さん（４）（完） 秋タカ 660 日本文芸 27 異世界ソープランド輝夜（４） 猪熊しのぶ 770 復刊ドッ 21 完全初出　凄ノ王（２）　［週刊少年マガジン版 永井豪とダイナミックプロ 4950

秋田書店 20 不安の種＊（４） 中山昌亮 660 メディアソ 6 セックスしてみたかったOLにとり憑かれた先輩栗之丸源 748 スクウェア 21 魔女の世界で最強なのは物理ですが何か？ 壱 660 日本文芸 27 アザレア新四谷怪談 ボウツハルミ 770 復刊ドッ 27 変身忍者　嵐　1972 ［完全版］（１） 石ノ森章太郎 8250

秋田書店 20 聖闘士星矢　セインティア翔（16）（完） 車田正美/久織ちまき 800 メディアソ 6 コワモテ店主の溺愛仕込み　元ヤクザはドSでたまちたま 726 スクウェア 21 百姫夜会　―傷痕契ル乙女達―（１） 都月景/いふじシンセン 660 日本文芸 27 ガチャ師に神引きされてみた（２） 長谷川真也 792 復刊ドッ 27 鷹岬　ロックマンワークス　SSR（スーパースペ鷹岬諒 1980

秋田書店 20 聖闘士星矢　冥王異伝　ダークウィング（２） サイトウケンジ/車田正美 693 三交社 7 闇の竜王、スローライフをする。（１） 稲荷竜/なたがら 737 スクウェア 25 恋は論破できない（３） 柳原望 660 日本文芸 27 だぶるぷれい（２） ムラタコウジ 770 プランタン 8 俺のためだけに鳴いて？（２）　（仮） 城井ユキ 未定

秋田書店 20 絢爛たるグランドセーヌ（19） Ｃｕｖｉｅ 693 三交社 7 花屋の倅と寺息子（１） 葛来奈都/笹田さな 737 スクウェア 25 BADON（５） オノ・ナツメ 660 LINE Dig  14 恋する鬼畜島（２）（完） ホリエリュウ/外薗昌也 726 プランタン2/1 雪の妖精　（仮） 芹澤知 未定

秋田書店 20 本気！　終章　火薬（２） 立原あゆみ 693 英和出版 11 なんかもうあーあって感じ。 宮田トヲル 748 スクウェア 25 千剣の魔術師と呼ばれた剣士（５） 黒須恵麻/高光晶ほか 660 LINE Dig  14 名前のない怪物　蜘蛛と少女と猟奇殺人（７） 黒木京也/子月コウ 682 ブライト出 21 愛を知らない兄弟は Ｊｂｎ 700

秋田書店 20 じゃあ、君の代わりに殺そうか？（５） 蔵人幸明/榊原宗々 693 三交社 21 竣ちゃんこっちむいて！ さんま太郎 680 スクウェア 25 フェンリル（４）（完） 赤松中学/大西実生子 660 モバイル 17 お前に抱かれるなんて聞いてない！～ハマっ 夏原サイケ 748 ブライト出 21 元ヤン上司がかわいすぎる！！（上） 竹輪つぼみ 700

秋田書店 20 OREN'S（12） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 693 三和出版 31 （成）痴媚ッ娘 ザキザラキ 1300 スクウェア 27 東京エイリアンズ（４） ＮＡＯＥ 660 モバイル 17 お前のすべてを抱き尽くす～交際0日、いきな羽柴みず 748 ブライト出 21 元ヤン上司がかわいすぎる！！（下） 竹輪つぼみ 700

秋田書店 20 ジャンク・ランク・ファミリー（10） 髙橋ヒロシ 693 ジーオー 6 （成）LOVE ADDICTION みちきんぐ/お久しぶりほ 4950 スクウェア 27 めざせ豪華客船！！　～船召喚スキルで異世たむたむ/ザザロン亞南 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 ふゅーじ 24 白い朝に（下） 森世 770

秋田書店 20 KOBE BBG ～神戸ベタブミガールズ～（１） 信長アキラ 693 ジーオー 13 （成）ごめんね、今日のデート行けなくなっちゃエッチな体験談告白投稿 1870 スクウェア 27 そらに陽だまり（２） かなめもにか 660 Jパブリッ 18 どうやらアイツの一番は俺のようでして 大神田ゆー 715 ぶんか社 14 胡桃ちのPresents モノズキ散歩、お茶してぶ 胡桃ちの 880

秋田書店 20 Bまで恋はAiまかせ…（１） ｏｋａｍａ 693 ジーオー 25 （成）ご褒美生クリーム。 じぇいく 1100 スターツ 28 才能なしと言われたおっさんテイマーは、愛娘柊木楸/琥宮千孝 715 Jパブリッ 18 ヤンキーはなちゃんの猫かわいがり彼氏 鮭田ねね 715 ぶんか社 17 強制除霊師・斎　女系家族 小林薫/斎 690

秋田書店 20 失恋したのでVtuberはじめたら年上のお姉さ 二兎凛/凛愛 715 ジーオー 25 （成）メス肉密着日和 ヲカシヤ 1100 スターツ 28 受付嬢に告白したくてギルドに通いつめたら英よねぞう/猫又ぬこ 715 ハーパー 11 愛人を演じて 麻生歩/リン・グレアム 660 ぶんか社 17 霊感保険調査員　神鳥谷サキ　負の回廊 ひとみ翔/紫陽 690

秋田書店 20 ばくおん！！（15） おりもとみまな 693 ジーオー 31 （成）同級生リメイク　ビジュアルファンブック すめらぎ琥珀 3600 秋水社発 25 年下くんにオフィスで脱がされ　口をあけて誘 やまかみ梨由 770 ハーパー 11 醜いシンデレラ 岡田純子/サラ・ウッド 660 ぶんか社 17 宝くじで3億円当たったのでヒモ美少女飼い始パデラポッロのりお 713

秋田書店 20 ばくおん！！　台湾編（２） おりもとみまな/太田ぐい 693 ジーオー 31 （成）きて。 ヘリを 1320 秋水社発 25 絶倫陸奥くんは大きいクリが好き（１）　褐色男新薫 770 ハーパー 11 幸せになるためのリスト 山下友美/マーナ・マッケ 660 ぶんか社 17 クマくんは甘い蜜を欲しがる　誠実男子の常識橘邦衛 728

秋田書店 20 お姉ちゃんはゲームをすると人が変わるお姉 ルーツ/むにゅう 660 ジーオー 31 （成）じょしラク！　2 Years Later（３） ＤＩＳＴＡＮＣＥ 1210 秋水社発 25 恋するヤンキー君とランデブー 相田早智子 770 ハーパー 11 愛を知るための9カ月 瑚白ゆう/マリオン・レノッ 660 ぶんか社 17 全部食べていい？　農業男子は不器用な猛獣稲本いねこ 713

朝日新聞 20 ミミの怪談　完全版（仮） 伊藤潤二/木原浩勝ほか 968 ジーオー 31 （成）じょしラク！　2 Years Later（４） ＤＩＳＴＡＮＣＥ 1210 秋水社発 25 毒友（１）　親友のすることとは、思えません 瑚白ゆう 770 ハーパー 11 落札された口づけ 山本鹿乃子/アビー・グリ 660 ぶんか社 17 太一くんに餌付けされてます～ごはんからエッにわの池 713

一迅社 14 君を染める朝焼けに 海灯火 748 ジーオー 31 かしこい子ども（上） ｋａｎｉｐａｎ 792 秋水社発 25 龍神様にお嫁入り いけがみ小５ 770 ハーパー 11 運命の夜 楠桂/サラ・クレイヴン 660 ぶんか社 17 オタ嫁をなんとしても俺に発情させてみせる！井村なるみ 713

一迅社 18 citrus+（４） サブロウタ 748 ジーオー 31 かしこい子ども（下） ｋａｎｉｐａｎ 792 MUGENU 6 童貞くんに鬼愛されまして 黒豆カヌレ 798 ハーパー 18 0から始めるオフィスラブ（１） 楠もこ 769 ぶんか社 28 癖あり彼の純度は100％（下） 藤村綾生 728

一迅社 18 ゆりづくしの教室で（３） しーめ 748 ジーオー 31 欲望パンドラ（４） 緋月アキラ 748 アルファ 17 俺様御曹司は義妹を溺愛して離さない 渋谷百音子/なかゆんき 704 ハーパー 18 0から始めるオフィスラブ（２） 楠もこ 769 ぶんか社 28 地味男彼氏が野獣でした　ハジメテのとろとろ涼音紺 728

一迅社 18 彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります！（２伊月クロ 748 ジーオー 31 妹スイッチ カントクほか 3200 彗星社発 18 クソ上司はヤリ愛でるものと心得よ 海野えび 748 ハーパー 18 コワモテ公爵の不器用すぎる蜜月生活～ひそ杠野水春/吉田行 693 芳文社 5 添い遂げて、竜人さん（３）（完） 刹那魁 770

一迅社 20 となりの布里さんがとにかくコワい。（４） 紀ノ上晟一 715 主婦と生 7 北欧貴族と猛禽妻の雪国狩り暮らし（７） 白樺鹿夜/江本マシメサほ 693 彗星社発 18 ロッカーゲーム（上） アキハルノビタ 748 ハーパー 18 こじらせ騎士侯爵の不埒な純愛 ひなたみわ/八巻にのは 693 芳文社 5 その恋は彼を蝕む（２） 猫野まりこ 792

一迅社 20 実は私が本物だった（１） ｙｕｕｎ/Ｍａｒｃｈ 1034 少年画報 11 ねこぱんち　猫結び号 アンソロジー 548 彗星社発 18 ロッカーゲーム（下） アキハルノビタ 748 白泉社 4 君は春に目を醒ます（９） 縞あさと 495 芳文社 5 運命なので結婚してください！ 彩月ユリィ 748

一迅社 25 神クズ☆アイドル（５） いそふらぼん肘樹 750 少年画報 11 BUDDY CAT（２） ぶきやまいちこ 814 彗星社発 18 異世界大奥～王妃になりたくば夜伽で殿下にサウロ 748 白泉社 4 お嬢、お目覚めの時間です（２）（完） 樫八重子 495 芳文社 7 天国のススメ！（11） 宮成樂 759

一迅社 25 空気が「読める」新入社員と無愛想な先輩（２ 鳥原習 990 少年画報 17 異世界狙撃手は女戦士のモフモフ愛玩動物（いのまる 715 彗星社発 18 俺に注がれるなんてありがたく思えよ？～暴君はながたみあや 748 白泉社 4 龍皇の影姫（１） 大宙晃 495 芳文社 7 六畳一間の憑き物石（２） 西岡さち 759

一迅社 25 一夜限りじゃ終われない 日生佑稀 710 少年画報 24 マンガで分かる心療内科　依存症学園編（23 ゆうきゆう/ソウ 814 彗星社発 18 アレン少佐は、いかつい体で甘く抱く。 キリエあやめ 748 白泉社 4 曙橋三叉路白鳳喫茶室にて（１） 高尾滋 693 芳文社 7 めい be love（３）（完） いちかわ壱 759

一迅社 27 朝焼けは黄金色　THE IDOLM@STER（４） まな/高橋龍也ほか 748 少年画報 24 絶叫（１） 葉真中顕/轟ツキコ 759 ブラスト出 18 （成）お届けガールイーツ 蒼野アキラ 1100 白泉社 4 恋と心臓（８） 海道ちとせ 495 芳文社 12 中央線沿線少女（４）（完） ｒｉｏｋａ 693

一迅社 27 朝焼けは黄金色　THE IDOLM@STER（５） まな/高橋龍也ほか 803 少年画報 24 神の名のもとに 久保田流生 759 MUGENU 26 副音声はうるさい十分に（２） 英子 858 白泉社 20 鬼の花嫁は喰べられたい（４） サカノ景子 495 芳文社 12 観音寺睡蓮の苦悩（３） カエルＤＸ 693

一迅社 27 防御力ゼロの嫁（６） 矢野トシノリ 748 少年画報 24 勇者になれなかった俺は異世界で（４） 倉田フラト/添宋 770 青林工藝 25 アイコン モリノダイチ 1540 白泉社 20 神さま学校の落ちこぼれ（１） 赤瓦もどむ/日向夏ほか 495 芳文社 15 妻、小学生になる。（９） 村田椰融 682

一迅社 27 女騎士ゴブリン（２） オンディ/しんどうほか 715 少年画報 28 カメラ、はじめてもいいですか？（３） しろ 715 東京漫画 14 臆病者に花束を 井ノ宮みや 770 白泉社 20 大正恋愛活動（２）（完） 千歳四季 495 芳文社 15 瓜を破る（４） 板倉梓 682

一迅社 27 パーティ追放された俺が裏切った仲間に復讐 アンソロジー 847 少年画報 28 ますらお　秘本義経記　波弦、屋島（５）（完） 北崎拓 759 東京漫画 21 鬼上司・獄寺さんは暴かれたい。（２） あらた六花 770 白泉社 20 京は瑠璃いろ、浪漫色（１） 松風はるか 495 芳文社 15 三十路病の唄（２） 河上だいしろう 682

一迅社 31 泣き顔百合アンソロジー アンソロジー 990 少年画報 28 こまったやつら（１） 吉川景都 759 アース・ス 12 転生してハイエルフになりましたが、スローラ 　     成田コウ/らる鳥ほか 660 白泉社 20 エンドロールは君と（１） まめ魚 495 芳文社 26 奥さまは新妻ちゃん（４） ルッチーフ 935

一迅社 31 王子様に溺愛されて困ってます～転生ヒロイ 三浦ひらく/月神サキほか 740 少年画報 28 GOAT HEAD（２） 安堂維子里 825 アース・ス 12 禁断師弟でブレイクスルー～ボーイ・ミーツ・サえとうヨナ/アニッキーブラ 660 白泉社 28 あそびあそばせ（13） 涼川りん 660 芳文社 26 あやしびと（２）（完） ＧＡＧＡＧＡ 935

一迅社 31 昨今のシンデレラは靴を落とさない。（２） 式部玲/小山内慧夢ほか 710 少年画報 31 プラネット・ウィズ（７） 水上悟志 715 アース・ス 12 人狼への転生、魔王の副官　はじまりの章（８瑚澄遊智/漂月ほか 660 白泉社 28 追放悪役令嬢の旦那様（３） なつせみ/古森きりほか 715 芳文社 26 ぬるめた（２） こかむも 935

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 740 新書館 下 星のとりで～箱館新戦記～（６） 碧也ぴんく 880 辰巳出版 28 墜とされ疼き妻 甲斐ひろゆき 1350 白泉社 28 ふたりエッチ（85） 克・亜樹 660 芳文社 26 桔香ちゃんは悪役令嬢になりたい！（１） 相馬康平/日下氏 935

一迅社 31 悲劇の元凶となる最強外道ラスボス女王は民松浦ぶんこ/天壱ほか 740 新書館 下 東の空が白むころ 小鬼３６℃ 737 大洋図書 4 友達はキスしない！ 参号ミツル 781 白泉社 28 あなたが甘くねだるまで（３） ディビ 715 芳文社 26 ばっどがーる（１） 肉丸 935

一迅社 31 悪役令嬢と鬼畜騎士（１） 生還/猫田ほか 710 ジュネッ 19 彼とセックスしてもゾンビにならないってホント 鳥生ヘリコ 770 竹書房 7 ダーリンオンザTV シライテン 737 白泉社 28 ニラメッコ（２） 久世岳 897 ホビージ 12/28 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 31 訳あり令嬢でしたが、溺愛されて今では幸せで 　アンソロジー 860 新潮社 8 君に会いたい（１） 売野機子 682 竹書房 17 金のエンジェル 碗島子 781 白泉社 28 オカルト研は存在しない！！（２） 河原井優貴 715 ホビージ 12/28 ウォルテニア戦記（８） 八木ゆかり/保利亮太 715

インテル 27 秘密の社内恋愛で危ないイタズラ（２）（完） 小路たや 760 新潮社 8 のボルダ（１） 鬼頭莫宏 682 竹書房 17 忠犬だって主に乗りたい あずみつな 792 白泉社 28 合同会社・正義屋（２） 西川秀明/夏原武 715 マイクロマ 12 なつめとなつめ（４） 空翔俊介 897

インテル 27 アパートメントコネクション 貫井ゆな 760 新潮社 8 でっちあげ（３） 田近康平/福田ますみ 726 竹書房 17 ハッピークソライフ（３） はらだ 759 白泉社 31 日々是平坦（４） 迂闊 858 マイクロマ 12 さくらと介護とオニオカメ！（３） たかの歩 748

イースト 17 今日もご無事で 三津キヨ 880 新潮社 8 でっちあげ（４）（完） 田近康平/福田ますみ 770 竹書房 20 アキはハルとごはんを食べたい（３）（完） たじまこと 946 白泉社 31 初恋 ハルミチヒロ 803 マイクロマ 31 賢者の弟子を名乗る賢者　THE COMIC（９） すえみつぢっか/りゅうせ 693

エンジェル 17 （成）寝取られ蜜裸　汗だく巨乳　タワマン猥婦鬼島大車輪 1200 新潮社 8 沖縄で好きになった子が方言すぎてツラすぎ 空えぐみ 682 竹書房 25 あんたがたどこさ　田舎の嫁はむずかしい（上志茂 748 白泉社 31 その肌の熱さをおぼえてる ジョゼ 770 マイクロマ 31 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

エンジェル 17 （成）秘蜜の性交　中だし孕まし　とろマン巨乳鬼島大車輪 1200 新潮社 8 売国機関（６） 品佳直/カルロ・ゼン 682 竹書房 25 あんたがたどこさ　田舎の嫁はむずかしい（下志茂 748 一二三書 15 異世界の戦士として国に招かれたけど、断ってＣＨＩＨＩＲＯ 748 マイクロマ 31 賢者の弟子を名乗る賢者　～マリアナの遠き ばにら棒/りゅうせんひろ 693

エンジェル 17 （成）Hな町の熊谷さん かわもりみさき 1200 新潮社 8 クマ撃ちの女（７） 安島薮太 660 竹書房 25 インモラル　目覚めたら不倫漬けの人妻だったすあま/つかさき有 748 一二三書 15 くるくるまわせ（２） 佐久間力 748 マイクロマ 31 異世界転移したら愛犬が最強になりました～ 　  一花ハナ/龍央 693

エンジェル 17 （成）ふたごくらべ イコール 1200 新潮社 8 間違った子を魔法少女にしてしまった（11） 双龍 638 竹書房 25 インモラル　目覚めたら不倫漬けの人妻だったすあま/つかさき有 748 一二三書 15 くるくるまわせ（３） 佐久間力 748 マッグガ 8 リィンカーネーションの花弁（15） 小西幹久 671

オーバー 15 会長、イイコはもう終わり 栗原カナ 未定 実業之日 18 京都と猫と、まだ見ぬ色と オオタガキフミ 1320 竹書房 25 宮廷女医の甘美な治療で皇帝陛下は奮い勃 三夏/月乃ひかり 759 一二三書 20 魔物を狩るなと言われた最強ハンター、料理ギ奥村浅葱 748 マッグガ 8 最果てのソルテ（２） 水上悟志 660

オーバー 15 低収入新婚夫婦の月12万円生活 いしいまき 未定 実業之日 18 どうも、腐女子です。（４） 七望ユウ 748 竹書房 25 0日から始める溺愛夫婦生活 くにしげ 704 一二三書 20 モブ高生の俺でも冒険者になればリア充にな さぎやまれん 748 マッグガ 14 妖刀使いがチートスキルをもって異世界放浪　ムサシマル/創伽夢勾 715

オーバー 25 黒鳶の聖者（１）　～追放された回復術士は、 佐和井ムギ/まさみティー未定 実業之日 18 吸血姫は薔薇色の夢をみる（１） 佐崎一路/ｓｕｄｅｋｕｍａ 748 竹書房 27 外道転移者のハーレムダンジョン製作記（１） たけのこ/鎖ノムほか 759 ヒット出版 26 （成）家族のNTR事情―アナタのために犯されテツナ 1100 マッグガ 15 裏切られたので、王妃付き侍女にジョブチェン青山克己/雉間ちまこ 660

オーバー 25 世界は終わっても生きるって楽しい（３） 鳥取砂丘 未定 ジャイブ 4 おじさま侯爵は恋するお年頃（14） 飛鳥りな 681 竹書房 27 魔王の娘たちとまぐわえば強くなれるって本当冬野なべ 759 ヒット出版 26 （成）背徳妄想 猫伊光 1100 メディアッ 27 （成）One shot a summer（ワンショットアサマー逆又練物 1320

オーバー 25 不死者の弟子（３）　～邪神の不興を買って奈かせい/猫子ほか 未定 ジャイブ 4 黒龍さまの見習い花嫁（７） 三月ゆか 681 竹書房 27 みんな私のはらのなか（２）（完） ちさこ 759 双葉社 8 Heat×Beat～引きこもりオメガがアイドルに！ホームラン・拳 792 メディアッ 27 （成）片乳（ベタハート）性欲旺盛Hガールズ 天崎かんな 1320

オーバー 25 王女殿下はお怒りのようです（４） 四つ葉ねこ/八ツ橋皓ほ 未定 小学館ク 5 ヒッツ（３） 柴田ヨクサル/沢真 748 竹書房 27 社畜DTPオペレーターの僕が異世界で技術革高羽もも 759 双葉社 12 クマ倉さんと僕（１） 神春 704 メディアッ 27 （成）男の娘だって恋したいんですが！ も～ん 1320

オーバー 25 サラリーマンが異世界に行ったら四天王になっ村光/ベニガシラ 未定 小学館ク 5 アトムザ・ビギニング（16） 手塚治虫/ゆうきまさみほ 748 竹書房 27 動物のおしゃべり（25） 神仙寺瑛 869 双葉社 12 こえでおしごと！！（３）（完） 紺野あずれ 693 楽楽出版 8 （成）淫肉マニアックス 孤島ビデヲ 1210

オーバー 25 底辺領主の勘違い英雄譚（４） ぱらボら/馬路まんじほか未定 小学館ク 11 鬼上司のヤキモチが可愛すぎます！！（３） 月乃睡蓮 748 竹書房 27 はかせの未来（３）（完） せかねこ 1100 双葉社 12 カワセミさんの釣りごはん（５） 匡乃下キヨマサ 693 楽楽出版 8 （成）触手の贄　～わだつみ様に捧げられた乙焼塩 1320

オーバー 25 Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異糸町秋音/鬼ノ城ミヤほか未定 小学館ク 15 ふたりでおかしな休日を（１） 伊藤正臣 748 竹書房 27 世界に一つだけのR（３）（完） 飯島しんごう 759 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン（12） クール教信者 660 リイド社 8 おしえて僕の神様 瀧本羊子 759

オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（10） びび/五示正司 未定 小学館ク 27 とくにある日々（１） なか憲人 748 竹書房 27 異世界看護師は修行中！！女子率90％の聖中村卯月 759 双葉社 12 小林さんちのメイドラゴン　ルコアは僕の×× 歌麿/クール教信者 660 リイド社 8 すんで、みつけて、きらめいて 青梅あお 759

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 小学館ク 27 beautiful place（１） 松本次郎 748 竹書房 27 サキュバスな委員長にお断りされまして（３）（ い～どぅ～ 759 双葉社 14 破滅エンドから逆行したら、二周目は何故か愛ひのすばる/柚子れもん 704 リイド社 27 因習秘録　みだれまんだら（２） 八月薫/粕谷秀夫 715

宙出版 17 純愛ヤクザと同棲生活　私にしか勃たないって志波ひより 728 ジーウォ 27 （成）強制ビッチ区 甘竹朱郎 1100 竹書房 27 女子高生と聖職者さん（３）（完） 財政ろろ 759 双葉社 14 わたし、聖女じゃありませんから（２） さとうしらたま/長月おと 704 リイド社 27 ワイド版鬼平犯科帳（59） さいとう・たかを/池波正太 770

宙出版 21 オランピアソワレ公式ビジュアルファンブック 3520 ジーウォ 27 （成）イビツな愛でも受け止めて（ベタハート） 倉田むと 1200 竹書房 27 青春ロータリー（上） たうみまゆ 770 双葉社 14 ずたぼろ令嬢は姉の元婚約者に溺愛される（ 仲倉千景/とびらの 704 リイド社 28 （成）浮気だけど好きな人 黒金さつき 1100

笠倉出版 21 極道とオメガ（２） 小島きいち/青井千寿 748 ジーウォ 27 （成）まつりさんを酔いつぶしたい 中込 1100 竹書房 27 青春ロータリー（下） たうみまゆ 770 双葉社 14 北の砦にて（３） 明野たわ/三国司 704 リイド社 28 SUBURBAN HELL 郊外地獄 金風呂タロウ 1320

笠倉出版 25 獅子の踊り子 柳瀬せの 770 祥伝社 8 私たちが恋する理由（２） ｍａ２ 924 竹書房 27 龍と虎（仮） いくたはな 1320 双葉社 14 冤罪で処刑された侯爵令嬢は今世ではもふ神あまつわい/雪野みゆ 704 リイド社 28 黄色い耳　（（（胎教））） 黄島点心 1320

海王社 8 ダンディなバツイチの世話してます（２） 大和名瀬 781 祥伝社 8 大川ぶくぶのお日記させていただく。（１） 大川ぶくぶ 1034 竹書房 28 マスターは恋を知らない あまきいお 759 双葉社 17 ツビッキーコレクション（３）（完） 坂田靖子 792 リブレ 8 歌舞伎町バッドトリップ（２） 汀えいじ 725

海王社 8 ほんと野獣（15） 山本小鉄子 737 祥伝社 8 つんドル！～人生に詰んだ元アイドルの事情飯田ヨネ/大木亜希子 924 大都社 25 元カレ社長はドSで鬼畜で絶倫（１） 桃凪めぐ 770 双葉社 17 サヨナラ自転車（上） 友風子/櫻川さなぎ 990 リブレ 8 BARBARITIES（４） 鈴木ツタ 758

海王社 8 運命的ラブメーター 美山薫子 737 祥伝社 8 ブランチライン（３） 池辺葵 770 大都社 25 オレだけに抱かれろ（４）　契約結婚で憧れの 松本ゆうか 770 双葉社 17 サヨナラ自転車（下） 友風子/櫻川さなぎ 990 リブレ 8 モフっていいのはお前だけ 野田のんだ 725

海王社 8 ケダモノアラシ　―Touch me baby！― 黒井モリー 737 祥伝社 25 オネエ失格（７）　同じミライを想い抱く午前9時冴月ゆと 649 大都社 25 感じてるのバレバレだよ？後輩クンと28歳こじ神室リツコ 770 双葉社 17 シジュウカラ（５） 坂井恵理 759 リブレ 8 ワンウィークファミリー やつはし 725

海王社 8 男子寮の薔薇はtkbの夢を見るか？ 愛染マナ 781 祥伝社 25 ワケありおっぱいが、上司（絶倫・ヤクザ）のお一味ゆづる 748 大都社 25 自惚れとランジェリー陰キャな俺の愛し方 本庄りえ 770 双葉社 20 やれたかも委員会（４） 吉田貴司 1320 リブレ 20 小説　抱かれたい男1位に脅されています。　 成田良美/桜日梯子ほか 1100

海王社 8 不妊治療1800日～入院、闘病を経て39歳で二藤本ハルキ 1100 祥伝社 25 自称・彼氏がキツく愛して離れません（３）　変 かずいち 748 大都社 25 猫将軍ツナヨシ（２） 篠原烏童 880 双葉社 20 やれたかも委員会（５） 吉田貴司 1320 リブレ 20 噂の佐伯は彼と恋がしたい 泡沫 758

キルタイ 8 世呑の竜（２） ワス 693 心交社 18 明日も一緒に帰ろうよ 鳴海はこ 704 大都社 25 或る世のメテオライト（２） マル/赤木蓮屋 836 双葉社 20 本屋の堀ちゃん 佐久間薫 1045 リブレ 20 五十、六十、よろこんで。（２） ワイエム系 660

キルタイ 8 田所さん（４） ＴＡＴＳＵＢＯＮ 693 スクウェア 7 友達の妹が俺にだけウザい（４） 三河ごーすと（ＧＡ文庫／ 660 宝島社 24 異世界居酒屋「のぶ」　エーファとまかないお ノブヨシ侍/蝉川夏哉ほか 990 双葉社 20 BADDUCKS（１） 武田登竜門 770 リブレ 20 園宮さんの婿事情（１） 岡畑まこ 693

キルタイ 14 まおーえる！　～社畜OLと異世界最強魔王入闇儀式カルト 750 スクウェア 7 予知能力まんが・九能ちよ（３）（完） 敷誠一 660 宝島社 27 再召喚された勇者は一般人として生きていく？濱﨑真代/かたなかじほか 770 双葉社 24 群舞のペア碁（２） 高木ユーナ/公益財団法 693 ワニマガ 31 位置原光Z作品集 位置原光Ｚ 990

キルタイ 18 （成）淫慾礼賛　―暴かれる私の中のマゾ願望コモン 1100 スクウェア 7 世界でただ一人の魔物使い　～転職したら魔 筧千里/堂島ノリオほか 660 大誠社 21 冷たい上司と嘘の恋～さよならの代わりに～ 高島えり/白石さよ 780 双葉社 27 スーパー・バッド・ファーザー犬伏（１） 青井たつや 693 ワニマガ 31 （成）ヌル（シロハート）ラバ！ ナビエ遥か２Ｔ 1210

キルタイ 26 （成）黒獣（２）　～淫欲に染まる背徳の都、再 　  月蜥蜴/Ｌｉｑｕｉｄ 1320 スクウェア 7 左遷された最強賢者、教師になって無敵のク 鈴森一/かなめもにか 660 大誠社 21 ナンバー・ナイン～あの夜の相手は誰？～（上左東ヨシタカ/彩 700 双葉社 27 いとなみいとなめず（６） 水瀬マユ 682 ワニマガ 31 （成）明石六露作品集 明石六露 1210

キルタイ 26 （成）はこまる単行本（仮） はこまる 1100 スクウェア 7 卑怯者だと勇者パーティを追放されたので働 上下左右/がおうほか 660 大誠社 21 泉くんの考えた恋愛ゲームが無理すぎる（１） 川上にこ 680 双葉社 27 達人伝～9万里を風に乗り～（31） 王欣太 660 ワニマガ 31 （成）ず～っと大好き!!!!!!! ＩＣＨＩＧＡＩＮ 1210

キルタイ 26 （成）コミックアンリアル　ザ・ベスト　性転換コ 越後屋タケル/ＤＡＴＥ 1100



２０２２年　１月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）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 12/27 寂聴　残された日々 瀬戸内寂聴 770 KADOKAWA 角川文庫 21 父と私の桜尾通り商店街 今村夏子 未定 講談社 講談社文庫 14 江戸は浅草（４）　冬青灯籠 知野みさき 770

朝日新聞出版朝日文庫 7 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 角川文庫 21 まほり（上） 高田大介 未定 講談社 講談社文庫 14 コゴロシムラ 木原音瀬 693

朝日新聞出版朝日文庫 7 魂の秘境から 石牟礼道子 880 KADOKAWA 角川文庫 21 まほり（下） 高田大介 未定 講談社 講談社文庫 14 謀聖　尼子経久伝　青雲の章 武内涼 990

朝日新聞出版朝日文庫 7 ピーク 堂場瞬一 935 KADOKAWA 角川文庫 21 狐火の辻 竹本健治 未定 光文社 光文社文庫 12 謀叛　惣目付臨検仕る（３）（仮） 上田秀人 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 終わりと始まり2.0 池澤夏樹 880 KADOKAWA 角川文庫 21 仕事のおきて　お仕事小説アンソロジー（仮） 未定/坂木司ほか 未定 光文社 光文社文庫 12 熟れた月 宇佐美まこと 未定

岩波書店 岩波文庫 14 運命 国木田独歩 770 KADOKAWA 角川文庫 21 高校サッカーボーイズ　U-18 はらだみずき 未定 光文社 光文社文庫 12 正体 染井為人 未定

岩波書店 岩波文庫 14 新約聖書外典　ナグ・ハマディ文書抄 荒井献/大貫隆ほか 1518 KADOKAWA 角川文庫 21 永遠についての証明 岩井圭也 未定 光文社 光文社文庫 12 白霧学舎　探偵小説倶楽部 岡田秀文 未定

岩波書店 岩波文庫 14 精神と自然 グレゴリー・ベイトソン/佐藤 1243 KADOKAWA 角川文庫 21 頂上捜査 安東能明 未定 光文社 光文社文庫 12 刑事失格　新強請屋稼業　『女刺客』改題（仮） 南英男 未定

岩波書店 岩波現代文庫 14 宝塚　変容を続ける「日本モダニズム」 川崎賢子 2002 KADOKAWA 角川文庫 21 めぐり逢いサンドイッチ 谷瑞恵 未定 光文社 光文社文庫 12 情けの背中　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

岩波書店 岩波現代文庫 14 私の日本語雑記 中井久夫 1298 KADOKAWA 角川文庫 21 寂光院残照 永井路子 未定 光文社 光文社文庫 12 茶飲み密偵　新・木戸番影始末（３）（仮） 喜安幸夫 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者（９） 香月航/ねぎしきょうこ 730 KADOKAWA 角川文庫 21 パイナップルの彼方 山本文緒 未定 光文社 光文社文庫 12 無駄死に　日暮左近事件帖（仮） 藤井邦夫 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 中ボス令嬢は、退場後の人生を謳歌する（予定 こる/Ｓｈａｂｏｎ 730 KADOKAWA 角川文庫 21 そして誰も死ななかった 白井智之 未定 光文社 光文社文庫 12 金蔵破り　隠密船頭（８） 稲葉稔 未定

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 730 KADOKAWA 角川文庫 21 あやかし和菓子処かのこ庵　嘘つきは猫の始ま高橋由太 未定 光文社 光文社文庫 12 那須与一の馬　奇剣三社流　望月竜之進 風野真知雄 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 7 騎士の名もなき恋（仮） 栢野すばる/Ｃｉｅｌ 792 KADOKAWA 角川文庫 21 理想の夫 オスカー・ワイルド/厨川圭子未定 光文社 光文社文庫 12 旅は道づれ　きりきり舞い 諸田玲子 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 7 楽園の略奪者（仮） 荷鴣/ｙｏｃｏ 814 KADOKAWA 角川文庫 21 脳科学捜査官　真田夏希　ヘリテージ・グリーン 鳴神響一 未定 光文社 光文社古典新訳文 12 法王庁の抜け穴 ジッド/三ツ堀広一郎 未定

イースト・プレス悦文庫 11 桃色電鐵（仮） 庵乃音人 792 KADOKAWA 角川文庫 21 隠岐伝説殺人事件 内田康夫 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 姫さま恋慕剣 山手樹一郎 715

イースト・プレス悦文庫 11 大人の秘密基地（仮） 橘真児 792 KADOKAWA 角川文庫 21 出身成分 松岡圭祐 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 お毒見役みだら帖　淫気夜行 睦月影郎 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 帝国陸海軍　人事の闇 藤井非三四 902 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 日本の戦死塚　増補版　首塚・胴塚・千人塚 室井康成 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 密命将軍　松平通春（３） 早見俊 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 日本初ジェット戦闘機「橘花」 屋口正一 924 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 日本的文芸術 松岡正剛 未定 コスミック出版 コスミック時代文庫 13 伝説の隠密（２）　しあわせ長屋人情帖 中岡潤一郎 715

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 軽巡海戦史 松田源吾ほか 913 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山克秀 未定 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 皇国の艦隊（上） 羅門祐人 ###

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 ハイラル国境守備隊顛末記 「丸」編集部 1023 KADOKAWA 角川ソフィア文庫 21 万華鏡 寺田寅彦 未定 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 皇国の艦隊（下） 羅門祐人 ###

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 カーストが逆転する教室へようこそ！（１） しもっち/麦化 未定 KADOKAWA 角川ホラー文庫 21 こわい本（９）　影 楳図かずお 未定 コスミック出版 コスミックセシル文 20 刑事とヤクザの子育て論争（仮） 柚木ユキオ 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ありふれた職業で世界最強（12） 白米良/たかやＫｉ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 純白と黄金 夏目純白/ももこ 未定 コスミック出版 コスミックセシル文 20 平凡公務員、サイキックファミリーに嫁入りする 夢咲まゆ 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 暗殺者は黄昏に笑う（１） メグリくくる/岩崎美奈子 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 パシられ陰キャが実は最強だった件 マリパラ/ふーみほか 704 三交社 ラルーナ文庫 19 運命のオメガに王子は何度も恋をする はなのみやこ/ヤスヒロ 770

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 幾億もの剣戟が黎明を告げる（１） 御鷹穂積/野崎つばた 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 花嫁プロジェクト（仮） あさのハジメ/ｅｍｉｌｙ 未定 三交社 艶情文庫 28 淫ら商店街は秘蜜の花園 阿久根道人 794

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 カメラ先輩と世話焼き上手な後輩ちゃん（１） 美月麗/るみこ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 可愛ければ変態でも好きになってくれますか？ 花間燈/ｓｕｎｅ 未定 三交社 艶情文庫 28 義母もの 牧村僚 794

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 神狩　1（下）　英霊殲滅戦線 安井健太郎/ｋａｋａｏ 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 神は遊戯に飢えている。（４） 細音啓/智瀬といろ 未定 彩図社 彩図社文庫 19 日本人として知っておきたい　神道と神社の秘密神道と神社の歴史研究会 750

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 エロゲ転生　運命に抗う金豚貴族の奮闘記（２） 名無しの権兵衛/星夕 未定 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 コスプレ義妹と着せかえ地味子（２） 五月什一/ｓｏｌａ 未定 彩図社 彩図社文庫 19 心のモヤモヤがスッキリ消える仏教の言葉 鳥沢廣栄 750

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 主人公にはなれない僕らの妥協から始める恋人鴨野うどん/かふか 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 無駄に幸せになるのをやめて、こたつでアイスをコイル 未定 集英社 集英社文庫 20 抵抗都市　（仮） 佐々木譲 未定

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 本能寺から始める信長との天下統一（７） 常陸之介寛浩/茨乃 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 ひなた食堂の魔女は人の恋がお好き（仮） 中村一 未定 集英社 集英社文庫 20 地面師たち　（仮） 新庄耕 未定

オークラ出版 プリズム文庫 21 王は無垢な神官に最愛を捧げる 釘宮つかさ/みずかねりょう 730 KADOKAWA メディアワークス文 25 彼女と過ごしたマイナス365日（仮） 喜友名トト/ふすい 未定 集英社 集英社文庫 20 早朝始発の殺風景　（仮） 青崎有吾 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 美少女エルフ（大嘘）が救う！　弱小領地　～万 　長田信織/にゅむ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 わたしの処女をもらってもらったその後。（仮） 高岡未来 未定 集英社 集英社文庫 20 君たちの日本国憲法　（仮） 池上彰 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 その勇者はニセモノだと、鑑定士は言った 囲恭之介 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 君を想い出になんてさせない（仮） 青海野灰 未定 集英社 集英社文庫 20 介護のうしろから「がん」が来た！　（仮） 篠田節子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 俺を好きなのはお前だけかよ（17） 駱駝/ブリキ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 拝啓見知らぬ旦那様、離婚していただきます（上 　未定 未定 集英社 集英社文庫 20 言の葉は、残りて　（仮） 佐藤雫 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 天使は炭酸しか飲まない 丸深まろやか/Ｎａｇｕ 未定 KADOKAWA メディアワークス文 25 新装版　恋空～切ナイ恋物語～（中） 美嘉 未定 集英社 集英社文庫 20 風が吹く　めおと相談屋奮闘記（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 錆喰いビスコ（８）　神子煌誕！　うなれ斉天大菌瘤久保慎司/ｍｏｃｈａほか 未定 KADOKAWA ファミ通文庫 28 学校に内緒でダンジョンマスターになりました。 未定/Ｍａｔｓｕｋｉ 未定 集英社 集英社文庫 20 帰れない村　福島県浪江町「DASH村」の10年（仮三浦英之 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 さんかくな同居百合のお話（仮） 入間人間/フライ 未定 河出書房新社 河出文庫 7 改良 遠野遥 495 集英社 集英社文庫 20 母さん、ごめん　50代独身男の介護奮闘記（仮）松浦晋也 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね（５羽場楽人/イコモチ 未定 河出書房新社 河出文庫 7 人類よさらば 筒井康隆 792 集英社 集英社文庫 20 「NO」から始めない生き方　（仮） 加藤友朗 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 恋は双子で割り切れない（３） 高村資本/あるみっく 未定 河出書房新社 河出文庫 7 純喫茶コレクション 難波里奈 990 集英社 集英社文庫 20 明智小五郎事件簿　戦後編（２）　「化人幻戯」「 江戸川乱歩 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 魔女学園最強のボクが、実は男だと思うまい 坂石遊作/トモゼロ 未定 河出書房新社 河出文庫 7 赤い蝋人形　山田風太郎傑作選　推理篇 山田風太郎/日下三蔵 ### 集英社 集英社オレンジ文庫 20 平安あや解き草紙（８）　（仮） 小田菜摘/シライシユウコ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 ひだまりで彼女はたまに笑う。（２） 高橋徹/椎名くろ 未定 河出書房新社 河出文庫 7 神に追われて　沖縄の憑依民俗学 谷川健一 968 集英社 集英社オレンジ文庫 20 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音　―希望を瑚池ことり/六七質 未定

KADOKAWA 電撃文庫 8 わたし、二番目の彼女でいいから。（２） 西条陽/Ｒｅ岳 未定 河出書房新社 河出文庫 7 十二神将変　新装版 塚本邦雄 990 集英社 集英社オレンジ文庫 20 王女の遺言（４）　ガーランド王国秘話（仮） 久賀理世/ねぎしきょうこ 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 冷酷皇帝は人質王女を溺愛中　なぜかぬいぐる奏舞音/ｃｏｍｅｔ 未定 河出書房新社 河出文庫 7 裏切られ信長　不器用すぎた天下人 金子拓 891 集英社 集英社オレンジ文庫 20 京都岡崎、月白さんとこ　花舞う春に雪解けを待相川真/くじょう 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 小動物系令嬢は氷の王子に溺愛される（４） 翡翠/亜尾あぐ 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 18 超絶効く！　集中力大全　即効で脳が冴えわた ライフハック研究会 792 集英社 集英社オレンジ文庫 20 神童マノリト、お前は廃墟に座する常春の王　（仮仲村つばき/藤ヶ咲 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 後宮も二度目なら（２） 中村颯希/新井テル子 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 航空自衛隊　副官　怜於奈（３） 数多久遠 704 集英社 集英社オレンジ文庫 20 新米事務とゴースト・メンター　～日曜夜に泣かな遊川ユウ/前田ミック 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 京都祇園きもの恋物語　町屋の花カフェ、猫とイ華藤えれな/銀行 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 死者の贈り物 長田弘 682 集英社 ダッシュエックス文 25 ポイントギフター《経験値分配能力者》の異世界 　九十九弐式・すかいふぁーむ未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 え、神絵師を追い出すんですか？ 未定 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 （新装版）虚構の殺人者　東京ベイエリア分署 今野敏 814 集英社 ダッシュエックス文 25 黒猫の剣士（２）　～ブラックなパーティを辞めた 妹尾尻尾/石田あきら 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 Only Sense Online（21）　―オンリーセンス・オンアロハ座長/ゆきさんほか 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 夜のお茶漬け　食堂のおばちゃん（11） 山口恵以子 704 集英社 ダッシュエックス文 25 『ショップ』スキルさえあれば、ダンジョン化した世 　十本スイ/夜ノみつき 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 武装メイドに魔法は要らない（２） 忍野佐輔/大熊まい 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 14 木挽町芝居茶屋事件帖新シリーズ 篠綾子 748 小学館 小学館文庫 7 森から来た少年 ハーラン・コーベン/田口俊樹###

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 748 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 ぼくは恋をしらない 崎谷はるひ/蓮川愛 693 小学館 小学館文庫 7 夢探偵フロイト　ナイトメアの殺人実験 内藤了/ｓｙｏ５ 682

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 辺境都市の育成者（５）　（仮） 七野りく/福きつね 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 溺愛社長と怖がりな子猫 高峰あいす/榊空也 693 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 660

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 デート・ア・バレット（８） 東出祐一郎/橘公司ほか 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 転生王子と運命の初恋は終わらない ナツ之えだまめ/鈴倉温 693 小学館 小学館文庫 7 モーツァルトを聴く人 谷川俊太郎/堀内誠一 880

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 完璧な佐古さんは僕みたいになりたい 山賀塩太郎/佑りん 未定 講談社 講談社学術文庫 13 方法叙説 ルネ・デカルト/小泉義之 748 小学館 小学館文庫 7 ちえもん 松尾清貴 ###

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 青のアウトライン　天才の描く世界を凡人が塗り 日日綴郎/むっしゅ 未定 講談社 講談社学術文庫 13 永遠の平和のために イマヌエル・カント/丘沢静也 748 小学館 小学館文庫 7 ぷくぷく 森沢明夫 902

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 コンビニ強盗から助けた地味店員が、同じクラスあボーン/なかむら 未定 講談社 講談社学術文庫 13 ニホンザルの生態 河合雅雄/山極壽一 ### 小学館 小学館文庫 7 そして陰謀が教授を潰した　～青山学院春木教 　早瀬圭一 858

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 純白令嬢の諜報員　改編1．侯爵家変革期 桜生懐/ファルまろ 未定 講談社 講談社学術文庫 13 松と日本人 有岡利幸 ### 小学館 小学館文庫 7 カルピスをつくった男　三島海雲 山川徹 858

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 748 講談社 講談社タイガ 14 桜底　警視庁異能処理班ミカヅチ 内藤了 792 小学館 小学館文庫 7 若殿八方破れ（５）　久留米の恋絣 鈴木英治 792

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 火群大戦　01.復讐の少女と火の闘技場〈帳〉 熊谷茂太/転 未定 講談社 講談社文庫 14 大天使はミモザの香り 高野史緒 792 小学館 小学館文庫 7 城下町事件記者　熊本・文楽の里 井川香四郎 836

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 704 講談社 講談社文庫 14 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 7 城下町奉行日記　熊本城の罠 井川香四郎 748

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 お見合いしたくなかったので、無理難題な条件を桜木桜/ｃｌｅａｒ 748 講談社 講談社文庫 14 連理の宝　Cocoon外伝 夏原エヰジ 858 小学館 ガガガ文庫 18 弱キャラ友崎くん　Lv.10 屋久ユウキ 803

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 VRゲーで最強無双の少年、現実にステータスが藤谷ある/キャロル 770 講談社 講談社文庫 14 源平の怨霊　小余綾俊輔の最終講義 高田崇史 ### 小学館 ガガガ文庫 18 きみは本当に僕の天使なのか（２） しめさば 660

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになったたかた/長部トム 748 講談社 講談社文庫 14 十七八より 乗代雄介 792 新書館 ディアプラス文庫 8 ふたり暮らしハピネス 間之あまの/八千代ハル 836

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 無敵商人の異世界成り上がり物語　～現代の製青山有/ぷきゅのすけ 748 講談社 講談社文庫 14 電気じかけのクジラは歌う 逸木裕 880 新潮社 新潮文庫 28 もうすぐいなくなります　絶滅の生物学 池田清彦 605

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 世界最速のレベルアップ（３） 八又ナガト/ｆａｍｅ 814 講談社 講談社文庫 14 わたしの芭蕉 加賀乙彦 825 新潮社 新潮文庫 28 同潤会代官山アパートメント 三上延 649

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 飛び降りようとしている女子高生を助けたらどうな岸馬きらく/らたんほか 682 講談社 講談社文庫 14 空貝　村上水軍の神姫 赤神諒 880 新潮社 新潮文庫 28 ボダ子 赤松利市 825

KADOKAWA 角川スニーカー文 12/24 マーディスト　―死刑囚・風見多鶴―（上） 半田畔/灰染せんり 726 講談社 講談社文庫 14 雑賀のいくさ姫 天野純希 858 新潮社 新潮文庫 28 残りものには、過去がある 中江有里 649

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 12/24 義妹が聖女だからと婚約破棄されましたが、私は桜井ゆきな/白谷ゆう 759 新潮社 新潮文庫 28 いかれころ 三国美千子 506

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 12/24 追放された聖女ですが、どうやら私が本物です　さくら青嵐/鳥飼やすゆき 759 新潮社 新潮文庫 28 おっぱいマンション改修争議 原田ひ香 649

KADOKAWA 角川ビーンズ文庫 12/24 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 新潮社 新潮文庫 28 一晩置いたカレーはなぜおいしいのか 稲垣栄洋 572

KADOKAWA 角川ルビー文庫 12/24 王弟殿下の溺愛 天野かづき/蓮川愛 770 新潮社 新潮文庫 28 じじばばのるつぼ 群ようこ 605

KADOKAWA 角川ルビー文庫 12/24 神子じゃない方が、騎士団長の最愛になるまで ｃｈｉ‐ｃｏ/北沢きょう 未定 新潮社 新潮文庫 28 歩道橋シネマ 恩田陸 781

KADOKAWA 角川文庫 21 グッバイ、ドン・グリーズ！ 未定 未定 新潮社 新潮文庫 28 決闘の辻 藤沢周平 693

KADOKAWA 角川文庫 21 木曜日の子ども 重松清 未定 新潮社 新潮文庫 28 ケーキ王子の名推理（６） 七月隆文 649

KADOKAWA 角川文庫 21 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。（11 竹村優希 未定 新潮社 新潮文庫 28 文豪とアルケミスト　井伏鱒二 仁木英之 572

KADOKAWA 角川文庫 21 起死の矢　大江戸定年組 風野真知雄 未定 新潮社 新潮文庫 28 青銅の魔人　私立探偵　明智小五郎 江戸川乱歩 605

KADOKAWA 角川文庫 21 定年就活　働きものがゆく 堀川アサコ 未定 実業之日本社 Ｊノベルライト文庫 18 RAIL WARS！　A（２）　美女と散弾銃 豊田巧/ｄａｉｔｏ 770

KADOKAWA 角川文庫 21 アルキメデスの捜査線 中西鼎 未定 祥伝社 祥伝社文庫 13 境界捜査 安東能明 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 Grab a Bite Ｓａｍｍｏｎ 924 祥伝社 祥伝社文庫 13 君には、言えない こざわたまこ 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 結婚独身貴族 未定 未定 祥伝社 祥伝社文庫 13 悪女刑事・黒須路子　帝王に死を 沢里裕二 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 再帰的オーバーフロー（仮） 上條一音 未定 祥伝社 祥伝社文庫 13 隠し絵　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定

KADOKAWA 角川文庫 21 烈風ただなか あさのあつこ 未定 祥伝社 祥伝社文庫 13 雨乞の左右吉捕物話 長谷川卓 未定

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

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

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



出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定 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

祥伝社 祥伝社文庫 13 鎌倉の風　源氏編（仮） 岩室忍 未定 中央公論新社 中公文庫 20 馬鹿八と人はいう 有田八郎 968 双葉社 双葉文庫 13 照れ降れ長屋風聞帖（17）　曰窓〈新装版〉 坂岡真 704

祥伝社 祥伝社文庫 13 鎌倉の風　北条編（仮） 岩室忍 未定 中央公論新社 中公文庫 20 戦国無常　首獲り 伊東潤 660 双葉社 双葉文庫 13 浪人若さま　新見左近　決定版（１）　闇の剣 佐々木裕一 704

祥伝社 祥伝社黄金文庫 13 1日1分！英字新聞　2022年度版　ニュースで身石田健 未定 中央公論新社 中公文庫 20 蓬莱島余談　台湾・客船紀行集 内田百閒 未定 双葉社 双葉文庫 13 湯屋のお助け人（３）　覚悟の算盤〈新装版〉 千野隆司 704

心交社 ショコラ文庫 7 三千六百五十日の抱擁 高遠琉加/一夜人見 759 中央公論新社 中公文庫 20 食卓のない家 円地文子 ### 双葉社 双葉文庫 13 一度きりの人生だから　大人の男の遊び方（２） 伊集院静 704

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 ママですが、極上御曹司に娶られました（仮） 砂川雨路 715 中央公論新社 中公文庫 20 マネーの魔術師　ハッカー黒木の告白 榎本憲男 902 双葉社 双葉文庫 13 じゃりン子チエ（24） はるき悦巳 880

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 極上秘夜　～仮面夫婦ですが、エリート外交官の未華空央 715 中央公論新社 中公文庫 20 犬の報酬 堂場瞬一 880 双葉社 モンスター文庫 28 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

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 エリートパイロットとの偽装結婚は独占愛に満ち佐倉伊織 715 中央公論新社 中公文庫 20 秀吉と利休 野上彌生子 ### 双葉社 モンスター文庫 28 超難関ダンジョンで10万年修行した結果、世界最 　力水/瑠奈璃亜 759

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 嘘がばれたら極甘同居が始まりました（仮） 惣領理沙 715 中央公論新社 中公文庫 20 大人になったら、 畑野智美 814 双葉社 モンスター文庫 28 おい、外れスキルだと思われていた《チートコー どまどま/福きつね 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 クールなドクターは契約結婚した妻を手放さない森野りも 715 中央公論新社 中公文庫 20 四季のうた　第十四集（仮） 長谷川櫂 880 二見書房 二見サラ文庫 11 今日からお店始めます！　～昭和の小さな雑貨青谷真未/春野薫久 770

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 死亡エンドまっしぐらの悪役少女に転生したはず友野紅子 715 中央公論新社 中公文庫 20 ニセ姉妹 山崎ナオコーラ 880 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 調教訪問（仮） 星凛大翔 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 乙女ゲーム「ベルサイユの恋」の悪役令嬢デュ・躍る毒林檎 715 中央公論新社 中公文庫 20 ナチを欺いた死体　英国の奇策・ミンスミート作戦ベン・マッキンタイアー/小林 ### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 縁結びの秘湯ハーレム（仮） 伊吹泰郎 792

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 両手いっぱいのときめきを（仮） 雨乃めこ 550 中央公論新社 中公文庫 20 新装版　マンガ日本の歴史（22）　文明開化と激 石ノ森章太郎 924 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 癒やしのミルクママ（仮） 阿里佐薫 792

スターツ出版 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（３）　（仮） みゅーな＊＊ 550 中央公論新社 中公文庫 20 天の血脈（４） 安彦良和 ### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 素人告白スペシャル　忘れられない冬の熟女体素人投稿編集部 792

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 シンデレラにはなれなくて（仮） 古城あみ 550 徳間書店 徳間文庫 12 ゴルディアスの結び目／闇の中の子供　【分断と小松左京 ### 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 21 ワン・ラスト・ストップ（原題） ケイシー・マクイストン/林啓 ###

スターツ出版 野いちご文庫 25 キミじゃなきゃダメなんだ（仮） 相沢ちせ 660 徳間書店 徳間文庫 12 交差点に眠る 赤川次郎 836 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 ヘルベント（原題） シャノン・マッケナ/寺下朋子 ###

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 記憶喪失の君と、君だけを忘れてしまった僕。（ 　小鳥居ほたる 660 徳間書店 徳間文庫 12 氏真、寂たり 秋山香乃 902 二見書房 シャレード文庫 24 暗黒の魔術師は王太子を溺愛したい ゆりの菜櫻/Ｃｉｅｌ 770

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 後宮の寵姫は七彩の占師（２）　（仮） 喜咲冬子 660 徳間書店 徳間文庫 12 壱里島奇譚 梶尾真治 902 二見書房 シャレード文庫 24 倫敦待宵草 夢乃咲実/八千代ハル 825

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 君と僕の残り、363日（仮） まは。 660 徳間書店 徳間文庫 12 義元、遼たり 鈴木英治 847 二見書房 シャレード文庫 24 まぼろし食堂のこじらせ美男 小中大豆/白崎小夜 770

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 大正偽恋物語（仮） 小谷杏子 660 徳間書店 徳間文庫 12 追憶（recollection）　田沢湖からの手紙 中町信 880 二見書房 二見文庫　官能シ 26 女の園（仮） 睦月影郎 792

青春出版社 青春文庫 11 図説　神道の聖地を訪ねる！　日本の神々と神 三橋健 1287 徳間書店 徳間文庫 12 立証　〈新装版〉 深谷忠記 847 二見書房 二見時代小説文庫 26 栄次郎江戸暦（27） 小杉健治/蓬田やすひろ 770

青春出版社 青春文庫 11 首・肩・腰・膝　痛みとりストレッチ（仮） 宗田勝 880 徳間書店 徳間文庫 12 宿神（１） 夢枕獏 836 二見書房 二見時代小説文庫 26 ならぬことはならぬものです　会津武士道（１）　 森詠 770

青春出版社 青春文庫 11 95%をその気にさせた　「言い換え」辞典（仮） 話題の達人倶楽部 1045 徳間書店 徳間文庫 12 宿神（２） 夢枕獏 847 二見書房 二見時代小説文庫 26 御庭番の二代目（18） 氷月葵/安里英晴 770

アルファポリスエタニティ文庫 7 溺愛フレンズ 砂原雑音 704 徳間書店 徳間文庫 12 囮捜査官　北見志穂（２）　首都高バラバラ死体 山田正紀 880 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 15 横浜青葉高校演劇部　コント師になる！？ 田中ヒロマサ 704

アルファポリスエタニティ文庫 7 電話の佐藤さんは悩殺ボイス 橘柚葉 704 徳間書店 キャラ文庫 27 神様の甘いいたずら（仮） 秀香穂里/みずかねりょう 682 文藝春秋 文春文庫 4 異変ありや　空也十番勝負（６） 佐伯泰英 814

アルファポリスエタニティ文庫 7 眉目秀麗な紳士は指先に魅せられる 吉桜美貴 704 徳間書店 キャラ文庫 27 王を統べる運命の子（３）　（仮） 樋口美沙緒/麻々原絵里依 682 文藝春秋 文春文庫 4 幽霊解放区 赤川次郎 715

アルファポリスアルファライト文庫 12 最弱職の初級魔術師（１） カタナヅキ 671 徳間書店 キャラ文庫 27 オレ様と僕と子供たち（仮） 水無月さらら/夏河シオリ 682 文藝春秋 文春文庫 4 岡っ引黒駒吉蔵 藤原緋沙子 759

アルファポリスアルファライト文庫 12 超越者となったおっさんはマイペースに異世界を神尾優 671 Jパブリッシング カクテルキス文庫 18 未定 火崎勇/金ひかる 836 文藝春秋 文春文庫 4 跳ぶ男 青山文平 847

アルファポリスアルファライト文庫 12 変わり者と呼ばれた貴族は、辺境で自由に生き 塩分不足 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 愛されてますが離婚しましょう～許嫁夫婦の片恋黒乃梓 660 文藝春秋 文春文庫 4 飛族 村田喜代子 825

アルファポリスレジーナ文庫 12 王太子妃殿下の離宮改造計画（５） 斎木リコ 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 極上ドクターはお見合い新妻を甘やかしたくてた篠原愛紀 660 文藝春秋 文春文庫 4 記憶の中の誘拐　赤い博物館 大山誠一郎 847

アルファポリスレジーナ文庫 12 転生令嬢は庶民の味に飢えている（３） 柚木原みやこ 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 政略結婚のはずが、溺愛旦那様がご執心すぎて木下杏 682 文藝春秋 文春文庫 4 長城のかげ 宮城谷昌光 880

アルファポリスレジーナ文庫 12 盲目の公爵令嬢に転生しました（１） 波湖真 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 8 極上副社長は愛しの家政婦を溺愛したい（仮） 若菜モモ 660 文藝春秋 文春文庫 4 イントゥルーダー　真夜中の侵入者 高嶋哲夫 737

アルファポリスアルファポリス文庫 21 尾道　神様の隠れ家レストラン（２） 瀬橋ゆか 726 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 14 闇のエンジェル リン・グレアム/平江まゆみ 660 文藝春秋 文春文庫 4 読書間奏文 藤崎彩織 814

SBクリエイティＧＡ文庫 15 女同士とかありえないでしょと言い張る女の子をみかみてれん/緜 814 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 14 ジェラシー ダイアナ・パーマー/尾林玲子550 文藝春秋 文春文庫 4 おやつが好き　お土産つき 坂木司 737

SBクリエイティＧＡ文庫 15 コロウの空戦日記（１） 山藤豪太/つくぐ 814 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 14 憂鬱な花嫁 ミランダ・リー/やまのまや 550 文藝春秋 文春文庫 4 凪の光景 佐藤愛子 ###

SBクリエイティＧＡ文庫 15 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて佐伯さん/はねこと 770 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 14 すてきなエピローグ ヴィクトリア・グレン/鳥居まど 550 文藝春秋 文春文庫 4 ほいきた、トシヨリ生活 中野翠 781

SBクリエイティＧＡ文庫 15 お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされて 　佐伯さん/はねこと 1320 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 チョコレートクリーム・パイが知っている ジョアン・フルーク/上條ひろ ### 文藝春秋 文春文庫 4 清張鉄道1万3500キロ 赤塚隆二 902

SBクリエイティＧＡ文庫 15 友達の妹が俺にだけウザい（９） 三河ごーすと/トマリ 770 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 14 いつか想いが届くまで マヤ・バンクス/深山ちひろ 860 文藝春秋 文春文庫 4 心霊電流（上） スティーヴン・キング/峯村利 990

SBクリエイティＧＡ文庫 15 友達の妹が俺にだけウザい（９）　ドラマCD付き 三河ごーすと/トマリ 2970 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 傲慢皇帝陛下の愛は一筋縄では得られない（仮桃城猫緒/天路ゆうつづ 704 文藝春秋 文春文庫 4 心霊電流（下） スティーヴン・キング/峯村利 990

SBクリエイティＧＡ文庫 15 厳しい女上司が高校生に戻ったら俺にデレデレ 　徳山銀次郎/よむ 770 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 王子、これ以上はいけません！～不埒でピュア 花菱ななみ/八千代ハル 726 フロンティアワーダリア文庫 13 溺れる淫情　―孤高なセレブの執愛― 高月紅葉/石田惠美 800

SBクリエイティＧＡ文庫 15 ひきこまり吸血姫の悶々（７） 小林湖底/りいちゅ 814 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 18 THE JIGSAW MAN（原題） ナディーン・マシスン/堤朝子 ### プランタン出版発オパール文庫 7 きみに恋するつもりはなかったのに（仮） 彼方紗夜/白崎小夜 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 奇世界トラバース　～救助屋ユーリの迷界手帳 紺野千昭/大熊まい 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 愛の一夜 レベッカ・ウインターズ/大島 690 プランタン出版発オパール文庫 7 ハツコイ同士。　ハイスペ御曹司は初心な幼馴染桜しんり/天路ゆうつづ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 ブービージョッキー！！ 有丈ほえる/Ｎａｒｄａｃｋ 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 十六歳の傷心 スーザン・フォックス/藤峰み 690 プランタン出版発オパール文庫 7 オネエな彼氏がこんなに絶倫だったなんて！？ 伽月るーこ/潤宮るか 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 恋を思い出にする方法を、私に教えてよ 冬坂右折/ｋａｐｐｅ 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 頬を染めた幼な妻 マーガレット・ローム/茅野久 690 プランタン出版発ティアラ文庫 17 愛が重いです、王子様！（仮） 月神サキ/堤 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 天才王子の赤字国家再生術（11）　～そうだ、売鳥羽徹/ファルまろ 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 きみの声が聞こえる シャロン・サラ/青山梢 740 プランタン出版発ティアラ文庫 17 この愛は、諦めなければいけないのに（仮） ナツ/鷹氏シミ 未定

大和書房 だいわ文庫 8 精神科医が教える　すりへらない心のつくり方 保坂隆 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 愛の闇、夜のささやき ダイアナ・パーマー/上木さよ 690 プランタン出版発ティアラ文庫 17 中華閨房物語　後宮夜伽指南（仮） 水戸泉/西いちこ 未定

大和書房 だいわ文庫 8 悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 瀧森古都 880 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 もうひとりの女 ロビン・ドナルド/富田美智子 690 フランス書院 美少女文庫 19 時々、守護らなければいけない軍事国家のお姫わかつきひかる/みやま零 未定

大和書房 だいわ文庫 8 東大集中力　やりたくないことも最速で終わらせ西岡壱誠 814 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 6 ハウ・トゥー　Q1　成層圏までジャンプするには ランドール・マンロー/吉田三 770 フランス書院 美少女文庫 19 宝クジで当たった十億円を困っていたオジサンにＹ．Ａ/小森くづゆ 未定

大和書房 だいわ文庫 8 草紙屋薬楽堂ふしぎ始末　凍月の眠り 平谷美樹 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 6 ハウ・トゥー　Q2　紙の本を10億年保存するにはランドール・マンロー/吉田三 770 フランス書院 美少女文庫 19 妹よりママが好きなの！？（仮） 種付けプレス（夏色青空）/お未定

竹書房 ラズベリーブックス 8 まだ見ぬあなたに野の花を ジュリア・クイン/村山美雪 1320 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 6 地獄のソトム Ｈ・Ｇ・エーヴェルス/アルント 836 フランス書院 フランス書院文庫 25 穢されたウェディング　花嫁無惨（仮） 北野剛雲 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 11 ふたたびの熟れ肉（仮） 鷹澤フブキ 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 6 NSA（上） アンドレアス・エシュバッハ/赤### フランス書院 フランス書院文庫 25 初体験の家　義母と家政婦（仮） 高岡智空 未定

竹書房 竹書房文庫 11 人妻手記　真冬の絶頂体験～蕩けて火照って燃愛の体験編集部 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 6 NSA（下） アンドレアス・エシュバッハ/赤### フランス書院 フランス書院文庫 25 彼女の家族を孕ませる（仮） 榊原澪央 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 17 誘惑の種付け団地（仮） 葉原鉄 770 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 19 少年〔新訳版〕 ロアルド・ダール/田口俊樹 990 フランス書院 フランス書院文庫 25 五人の女教師と僕（仮） 香坂燈也 未定

竹書房 竹書房文庫 20 牛首村〈小説版〉 久田樹生/保坂大輔ほか 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 19 大日本帝国の銀河（５） 林譲治 990 フランス書院 フランス書院文庫 25 四人のシングルマザー（仮） 鏡龍樹 未定

竹書房 竹書房文庫 20 実話怪談　牛首村（仮） 吉田悠軌ほか 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 19 見捨てられた者たち マッシミリアーノ・ヴィルジー ### フランス書院 フランス書院文庫 25 義母堕ちる（仮） 内村慎也 未定

竹書房 蜜夢文庫 21 それは、愛を求めるケダモノにつき　制御不能な奏多/ｎｅｃｏ 924 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 盗聴拠点ピンホイール マリアンネ・シドウ/Ｈ・Ｇ・フラ 836 法藏館 法蔵館文庫 14 増補　菩薩ということ 梶山雄一/桂紹隆 ###

竹書房 蜜夢文庫 21 拾ったワンコは躾のいい年下男子　世話焼き同 涼暮つき/ＳＨＡＢＯＮ 924 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 スノウ・クラッシュ〔新版〕（上） ニール・スティーヴンスン/日 ### 法藏館 法蔵館文庫 14 ウィトゲンシュタイン・文法・神 アラン・キートリー/星川啓慈 ###

竹書房 竹書房文庫 26 悦楽の夜（仮） 葉月奏太 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 19 スノウ・クラッシュ〔新版〕（下） ニール・スティーヴンスン/日 ### ポプラ社 ポプラ文庫 4 みんなのふこう～葉崎は今夜も眠れない 若竹七海 770

竹書房 ラヴァーズ文庫 31 発育乳首～白蜜管理～（仮） 秀香穂里/奈良千春 770 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 26 ナイトメア・アリー ウィリアム・リンゼイ・グレシャ### ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 水底図書館　ダ・ヴィンチの手稿 金子ユミ 814

竹書房 ラヴァーズ文庫 31 飴と鞭も恋のうち～Fourthメイクラブ～（仮） いおかいつき/國沢智 770 原書房 コージーブックス 6 お茶と探偵（22）　ハイビスカス・ティーと幽霊屋敷ローラ・チャイルズ/東野さや ### ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 いつかの冬、終わらない君へ いぬじゅん 748

竹書房 竹書房怪談文庫 31 西浦和也選集　青イ家（仮） 西浦和也 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 スタンドアップ！ 五十嵐貴久 990 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 百華後宮鬼譚（２） 霜月りつ 792

竹書房 竹書房怪談文庫 31 「超」怖い話　寅 加藤一/久田樹生ほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 グルメ警部の美食捜査（２）　謎の多すぎる高級 斎藤千輪 814 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 4 余命99日の僕が、死の見える君と出会った話 森田碧 792

竹書房 竹書房怪談文庫 31 一握の恐怖　実話怪談百物語（仮） 久田樹生ほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 怪談物件マヨイガ 蒼月海里 748 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 高1ですが異世界で城主はじめました（20） 鏡裕之/ごばん 693

竹書房 竹書房怪談文庫 31 Horror Holic School 数奇な図書室 ごまだんご/りっきぃほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 ラストで君は「まさか！」と言う　傑作選　魔性の ＰＨＰ研究所 814 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 最強魔法師の隠遁計画（14） イズシロ/ミユキルリア 693

竹書房 竹書房怪談文庫 31 瞬殺怪談（８）　（仮） 平山夢明ほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 いい湯じゃのう（１）　（仮） 風野真知雄 748 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 クロの戦記（８） サイトウアユム/むつみまさと 693

竹書房 竹書房文庫 31 ふしだら女肌（仮） 橘真児 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 満鉄探偵　欧亜急行の殺人 山本巧次 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 12/28 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛手島史詞/ＣＯＭＴＡ 693

宝島社 宝島社文庫 8 看守の流儀 城山真一 780 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 京都府警あやかし課の事件簿（６）　丹後王国と 天花寺さやか 880 毎日新聞出版 毎日文庫 31 針と糸 小川糸 660

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 8 がんになった緩和ケア医が語る「残り2年」の生き関本剛 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 相剋（そうこく）　警察小説傑作選（仮） 大沢在昌/今野敏ほか 858 毎日新聞出版 毎日文庫 31 不死鳥少年　アンディ・タケシの東京大空襲 石田衣良 935

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 8 99％の人が気づいていないお金の正体 堀江貴文 770 双葉社 双葉文庫 13 十津川警部捜査行　湘南情死行 西村京太郎 880 毎日新聞出版 毎日文庫 31 THE FOOL　愚者の魂 ＥＸＩＬＥ　ＡＩＫＲＡ 880

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 8 世界の黒幕　闇のパワー完全ランキング ベンジャミン・フルフォード 770 双葉社 双葉文庫 13 アンドロメダの猫 朱川湊人 792 毎日新聞出版 毎日文庫 31 ほとほと　歳時記ものがたり 髙樹のぶ子 880

筑摩書房 ちくま文庫 8 ぼくたちは習慣で、できている。増補版 佐々木典士 858 双葉社 双葉文庫 13 ドライブインまほろば 遠田潤子 803 マイクロマガジンことのは文庫 20 鎌倉硝子館の宝石魔法師　守護する者とビーナ瀬橋ゆか/前田ミック 770

筑摩書房 ちくま文庫 8 第8監房 柴田錬三郎/日下三蔵 880 双葉社 双葉文庫 13 彼方のアイドル 奥田亜希子 682 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 クラスメイトの元アイドルが、とにかく挙動不審なこりんさん/ｋｒ木 715

筑摩書房 ちくま文庫 8 中央線がなかったら　見えてくる東京の古層 陣内秀信/三浦展 990 双葉社 双葉文庫 13 エースの遺言 久和間拓 671 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 レベル1から始まる召喚無双　～俺だけ使える裏白石新/夕薙 759

筑摩書房 ちくま文庫 8 私の脳で起こったこと　「レビー小体型認知症」本樋口直美 880 双葉社 双葉文庫 13 どうぶつえんの怪人（仮） 石田祥 660 マイナビ出版 マイナビ出版ファン 11 犬の泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 792

筑摩書房 ちくま文庫 8 桜　文豪怪談ライバルズ！ 東雅夫 1210 双葉社 双葉文庫 13 グッバイ、マスターピース 新馬場新 715 マイナビ出版 マイナビ出版ファン 20 占い館リヒトミューレ（仮） さとみ桜/漣ミサ 748

筑摩書房 ちくま文庫 8 書痴マンガ 山田英生 858 双葉社 双葉文庫 13 パパの愛した悪女 赤川次郎 704 三笠書房 知的生きかた文庫 17 仕事のための菜根譚（仮） 田口佳史 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 8 英霊 ジョージ・Ｌ・モッセ/宮武実知1540 双葉社 双葉文庫 13 旋律　君に出会えた奇跡 望月麻衣 693 三笠書房 知的生きかた文庫 17 知っているようで知らない　日本の雑学（仮） 坪内忠太 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 8 科学と仮説 アンリ・ポアンカレ/南條郁子1320 双葉社 双葉文庫 13 後宮の花は偽りに染まる 天城智尋 671 三笠書房 知的生きかた文庫 17 なぜかすべてがうまくいく「自己肯定感」が高まる三浦将 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 8 陶淵明全詩文集 林田愼之助 1870 双葉社 双葉文庫 13 蜜命係長と女スパイ 霧原一輝 781 三笠書房 知的生きかた文庫 17 好印象な人の言葉遣いが身につく本（仮） 山口謠司 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 8 荘園の人々 工藤敬一 1100 双葉社 双葉文庫 13 新・浪人若さま　新見左近（９）　（仮） 佐々木裕一 704 三笠書房 王様文庫 2/1 眠れないほど面白い地獄の話（仮） 富増章成 未定

筑摩書房 ちくま学芸文庫 8 評伝　岡潔　花の章 高瀬正仁 1870 双葉社 双葉文庫 13 浪人奉行（12） 稲葉稔 704 三笠書房 王様文庫 2/1 「プラス1秒」で人の心は変わる！（仮） 清田予紀 未定

中央公論新社中公文庫 20 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川佐和子 660 双葉社 双葉文庫 13 拙者、妹がおりまして（４） 馳月基矢 693 三笠書房 王様文庫 2/1 知れば知るほどおもしろい日本の神々の謎（仮）関裕二 未定
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