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KADOKAW 2 ロード・エルメロイⅡ世の事件簿（９） 東冬/三田誠／ＴＹＰＥ－ 704 講談社 6 CLAMP PREMIUM COLLECTION ×××HOLiC（19） ＣＬＡＭＰ 880 集英社 2 僕のヒーローアカデミア（34） 堀越耕平 484 小学館 2 15分の少女たち　―アイドルのつくりかた―（１） かっぴー/戸井理恵 715
KADOKAW 2 くだんのピストル　弐 大塚英志/山崎峰水 704 講談社 6 おとなりに銀河（４） 雨隠ギド 748 集英社 2 ヴィジランテ　―僕のヒーローアカデミアILLEGALS―（14） 古橋秀之/別天荒人ほか 528 小学館 2 15分の少女たち　―アイドルのつくりかた―（２） かっぴー/戸井理恵 715
KADOKAW 2 夫婦以上、恋人未満。（８） 金丸祐基 704 講談社 9 僕たちは繁殖をやめた（６） さおとめやぎ 528 集英社 2 JUMP＋×UBISOFT Presents ANTHOLOGY COMIC 長瀬宙夢/サイモトキほか 715 小学館 10 煌燿国後宮譚（１） 江平洋巳 499
KADOKAW 2 復讐の毒鼓REWIND（６） Ｍｅｅｎ　Ｘ　Ｂａｅｋｄｏｏ 未定 講談社 9 お願い、脱がシて。（11） 川中康嗣 528 集英社 2 おいしいコーヒーのいれ方（10） 青沼裕貴/雀村アオほか 935 小学館 10 メイドのエミリーは今日も笑わない 大上貴子 499
KADOKAW 2 くらまし屋稼業（１） ユウダイ/今村翔吾 未定 講談社 9 100万の命の上に俺は立っている（14） 奈央晃徳/山川直輝 528 集英社 2 ハイパーインフレーション（４） 住吉九 715 小学館 10 異類の友　空木帆子よみきり集 空木帆子 499
KADOKAW 2 セックス・ファンタジー（２） ｍａｃｏ/鏡遊ほか 715 講談社 9 我間乱　―修羅―（20） 中丸洋介 528 集英社 2 るろうに剣心　―明治剣客浪漫譚・北海道編―（７） 和月伸宏/黒碕薫 528 小学館 10 甘くなるまで待てません（２） 円城寺マキ 499
KADOKAW 2 セックス＆ダンジョン！！（７） 佐原玄清/ミンカンスキー 715 講談社 9 薫る花は凛と咲く（２） 三香見サカ 528 集英社 2 総理倶楽部（３） 日丸屋秀和/佐倉ケンイ 990 小学館 10 恋人は旦那さま　―Dear you これからも― 山田こもも 499
KADOKAW 2 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かせきはら/柚原テイルほか 715 講談社 9 いじめるヤバイ奴（15） 中村なん 528 集英社 2 ヘタリアWorld☆Stars（６） 日丸屋秀和 990 小学館 10 こんなの、しらない（12） 梨月詩 530
KADOKAW 2 捨てられた皇妃（７） ｉＮＡ/Ｙｕｎａ 1034 講談社 9 高度に発達した医学は魔法と区別がつかない（１） 瀧下信英/津田彷徨 737 集英社 2 アンデッドアンラック（11） 戸塚慶文 484 小学館 10 歪んでる私が溺愛されてます（７） 響あい 530
KADOKAW 2 怪物公爵と契約公女（１） Ｍｉｎｊａｋｋ/Ｌｉａｒａｎ 1034 講談社 9 Cocoon（３） 見延案山子/夏原エヰジ 748 集英社 2 マッシュル―MASHLE―（11） 甲本一 484 小学館 12 史上最強オークさんの楽しい異世界ハーレムづくり（９） 月夜涙/みわべさくらほか 715
KADOKAW 2 婚約破棄された公爵令嬢は森に引き籠ります　黒のグリモワ西山アラタ/春野こももほ 715 講談社 9 追放の賢者、世界を知る（２）　～幼馴染勇者の圧力から逃 杉乃紘/深山鈴ほか 748 集英社 2 遊☆戯☆王SEVENS ボクの発明学園 佐々木恵 550 小学館 12 叛逆の血戦術士～世界唯一の吸血鬼殺し、最強の戦士になあまうい白一/島崎勇輝 715
KADOKAW 7 暁花薬殿物語（４） 霜月星良/佐々木禎子ほ 726 講談社 9 レベル1だけどユニークスキルで最強です（９） 真綿/三木なずなほか 715 集英社 2 遊☆戯☆王SEVENS ルーク！爆裂覇道伝！！（３） 彦久保雅博/杉江翼 528 小学館 12 Helck 新装版（２） 七尾ナナキ 730
KADOKAW 7 ゴゴゴゴーゴーゴースト（２） 蛭塚都 726 講談社 9 嫁いできた嫁が愛想笑いばかりしてる（５） マツモトケンゴ 693 集英社 2 ダンダダン（５） 龍幸伸 528 小学館 12 最強女師匠たちが育成方針を巡って修羅場（２） 赤城大空/タジマ粒子ほ 715
KADOKAW 7 プリティマイティドール（２） 勇人/太田顕喜ほか 未定 講談社 9 勇者パーティを追い出された器用貧乏　～パーティ事情で付よねぞう/都神樹ほか 693 集英社 2 デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い（４） 平方昌宏 484 小学館 12 ヒマチの嬢王（14） 茅原クレセ 715
KADOKAW 9 継母の連れ子が元カノだった（４） 草壁レイ/紙城境介ほか 未定 講談社 9 異世界カード無双　魔神殺しのFランク冒険者（１） 桑野和明/菅原イチバほ 715 集英社 2 全部ぶっ壊す（２） へじていと/山岸菜 660 小学館 12 あまりものでも恋は甘い（３） 銀色かな 715
KADOKAW 9 急に姉ができまして！（１） 緑青黒羽 未定 講談社 9 テフレ。（２） 寝子空兄 748 集英社 2 鴨乃橋ロンの禁断推理（６） 天野明 660 小学館 12 ひともんちゃくなら喜んで！（３） 八海つむ 715
KADOKAW 9 くらいあの子としたいこと（１） 碇マナツ 未定 講談社 9 俺の『鑑定』スキルがチートすぎて（４）　～伝説の勇者を読み龍牙翔/澄守彩ほか 715 集英社 2 魔都精兵のスレイブ（10） タカヒロ/竹村洋平 484 小学館 12 異世界ありがとう（１） 荒井小豆/ジアナズ 715
KADOKAW 9 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です（８） 潮里潤/三嶋与夢ほか 726 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 集英社 2 ショーハショーテン！（２） 浅倉秋成/小畑健 528 小学館 12 国境のエミーリャ（６） 池田邦彦/津久田重吾 715
KADOKAW 9 この素晴らしい世界に祝福を！（15） 渡真仁/三嶋くろねほか 未定 講談社 9 異世界マンチキン　―HP1のままで最強最速ダンジョン攻略志瑞祐/青桐良 748 集英社 2 BORUTO ―NARUTO NEXT GENERATIONS―（17） 岸本斉史/池本幹雄 484 小学館 12 ピンカポンカ（２） 永地江六 715
KADOKAW 9 ハズレ赤魔道士は賢者タイムに無双する（３） あおやぎ孝夫/ほーちほ 未定 講談社 9 ぼくたちのリメイク（７） 閃凡人/木緒なちほか 748 集英社 2 SPY×FAMILY 公式ファンブック　EYES ONLY 遠藤達哉 880 小学館 12 アサギロ～浅葱狼～（25） ヒラマツ・ミノル 580
KADOKAW 9 社会人が築く亜人ハーレム　糖度200％のエッチなラブコメをサイトウミチ/高橋徹ほか未定 講談社 9 日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多逢上おかき/アサヒほか 715 集英社 2 瀬文麗歩のイイ奇聞（１） 朱村咲 660 小学館 12 てのひら創世記（４） 小川麻衣子 715
KADOKAW 9 Only Sense Online（15）　―オンリーセンス・オンライン― 羽仁倉雲/アロハ座長ほ 未定 講談社 9 ウイルス転生から始まる異世界感染物語（３） 結城絡繰/ピロ汰 715 集英社 2 姫様“拷問”の時間です（９） 春原ロビンソン/ひらけい 660 小学館 12 陽気なしめりけ（２） 緒木鈴人 715
KADOKAW 9 本のムシ（２） 小虎 未定 講談社 9 紅灯のハンタマルヤ（１） 町田とし子 715 集英社 2 忘却バッテリー（13） みかわ絵子 660 小学館 12 これ描いて死ね（１） とよ田みのる 820
KADOKAW 9 男女の友情は成立する？（いや、しないっ！！）（１） 七菜なな/Ｋａｍｅｌｉｅほか 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 集英社 2 株式会社マジルミエ（２） 岩田雪花/青木裕 660 小学館 12 ソアラと魔物の家（１） 山地ひでのり 715
KADOKAW 10 月姫　A piece of blue glass moon コミックアラカルト（１） ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ/コンプエ 726 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 集英社 2 バブル（１） 肘原えるぼ 484 小学館 12 流血女神伝　～帝国の娘～（３） 須賀しのぶ/窪中章乃ほ 715
KADOKAW 10 勇者サポートセンター魔王城支部（２） じゃこ 704 講談社 9 冰剣の魔術師が世界を統べる　世界最強の魔術師である少佐々木宣人/御子柴奈々 715 集英社 2 ワンパンマン（25） ＯＮＥ/村田雄介 484 小学館 12 廃妃は再び玉座に昇る　～耀帝後宮異史～（３） はるおかりの/ミナミ 715
KADOKAW 13 ことり文書（２） 天野実樹 未定 講談社 9 可愛いだけじゃない式守さん（13） 真木蛍五 715 集英社 2 エクソシストを堕とせない（１） 有馬あるま/フカヤマます 528 小学館 12 女だから、とパーティを追放されたので伝説の魔女と最強タッ蛙田あめこ/りりうら世都 715
KADOKAW 13 紙一重りんちゃん（２） 長崎ライチ 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 集英社 2 左ききのエレン（20） かっぴー/ｎｉｆｕｎｉ 506 小学館 12 弱体化勇者のリスタート（１） い～どぅ～ 715
KADOKAW 13 生き残った6人によると（３） 山本和音 未定 講談社 9 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 集英社 2 ハイキュー部！！（６） 宮島京平/古舘春一 484 小学館 12 死神坊ちゃんと黒メイド（15） イノウエ 715
KADOKAW 13 帝都影物語（２） 比嘉史果 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ト 大前貴史/明鏡シスイほ 715 集英社 2 ゲーミングお嬢様（５） 大＠ｎａｎｉ/吉緒もこもこ丸 660 小学館 12 君は冥土様。（５） しょたん 715
KADOKAW 13 ハルタ　2022-MAY volume 94 ハルタ編集部 未定 講談社 9 黒猫と兵士（２） 蒼井万里 未定 集英社 2 終末のハーレム（15） ＬＩＮＫ/宵野コタロー 693 小学館 12 断腸亭にちじょう ガンプ 990
KADOKAW 13 いい子にできたら褒めてくれ 黒井よだか 770 講談社 11 お文具といっしょ　その5 お文具 1100 集英社 2 終末のハーレム　ファンタジア（10） ＬＩＮＫ/ＳＡＶＡＮ 660 小学館 12 アイドルの家計簿（２） あおやぎ孝夫 715
KADOKAW 17 聖女じゃなかったので、王宮でのんびりご飯を作ることにしま朝谷コトリ/神山りおほか 715 講談社 11 ちっちゃい島のでっかいガール（２） あおいましろう 715 集英社 2 オトメの帝国（17） 岸虎次郎 748 小学館 12 異世界不倫2～導かれし人妻たちと不器用転生勇者～（１） 大井昌和/いのまる 715
KADOKAW 17 落命魔女と時をかける旦那様の死なない婚約印（４） あずやちとせ 未定 講談社 11 推しが隣で授業に集中できない！（６） 筒井テツ/菅原こゆび 726 集英社 18 禍つ罠師の勇者狩り（３） わだぺん。 715 小学館 12 ヒーローガール×ヒーラーボーイ～TOUCH or DEATH～（６ 大井昌和 715
KADOKAW 17 聖女をクビになったら、なぜか幼女化して魔王のペットになりももやま/美雨音ハルほか 715 講談社 11 カノジョは絶対、ボクのこと好きなはず（１） 白井三二朗 715 集英社 18 Shrink～精神科医ヨワイ～（８） 七海仁/月子 693 小学館 12 処方箋上のアリア（４） 三浦えりか 715
KADOKAW 17 魔法世界の受付嬢になりたいです（５） よね/まこほか 715 講談社 13 あの子の子ども（３） 蒼井まもる 528 集英社 18 九龍ジェネリックロマンス（７） 眉月じゅん 660 小学館 12 くるくるくるま　ミムラパン（２） 関野葵 715
KADOKAW 17 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 未定 講談社 13 成田くんを攻めたい！（１） 和泉みお 528 集英社 18 もののがたり（14） オニグンソウ 638 小学館 12 呪剣の姫のオーバーキル（２） 川岸殴魚/ｓｏ品ほか 715
KADOKAW 17 後宮の夜叉姫（３） 奥山エリー/仁科裕貴ほ 未定 講談社 13 クズな君しか愛せない（４） 汐咲りな 528 集英社 18 そこで星屑見上げてろ（１） 奥悠 660 小学館 12 大阪マダム、後宮妃になる！（２） 田井ノエル/カズアキほか 715
KADOKAW 17 天くんはまだ答えを知らない あまゐ花実 未定 講談社 13 隣のステラ（１） 餡蜜 528 集英社 18 最後の不良（１） 山本隆一郎 693 小学館 12 死神の初恋～没落華族の令嬢は愛を知らない死神に嫁ぐ～朝比奈希夜/榊空也ほか 715
KADOKAW 17 今日からΩになりました。安里と波多野（３） 舞木サチ 未定 講談社 13 いま「余生」って言いました？（３） アキヤマ香 726 集英社 18 最後の不良（２） 山本隆一郎 693 小学館 12 新九郎、奔る！（10） ゆうきまさみ 759
KADOKAW 17 初エッチBL コミックアンソロジー フルール編集部 未定 講談社 13 私たちはどうかしている（17）　―桜色の連歌― 安藤なつみ 550 集英社 18 ふたりぼっちのオタサーの姫（４） クール教信者 693 小学館 18 終の退魔師　エンダーガイスター（４） 四方山貴史 880
KADOKAW 20 デュエルファイター刃（１） 中村哲也 未定 講談社 13 恋じゃないなら名前をつけて（４） 篠丸のどか 726 集英社 18 ジャンケットバンク（７） 田中一行 693 小学館 18 TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには（14） 丸山恭右 880
KADOKAW 20 デュエルファイター刃（２） 中村哲也 未定 講談社 13 オメガ・メガエラ（６） 丸木戸マキ 748 集英社 18 TIEMPO ―ティエンポ―（13） 飯野大祐 660 小学館 18 ダンベル何キロ持てる？（15） サンドロビッチ・ヤバ子/Ｍ 715
KADOKAW 20 庄野晶短編集　ゆうかい 庄野晶 未定 講談社 13 スロー・ジェットコースター（３） 佐倉チカコ 528 集英社 18 久保さんは僕を許さない（９） 雪森寧々 660 小学館 18 ペルソナ5（10） 村崎久都/アトラス 715
KADOKAW 20 宝石商のヒストリティカ 佐々木つかさ 未定 講談社 13 あざ恋（１） 倉地よね 528 集英社 18 ドクターゼロス　～スポーツ外科医・野並社の情熱～（３） 石川秀幸/橋本スズヒラ 693 小学館 18 教え子がAV女優、監督はボク。（６） 村西てんが 715
KADOKAW 20 音盤紀行（１） 毛塚了一郎 未定 講談社 13 君のことが好きで言えない。（２） みかみふみ 572 集英社 18 ウマ娘　シンデレラグレイ（７） 久住太陽/杉浦理史ほか 715 小学館 18 アフターゴッド（２） 江野朱美 715
KADOKAW 20 死神に嫁ぐ日（９） 椿カヲリ 未定 講談社 13 スイーツは定時のあとで（３） カナエサト 748 集英社 18 飛び降りようとしている女子高生を助けたらどうなるのか？ 岸馬きらく/うるひこ 660 小学館 18 愛囚ラヴァ（２） ほりかわけぇすけ 715
KADOKAW 20 色は染まれど（３） 島田ちえ 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 770 集英社 18 かがみの孤城（５） 辻村深月/武富智 715 小学館 18 異世界に救世主として喚ばれましたが、アラサーには無理な和泉杏花/近江谷ほか 715
KADOKAW 23 SSSS.GRIDMAN 姫とサムライ（３） 戸流ケイ/ＳＳＳＳ．ＧＲＩＤ 671 講談社 13 カラダ、重ねて、重なって（４） ｉｋｏ 748 集英社 18 純愛契約～月100万で飼われた妻～（３） 仙道ますみ 693 小学館 18 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てのんべんだらり/山悠希 715
KADOKAW 23 魔技科の剣士と召喚魔王（16） 孟倫（ＳＤｗｉｎｇ）/三原み 671 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（１） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 18 ASKアスク（６） 新堂冬樹/東西 693 小学館 18 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 715
KADOKAW 23 陰からマモル！（８） まだらさい/阿智太郎 671 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（２） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 18 イヌノサバキ　警視庁違法薬物撲滅課（２） 久慈希跡/小幡文生 693 小学館 18 悪役令嬢は夜告鳥をめざす（３） さと/小田すずか 715
KADOKAW 23 なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？（９） ありかん/細音啓ほか 671 講談社 13 東京ミュウミュウ　新装版（３） 征海美亜/吉田玲子ほか 748 集英社 18 エロスの種子（６） もんでんあきこ 660 小学館 18 転生悪役令嬢は見せかけドS王子をお仕置きしたい（１） 清水まみ 715
KADOKAW 23 86 ―エイティシックス―　フラグメンタルネオテニー（２） 安里アサト/しらびほか 671 講談社 13 僕らが恋をしたのは（２） オノ・ナツメ 726 集英社 18 Dr.Eggs ドクターエッグス（２） 三田紀房 660 小学館 18 悪役令嬢、94回目の転生はヒロインらしい。（３） 高内藤花/柊一葉 715
KADOKAW 23 勇者運送屋（２） 三ツ矢だいふく 671 講談社 17 虚構推理（17） 片瀬茶柴/城平京 528 集英社 18 超人X（３） 石田スイ 792 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（５） 小林有吾/上野直彦 650
KADOKAW 23 自称Fランクのお兄さまがゲームで評価される学園の頂点にｓｏｒａｎｉ/三河ごーすとほ 671 講談社 17 すだちの魔王城（１） 森下真 572 集英社 18 花は咲く、修羅の如く（２） 武田綾乃/むっしゅ 693 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（６） 小林有吾/上野直彦 650
KADOKAW 23 ドキュンサーガ（４） いとまん 未定 講談社 17 彼女、人見知ります（３） 宮島礼吏 528 集英社 18 オットマン　―OTTOMAN―（３） 金沢真之介 660 小学館 18 白山と三田さん（２） くさかべゆうへい 550
KADOKAW 23 日本国召喚（６） 高野千春/みのろうほか 未定 講談社 17 彼女、お借りします（26） 宮島礼吏 528 集英社 18 史上最強の魔法剣士、Fランク冒険者に転生する　～剣聖と柑橘ゆすら/亀山大河ほ 693 小学館 18 蒼穹のアリアドネ（17） 八木教広 550
KADOKAW 23 王都の学園に強制連行された最強のドラゴンライダーは超が来須眠/八茶橋らっくほか未定 講談社 17 コンサルナイン～小夜子の逆転プロデュース～（２） 音羽さおり 528 集英社 18 TOUGH 龍を継ぐ男（24） 猿渡哲也 594 小学館 18 君は008（19） 松江名俊 550
KADOKAW 23 八男って、それはないでしょう！（11） 楠本弘樹/Ｙ．Ａほか 未定 講談社 17 黙示録の四騎士（７） 鈴木央 528 集英社 18 地下室ダンジョン　～貧乏兄妹は娯楽を求めて最強へ～（４錆び匙/ひびぽんほか 693 小学館 18 はじめラブコメ　オガベベ（３） おきらくボーイ 550
KADOKAW 23 失格王子の成り上がり冒険譚（２） 天上涼太郎/未来人Ａほ 未定 講談社 17 インフェクション（27） 及川徹 528 集英社 18 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 KING GOLF（39） 佐々木健/谷将貴 550
KADOKAW 23 ヤンキー君と白杖ガール（８） うおやま 未定 講談社 17 ブルーロック（19） 金城宗幸/ノ村優介 528 集英社 18 ローゼンメイデン　愛蔵版（１） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1430 小学館 18 ～異伝・絵本草子～　半妖の夜叉姫（２） 椎名高志/高橋留美子ほ 715
KADOKAW 23 災害級使徒の花嫁探し（１） ＳＵＡＮＮＡＩＷＡＮＺＩ　／　 　 　1034 講談社 17 デュアルマウンド（３） 水森崇史 528 集英社 18 ローゼンメイデン　愛蔵版（２） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 1430 小学館 19 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。＠comic（20） 渡航/伊緒直道ほか 715
KADOKAW 23 筒抜ことは知っている。 未定 未定 講談社 17 東大リベンジャーズ（２） 船津紳平 528 集英社 18 白咲いちごは断れない（１） 優月心菜 968 小学館 20 ワタシってサバサバしてるから 江口心/とらふぐ 540
KADOKAW 24 Mr.マロウブルー（３） サマミヤアカザ 未定 講談社 17 SECOND BREAK！！（２） 稲木智宏 528 集英社 25 きみはともだち 那梧なゆた 759 小学館 20 ザ・ウルトラマン　単行本初収録＆傑作選（上） 内山まもる/円谷プロダク 2420
KADOKAW 24 明治浪漫綺話（５） 音中さわき 未定 講談社 17 イレギュラーズ（４） 松本直記 528 集英社 25 ウケ専ボーイは神テク男子とセフレになりたい！ 山森ぽてと 759 小学館 26 はろー！マイベイビー（９） かわだ志乃 484
KADOKAW 24 悪魔学者サラ＝コルネリウスの大事典　第Ⅱ集 藤也卓巳 未定 講談社 17 甘神さんちの縁結び（５） 内藤マーシー 528 集英社 25 クローバーmelodie（２） 稚野鳥子 528 小学館 26 神さまと偽装カップルはじめました 小森チヒロ 484
KADOKAW 25 緑の歌　―収集群風―（上） 高妍 未定 講談社 17 ガチアクタ（１） 裏那圭/晏童秀吉 528 集英社 25 この教師、絶対わざと。（５） ゆず未来 506 小学館 26 だからあなたに恋をした あまねあい 484
KADOKAW 25 緑の歌　―収集群風―（下） 高妍 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（12） 吉河美希 528 集英社 25 きよく、やましく、もどかしく。（３） アリハラナオ 484 小学館 26 片想いミステイク！（６） 森田ゆき 484
KADOKAW 26 錆色のアーマ　―黎明―（２） 霜月かいり/「錆色のアー 693 講談社 17 柊さんちの吸血事情（１） 吉河美希 715 集英社 25 モジコイネネコイ（９） 佐藤ざくり 506 小学館 26 ガル学。（２） おりとかほり/小学館集英 880
KADOKAW 26 アンゴルモア　元寇合戦記　博多編（６） たかぎ七彦 未定 講談社 17 愚者の星（８） 遠藤浩輝 726 集英社 25 ふたりで恋をする理由（10） ひろちひろ 484 小学館 26 恋と弾丸（11） 箕野希望 484
KADOKAW 26 FPSの友達とリアルで会う漫画 ちくわ。 未定 講談社 17 双穹の支配者　この世の半分を支配する！　ハズレチートで赤衣丸歩郎 726 集英社 25 ピンクとハバネロ（２） 里中実華 484 小学館 26 反抗期なカレシ（３） 川上ちひろ 484
KADOKAW 26 機動戦士ガンダムNT（８） 福井晴敏/大森倖三ほか未定 講談社 17 男子高校生を養いたいお姉さんの話（13） 英貴 715 集英社 25 サクラ、サク。（４） 咲坂伊緒 484 小学館 26 今夜も騙されハニー（５） たむら紗知 484
KADOKAW 26 機動戦士Zガンダム　Define　シャア・アズナブル　赤の分水 北爪宏幸/矢立肇ほか 704 講談社 17 化物語（17） 西尾維新/大暮維人 528 集英社 25 初めて恋をした日に読む話（15） 持田あき 484 小学館 26 柚木さんちの四兄弟。（11） 藤沢志月 484
KADOKAW 26 機動戦士ガンダム　ククルス・ドアンの島 竹内清人/安彦良和ほか未定 講談社 17 暴き屋（２） アミューズ/講談社ほか 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～（２） 山本カエル 693 小学館 26 クイーンズ・クオリティ（17） 最富キョウスケ 484
KADOKAW 26 主人公じゃない！（３） メイジ/ウスバーほか 未定 講談社 17 BLOOD FIRE 警視庁特別怪異対応班（２） ｓｉｇａｍａ 715 集英社 25 月の燃えがら（４） 北里鮎 484 小学館 26 いい弟、悪い弟（６） 瀬能じゅん 484
KADOKAW 26 けものみち（10） 暁なつめ/まったくモー助未定 講談社 17 双子の男女がわからない（３） 阿部花次郎 715 集英社 25 恋をふたさじ（２） オノヤマコズエ 528 小学館 26 異世界魔王は腐女子を絶対逃がさない（６） 池山田剛 484
KADOKAW 26 七つの魔剣が支配する（６） えすのサカエ/宇野朴人 未定 講談社 17 女装してオフ会に参加してみた。（４） くらの 693 集英社 25 美食探偵　明智五郎（９） 東村アキコ 484 小学館 26 ハートカクテル　ミュージック＆クルーズ　サンライズ わたせせいぞう 3520
KADOKAW 26 たとえば俺が、チャンピオンから王女のヒモにジョブチェンジ 藍藤唯/杠憲太ほか 未定 講談社 19 ドッペルさん（３） 大海たび 803 集英社 25 サレタガワのブルー（８） セモトちか 990 小学館 27 MINI4KING（２） 武井宏之/今田ユウキ 528
KADOKAW 26 クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。（２） もすこんぶ/天乃聖樹 未定 講談社 19 蓼食う君も好き好き（１） 当麻 726 集英社 25 初×婚（９） 黒崎みのり 484 小学館 27 チェインレンサー（２） 水野輝昭 528
KADOKAW 26 犬飼さん家の押しかけJK（２） 三ッ葉稔 未定 講談社 19 年下の先輩（４） 檜原フキ 726 集英社 25 吸血鬼と薔薇少女（10） 朝香のりこ 484 小学館 27 運命の巻戻士（１） 木村風太 528
KADOKAW 27 おとぎ話バトルロワイヤル（５） 稲空穂 649 講談社 19 サイコの世界（３） 井龍一/大羽隆廣 726 集英社 25 キスで起こして。（５） 春田なな 484 小学館 27 神たま（２） 曽山一寿 528
KADOKAW 27 そうしそうあい（13） りべるむ 未定 講談社 19 青春サイケと怠惰な王子（２） 佐々野人憂 726 集英社 25 王子くんと先輩 茶渋たむ 814 小学館 30 土竜（モグラ）の唄（76） 高橋のぼる 715
KADOKAW 27 乙ゲーにトリップした俺♂リロード　LV.4 花乃軍 未定 講談社 19 影霧街（１） 大瀬戸陸 726 集英社 25 隣の男はよく食べる（３） 美波はるこ 715 小学館 30 劉邦（13） 高橋のぼる 715
KADOKAW 27 一人暮らし、熱を出す。恋を知る。（３） だーく 未定 講談社 19 アンサングヒーロー（３） 鯛噛/うらたにみずき 726 集英社 25 しろくまカフェ　today's special（４） ヒガアロハ 825 小学館 30 A LIFE OF THE BEETLE ―あるカブトムシの一生―（１） 田中むねよし 715
KADOKAW 27 異世界女子監獄（２） いづみみなみ 未定 講談社 19 心が男子小学生。（２） 真木ミミズ 726 集英社 30 谷口ジローコレクション11 神々の山嶺（１） 谷口ジロー/夢枕獏 3850 小学館 30 アオアシ（28） 小林有吾 715
KADOKAW 27 嘆きの亡霊は引退したい　～最弱ハンターによる最強パーテ蛇野らい/槻影ほか 未定 講談社 19 千秋と睦月（２） 綾野おと 726 小学館 30 うきわ、と風鈴。―友達以上、不倫未満―（３） 野村宗弘 715
KADOKAW 27 終末ツーリング（３） さいとー栄 未定 講談社 19 ゴリせん（３）～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 小学館 30 忘却のサチコ（18） 阿部潤 715
KADOKAW 27 経験値貯蓄でのんびり傷心旅行（２）　～勇者と恋人に追放 奏ヨシキ/徳川レモンほか未定 講談社 19 金曜日のバカ飯先輩（１） 赤堀君/よしづきくみち 726 小学館 30 お別れホスピタル（８） 沖田×華 715
KADOKAW 27 未実装のラスボス達が仲間になりました。（１） 緋呂河とも/ながワサビ６未定 講談社 19 ごくちゅう！（２） こんぱる＆ふじしまぺポ/ 726 小学館 30 往生際の意味を知れ！（５） 米代恭 715
KADOKAW 27 ガールズフィスト!!!!　GT なじみ 未定 講談社 19 捨て猫に拾われた僕（１） 梅田悟司/里中翔 880 小学館 30 東京貧困女子。（５） 中村淳彦/小田原愛 715
KADOKAW 27 ガヴリールドロップアウト（12） うかみ 未定 講談社 23 調理刑事の捜索ごはん（３） 馬田イスケ 748 小学館 30 永世乙女の戦い方（７） くずしろ 715
KADOKAW 27 おとなりの天涯（２） きぃやん 未定 講談社 23 紫電改343（６） 須本壮一 715 小学館 30 不妊男子（２） 玄黄武 715
KADOKAW 27 愚かな天使は悪魔と踊る（13） アズマサワヨシ 未定 講談社 23 金田一少年の事件簿30th（１） 天樹征丸/さとうふみや 715 小学館 30 ハラストレーション（３） 原克玄 715
KADOKAW 27 私を喰べたい、ひとでなし（４） 苗川采 未定 講談社 23 宇宙兄弟（41） 小山宙哉 726 小学館 30 颯汰の国（11） 小山ゆう 715
KADOKAW 27 ざつ旅　―That's Journey―（７） 石坂ケンタ 未定 講談社 23 この会社に好きな人がいます（11） 榎本あかまる 726 小学館 30 空母いぶきGREAT GAME（７） かわぐちかいじ/八木勝大 715
KADOKAW 27 押して駄目なら押してみろ！（６） 廣瀬アユム 未定 講談社 23 上京生活録イチジョウ（４） 三好智樹/瀬戸義明ほか 748 小学館 30 本の虫　ミミズクくん（１） カラシユニコ 715
KADOKAW 27 新米姉妹のふたりごはん（10） 柊ゆたか 未定 講談社 23 艦隊のシェフ（２） 池田邦彦/萩原玲二 715 小学館 30 スティグマ（３） 井浦秀夫 715
KADOKAW 27 神さまがまちガえる（１） 仲谷鳰 未定 講談社 23 恋とゲバルト（３） 細野不二彦 715 小学館 30 昭和天皇物語（10） 能條純一/半藤一利ほか 715
KADOKAW 27 飼育員さんは異世界で動物園造りたいのでモンスターを手懐川崎命大 未定 講談社 23 相談役　島耕作（６） 弘兼憲史 715 小学館 30 夕焼けの詩（69） 西岸良平 715
KADOKAW 27 妹がブラコンで何が悪い！（２） まかろに◎ 未定 講談社 23 はたらく細胞LADY（４） 原田重光/乙川灯ほか 737 小学館 30 テツぼん（31） 永松潔/高橋遠州 748
KADOKAW 27 東方智霊奇伝（３）　反則探偵さとり ＺＵＮ/秋巻ゆう 未定 講談社 23 おおきく振りかぶって（36） ひぐちアサ 748 小学館 30 王様の耳（１） えすとえむ 880

講談社 23 ブルーピリオド（12） 山口つばさ 748 小学館 30 劇光仮面（１） 山口貴由 825
講談社 23 乾と巽　―ザバイカル戦記―（７） 安彦良和 748 小学館 30 出かけ親（３） 吉田戦車 935

出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 23 十角館の殺人（５） 綾辻行人/清原紘 770
講談社 6 ツワモノガタリ（１） 細川忠孝/山村竜也 726 講談社 23 夫婦で作るメンタル安全基地　～「離婚するほどじゃないけどふっくらボリサット 715
講談社 6 MFゴースト（14） しげの秀一 803 講談社 23 トップウGP（10） 藤島康介 748
講談社 6 賭博堕天録カイジ　24億脱出編（17） 福本伸行 803 講談社 23 わたしたちは無痛恋愛がしたい　～鍵垢女子と星屑男子とフ瀧波ユカリ 715
講談社 6 DEMONS STAR（２） 阿部秀司/ミクニシン 726 講談社 23 ブスなんて言わないで（１） とあるアラ子 748
講談社 6 テンカイチ　日本最強武芸者決定戦（４） あずま京太郎/中丸洋介 726 講談社 23 不動さんの裏垢活動（１） 藤峰式 748
講談社 6 ギャルせん（２） 植野メグル 726 講談社 23 Q、恋ってなんですか？（３） Ｆｉｏｋ　Ｌｅｅ 748
講談社 6 アルキメデスの大戦（28） 三田紀房 803 講談社 23 ヴィンランド・サガ（26） 幸村誠 726
講談社 6 双生遊戯（４） 岡田淳司 726 講談社 30 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
講談社 6 何度、時をくりかえしても本能寺が燃えるんじゃが！？（６） 藤本ケンシ/井出圭亮 726 講談社 30 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
講談社 6 ザ・ファブル　The second contact（３） 南勝久 726 講談社 30 今日もわたしは元気ですぅ！！（キレ気味）　～転生悪役令嬢木乃ひのき/古森きりほか 715
講談社 6 ろこぽん（２） 雪永ちっち/なだいにし 726 講談社 30 「地味でつまらない」と捨てられたので、地道に錬金術師を目ちあき楽/柚子れもん 715
講談社 6 センゴク権兵衛（27） 宮下英樹 825 講談社 30 王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです！　～ おしばなお/岡達英茉ほ 715
講談社 6 サタノファニ（21） 山田恵庸 726 講談社 30 落第聖女なのに、なぜか訳ありの王子様に溺愛されていま イタガキコマリ/一分咲ほ 748
講談社 6 ハレ婚。（20） ＮＯＮ/手塚だい 726 講談社 30 まだ間に合う！明日処刑される悪役令嬢ですけど、スチル回きゆめぐり/マチバリほか 715
講談社 6 ゾミア（１） 浅村壮平/石田点 726 講談社 30 フェルマーの料理（３） 小林有吾 748

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 6 弱虫ペダル　SPARE BIKE（10） 渡辺航 572 キルタイム 7 JKからやり直すシルバープラン　悪役令嬢編 林達永 693 ジーウォー 27 （成）ぷにぷにちっちゃたっぽたぽ ひろびー 1100 徳間書店 13 きのこいぬ（15）（完） 蒼星きまま 792 文苑堂 31 （成）オナホ教室　―新学期― 女生徒妊娠仕置計画 大嘘 1320

秋田書店 6 BREAK BACK（13） ＫＡＳＡ 528 キルタイム 7 JKからやり直すシルバープラン（７） 李惠成/林達永 693 祥伝社 7 T子の一発旅行（１） 穀子 1100 徳間書店 25 兄の親友を抱いてます。 リオナ 704 フロンティ 12 死んだ親友に告白された話 かもがわ圭 690

秋田書店 6 もういっぽん！（18） 村岡ユウ 528 キルタイム 7 ドローイング　最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双 金光鉉/林達永 693 祥伝社 7 後ハッピーマニア（３） 安野モヨコ 1012 徳間書店 25 苦手な恋人 上田規代 748 フロンティ 12 侯爵令嬢は手駒を演じる（３） 白雪しおん/橘千秋 660

秋田書店 6 SANDA（３） 板垣巴留 528 キルタイム 7 ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた（７） 高野いつき/桂かすが 693 祥伝社 7 こむぎびよりのコッペパン（２） 魚田南 792 徳間書店 25 じれったい花 村上左知 704 フロンティ 18 フェアリーテイル・クロニクル　～空気読まない異世界ライフ 久家健史郎/埴輪星人 660

秋田書店 6 ヤンキーJKクズハナちゃん（10） 宗我部としのり 528 キルタイム 7 異世界喰滅のサメ（３） くぼけん 693 祥伝社 7 外面男子の清水くん（２） 栗田あぐり 759 徳間書店 31 白鵬本紀（４） 白鵬翔/山崎享祐 693 フロンティ 20 愛飢え、もっと。（１） Ａｒｉｎｃｏ 740

秋田書店 6 桃源暗鬼（９） 漆原侑来 528 キルタイム 7 アストロキング　召喚勇者だけど下級認定されたのでメイド ＧＥＮ/竜庭ケンジ 693 祥伝社 25 陽だまりのアスファルト（３）　～姐さん、はじめました～ 山口ねね 748 日本文芸 9 ミナミの帝王（166） 天王寺大/郷力也 792 フロンティ 20 まなざしは蝶の蜜　～バタフライ・アイズ～（上） 冬乃郁也/崎谷はるひ 740

秋田書店 6 メイカさんは押しころせない（８） 佐藤ショーキ 693 キルタイム 13 トゥットでアペロ　～派遣切りOLが異世界で小料理屋はじめ菊屋きく子 750 心交社 20 オオカミを飼っています いたちねこ 770 日本文芸 9 スマイリー（１） 服部未定 770 フロンティ 20 まなざしは蝶の蜜　～バタフライ・アイズ～（下） 冬乃郁也/崎谷はるひ 740

秋田書店 6 きみのご冥福なんていのらない（３） 松尾あき 693 キルタイム 13 猫が望めば（２） 千星夜人 750 シュークリ 6 たとえ信じられなくても（１） 毒液 803 日本文芸 9 撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～（５） 山本晃司 770 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と一緒に生き牧田ロン/支倉文度ほか 726

秋田書店 6 腹ペコ聖女とまんぷく魔女の異世界スローライフ！（１） 蛙田アメコ/冬野なべほか 693 キルタイム 17 （成）くっ殺ヒロインズSP（10） ゴ太郎/まゃ～吾郎ほか 1320 シュークリ 6 たとえ信じられなくても（２）（完） 毒液 825 日本文芸 18 マイティマザーズ（３） 烏山英司 792 フレックス 12 アラフォー冒険者、伝説となる　～SSランクの娘に強化され タッ公/延野正行ほか 726

秋田書店 6 サイコ×パスト　猟奇殺人潜入捜査（１） 本田真吾 693 キルタイム 20 （成）二次元コミックマガジン　ふたなり丸呑み　棒付きヒロイ冬扇/ときわゆたかほか 1100 スクウェア 7 万年2位だからと勘当された少年、無自覚に無双する（２） あざね/大慈ほか 660 日本文芸 18 戦野の一服 清澄炯一/軍事法規研究 792 フレックス 12 つばめティップオフ！（５） ワタヌキヒロヤ 880

秋田書店 6 百魔の主　異世界で魔王チートは最強かもしれません（２） 葵大和/ぐーのほか 693 キルタイム 20 （成）二次元コミックマガジン　触手部屋　正義のヒロイン肉 とよのきつね。/河胃シュ1100 スクウェア 7 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたら隣の席の幼ケンノジ（ＧＡ文庫／ＳＢ 660 日本文芸 18 白竜HADOU（28） 天王寺大/渡辺みちお 770 フレックス 12 300年引きこもり、作り続けてしまった骨董品《魔導具》が、軒うさぺんぎん/空地大乃 759

秋田書店 6 それでも君を幸せにしたい（２） 野呂俊介/ときゎ 693 キルタイム 20 （成）brainHacker 大介 1210 スクウェア 7 最強魔法師の隠遁計画　―ジ・オルターネイティブ―（５） イズシロ/米白かるほか 660 日本文芸 18 アイトアイ（１） 坂辺周一 770 フレックス 13 前世悪役だった令嬢が、引き籠りの調教を任されました（２ 九段そごう/田井ノエルほ 726

秋田書店 6 バキ道（13） 板垣恵介 528 キルタイム 25 リメイクトーコ（３） 溝鼠ギャン 693 スクウェア 7 威圧感◎　戦闘系チート持ちの成り上がらない村人スロー 日之浦拓/戌飼ゐぬゐほ 660 日本文芸 27 江戸前の旬（113） 九十九森/さとう輝 770 フレックス 13 拝啓陛下、2度目の王妃はお断り！（２） 兎原シイタ/藤咲実佳ほ 759

秋田書店 6 新装版　範馬刃牙（13） 板垣恵介 880 クロエ出版 2 （成）妻を同窓会にいかせたら シロノマヒロ 1120 スクウェア 7 転生したら15歳の王妃でした～元社畜の私が、年下の国王斧名田マニマニ（ＫＡＤＯ 660 日本文芸 27 銀牙伝説ノア（15） 高橋よしひろ 770 フレックス 13 かくりよ神獣紀　異世界で、神様のお医者さんはじめます。 イヌ乃さえこ/糸森環ほか 726

秋田書店 6 新装版　範馬刃牙（14） 板垣恵介 880 クロエ出版 2 （成）千恵と可憐のドスケベセックスマッチ 雉中まひろ 1120 スクウェア 7 イジメカエシ。―復讐の31（カランドリエ）―（６）（完） 村下玖臓 660 日本文芸 27 ギフト±（25） ナガテユカ 770 復刊ドット 23 鉄腕アトム　《オリジナル版》（８） 手塚治虫 4620

秋田書店 6 クローズ外伝　鳳仙花　the beginning of HOUSEN（13） 髙橋ヒロシ/齋藤周平 693 クロエ出版 2 （成）ナマイキだけどHな事に興味津々な年下 さわななな 1120 スクウェア 7 難攻不落の魔王城へようこそ～デバフは不要と勇者パーテ御鷹穂積（ＧＡノベル／Ｓ 660 日本文芸 27 中卒労働者から始める高校生活（17） 佐々木ミノル 792 復刊ドット 27 鉄人28号《オリジナル版》（２） 横山光輝 4840

秋田書店 6 おなかがへったらきみをたべよう たばよう 935 幻冬舎コ 24 ノケモノと花嫁　完全版（１） 幾原邦彦/中村明日美子1320 スクウェア 7 異世界帰りの勇者が現代最強！（４） 白石新/さめだ小判ほか 660 日本文芸 27 果て戻る異世界転生～何回やっても幼馴染に辿り着けない葵蜜柑 814 プランタン 9 理想の婚活　スパダリ医師の過保護な溺愛　（仮） 夕槻ちや/桜しんり 未定

秋田書店 10 悪役令嬢の兄に転生しました（１） 内河弘児/よしまつめつ 693 幻冬舎コ 24 さらざんまい（２） イクニラッパー/ミギー 715 スクウェア 7 ラスボス、やめてみた～主人公に倒されたふりして自由に 坂木持丸（ＧＡノベル／Ｓ 660 日本文芸 27 異世界大奥でJKは恋をする（２） 大井昌和 814 プランタン 9 溺愛社長と婚前同棲始めました！？　汝、隣人の猫を愛せ 　９６ＳＫ/東万里央 未定

秋田書店 16 亡国のマルグリット（９） すもももも 660 幻冬舎コ 24 最強の黒騎士、戦闘メイドに転職しました（７） 百門一新/風華チルヲ 715 スクウェア 7 龍に恋う　贄の乙女の幸福な身の上（２） 道草家守（富士見Ｌ文庫 660 アイエムエ 6 その笑顔好きじゃない（７） 駄犬ひろし 660 ブライト出 20 ただの恋愛なんかできっこない　―こじらせ上司とフェチな部吹田まふゆ 730

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（３） 和田慎二 1080 幻冬舎コ 24 鬼一族の若夫婦（２）　～借金のカタとして嫁いで来たはず 不確定ワオン/門井亜矢 715 スクウェア 7 神殺しの魔王、最弱種族に転生し史上最強になる（１） えぞぎんぎつね/ＰＩＧ３ｒｄ 660 アイエムエ 6 高嶺の花男くん（３） ココハル 660 ブライト出 20 マネージャー、今夜は帰す気ないよ 楠チロ 800

秋田書店 16 新装版　スケバン刑事（４） 和田慎二 1080 幻冬舎コ 24 廃ゲーマーな妹と始めるVRMMO生活（４） 鈴森一/ＮＵ 693 スクウェア 7 忘れえぬ魔女の物語（１） 宇佐楢春/やまだしゅらほ 660 LINE Digi  13 僕のソルシエール（５） 夕希実久 638 ブライト出 20 メロウ・ボーイ・フレンド ヨナカベベ 800

秋田書店 16 悪役令嬢ですが、元下僕の獣人にフラグ回収されてます！夜田あかり 660 幻冬舎コ 24 魔王軍の救世主（２）　～「聖剣を使わないのは勇者ではな ＷＩＮＧ/オカザキハルほ 726 スクウェア 7 皇帝陛下のお世話係～女官暮らしが幸せすぎて後宮から 柊一葉/硝音あやほか 660 LINE Digi  13 灼熱アバンチュール（５）（完） 有間しのぶ 638 ブライト出 20 プリフェクトの箱庭（３）（完） 左藤さなゆき 700

秋田書店 16 偽装結婚のススメ　～溺愛彼氏とすれちがい～（６） 雨宮榮子 660 幻冬舎コ 24 ふたりの楽屋裏 秋葉東子 726 スクウェア 12 とある魔術の禁書目録（27） 鎌池和馬/近木野中哉ほ 490 LINE Digi  13 Devil May Cry 5 ―Visions of V―（４） 尾方富生/カプコン 638 ふゅーじょ 24 ホストさまは言いなりおもちゃ おち 825

秋田書店 16 いつかのいつか（２） 六多いくみ 693 幻冬舎コ 24 コミックパーティ　ワンダーラブラブ 山野でこ 693 スクウェア 12 女子高生はおはようって言う（３）（完） ルシファー吉岡/ゆめみつ 660 LINE Digi  13 おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！（２） 練馬ジム 638 ふゅーじょ 24 焦がれて焦がして（２） ｎｏｊｉ 770

秋田書店 16 紳士な彼はとんでもない魔性の巨●でした ミヤケ円 748 幻冬舎コ 24 ケダモノ彼氏はご遠慮ください でん蔵 726 スクウェア 12 悪役令嬢の執事様　破滅フラグは俺が潰させていただきま緋色の雨/菖蒲ほか 660 LINE Digi  13 ラブミーテンダーにさようなら（３） 明生チナミ 682 ぶんか社 2 現実世界にダンジョン現る！～アラサーフリーターは元聖女あきの実/私は航空券Ａ 693

秋田書店 16 HSPの歩き方～ハッピー・センシティブ・パーソン！～ おがたちえ 1100 幻冬舎コ 24 S君とM君 吉田ゆうこ 770 スクウェア 12 転生した元奴隷、最強の貴族になって年上の娘と世界最強三木なずな/棚橋なもしろ 660 モバイルメ 17 失恋エッチの相手は…上司！？～ゴーインすぎる舌使い（４山田愛妃 748 ぶんか社 2 没落令嬢、貧乏騎士のメイドになります（１） 千世トケイ/江本マシメサ 693

秋田書店 16 父ちゃんの認知症パラダイス 竹之内淳子 1100 光文社 19 御広敷用人　大奥記録（１） 上田秀人/かどたひろし 770 スクウェア 12 異世界先生～凡人教師は天才生徒達と異世界で青春する川﨑宙 660 モバイルメ 17 社外では、理想の上司がエロになる（上） 七嶋いよ 781 ぶんか社 2 寝取られ令嬢は英雄を愛でることにした（１） 木箱キユ/早瀬黒絵 693

秋田書店 19 サエイズム（11） 内水融 792 光文社 19 ひなげし雨竜剣（１） 坂岡真/菊地昭夫 770 スクウェア 12 俺だけレベルが上がる世界で悪徳領主になっていた（１） わるいおとこ/えすおほか 660 モバイルメ 17 社外では、理想の上司がエロになる（下） 七嶋いよ 781 ぶんか社 13 マチ姉さんのポンコツおとぎ話アワー（２） 安堂友子 990

秋田書店 19 科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌（10） ＫＡＫＥＲＵ 693 コスミック 2 ハツコイ・リセット（５） 黒田うらら 759 スクウェア 12 俺の現実は恋愛ゲーム？？　～かと思ったら命がけのゲーわるいおとこ/彭傑＆奈栩 　660 モバイルメ 17 ヤンキーΩは獣王様のもの！（２） 九マ５６４ 748 ぶんか社 13 釣りとごはんと、恋は凪（４） 小池田マヤ 998

秋田書店 19 織津江大志の異世界クリ娘サバイバル日誌（４） ＫＡＫＥＲＵ/瀬口たかひろ 693 コアマガジ 25 スクラッチラブ まぶた単 765 スクウェア 12 転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強に進行諸島/彭傑（Ｆｒｉｅｎｄ 　660 モバイルメ 17 惚れ薬を飲んだスパダリがヤバすぎます！ 南国ばなな 748 ぶんか社 17 けだものたちの時間～狂依存症候群～（３） ｂｉｇ　ｂｒｏｔｈｅｒ 713

秋田書店 19 僕の生徒はオトナギャル（２） 生駒陽 660 コアマガジ 25 社内恋愛の相手は俺ですけど？ ニクヤ乾 765 スクウェア 12 おじさまと猫（９） 桜井海 900 Jパブリッ 18 バ美肉お兄さんは好きですか？ 麺野るい 715 ぶんか社 17 けだものたちの時間～狂依存症候群～（４） ｂｉｇ　ｂｒｏｔｈｅｒ 713

秋田書店 19 信長を殺した男～日輪のデマルカシオン～（２） 藤堂裕/明智憲三郎 693 コアマガジ 27 （成）他愛ないコイゴコロ 岡田コウ 1300 スクウェア 20 ヴァニタスの手記（10） 望月淳 660 Jパブリッ 18 俺を狂わすあまい静寂 木沢さわき 715 ぶんか社 17 幼なじみと一から始める恋人関係 おけいど 713

秋田書店 19 明日クビになりそう（４） サレンダー橋本 792 コアマガジ 31 （成）セイフクウラオモテ みかわや 1300 スクウェア 20 魔女の世界で最強なのは物理ですが何か？（４）（完） 壱 660 ハーパー 11 離れないでいて 宮花みん/アン・メイジャ 681 ぶんか社 17 オジサマ紳士はケダモノ上司　絶頂テクで結婚を迫ってきて松本ウル子 713

秋田書店 19 惨家（１） 井上三太 715 コアマガジ 31 （成）人妻再調教日誌 船堀斉晃 1300 スクウェア 20 幸色のワンルーム（10） はくり 660 ハーパー 11 せつない愛人 岸田黎子/キャサリン・マ 660 ぶんか社 17 青くんはもっともっと愛したい～執着彼氏の甘やかしえっち 半田９６ 713

秋田書店 19 ドリーム☆ドランカーズ～ヤクザと魔法の杖～（１） 齋藤万丈 693 コアマガジ 31 （成）甘熟。エロメンタル 月野定規 1650 スクウェア 20 幸色のワンルーム　外伝　正壊の名探偵（４）（完） はくり 660 ハーパー 11 指環はロシアンゴールド 森素子/ルーシー・モンロ 660 ぶんか社 27 黒弁護士の痴情　世界でいちばん重い純愛（３） すみ 759

秋田書店 19 運びの犬（６） 清水ヤスヲミ 693 コアミック 20 送魂の少女と葬礼の旅（７）（完） 路那 682 スクウェア 25 さよならエデン（３） 愛南ぜろ 660 ハーパー 11 エスメラルダの初恋 姫木薫理/ベティ・ニール 660 ぶんか社 27 0日婚でも恋したい（３） 青山りさ 713

秋田書店 19 QP 我妻涼～Desperado～（14） 髙橋ヒロシ/今村ＫＳＫほ 693 コアミック 20 ちるらん　新撰組鎮魂歌（33） 橋本エイジ/梅村真也 638 スクウェア 25 さわらぬふたりはナニをする（２） ホリチカ 660 ハーパー 11 誘惑はゴージャスに 中村敦子/スーザン・ステ 660 ぶんか社 27 仲村夫婦は今日も溺愛。 鈴川みなと 728

秋田書店 19 あさこ（５） よしだもろへ 660 コアミック 20 19番目のカルテ　徳重晃の問診（５） 富士屋カツヒト/川下剛史 660 スクウェア 25 嘘とキスは放課後に（２）（完） 目玉焼き 660 ハーパー 11 シンデレラの結婚 井上恵美子/マリオン・レ 660 芳文社 6 スパダリさまとスパダリくん（２） 藤河るり 770

秋田書店 19 恋愛志向生徒会（６） 如月群真 693 コアミック 20 モブ子の恋（13） 田村茜 660 スクウェア 25 現実でラブコメできないとだれが決めた？（２） 初鹿野創「現実でラブコ 660 ハーパー 12 次期家元のみだらな純愛 吉沢蛍/西條六花 699 芳文社 6 未熟なパパはシェアハウスで恋を知る（２） 中見トモ 770

秋田書店 19 デメキン（30） 佐田正樹/ゆうはじめ 693 コアミック 20 凛子ちゃんとひもすがら（２） 七瀬八 682 スクウェア 25 ロクレイ　―天成市りんね区役所第六感部助霊課活動記―地主 660 ハーパー 18 焦れ甘オフィス～クールな御曹司の独占欲～（１） 梅星あやめ/望月沙菜 693 芳文社 6 クズは永遠を夢見ない 志々藤からり 748

秋田書店 19 若気の至りまくり、夏。（２） 葉月京 660 コアミック 20 夜分に吸血失礼します。（２） あみだむく 660 スクウェア 27 魔法科高校の劣等生　四葉継承編（３）（完） 佐島勤/石田可奈ほか 660 ハーパー 18 婚約破棄、したはずですが？～カリスマ御曹司に溺愛されて渋谷うらら/栢野すばる 693 芳文社 6 この度幼なじみと仮婚します 黒田くろた 770

秋田書店 19 エロティック×アナボリック（３） あちゅむち 693 コアミック 20 マザーパラサイト（５） 佐藤洋寿 704 スクウェア 27 スケートリーディング☆スターズ（２）（完） ＴＥＡＭ　ＳＬＳ/枢やなほ 660 ハーパー 18 0から始めるオフィスラブ（３） 楠もこ 769 芳文社 6 らいか・デイズ（31） むんこ 759

秋田書店 19 半グレ―六本木　摩天楼のレクイエム―（４） 草下シンヤ/山本隆一郎 693 コアミック 20 豚の復讐（２） 黒田高祥/仁藤砂雨 682 スクウェア 27 ログインサバイバル（１） 高光晶/竹鶏三歩 660 ハーパー 18 後輩君が下着のヒモを咥えたら。解けるまであと…1秒（１） 津々見はと 750 芳文社 6 おしかけツインテール（７） 高津ケイタ 759

秋田書店 19 隣のお姉さんが好き（１） 藤近小梅 693 コアミック 20 東京カンナビス特区　大麻王と呼ばれた男（１） 稲井雄人 660 スターツ出 27 ナナイロ雷術師の英雄譚　―すべてを失った俺、雷魔術を 水木シュウ/日之影ソラ 715 ハーパー 18 嫌われ伯爵の溺愛花嫁 春宮ぱんだ/池戸裕子 693 芳文社 6 おひとり好きの富士宮さん（１） イチノセ 759

秋田書店 19 裏の家の魔女先生（３） 西川魯介 660 コアミック 20 トレース　科捜研法医研究員の追想（11） 古賀慶 660 スターツ出 27 不死の軍勢を率いるぼっち死霊術師、転職してSSSランク ブラッディ棚蚊/榊原モン 715 ハーパー 18 陛下は身代わり花嫁を逃がさない～初恋相手は絶倫王！ 御上ユノ/水城のあ 693 芳文社 12 ゆめぐりっ！（３）（完） いしいゆか 693

秋田書店 19 今日から俺はロリのヒモ！（６）（完） 暁雪/へんりいだ 715 コアミック 20 ブルータル　殺人警察官の告白（５） 古賀慶/伊澤了 660 スターツ出 27 転生先は回復の泉の中～苦しくても死ねない地獄を乗り越柊木蓮/蒼葉ゆう 715 白泉社 2 赤髪の白雪姫（25） あきづき空太 495 芳文社 12 最果てのともだち（２） 雪宮ありさ 693

朝日新聞 20 妖の運び屋（２） 兎屋まめ 726 コアミック 20 断頭のアルカンジュ（１） メイジメロウ/花林ソラ 660 秋水社発 12 絶頂†任侠　オトナ彼氏はセックスの加減が出来ない やまかみ梨由 770 白泉社 2 夏目友人帳（28） 緑川ゆき 495 芳文社 12 ゆるキャン△アニメコミック（１） あｆろ/まんがタイムきらら1650

茜新社 27 （成）あやかしえにし ｙａｍ 1320 コアミック 20 この世界の片隅に【新装版】（上） こうの史代 935 秋水社発 12 素直になれよ、喰ってやる（１）　エリート紳士の下克上 神崎柚 770 白泉社 2 天堂家物語（11） 斎藤けん 495 芳文社 16 ごほうびごはん（15） こもとも子 682

茜新社 27 （成）ぼくだけがセックスできない家 紅村かる 1210 コアミック 20 この世界の片隅に【新装版】（下） こうの史代 935 秋水社発 12 絶倫大王様の溺愛が重すぎる（１）　世界の運命なんて背負ななみあいす 770 白泉社 2 末永くよろしくお願いします（５） 池ジュン子 495 芳文社 16 村祀り（15） 山口譲司/木口銀 682

茜新社 27 （成）ろりはめッピ☆ ろんどんこ 1210 コアミック 20 あおのたつき（４） 安達智 704 秋水社発 25 52歳教師の恋の終わらせ方 やゆ 770 白泉社 2 婚約者は溺愛のふり（１） 仲野えみこ 495 芳文社 16 男だけど死神姫の嫁になりました（仮）（４）（完） ふかみん/午子 682

茜新社 27 （成）追跡！親も知らない少女達の放課後お仕事体験 オオカミうお 1320 三交社 6 花屋の倅と寺息子（２） 葛来奈都/笹田さな 737 アルファポ 18 ドS御曹司の花嫁候補（２） 柚和杏/槇原まき 704 白泉社 2 魔女と使い魔様（２） 藤代千鶴 495 芳文社 16 三十路病の唄（３） 河上だいしろう 682

一迅社 13 オンラインゲーム仲間とサシオフしたら職場の鬼上司が来たん村 748 メディアソ 6 俺と幼馴染のXL事情 山田小太郎 737 彗星社発 18 ノンケ上司、30日の開発メソッド（２） 七緒 748 白泉社 2 デジタル原始人☆川原泉 川原泉/福田素子 858 芳文社 16 ぼっちの僕に強制彼女がやってきた（２） 栗ののか 682

一迅社 13 あした愛かもしれない 山下街 759 メディアソ 6 イカせあい（シロハート）ルームメイト わかちこ 748 彗星社発 18 巨人族の花嫁（４） ＩＴＫＺ 748 白泉社 20 神さま学校の落ちこぼれ（２） 赤瓦もどむ/日向夏ほか 495 芳文社 26 ブレンド・S（８）（完） 中山幸 935

一迅社 13 ヤクザ教師とハメられ王子（５） シギ乃 748 英和出版 10 獣のごちそう 田中森よこた 770 彗星社発 18 パパだって、したい（５） 世尾せりな 748 白泉社 20 暁のヨナ（38） 草凪みずほ 495 芳文社 26 しずねちゃんは今日も眠れない（２）（完） 逸見 935

一迅社 18 ロンリーガールに逆らえない（５） 樫風 748 メディアソ 25 トロける快感ソク堕ち悪魔 烏丸ピヨひこ 770 彗星社発 18 「幼馴染はもうやめた。」マッサージの指がナカまで深く…（ ヤナトミ 748 白泉社 20 多聞くん今どっち！？（２） 師走ゆき 495 芳文社 26 伊藤いづもイラスト集　―宵加減― 伊藤いづも 2750

一迅社 18 スピカをつかまえて（１） 織日ちひろ 748 メディアソ 25 ファザーズミルクガーデン 相音きう 737 彗星社発 18 許嫁社長は一途に飢えている～20年間お預けされたんだ 七海かずさ 748 白泉社 20 ぬらりひょんの花嫁（４）（完） 吉田真翔 495 ホビージャ4/30 新米オッサン冒険者、最強パーティに死ぬほど鍛えられて無荻野ケン/岸馬きらく 715

一迅社 18 ナメられたくないナメカワさん（４） 阿東里枝 748 三交社 27 羽柴くんの逃愛marriage（マリッジ）事情　～溺愛ダーリンは綾戸アスコ 700 ブラスト出 18 （成）きもちぃイジメ。 めぬ。 1100 白泉社 20 蜻蛉（９） 河惣益巳 495 ホビージャ4/30 聖なる騎士の暗黒道（２） イチフジニタカ/坂石遊作 715

一迅社 18 私の百合はお仕事です！（10） 未幡 748 三和出版 31 （成）妻の連れ子とセフレな関係 ぷちゴリちゃん 1300 ブラスト出 18 （成）ママ活はじめました カニトマト 1100 白泉社 20 魔法にかかった新学期（５）（完） ひかわきょうこ 495 ホビージャ4/30 精霊幻想記（８） みなづきふたご/北山結 715

一迅社 19 悪女はマリオネット（１） Ｍａｎｇｇｌｅ/ｈａｎｉｒｉｍ 1034 三和出版 31 （成）ただただSEXが好き（ベタハート） 新井大器 1300 MUGENU 25 愛されたがりの僕たちは 小川春 798 白泉社 20 鉄壁ハニームーン（６） 田中メカ 693 ホビージャ4/30 槍使いと、黒猫。（３） たくま朋正/健康 715

一迅社 19 お父さん、私この結婚イヤです！（１） Ｒｏａｌ/ｙｕｒｉほか 1034 三和出版 31 （成）オーガズム×オーガズム ウエノ直哉 1300 青林工藝 25 レーズン　ラムと申します ファミリーレストラン 1540 白泉社 27 俺はロリコンじゃない！（５） 雨蘭 715 マイクロマ 10 わが家は幽世の貸本屋さん（３） 目玉焼き/忍丸 748

一迅社 20 日曜日のいちごちゃん（１） チチカカ池 1045 ジーオーテ 13 怪鼠一見帳・花札（２） １号 748 東京漫画 13 精気搾取モノノケ異譚 因幡 760 白泉社 27 ふたりエッチ（86） 克・亜樹 660 マイクロマ 25 優しい死神の飼い方　THE COMIC（１） 蒼崎律/知念実希人 693

一迅社 25 ボクラノキセキ（26） 久米田夏緒 700 ジーオーテ 13 （成）孫娘という名の肉便器 茶否 1210 東京漫画 27 月はみちかけケモノの恋 野白ぐり 750 白泉社 27 上野さんは不器用（９） ｔｕｇｅｎｅｋｏ 660 マイクロマ 31 ガチャを回して仲間を増やす　最強の美少女軍団を作り上 　  晴野しゅー/ちんくるり 693

一迅社 25 ロンググッドバイ　マイハニー（２） 雨宮由樹/市原ゆき乃 740 ジーオーテ 25 （成）極情性活 唄飛鳥 1155 アース・ス 12 星斬りの剣士　～The sword fighter's dream～（１） 酒月ほまれ/アルトほか 660 白泉社 27 上野さんは不器用（10）（完） ｔｕｇｅｎｅｋｏ 660 マイクロマ 31 復讐完遂者の人生二周目異世界譚　THE COMIC（５） サイトウミチ/御鷹穂積 693

一迅社 25 先輩がうざい後輩の話（９） しろまんた 1100 ジーオーテ 25 （成）魔王様は逃げられない 交介 1265 アース・ス 12 人間だけど魔王軍四天王に育てられた俺は、魔王の娘に愛    かじきすい/左リュウほか 660 白泉社 27 となりの信國さんは俺のことが好きな気がする（３） 安田剛助 715 マイクロマ 31 賢者の弟子を名乗る賢者　～マリアナの遠き日～（２） ばにら棒/りゅうせんひろ 693

一迅社 25 お前、タヌキにならねーか？（３） 奈川トモ 770 ジーオーテ 31 八日さんが舐める（１） 松羅弁当 715 アース・ス 12 転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す　A Tale of   青辺マヒト/十夜ほか 660 白泉社 27 それイけ！きさらちゃん（２） コアヤアコ 715 マイクロマ 31 最強剣士、最底辺騎士団で奮戦中　～オークを地の果てま 渡辺神威/空戦型 693

一迅社 26 僕の彼女は僕のことが好きじゃない（上） 此見えこ/志岐佳衣子 792 ジーオーテ 31 ラブスレイヴ（２） 水龍敬 748 アース・ス 12 無職の英雄　別にスキルなんか要らなかったんだが　―才名苗秋緒/九頭七尾ほか 660 白泉社 27 じょふう（１） 甘詰留太 715 マイクロマ 31 真面目系天然令嬢は年下王子の想いに気づかない（１） 片町ひろ/柚子れもん 693

一迅社 26 こんな私に期待しないデ（２） りすまい 704 ジーオーテ 31 玉置勉強短編集　ザ・ドラッグス・ドント・ワーク 玉置勉強 814 アース・ス 12 戦国小町苦労譚　 志賀の陣、終結（11） 沢田一/夾竹桃ほか 660 白泉社 27 4000倍の男（１） 雁木万里 715 マッグガー 13 妖怪めし（１） 木野麻貴子/木下昌美 660

一迅社 26 外面だけは完璧なコミュ障冒険者、Sランクパーティーでリーとまとすぱげてぃ/はみほ 715 ジーオーテ 31 （成）従順ナデシコ 文雅 1430 辰巳出版 30 （成）メスガキとかもう言わせないし。 吉田 1350 白泉社 31 超音速の魔女（１） あさりよしとお 770 マッグガー 13 灰死神と不死の猫（１） ホジョイ 660

一迅社 26 鮮血王女、皆殺す～家族に裏切られ、処刑された少女は蘇ｋｉｋｉ/多● 748 ジーオーテ 31 （成）あの日見た君の顔を僕はまだ見てない すかいれーだー 1375 大洋図書 2 おさななじみに彼氏ができた話（上） パース 847 白泉社 31 ぱらのま（５） ｋａｓｈｍｉｒ 913 マッグガー 13 神話裁判（２） 小木とまい 660

一迅社 26 軍人少女、皇立魔法学園に潜入することになりました。～乙 　ｓｙｕｒｉ２２/冬瀬ほか 715 主婦と生 6 地味な剣聖はそれでも最強です（７） あっぺ/明石六郎ほか 693 大洋図書 2 おさななじみに彼氏ができた話（下） パース 803 ヒット出版 25 （成）魔煌巫女 橋村青樹 1180 マッグガー 13 おおきくて窮屈なこの世界で。（１） あすかいくに 682

一迅社 27 触っただけでイッちゃった？ 原口 880 主婦と生 6 異世界転生…されてねぇ！（５） 航島カズト/タンサンほか 693 大洋図書 2 Lick パース 781 ヒット出版 25 （成）妹オナホの作り方 しま田ぱんだ 1180 マッグガー 13 きみが英雄になる物語（２） 八代ちよ 660

一迅社 27 涙のあとに甘いキス（上） ゴゴちゃん 847 主婦と生 6 城の魚 ｍａｃｏｓｏ 693 竹書房 6 搾り取らないで、女商人さん！！（５） くつがえる 759 ヒット出版 25 （成）少女組曲（23） アンソロジー/スミヅミほ 1180 マッグガー 13 商人勇者は異世界を牛耳る！～栽培スキルでなんでも増や相模映/十一屋翠ほか 660

一迅社 27 涙のあとに甘いキス（下） ゴゴちゃん 847 主婦と生 6 悪役令嬢、時々本気、のち聖女。（４） 武浦すぐる/もりほか 693 竹書房 6 エロゲの竿おじさんに転生してしまった（１） コア助/トリアイナ 759 双葉社 10 オオカミ君はヒツジ様に食べられたい 北国良人 792 マッグガー 13 めっちゃ召喚された件　THE COMIC（４） 六甲島カモメ/さいとうさ 682

一迅社 31 事なかれ令嬢のおいしい契約事情　～婚約破棄をされたらアオノキ/しっぽタヌキほ 740 少年画報 9 マンガで分かる心療内科（24） ゆうきゆう/ソウ 814 竹書房 7 姫のためなら死ねる（12） くずしろ 946 双葉社 10 君の舌はドルチェ さとみち 770 マッグガー 13 転生貴族の異世界冒険録（８） ｎｉｎｉ/夜州 660

一迅社 31 まがいもの令嬢から愛され薬師になりました（２） 村上ゆいち/佐槻奏多ほ 710 少年画報 10 ツボネノツバメ ｚｅｎ９ 715 竹書房 7 恋におちなきゃ地獄イき　純情アクマと愛を知らないクソビ 恋緒ジノ 748 双葉社 10 パーティーメンバーに婚約者の愚痴を言っていたら実は本人グリセリンたける/ぷにち 704 マッグガー 13 無能と呼ばれた『精霊たらし』～実は異能で、精霊界では伝タバタグランドキャニオン 660

一迅社 31 押して駄目だったので、引いてみることにしたのですが（２） むぎちゃぽよこ/琴子 740 少年画報 10 ヤンキー娘になつかれて今年も受験に失敗しそうです（６） ジェームスほたて 715 竹書房 13 今夜この先、シてみませんか？～未経験な僕らの恋人契約マオｓｔ 748 双葉社 10 転生したら武闘派令嬢！？恋しなきゃ死んじゃうなんて無理白瀬やや/きゃる 704 マッグガー 13 空っぽの少女と虹のかけら（１） 紀ノ目 671

一迅社 31 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（４） 大庭そと/山田桐子ほか 710 少年画報 10 スカートの裾掴むボクの手が今も震えてるのは……。（２）（ 佐野タカシ 715 竹書房 13 狛田さんを困らせたい（１） スズオ 759 双葉社 10 関係改善をあきらめて距離をおいたら、塩対応だった婚約者最遠エト/雨野六月 704 マッグガー 13 鬼と狐の前世の契（１） ふじなが薊 660

一迅社 31 溺愛令嬢は旦那さまから逃げられません…っ　アンソロジーアンソロジー 860 少年画報 16 おくさん（19） 大井昌和 715 竹書房 13 女魔術師さん、元の世界へ還るためにがんばります（１） 伊巻てん/若宮てれさ 759 双葉社 10 悪役令嬢は旦那様と離縁がしたい！～好き勝手やっていた長舩みずほ/華宮ルキ（ 704 マッグガー 13 龍神様と巫女花嫁の契り（１） さばとばん/涙鳴ほか 704

一迅社 31 救国の聖女ですが、国外追放されちゃいました～！？　アンアンソロジー 860 少年画報 16 ねこぱんち　長ぐつ猫号 アンソロジー 548 竹書房 17 雨のちマル 久喜わかめ 803 双葉社 10 王妃になる予定でしたが、偽聖女の汚名を着せられたので コロポテ/糸加（ツギクル 704 マッグガー 31 煉獄に笑う（14）（完） 唐々煙 869

イースト・ 12 ダンピアのおいしい冒険（４） トマトスープ 977 少年画報 16 猫が飼いたくて仕方ない人（３）（完） おしどりさや 979 竹書房 17 BLみたいに抱いてくれ 桃尻ひばり 814 双葉社 10 後宮の花は偽りをまとう（５）（完） 六格レンチ/天城智尋 737 フィールド 20 も～っと集まれ！ファルコム学園（３） 新久保だいすけ 1000

イースト・ 19 小犬のこいぬ（３） うかうか 1210 少年画報 23 やんちゃギャルの安城さん（10） 加藤雄一 715 竹書房 17 めぐみとつぐみ（４） Ｓ井ミツル 781 双葉社 10 転生先で捨てられたので、もふもふ達とお料理しますR～お壬明/桜井悠 704 メディアッ 26 （成）全自動精液便所 オイスター 1320

エンジェル 17 （成）不倫旅行 跳馬遊鹿 1200 少年画報 23 めぞん文豪（２）（完） 神田桂一/菊池良ほか 858 竹書房 17 ゆるデイズ Ｓ井ミツル 748 双葉社 10 義妹に婚約者を奪われた落ちこぼれ令嬢は、天才魔術師にオザイ/瑪々子 704 メディアッ 26 （成）女の子のむだづかい 原崎 1320

エンジェル 17 （成）妻穴めぐり 奈塚Ｑ弥 1200 少年画報 23 スモーキング・サベージ（８） 岩城宏士 715 竹書房 19 白目むきながら心理カウンセラーやってます 白目みさえ 1210 双葉社 10 間違いで求婚された女は一年後離縁される（１） ほいっぷくりーむ/ヤマト 704 楽楽出版 9 （成）オンナノコ上位宣言 ことまろ 1210

エンジェル 17 （成）黒ギャルはじめました～ギャルと言えば性交っしょ～ ｚｅｎ９ 1200 少年画報 30 ポストキッズ（１） 宇河弘樹 715 竹書房 26 恋するサキュバスのイケない事情（４） リーフィ 759 双葉社 12 モンスターの婚活屋さん（２） 私屋カヲル 715 楽楽出版 9 （成）汽界淫偵@MACHIDA（１） 花見沢Ｑ太郎/雷門風太1210

エンジェル 17 （成）君とのLOVEレッスン ｕｓｉ 1200 少年画報 30 宇宙人ムームー（４） 宮下裕樹 759 竹書房 26 恋するサキュバスのイケない事情（５）（完） リーフィ 759 双葉社 12 うちのメイドがウザすぎる！（９） 中村カンコ 693 リイド社 7 言葉の獣（１） 鯨庭 770

オーバー 13 着せたい上司と、なれない部下（２） 夏奈ほの 未定 少年画報 30 アオバ自転車店と行こうよ！（10） 宮尾岳 715 竹書房 26 なごみクラブ（12）（完） 遠藤淑子 935 双葉社 12 ピーター・グリルと賢者の時間（10） 檜山大輔 693 リイド社 10 君は夏一番 狼森圓 759

オーバー 13 目の毒すぎる職場のふたり（３） ｍａ２ 未定 少年画報 30 二度目の人生アニメーター（８）（完） 宮尾岳 759 竹書房 26 だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！（４） 佐野妙 946 双葉社 12 淑女の笑顔は崩れません 佐野妙 900 リイド社 13 侠客（３） 落合裕介/池波正太郎 700

オーバー 13 ふたりじめシていいよね？ 佐久みのり 未定 少年画報 30 朝ごはん亭（５） 青菜ぱせり 913 竹書房 26 ドラッグレス・セックス　辰見と戌井2（上） エンゾウ 748 双葉社 12 かのんとぱぱ（２）（完） おーはしるい 990 リイド社 13 ビジャの女王（２） 森秀樹 730

オーバー 13 世界の片隅で地味に生きる 深蔵 未定 少年画報 30 なぎら健壱　バチ当たりの昼間酒　その四 なぎら健壱/魚乃目三太 990 竹書房 26 ドラッグレス・セックス　辰見と戌井2（下） エンゾウ 748 双葉社 13 俺だけ超天才錬金術師　ゆる～いアトリエ生活始めました（ もりさとにごり/ふつうの 704 リイド社 17 （成）淫辱くえすと。乙牝☆全力交尾戦記 速野悠二 1100

オーバー 25 D級冒険者の俺、なぜか勇者パーティーに勧誘されたあげ 舘津テト/白青虎猫ほか 未定 新書館 2 なつめさんは開発（ひら）かれたい マミタ 737 竹書房 30 ベッドの中では世界一愛して やん 781 双葉社 13 その門番、最強につき～追放された防御力9999の戦士、王あまなちた/友橋かめつ 704 リイド社 20 勇者のクズ（２） ナカシマ７２３/ロケット商 893

オーバー 25 俺の前世の知識で底辺職テイマーが上級職になってしまいにわリズム/可換環ほか 未定 新書館 2 崖っぷちまで走れ 石原理 759 竹書房 30 異世界ちゃんこ　横綱目前に召喚されたんだが（９） 林ふみの 759 双葉社 13 追放されたので、暗殺一家直伝の影魔法で王女の護衛はじ高田慎一郎/煙雨（ツギク 704 リイド社 26 自転車屋さんの高橋くん（５） 松虫あられ 693

オーバー 25 Sランク冒険者である俺の娘たちは重度のファザコンでした しゅにち/友橋かめつほか未定 新書館 2 恋愛関係 カシオ 759 竹書房 30 うめともものふつうの暮らし（４） 藤沢カミヤ 902 双葉社 13 ギルドのチートな受付嬢（７） 八月明久/夏にコタツ 704 リイド社 27 ぶらり釣り侍（１） 田中つかさ 880

オーバー 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（４） しろいはくと/大崎アイル 未定 新書館 下 執事セバスチャンの職業事情（５） 池田乾 737 竹書房 30 魔法少女にあこがれて（７） 小野中彰大 748 双葉社 13 僕のかわいい娘は双子の賢者～特技がデバフの底辺黒魔浅野五時/メソポ・たみあ 704 リイド社 27 （成）とにかくセックスがしたいおばさん、涼子 杢臓 1210

オーバー 25 転生したらオレがヒロインであいつが勇者だった（４） みずのもと 未定 ジュネット 18 憎くて憎くて愛しい僕の芳一くん 河飯じろう 770 大都社 12 社長、Hなご奉仕は業務外です！（５） 坂崎未侑 770 双葉社 13 クラスごと集団転移しましたが、一番強い俺は最弱の商人に荒井空真/かわち乃梵天 704 リイド社 27 小倉アンのおいしい生活。 渡邉ポポ 770

オーバー 25 最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従えるやもりちゃん/じゃき 未定 新潮社 9 燃えよ剣（１） 奏ヨシキ/司馬遼太郎ほ 704 大都社 12 人魚の蜜は甘く滴る（３）　あなたの種をください 日野塔子 770 双葉社 17 復讐の未亡人（９） 黒澤Ｒ 737 リブレ 10 マイワイフデビル（２） 赤原ねぐ 725

オーバー 25 ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを鵜吉しょう/内々けやきほ未定 新潮社 9 婚活バトルフィールド37（２） 猪熊ことり 704 大都社 25 若奥様は片想い（１）　初恋相手と身代わり結婚 維眞蜜水 770 双葉社 17 Let's豪徳寺！SECOND（５） 庄司陽子 814 リブレ 10 THE WISH WE SHARE しちみ 725

オーバー 25 ありふれた職業で世界最強（10） ＲｏＧａ/白米良ほか 未定 新潮社 9 今日から始める幼なじみ（３） 帯屋ミドリ 682 大都社 25 劣情欲求 上川きち 770 双葉社 17 風のペンション―思い出を　ひとかけら― 大谷博子 660 リブレ 10 オトナを困らせるんじゃありません！（２） にやま 725

オーバー 25 ひとりぼっちの異世界攻略（12） びび/五示正司 未定 新潮社 9 オオカミ部下くんとヒツジ上司さん（３） 清水しの 704 大都社 25 しろすけとフクゾウ　これが漢猫の生きる道編 ラクトいちご 990 双葉社 19 はじまらない結婚 木村イマ 792 リブレ 10 コスメティック・プレイラバー（６） 楢島さち 758

オークラ出 27 5秒でお前をイかせてやるよ～セクシー男優と絶頂ヘブン（ 夏咲たかお 760 新潮社 9 クマ撃ちの女（８） 安島薮太 660 大都社 25 絶対セックスしたい淫魔　落ちこぼれ淫魔と千人目の虜 ゼ之助 836 双葉社 19 ジャイアント・ギグ（２） 三ツ矢彰 715 リブレ 10 咲かない花に水やり（上） ｙｏｓｈｉ/阿賀直己 725

宙出版 17 止めないで（ベタハート）溺愛若頭の情熱愛撫（３）（完） 黒岬光 728 新潮社 9 「子供を殺してください」という親たち（11） 鈴木マサカズ/押川剛 638 大誠社 13 凛子さんはシてみたい（６） 藤田みお 700 双葉社 19 推しのご飯担になりました（２）（完） なつき凛 704 リブレ 10 咲かない花に水やり（下） ｙｏｓｈｉ/阿賀直己 692

宙出版 17 解禁（秘）アイドル～童貞男子育成計画～（２）（完） 猫宮なお 728 新潮社 9 最後のレストラン（19） 藤栄道彦 638 ティーアイ 2 （成）孕メイド 有賀冬 1120 双葉社 19 シェアーズ（１） つゆきゆるこ 792 リブレ 10 放課後のエチュード（２） 昼寝シアン 791

宙出版 17 サディスティックな社長とエレベーターに閉じ込められたら、須貝あや/草野來 713 実業之日 19 白と黒～Black ＆ White～（２） Ｓａｌ　Ｊｉａｎｇ 770 ティーアイ 2 （成）お義母さんと遊ぼ（シロハート） 抹茶ねじ 1120 双葉社 26 チボンカブリ（１） 北岡朋 693 リブレ 19 たぬ恋。（２） 裏ロジ 660

宙出版 17 魔界の王子と溺愛同棲 倖月さちの/森田りょう 713 ジャイブ 2 暴君ヴァーデルの花嫁　蜜月編（２） 松本帆加 681 ティーアイ 2 （成）搾精しゅきしゅき姉妹 未崎ときのぶ 1120 双葉社 26 終のひと（４） 清水俊 704 リブレ 19 ＃BがLする　4ページアンソロジー　～好きがあふれて止まらない！～ 792

宙出版 17 後宮のひきこもり姫がこのたび結婚するそうです。（１） いぬかいゆず/藍杜雫ほ 744 小学館ク 11 プリンセスくんとナイトさん（１）　最強にカワイイ後輩が、彼 よこざわ 748 ティーアイ 2 （成）TS☆Revolution 史鬼匠人 1120 双葉社 26 桐谷さん　ちょっそれ食うんすか！？（13） ぽんとごたんだ 693 リブレ 19 はじとー（上） どうざき 725

海王社 10 そんなに冷たくしないでよ 綴屋めぐる 737 小学館ク 27 厄いよ！アラクシュミ（１） ツナミノユウ 748 TOブック 2 悪役令嬢ですが攻略対象の様子が異常すぎる＠COMIC（ 宛/稲井田そう 704 双葉社 30 のんべんだらりな転生者～貧乏農家を満喫す～（２） 止田卓史/咲く桜 704 リブレ 19 はじとー（下） どうざき 725

海王社 10 エリートモデルは発情したい 山田パン 759 小学館ク 27 アトムザ・ビギニング（17） 手塚治虫/ゆうきまさみほ 748 TOブック 2 今日も絵に描いた餅が美味い＠COMIC（１） 梅渡飛鳥/もちもち物質 704 双葉社 30 極点の炎魔術師～ファイアボールしか使えないけど、モテた守木涼/シクラメン 704 リブレ 19 不幸くんはキスするしかない！（２） 露がも子 758

海王社 10 ライカン－黒狼子爵に囚われた貴族－ 山本ティナ 847 小学館ク 27 ふたりでおかしな休日を（２） 伊藤正臣 748 TOブック 14 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられ 　 　勝木光/香月美夜 660 双葉社 30 転生先が残念王子だった件～今は腹筋1回もできないけど らた/回復師 704 リブレ 20 転生したら魔王様に溺愛されました（３） フォクシーズ 748

海王社 10 俺の前だけネコでいて ろくろこ 737 小学館ク 27 死神娘はぺろぺろしたい（４）（完） 朱白あおい/村田真哉ほ 748 TOブック 14 英雄魔術師はのんびり暮らしたい＠COMIC（４） 福成冠智/柊遊馬 704 双葉社 30 氷の令嬢の溶かし方（１） とこみち/高峰翔 704 ワニマガジ 16 （成）いちまつ作品集 いちまつ 1210

海王社 10 オレを知らない今日の君 豚田もこ 814 ジーウォー 27 嘘つき小説家と運命の人（仮） はぜはら西 800 TOブック 14 大賢者の愛弟子～防御魔法のススメ～＠COMIC（３） ａｂｕａ/ナカノムラアヤス 704 双葉社 30 クラス転移で俺だけハブられたので、同級生ハーレム作るこもりたかたかし/新双ロリ 704 ワニマガジ 31 位置原光Z作品集 位置原光Ｚ 990

海王社 10 ハイパーリビドー・インキュバス ＺＩＹＯ 737 ジーウォー 27 （成）私は義弟の淫具になりました えのきの子 1100 TOブック 14 打撃系鬼っ娘が征く配信道！＠COMIC（３） ありのかまち/箱入蛇猫 704 双葉社 30 勇者パーティーを追放された白魔導師、Sランク冒険者に拾椋野わさび/水月穹 704 ワニマガジ 31 （成）ごちそうさま 雲呑めお 1210

海王社 19 Gimme,Heaven モガ子 803 ジーウォー 27 （成）発情宣言 つくは 1100 TOブック 14 出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので烏間ル/紅月シン 704 双葉社 30 村人転生　最強のスローライフ（10） イチソウヨウ/タカハシあ 704 ワニマガジ 31 （成）いちゃらぶ肉食ガール 雛原えみ 1320

海王社 19 常世鬼婿譚 恋緒ジノ 803 ジーウォー 27 （成）恋焦 白菊 1100 徳間書店 13 昔勇者で今は骨（６） 内々けやき/佐伯庸介ほ 792 文苑堂 31 （成）求愛プラン 櫻井マキ 1210 ワニマガジ 31 （成）「タカシ」作品集 「タカシ」 1210



２０２２年　５月発売　文庫 （発売日、書名等　予告なく変更される場合がありますのでご了承ください）予価は税込にて表示しています
出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価 出版社 文庫名 予定日チェック書名 著者 予価

朝日新聞出版朝日文庫 6 人類は何を失いつつあるのか 山極寿一/関野吉晴 880 河出書房新社 河出文庫 9 生命式 村田沙耶香 693 光文社 光文社文庫 11 殺人犯対殺人鬼 早坂吝 未定

朝日新聞出版朝日文庫 6 人生相談　谷川俊太郎対談集 谷川俊太郎 968 河出書房新社 河出文庫 9 一の糸 有吉佐和子 1089 光文社 光文社文庫 11 野守虫 柴田哲孝 未定

朝日新聞出版朝日文庫 6 まだまだ　身の下相談にお答えします 上野千鶴子 726 河出書房新社 河出文庫 9 復讐　三島由紀夫×ミステリ 三島由紀夫 792 光文社 光文社文庫 11 須美ちゃんは名探偵！？（２）　浅見光彦シリーズ内田康夫財団事務局 未定

朝日新聞出版朝日文庫 6 お客様のご要望は 水生大海 814 河出書房新社 河出文庫 9 生きてしまった　太宰治×ミステリ 太宰治 792 光文社 光文社文庫 11 十七歳 小林紀晴 未定

朝日新聞出版朝日文庫 6 カザアナ 森絵都 1089 河出書房新社 河出文庫 9 我が尻よ、高らかに謳え、愛の唄を 浅暮三文 1089 光文社 光文社文庫 11 復讐捜査　新・強請屋稼業 南英男 未定

朝日新聞出版朝日文庫 6 富子すきすき 宇江佐真理 880 河出書房新社 河出文庫 9 ダーク・ヴァネッサ（上） ケイト・エリザベス・ラッセル/1045 光文社 光文社文庫 11 喧騒の夜想曲（１）　最新ベスト・ミステリー 日本推理作家協会 未定

岩波書店 岩波文庫 13 ロシア・インテリゲンツィヤの誕生　他五篇 バーリン/桑野隆 未定 河出書房新社 河出文庫 9 ダーク・ヴァネッサ（下） ケイト・エリザベス・ラッセル/1045 光文社 光文社文庫 11 ケーキ嫌い 姫野カオルコ 未定

岩波書店 岩波文庫 13 サラゴサ手稿（上） ヤン・ポトツキ/畑浩一郎 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 17 バレたら恥ずかしい　覚え違い大全（仮） 博学こだわり倶楽部 792 光文社 光文社文庫 11 遺恨　鬼役四　新装版 坂岡真 未定

岩波書店 岩波文庫 13 仰臥漫録 正岡子規 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 17 30分500円の生ビール飲み放題で、なぜ儲かる 　現代ビジネス研究班 792 光文社 光文社文庫 11 さまよう人　父子十手捕物日記 鈴木英治 未定

岩波書店 岩波文庫 13 鴎外追想 宗像和重 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 相棒はJK（２） 榎本憲男 858 光文社 光文社文庫 11 後家の一念　くらがり同心裁許帳（仮） 井川香四郎 未定

岩波書店 岩波現代文庫 13 増補版　悪役レスラーは笑う　「卑劣なジャップ」 森達也 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 我々は、みな孤独である 貴志祐介 968 光文社 光文社文庫 11 当確師　十二歳の革命 真山仁 未定

岩波書店 岩波現代文庫 13 ほんとうのリーダーのみつけかた　増補版 梨木香歩 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 救いの森 小林由香 748 光文社 光文社文庫 11 香り立つ金箔　はたご雪月花（３） 有馬美季子 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番（６） 山田桐子/まち 730 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 雪に撃つ 佐々木譲 792 光文社 光文社古典新訳文 11 ゴルギアス プラトン/中澤務 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 皇帝陛下の専属司書姫（２）　（仮） やしろ慧/なま 730 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 SIS 丹沢湖駐在　武田晴虎Ⅲ　創生 鳴神響一 814 光文社 光文社未来ライブラ 11 子どもは40000回質問する　あなたの人生を創るイアン・レズリー/須川綾子 未定

一迅社 メリッサ文庫 31 海王の娘　孤独な王女は二度目の人生で愛を得須東きりこ/コトハ 770 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 おいしくて泣くとき 森沢明夫 880 光文社 光文社未来ライブラ 11 世界は宗教で動いてる 橋爪大三郎 未定

イースト・プレス悦文庫 9 未亡人村（仮） 霧原一輝 825 角川春樹事務所ハルキ文庫 13 グッバイ　マイヒーロー 山田宗樹 770 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 人情めし江戸屋（３） 倉阪鬼一郎 715

イースト・プレス悦文庫 9 旧家の熟れ嫁（仮） 早瀬真人 825 角川春樹事務所時代小説文庫 13 風待ちの四傑　くらまし屋稼業 今村翔吾 748 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 伝説の隠密（３）　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 海軍兵学校　岩国分校物語 菅原完 880 角川春樹事務所時代小説文庫 13 日雇い浪人生活録（13）　（仮） 上田秀人 726 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 仇討ち包丁（２） 氷月葵 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 無気力ニートな元神童、冒険者になる（１）　～「学ぺもぺもさん/福きつね 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 26 転生シートン動物記 蒼空チョコ 770 コスミック出版 コスミック時代文庫 11 乱愛御殿 鳴海丈 715

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（２） 美月麗/るみこ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 26 転生とりかえばや物語 空野進 770 コスミック出版 コスミック戦記文庫 17 無条約戦艦「大和」（下）　激戦！　ハワイ攻防 原俊雄 1019

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 技巧貸与〈スキル・レンダー〉のとりかえし（２）　～黄波戸井ショウリ/チーコ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 孤独という道づれ 岸惠子 737 コスミック出版 コスミックセシル文 20 灼熱の国でママと愛妾兼任します 樹生かなめ 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 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 ホームドアから離れてください 北川樹 847 コスミック出版 コスミックセシル文 20 ワイルド系イケボ俳優は子煩悩 有実ゆひ 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 異世界混浴物語（７）　神泉七女神の湯 日々花長春/はぎやまさかげ未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 60歳　女、ひとり、疲れないごはん 銀色夏生 770 三交社 ラルーナ文庫 19 転生ドクターは聖なる御子を孕む 春原いずみ/北沢きょう 770

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 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 新・おぼっちゃまくん（全） 小林よしのり 1067 三交社 艶情文庫 30 人妻弁天祭り（仮） 橘真児 794

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 灰と幻想のグリムガル　level.19 十文字青/白井鋭利 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 ブラック・マリア 鈴川紗以 891 三交社 艶情文庫 30 義母は未亡人アイドル（仮） 桜井真琴 794

オークラ出版 プリズム文庫 27 救ってくれたのは超人気俳優でした 釘宮つかさ/小禄 766 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 野良犬の値段（上） 百田尚樹 803 彩図社 彩図社文庫 18 僕、はまじ 浜崎憲孝 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 学園の聖女が俺の隣で黒魔術をしています 和泉弐式/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 野良犬の値段（下） 百田尚樹 803 彩図社 彩図社文庫 18 文豪たちが書いた　笑う名作短編集 彩図社文芸部 750

KADOKAWA 電撃文庫 10 チルドレン・オブ・リヴァイアサン　怪物が生まれ 新八角/白井鋭利 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 共感SNS 丸く尖る発信で仕事を創る ゆうこす 847 集英社 集英社文庫 20 てのひらの未来　おいしいコーヒーのいれ方　Se  村山由佳 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 妹はカノジョにできないのに 鏡遊 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 12 ほねがらみ 芦花公園 935 集英社 集英社文庫 20 空をゆく巨人　（仮） 川内有緒 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 わたし、二番目の彼女でいいから。（３） 西条陽/Ｒｅ岳 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 皇帝アルファのやんごとなき溺愛 高峰あいす/カワイチハル 693 集英社 集英社文庫 20 失踪.com  東京ロンダリング　（仮） 原田ひ香 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 サキュバスとニート（２）　～くえないふたり～ 有象利路/猫屋敷ぷしお 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 月の砂漠に愛を注ぐ～獣と水神～ 野原滋/奈良千春 693 集英社 集英社文庫 20 アタラクシア　（仮） 金原ひとみ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 私の初恋相手がキスしてた（２） 入間人間/フライ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 猫の従者は王子の愛に溺れたい 金坂理衣子/金ひかる 693 集英社 集英社文庫 20 かわいい見聞録　（仮） 益田ミリ 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 メイジアン・カンパニー（４） 佐島勤/石田可奈 704 講談社 講談社ラノベ文庫 2 俺のクラスに若返った元嫁がいる 猫又ぬこ/緑川葉 726 集英社 集英社文庫 20 冴子の母娘草　（仮） 氷室冴子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 天使は炭酸しか飲まない（２） 丸深まろやか/Ｎａｇｕ 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 2 冰剣の魔術師が世界を統べる（５）　世界最強の御子柴奈々/梱枝りこ 770 集英社 集英社文庫 20 春だから　めおと相談屋奮闘記　（仮） 野口卓 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 豚のレバーは加熱しろ（6回目） 逆井卓馬/遠坂あさぎ 未定 講談社 講談社学術文庫 12 世界鉄道文化史 小島英俊 1298 集英社 集英社文庫 20 乙女の教室　（仮） 美輪明宏 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 今日も生きててえらい！（２）　～甘々完璧美少女岸本和葉/阿月唯 未定 講談社 講談社学術文庫 12 儒教・仏教・道教　東アジアの思想空間 菊地章太 968 集英社 集英社文庫 20 学校の怪談アンソロジー　（仮） 集英社文庫編集部 未定

KADOKAWA 電撃文庫 10 ひとつ屋根の下で暮らす完璧清楚委員長の秘密西塔鼎/さとうぽて 未定 講談社 講談社学術文庫 12 グリム兄弟とアンデルセン 高橋健二 1012 集英社 集英社文庫 20 沖縄多面体　（仮） 森本浩平 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 13 一身上の都合で（悪辣）侯爵様の契約メイドにな深見アキ/鈴ノ助 未定 講談社 講談社学術文庫 12 ベルクソンの哲学　生成する実在の肯定 檜垣立哉/杉山直樹 1298 集英社 集英社文庫 20 スケートラットに喝采を　（仮） 樹島千草 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 13 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 講談社タイガ 13 探偵は御簾の中　白桃殿さまご乱心 汀こるもの 781 集英社 集英社文庫 20 元禄八犬伝　完結編　（仮） 田中啓文 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 龍に恋う（４）　贄の乙女の幸福な身の上 道草家守/ゆきさめ 未定 講談社 講談社タイガ 13 偏愛執事の悪魔ルポ 綾里けいし 748 集英社 集英社文庫 20 ポピーのためにできること　（仮） ジャニス・ハレット 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 青薔薇アンティークの小公女 道草家守/沙月 未定 講談社 講談社文庫 13 Cocoon 京都・不死篇―蠢― 夏原エヰジ 748 集英社 集英社オレンジ文庫 20 京都伏見は水神さまのいたはるところ（８）　（仮 相川真/白谷ゆう 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 拝啓、桜守の君へ。 未定 未定 講談社 講談社文庫 13 鬼統べる国、大和出雲　古事記異聞 高田崇史 748 集英社 集英社オレンジ文庫 20 葬儀屋にしまつ民俗異聞　鬼のとむらい（仮） 夕鷺かのう/夏目レモン 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 死の森の魔女は愛を知らない（３） 浅名ゆうな/あき 未定 講談社 講談社文庫 13 東京棄民 赤松利市 748 集英社 集英社オレンジ文庫 20 この恋が、かなうなら　（仮） いぬじゅん/飴村 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 13 あやかし極道「鬼灯組」に嫁入りします 未定 未定 講談社 講談社文庫 13 神楽坂つきみ茶屋（４）　遠い記憶の仕出し料理 斎藤千輪 726 集英社 集英社オレンジ文庫 20 あやかし華族の妖狐令嬢、陰陽師と政略結婚す 　江本マシメサ/桜花舞 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 デスゲ脳なヒロインにラブコメは無理ゲーですか進九郎/ＰｉｎｋｉＯ 未定 講談社 講談社文庫 13 湯けむり食事処　ヒソップ亭 秋川滝美 770 集英社 集英社オレンジ文庫 20 時をかける眼鏡　宰相殿下と学びの家（仮） 椹野道流/南野ましろ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 史上最強の大魔王、村人Aに転生する　10.大魔下等妙人/水野早桜 未定 講談社 講談社文庫 13 料理沖縄物語 古波蔵保好 726 集英社 ダッシュエックス文 25 《魔力無限》のマナポーター　～パーティの魔力をアトハ/夕薙 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になって 七斗七/塩かずのこ 未定 講談社 講談社文庫 13 高架線 滝口悠生 715 集英社 ダッシュエックス文 25 異世界蹂躙―淫靡な洞窟のその奥で―（４） ウメ種/ぼに～ 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 幼馴染だった妻と高二の夏にタイムリープした。 ｋａｔｔｅｒｎ/にゅむ 未定 講談社 講談社文庫 13 湘南夫人 石原慎太郎 682 集英社 ダッシュエックス文 25 君は僕の後悔（３） しめさば/しぐれうい 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 かまって新卒ちゃんが毎回誘ってくる　その2　ね凪木エコ/雪あられほか 未定 講談社 講談社文庫 13 動乱の刑事 堂場瞬一 924 集英社 ダッシュエックス文 25 異世界最高の貴族、ハーレムを増やすほど強く 三木なずな/へいろー 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 グールが世界を救ったことを私だけが知っている　下等妙人/米白粕 未定 講談社 講談社文庫 13 決戦！賤ヶ岳 天野純希/木下昌輝ほか 792 集英社 ダッシュエックス文 25 エルフ奴隷と築くダンジョンハーレム（４）　―異世火野あかり/ねいび 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 隣の席の元アイドルは、俺のプロデュースがない飴月/美和野らぐ 未定 講談社 講談社文庫 13 謀聖　尼子経久伝　風雲の章 武内涼 902 小学館 小学館文庫 6 鴨川食堂しあわせ 柏井壽 814

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛い氷高悠/たん旦 未定 講談社 講談社文庫 13 瓦礫の死角 西村賢太 704 小学館 小学館文庫 6 うかれ堂騒動記　恋のかわら版 吉森大祐 770

KADOKAWA 角川文庫 24 犬ほど素敵な商売はない 榎田尤利 未定 講談社 講談社文庫 13 密告の件、Mへ 加茂隆康 858 小学館 小学館文庫 6 あやかし斬り　千年狐は綾を解く 霜月りつ 704

KADOKAWA 角川文庫 24 心霊探偵八雲（12）　魂の深淵 神永学 未定 光文社 光文社文庫 11 ぶたぶたのお引越し 矢崎存美 未定 小学館 小学館文庫 6 あやかし姫の良縁 宮野美嘉 693

KADOKAWA 角川文庫 24 心霊探偵八雲　COMPLETE FILES 神永学 未定 光文社 光文社文庫 11 見番　決定版　吉原裏同心（３） 佐伯泰英 未定 小学館 小学館文庫 6 燃えよ、あんず 藤谷治 1034

KADOKAWA 角川文庫 24 東京─金沢　69年目の殺人 西村京太郎 未定 光文社 光文社文庫 11 清掻　決定版　吉原裏同心（４） 佐伯泰英 未定 小学館 小学館文庫 6 舌の上の散歩道 團伊玖磨 770

KADOKAWA 角川文庫 24 後宮の検屍女官（３） 小野はるか 未定 光文社 光文社文庫 11 落ちぬ牡丹　上絵師律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定 小学館 小学館文庫 6 飲むぞ今夜も、旅の空 太田和彦 682

KADOKAWA 角川文庫 24 遺産相続を放棄します 木元哉多 未定 光文社 光文社文庫 11 飯田線・愛と殺人と 西村京太郎 未定 小学館 小学館文庫コミック 10 風光る（15） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA 角川文庫 24 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　Side  太田紫織/鉄雄 未定 光文社 光文社文庫 11 或るエジプト十字架の謎 柄刀一 未定 小学館 小学館文庫コミック 10 風光る（16） 渡辺多恵子 880

KADOKAWA 角川文庫 24 ザ・フォックス フレデリック・フォーサイス/黒未定 小学館 ガガガ文庫 18 青春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。（２境田吉孝/Ｕ３５ 726

KADOKAWA 角川文庫 24 新・大江戸定年組（３）　（仮） 風野真知雄 未定 小学館 ガガガ文庫 18 呪剣の姫のオーバーキル（４） 川岸殴魚 682

KADOKAWA 角川文庫 24 JK/復讐 松岡圭祐 未定 小学館 ガガガ文庫 18 高嶺の花には逆らえない 冬条一 704

KADOKAWA 角川文庫 24 三毛猫ホームズの十字路 赤川次郎 未定 小学館 ガガガ文庫 18 転生で得たスキルがFランクだったが、前世で助虹元喜多朗 682

KADOKAWA 角川文庫 24 一私小説書きの日乗　憤怒の章 西村賢太 未定 新書館 ウィングス文庫 10 倫敦花幻譚（５）　ミュゲ～天国への階～（完） 篠原美季/烏羽雨 990

KADOKAWA 角川文庫 24 死仮面 横溝正史 未定 新書館 ディアプラス文庫 10 嫌いな男 安西リカ/北沢きょう 748

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 不朽の十大交響曲 中川右介 未定 新潮社 新潮文庫 30 カゲロボ 木皿泉 649

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 カビの取扱説明書 浜田信夫 未定 新潮社 新潮文庫 30 俺たちは神じゃない　麻布中央病院外科 中山祐次郎 737

KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 白昼夢の森の少女 恒川光太郎 未定 新潮社 新潮文庫 30 短歌と俳句の五十番勝負 穂村弘/堀本裕樹 605

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 純白と黄金（２） 夏目純白/ももこ 未定 新潮社 新潮文庫 30 焔 星野智幸 693

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ラブコメインザダーク（仮） 鈴木大輔/未定 未定 新潮社 新潮文庫 30 別れの季節　お鳥見女房 諸田玲子 693

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ベノム（３）　求愛性少女症候群 城崎/かいりきベアほか 未定 新潮社 新潮文庫 30 百田尚樹の新・相対性理論 百田尚樹 605

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。 天乃聖樹/成海七海ほか 未定 新潮社 新潮文庫 30 手のひらの楽園 宮木あや子 737

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 いっしょに一人旅、しませんか？ 三月みどり/さけハラス 未定 新潮社 新潮文庫 30 あたしたち、海へ 井上荒野 649

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 また殺されてしまったのですね、探偵様（３） てにをは/りいちゅ 未定 新潮社 新潮文庫 30 （やまいだれ）の歌 西村賢太 605

KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 僕たちは勉強がしたい（仮） 庵田定夏/ニリツ 未定 新潮社 新潮文庫 30 正岡子規 ドナルド・キーン/角地幸男 781

KADOKAWA メディアワークス文 25 15秒のターン（仮） 紅玉いづき 未定 新潮社 新潮文庫 30 清明　隠蔽捜査（８） 今野敏 781

KADOKAWA メディアワークス文 25 宮廷医の娘（５） 冬馬倫 未定 新潮社 新潮文庫 30 オペラ座の怪人 ガストン・ルルー/村松潔 990

KADOKAWA メディアワークス文 25 水の後宮（２）　（仮） 鳩見すた 未定 新潮社 新潮文庫 30 おもいでマシン　40の短くて意外なお話 梶尾真治 572

KADOKAWA メディアワークス文 25 探偵は最強の殺し屋（仮） 木崎ちあき/カズアキ 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

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 6/2 転生魔王の勇者学園無双 岸本和葉/桑島黎音 770 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 衣服のアルケオロジー　服装からみた19世紀フ フィリップ・ペロー/大矢タカヤ### 双葉社 双葉文庫 12 若さま同心　徳川竜之助（９）　弥勒の手〈新装版風野真知雄 693

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 6/2 転生竜騎の英雄譚　～趣味全振りの装備と職業八茶橋らっく/ひげ猫 770 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 歴史学の擁護 リチャード・Ｊ・エヴァンズ/今 ### 双葉社 双葉文庫 12 浪人若さま　新見左近　決定版（４）　将軍の死 佐々木裕一 704

祥伝社 祥伝社文庫 13 初代北町奉行　米津勘兵衛　荒原の盃 岩室忍 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 ヴァンデ戦争　フランス革命を問い直す 森山軍治郎 ### 双葉社 双葉文庫 12 湯屋のお助け人（４）　待宵の芒舟〈新装版〉 千野隆司 704

祥伝社 祥伝社文庫 13 邦人救出　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 琉球の富 柳宗悦 ### 双葉社 双葉文庫 12 じゃりン子チエ（28） はるき悦巳 880

祥伝社 祥伝社文庫 13 首都決壊 安生正 未定 筑摩書房 ちくま学芸文庫 12 文天祥 梅原郁 ### 二見書房 二見文庫 2 メイドイン赤塚不二夫（１）　六つ子（仮） 赤塚不二夫/株式会社フジオ 880

祥伝社 祥伝社文庫 13 友を待つ 本城雅人 未定 中央公論新社 中公文庫 24 敗れても　敗れても　東大野球部「百年」の奮戦 門田隆将 880 二見書房 二見サラ文庫 11 平安算術がーる 遠藤遼/ｖｉｅｎｔ 748

祥伝社 祥伝社文庫 13 伏流捜査 安東能明 未定 中央公論新社 中公文庫 24 寄り添って老後 沢村貞子 792 二見書房 二見サラ文庫 11 屋敷神様の縁結び　～鎌倉暮らしふつうの日ご 瀬王みかる/ゆうこ 770

祥伝社 祥伝社黄金文庫 13 戦争の値段 加谷珪一 未定 中央公論新社 中公文庫 24 まんぷく旅籠　朝日屋-しみしみがんもとお犬道 高田在子 770 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 ナマイキJCのスパルタ性教育！（仮） 澄石蘭 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 再婚なんて、絶対にしませんからね！～実は私 田崎くるみ 715 中央公論新社 中公文庫 24 京都感情案内（上）　新装版 西村京太郎 660 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 俺の姪が可愛すぎる（仮） 東雲にいな 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 未定 若菜モモ 704 中央公論新社 中公文庫 24 京都感情案内（下）　新装版 西村京太郎 660 マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 田舎の秘湯三姉妹（仮） 鮎川りょう 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 志筑家の新婚夫婦は離婚したいし、したくない（ 砂川雨路 704 中央公論新社 中公文庫 24 御蔵入改事件帳　消えた隠居資金 早見俊 880 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　田舎の淫靡な性風俗（仮 素人投稿編集部 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 俺様外科医と契約結婚（仮） 立花実咲 704 中央公論新社 中公文庫 24 スカイ・クロラ　The Sky Crawlers 森博嗣 814 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 23 マイ・ポリスマン（原題） ベサン・ロバーツ/守口弥生 ###

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 溺愛圏外（仮） ふじさわさほ 704 中央公論新社 中公文庫 24 おかえり横道世之介 吉田修一 792 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　23 シェルター・マウンテン（原題） ロビン・カー/高橋佳奈子 ###

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 強面騎士団長の愛猫から愛妻にジョブチェンジ 　友野紅子 704 中央公論新社 中公文庫 24 評伝　ナンシー関 ### 二見書房 シャレード文庫 24 今宵殺し屋とキスを 火崎勇/黒田屑 737

スターツ出版 ベリーズ文庫 9 「悪役令嬢」なのに、最強の守護騎士に溺愛され櫻井みこと 704 中央公論新社 中公文庫 24 新装版　マンガ日本の歴史（26）　大正デモクラシ石ノ森章太郎 924 二見書房 シャレード文庫 24 初恋の傷跡　～あの日、菩提樹の下で～ 吉田珠姫/古澤エノ 743

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 溺れて、乱されて（仮） －ＫＡＨＯ－ 550 TOブックス ＴＯ文庫 2 ある殺人鬼の独白 二宮敦人 715 二見書房 二見文庫　官能シ 26 極悶島（仮） 睦月影郎 792

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 みゅーな**新シリーズ（１）　（仮） みゅーな＊＊ 550 徳間書店 徳間文庫 13 最終標的　所轄魂 笹本稜平 924 二見書房 二見時代小説文庫 26 神田のっぴき横丁（仮） 氷月葵 770

スターツ出版 ケータイ小説文庫ピ 25 溺愛ルーム～モテ男子からの奪い合いがとまらゆいっと 550 徳間書店 徳間文庫 13 魚影島の惨劇 大石圭 770 二見書房 二見時代小説文庫 26 会津武士道（２） 森詠/蓬田やすひろ 770

スターツ出版 野いちご文庫 25 たとえ声にならなくても、君への想いを叫ぶ。（仮小春りん 660 徳間書店 徳間文庫 13 もうこれ以上、君が消えてしまわないために 鹿ノ倉いるか 792 二見書房 二見時代小説文庫 26 北の爺様（仮） 牧秀彦 770

スターツ出版 スターツ出版文庫 30 後宮雪華医伝～偽りの転生花嫁～（仮） 涙鳴 660 徳間書店 徳間文庫 13 マトリョーシカ・ブラッド 呉勝浩 891 文芸社 文芸社文庫ＮＥＯ 16 チューニング！！ 風祭千 682

スターツ出版 スターツ出版文庫 30 きみの雨がやむまで、嘘をつこう（仮） 此見えこ 660 徳間書店 徳間文庫 13 二刀の竜 志木沢郁 814 文藝春秋 文春文庫 10 耳袋秘帖　南町奉行と餓舎髑髏 風野真知雄 748

スターツ出版 スターツ出版文庫 30 一週間ごとに季節が巡っていく世界で、彼女は生春田モカ 660 徳間書店 徳間文庫 13 龍の袖 藤原緋沙子 803 文藝春秋 文春文庫 10 風に訊け　空也十番勝負（７） 佐伯泰英 814

スターツ出版 スターツ出版文庫 30 龍神様の神隠し～その求婚、お断りします！～ 琴織ゆき 660 徳間書店 徳間文庫 13 天海の秘宝（上） 夢枕獏 836 文藝春秋 文春文庫 10 傑作はまだ 瀬尾まいこ 715

青春出版社 青春文庫 10 最新版　「がん」が消えていく　希望の食事術 済陽高穂 880 徳間書店 徳間文庫 13 天海の秘宝（下） 夢枕獏 825 文藝春秋 文春文庫 10 夢見る帝国図書館 中島京子 891

青春出版社 青春文庫 10 奇跡の　脳トレ大全 話題の達人倶楽部 1100 徳間書店 キャラ文庫 27 本物しかいらない すとう茉莉沙/サマミヤアカザ 715 文藝春秋 文春文庫 10 おまえの罪を自白しろ 真保裕一 858

アルファポリスエタニティ文庫 10 ワケありシンデレラは敏腕社長に売約済！ 水守真子 704 徳間書店 キャラ文庫 27 暴君竜を飼いならせ番外編（２） 犬飼のの/笠井あゆみ 715 文藝春秋 文春文庫 10 出世商人（５） 千野隆司 704

アルファポリスエタニティ文庫 10 今宵、あなたへ恋物語を ととりとわ 704 徳間書店 キャラ文庫 27 お子様には負けるもんか！ 火崎勇/兼守美行 715 文藝春秋 文春文庫 10 江戸彩り見立て帖　朱に交われば 坂井希久子 781

アルファポリスエタニティ文庫 10 暴君専務は溺愛コンシェルジュ 玉紀直 704 Jパブリッシング カクテルキス文庫 18 異世界チートで、イケメン獣人と森暮らし 小中大豆/Ｃｉｅｌ 836 文藝春秋 文春文庫 10 まよなかの青空 谷瑞恵 880

アルファポリスアルファライト文庫 12 のんびりVRMMO記（10） まぐろ猫＠恢猫 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 お見合い夫婦は契約結婚でも極上の愛を営みた白妙スイ/茉莉花 693 文藝春秋 文春文庫 10 小隊 砂川文次 836

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（３） カタナヅキ 671 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 離婚したいのに、旦那様の溺愛が凄すぎて別れ夢野美紗/ユカ 693 文藝春秋 文春文庫 10 禿鷹の夜 逢坂剛 902

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 9 政略結婚のスパダリ弁護士はママとベビーに揺有坂芽流/木ノ下きの 693 文藝春秋 文春文庫 10 百歳までにしたいこと 曽野綾子 770

アルファポリスレジーナ文庫 12 悪役令嬢らしく嫌がらせをしているのですが、王 新山さゆり 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 9 偽りのプロポーズ（仮） 望月沙菜/乃斗ナツオ 693 文藝春秋 文春文庫 10 アメリカ紀行 千葉雅也 737

アルファポリスレジーナ文庫 12 外れスキルをもらって異世界トリップしたら、チー風見くのえ 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 熱い罠 リン・グレアム/沢梢枝 660 文藝春秋 文春文庫 10 歳月がくれるもの　まいにち、ごきげんさん 田辺聖子 825

アルファポリスレジーナ文庫 12 転生しました、脳筋聖女です（２） 香月航 704 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 夜ごとの情熱 ヘレン・ビアンチン/鈴木けい 550 文藝春秋 文春文庫 10 生まれた時からアルデンテ 平野紗季子 880

アルファポリスアルファポリス文庫 18 祇園七福堂繁盛記　神様の御用達はじめました卯月みか 726 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 過去への扉 エマ・ダーシー/やまのまや 550 文藝春秋 文春文庫 10 そして、ぼくは旅に出た。　はじまりの森　ノース 大竹英洋 ###

静山社 静山社文庫 12 ハリー・ポッターと秘密の部屋（2-1）〈文庫新装版Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 748 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 潮騒 シャーロット・ラム/須賀孝子 550 文藝春秋 文春文庫 10 死亡告示　トラブル・イン・マインド（２） ジェフリー・ディーヴァー/池田###

静山社 静山社文庫 12 ハリー・ポッターと秘密の部屋（2-2）〈文庫新装版Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 693 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 死線のヴィーナス アイリス・ジョハンセン/矢沢 ### 文藝春秋 文春文庫 10 わたしたちの登る丘 アマンダ・ゴーマン/鴻巣友季660

SBクリエイティＧＡ文庫 16 ルーン帝国中興記（２）　～平民の商人が皇帝にあわむら赤光/Ｎｏｙ 770 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 この手を離してしまえば マヤ・バンクス/八坂よしみ 880 プランタン出版発オパール文庫 7 きみを愛するためだけに（仮） 麻生ミカリ/逆月酒乱 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 私のほうが先に好きだったので。（２） 佐野しなの/あるみっく 770 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 永遠の旋律 キャット・マーティン/岡聖子 ### プランタン出版発オパール文庫 7 幼馴染み婚（仮） 東万里央/氷堂れん 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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パーＢＯＯＫＳ 18 CITY ON FIRE（原題） ドン・ウィンズロウ/田口俊樹 ### プランタン出版発オパール文庫 7 背徳の檻（仮） 山野辺りり/潤宮るか 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 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 #### ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 王城から逃げ出したら、騎士となった国王に執着藍井恵/ＳＨＡＢＯＮ 704 プランタン出版発ティアラ文庫 17 殺戮皇帝と聖女（仮） 臣桜/Ｃｉｅｌ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 小悪魔少女は、画面の向こうでデレている（２） 只木ミロ/林けゐ 770 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 18 エリート署長は幼馴染を溺愛したい（仮） にしのムラサキ/芦原モカ 704 プランタン出版発ティアラ文庫 17 国王陛下は女神（な侍女）を絶対手放さない！（しみず水都/北沢きょう 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 痴漢されそうになっているS級美少女を助けたらケンノジ/フライ 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 危険なハネムーン ダイアナ・パーマー/桂幸子 690 フランス書院 美少女文庫 19 新米教師の舞衣さんと始める同棲生活（仮） 雨音恵/ぎうにう 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 優等生のウラのカオ　～実は裏アカ女子だった隣海月くらげ/ｋｒ木 704 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 億万長者と無垢な家政婦 ジェニー・ルーカス/杉本ユミ 690 フランス書院 美少女文庫 19 俺の妹が最高のオカズだった（美少女文庫版）（風見源一郎/ＨＩＭＡ 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 16 ひきこまり吸血姫の悶々（８） 小林湖底/りいちゅ 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 忘却のかなたの楽園 マヤ・バンクス/小林ルミ子 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 年下の私じゃだめですか（仮） 青橋由高 未定

大和書房 だいわ文庫 12 影響力の心理 ヘンリック・フェキセウス/樋 858 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 不機嫌な後見人 アン・ハンプソン/柿沼摩耶 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 四穴無惨（仮） 御堂乱 未定

大和書房 だいわ文庫 12 リラックスのレッスン　緊張しない・あがらないた 鴻上尚史 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 無口なイタリア人 ヘレン・ビアンチン/井上圭子 690 フランス書院 フランス書院文庫 25 隣のギャル姉妹とシンママ（仮） 綾森かなと 未定

大和書房 だいわ文庫 12 読みトレ 吉田裕子 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 27 さめた愛 メアリー・ライアンズ/加藤しを690 フランス書院 フランス書院文庫 25 金持ち母娘と家政婦（仮） 鷹羽真 未定

大和書房 だいわ文庫 12 貸し物屋お庸謎解き帖　桜と長持 平谷美樹 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 10 とむらい家族旅行 サマンサ・ダウニング/唐木田### フランス書院 フランス書院文庫 25 素敵な初体験（仮） 秋芳さつき 未定

竹書房 ラズベリーブックス 9 夢の乙女に永遠の誓いを ジュリア・クイン/村山美雪 1320 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 10 大戦略論 ジョン・ルイス・ギャディス/村 ### フランス書院 フランス書院文庫 25 継母と悪魔息子（仮） 北野剛雲 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 9 女囚捜査官（仮） 八神淳一/大柴宗平 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 10 死者のハーモニー マリアンネ・シドウ/ロベルト・ 836 法藏館 法蔵館文庫 13 劉裕　江南の英雄　宋の武帝 吉川忠夫 ###

竹書房 竹書房ラブロマン文 16 種付け商店街（仮） 葉原鉄/東克美 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 10 最後の宇宙飛行士 デイヴィッド・ウェリントン/中 ### 法藏館 法蔵館文庫 13 一遍語録を読む 金井清光/梅谷繁樹ほか ###

竹書房 竹書房文庫 23 とろり蜜嫁〈新装版〉 霧原一輝 770 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 24 三日間の隔絶（上） アンデシュ・ルースルンド/井 ### 法藏館 法蔵館文庫 13 祭祀と供犠　日本人の自然観・動物観 中村生雄/赤坂憲雄 ###

竹書房 蜜夢文庫 23 鬼畜刑事（仮） 青砥あか/天路ゆうつづ 880 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 24 三日間の隔絶（下） アンデシュ・ルースルンド/下 ### ポプラ社 ポプラ文庫 10 天秤の護り人 安澄加奈 836

竹書房 蜜夢文庫 23 社長、それは忘れて下さい！？（仮） 紺乃藍/愛染マナ 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 24 2084年のSF 日本ＳＦ作家クラブ ### ポプラ社 ポプラ文庫 10 うちのにゃんこは妖怪です　猫又とろくろっ首の恋高橋由太 792

竹書房 竹書房文庫 26 疫禍神記（上）　（仮） チャック・ウェンディグ/茂木健1848 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 24 掃除機探偵の推理と冒険 そえだ信 880 ポプラ社 ポプラ文庫 10 夕闇通り商店街　コハク妖菓子店 栗栖ひよ子 836

竹書房 竹書房文庫 26 疫禍神記（下）　（仮） チャック・ウェンディグ/茂木健1848 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 24 ターミナル・リスト（上） ジャック・カー/熊谷千寿 ### ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 10 僕は、さよならの先で君を待つ 優衣羽 836

竹書房 竹書房怪談文庫 30 実話怪談　黒異譚（仮） 黒史郎 748 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 24 ターミナル・リスト（下） ジャック・カー/熊谷千寿 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 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 竹書房怪談文庫 30 千粒怪談　雑穢（仮） 神沼三平太 825 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 24 ハイブリッド植物強奪 エルンスト・ヴルチェク/Ｋ・Ｈ 836 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 クロの戦記（９） サイトウアユム/むつみまさと 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 「幎」怖い話（仮） 加藤一 748 原書房 コージーブックス 9 新米フロント係、支配人を憂う オードリー・キーオン/寺尾ま ### ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 才女のお世話（３） 坂石遊作/みわべさくら 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 大阪怪談（２）　（仮） 田辺青蛙 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 天方家の女中さん（仮） 黒崎リク 858 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 追放された落ちこぼれ、辺境で生き抜いてSラン御子柴奈々/岩本ゼロゴ 693

竹書房 竹書房怪談文庫 30 奥羽怪談（２）　（仮） 黒木あるじほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 風神館の殺人 石持浅海 880 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 英雄と賢者の転生婚（１）　～かつての好敵手と 藤木わしろ/へいろー 693

竹書房 竹書房文庫 30 情艶の時間（仮） 葉月奏太 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 いい湯じゃのう（３）　吉宗のご落胤 風野真知雄 825 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 英雄王、武を極めるため転生す～そして、世界最ハヤケン/Ｎａｇｕ 693

竹書房 竹書房文庫 31 いずれすべては海の中に サラ・ピンスカー/市田泉 1540 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 婚活食堂（７） 山口恵以子 803 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 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 10 小説　バスカヴィル家の犬　シャーロック劇場版 たかせしゅうほう/東山狭ほ 750 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 贋物霊媒師　櫛備十三のうろんな除霊譚 阿泉来堂 968 ホビージャパン ＨＪ文庫 4/30 陰キャの僕に罰ゲームで告白してきたはずのギ結石/かがちさく 693

宝島社 宝島社文庫 10 観覧車は謎を乗せて 朝永理人 770 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 11 小説の読み方（仮） 平野啓一郎 946 マイクロマガジンことのは文庫 20 夢かうつつの雪魚堂　紙雪の舞う百鬼夜行 世津路章/Ｔａｍａｋｉ 814

宝島社 宝島社文庫 10 ただいま神様当番 青山美智子 780 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 20 文蔵2022.6 「文蔵」編集部 825 マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷になってい笹塔五郎/菊田幸一 748

宝島社 宝島社文庫 10 京都伏見のあやかし甘味帖　神無月のるすばん柏てん/細居美恵子 750 双葉社 双葉文庫 12 十津川警部　呉・広島ダブル殺人事件 西村京太郎 803 マイクロマガジン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

宝島社 宝島社文庫 10 3分で読める！　誰にも言えない○○な物語 『このミステリーがすごい！』 750 双葉社 双葉文庫 12 コヨーテの翼 五十嵐貴久 704 マイナビ出版 マイナビ出版ファン 17 相棒の泣ける話 ファン文庫Ｔｅａｒｓ 792

宝島社 宝島ＳＵＧＯＩ文庫 10 一瞬で片づく！　ずるいパソコン仕事術 中山真敬 880 双葉社 双葉文庫 12 謎掛鬼　警視庁捜査一課・小野瀬遥の黄昏事件沢村鐵 693 マイナビ出版 マイナビ出版ファン 20 緑の箱庭レストラン　初恋の蕾と再会のペペロン編乃肌/ジワタネホ 748

筑摩書房 ちくま文庫 12 ロシア文学の食卓 沼野恭子 1045 双葉社 双葉文庫 12 今宵も喫茶ドードーのキッチンで。 標野凪 660 三笠書房 知的生きかた文庫 18 「敏感すぎて苦しい」は解決する！（仮） 高田明和 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 クマのプーさん　フィットネス・ブック Ａ・Ａ・ミルン/Ｅ・Ｈ・シェパー 814 双葉社 双葉文庫 12 やがて飛び立つその日には 石野晶 704 三笠書房 知的生きかた文庫 18 叩かれるから今まで黙っておいた「世の中の真実ひろゆき 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 ふしぎなお金 赤瀬川原平 748 双葉社 双葉文庫 12 ホテル・ピーベリー〈新装版〉 近藤史恵 682 三笠書房 知的生きかた文庫 18 聴くだけで「残り97％の脳」が目覚める法（仮） 山岡尚樹 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 こころを病んだ母親とその子どもたち 岡田尊司 990 双葉社 双葉文庫 12 道後温泉　湯築屋（９）　神様のお宿に輝きをお届田井ノエル 704 三笠書房 知的生きかた文庫 18 地図から読み解く　日本の歴史（仮） ライフサイエンス 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 お江戸暮らし　杉浦日向子エッセンス 杉浦日向子/松田哲夫 924 双葉社 双葉文庫 12 大学生からヤリ直し 草凪優 792 三笠書房 王様文庫 31 あなたはいつでも神さまに試されています（仮） 暁玲華 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 20ヵ国語ペラペラ 種田輝豊 880 双葉社 双葉文庫 12 はぐれ又兵衛例繰控（５）　（仮） 坂岡真 759 三笠書房 王様文庫 31 眠れないほど面白い『伊勢物語』（仮） 岡本梨奈 未定

筑摩書房 ちくま文庫 12 圏外編集者 都築響一 880 双葉社 双葉文庫 12 新・知らぬが半兵衛手控帖（16）　隙間風（仮） 藤井邦夫 748 三笠書房 王様文庫 31 うまく言おうとすればするほどヘンになる日本語 野口恵子 未定
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