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KADOKA 4 ひぐらしのなく頃に　巡（２） 竜騎士０７/赤瀬とまと 未定 KADOKA 21 世界の終わりに柴犬と（４） 石原雄 未定 講談社 12 偏差値10の俺がい世界で知恵の勇者になれたワケ（４） 紺乃ユウキ/ロリバス 726 集英社 4 SPY×FAMILY（10） 遠藤達哉 528 小学館 7 コールドゲーム（７） 和泉かねよし 528

KADOKA 4 友達いない猫田さんとスイーツ食べたい獄谷くん 小神トイ 未定 KADOKA 21 見える子ちゃん（８） 泉朝樹 未定 講談社 12 こびとのシイタと狩りぐらしの森（２） 樺ユキ 726 集英社 4 リバイアサン（１） 黒井白 693 小学館 7 煌燿国後宮譚（２） 江平洋巳 550

KADOKA 4 現代でモンスター駆除業者をやってたら社長が赤字をなん 染野静也/ｇｕｌｕほか 未定 KADOKA 21 誰にでもできる影から助ける魔王討伐（５） 槻影/貴島煉瓦ほか 未定 講談社 12 R15＋じゃダメですか？（２） 裏谷なぎ/岸谷轟 715 集英社 4 ショーハショーテン！（３） 浅倉秋成/小畑健 528 小学館 7 脱いで触って愛して（13） いいじま凛 550

KADOKA 4 有害超獣（１） Ｎｙｋｋｅｎ/Ｔｏｙ（ｅ） 未定 KADOKA 21 廃バスに住む（３） イチヒ 未定 講談社 12 猫を拾った話。（２） 寺田亜太朗/本多八十二1100 集英社 4 ALIENS AREA（１） 那波歩才 484 小学館 7 こんなの、しらない（13） 梨月詩 550

KADOKA 4 光が死んだ夏（２） モクモクれん 704 KADOKA 21 じいさんばあさん若返る（６） 新挑限 未定 講談社 12 ツレ猫　マルルとハチ（２） 園田ゆり 748 集英社 4 マッシュル　―MASHLE―（13） 甲本一 484 小学館 7 耽溺のススメ（１） 如月ひいろ 550

KADOKA 4 夫婦以上、恋人未満。（９） 金丸祐基 未定 KADOKA 21 召喚された賢者は異世界を往く　～最強なのは不要在庫の小林こー/夜州ほか 未定 講談社 13 くらげと珊瑚（１） 仲藤ぬい 528 集英社 4 アオのハコ（７） 三浦糀 484 小学館 7 悪し妻かたり（３） 大海とむ 550

KADOKA 4 殺し屋はスマートウォッチに逆らえない（１） 未定 未定 KADOKA 21 異世界剣王生存記（１） ＳＯＯＮ－Ｑ/ＹＫＢほか 未定 講談社 13 阿部くんに狙われてます（10） 岩井あき 528 集英社 4 あかね噺（３） 末永裕樹/馬上鷹将 484 小学館 7 好きになるまで傷つけて（３） 深海魚 550

KADOKA 4 ヘルドッグス　地獄の犬たち（５） イイヅカケイタ/深町秋生未定 KADOKA 21 万年レベル1プレイヤー（１） Ｐａｒｒｏｔ　Ｋｉｍ/Ｔａｅ＿Ａほ未定 講談社 13 お嬢と番犬くん（８） はつはる 528 集英社 4 僕のヒーローアカデミア（36） 堀越耕平 484 小学館 7 清くふしだらな僕ら（２） 畑亜希美 550

KADOKA 4 王国へ続く道　奴隷剣士の成り上がり英雄譚（９） 伊藤寿規/湯水快ほか 未定 KADOKA 21 つるぎのかなた（２） しのはらしのめ/渋谷瑞也未定 講談社 13 隣のステラ（２） 餡蜜 528 集英社 4 僕のヒーローアカデミア　チームアップミッション（４） あきやま陽光/堀越耕平 484 小学館 7 甘くなるまで待てません（３） 円城寺マキ 550

KADOKA 5 王太子妃パドマの転生医療（２）　「戦場の天使」は救国の夢見雲のうり/さくら青嵐ほ 715 KADOKA 21 ドミナント（１） 未定 未定 講談社 13 夏秋くんは今日も告白したい（４） さとる 528 集英社 4 カワイスギクライシス（６） 城戸みつる 550 小学館 7 この恋、お護り申し上げる（１） 和久原にこ 550

KADOKA 5 楊家将奇譚（２） 有谷実/井上実也 未定 KADOKA 21 4000年ぶりに帰還した大魔導士（２） ｋｄ－ｄｒａｇｏｎ（ＲＥＤＩＣＥ　未定 講談社 13 おちたらおわり（８） すえのぶけいこ 550 集英社 4 エクソシストを堕とせない（３） 有馬あるま/フカヤマます 484 小学館 12 ジャイアントお嬢様（４） 肉村Ｑ 715

KADOKA 5 こじらせ王太子と約束の姫君（３） ｖａｎ/栗須まりほか 715 KADOKA 21 山田くんとLv999の恋をする（６） ましろ 未定 講談社 13 清少納言と申します（６） ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 495 集英社 4 終わりのセラフ（28） 鏡貴也/山本ヤマトほか 528 小学館 12 MAO（14） 高橋留美子 550

KADOKA 5 魔王の娘に生まれました（３） Ｅｕｎｍｉｎ/Ｙｅｏｗｏｏｌ 未定 KADOKA 24 シャラクナ～怪奇心霊見聞録～（１） 長乃あきら 未定 講談社 13 西園寺さんは家事をしない（２） ひうらさとる 726 集英社 4 D.Gray-man（28） 星野桂 528 小学館 12 ～異伝・絵本草子～　半妖の夜叉姫（３） 椎名高志/高橋留美子ほ 715

KADOKA 5 魔王の娘に生まれました（４） Ｅｕｎｍｉｎ/Ｙｅｏｗｏｏｌ 未定 KADOKA 25 スーパーカブRei（１） さいとー栄/トネ・コーケン 704 講談社 13 生徒諸君！　Kids（10） 庄司陽子 495 集英社 4 ダンダダン（７） 龍幸伸 528 小学館 12 舞妓さんちのまかないさん（21） 小山愛子 715

KADOKA 5 悪役令嬢（仮）の奮闘　異世界転生に気づいたので婚約破 梶山ミカ/木村るかほか 715 KADOKA 25 陰の実力者になりたくて！（９） 坂野杏梨/逢沢大介ほか未定 講談社 13 あざ恋（２） 倉地よね 528 集英社 4 チェンソーマン（12） 藤本タツキ 484 小学館 12 LIFE MAKER（３） 宇津江広祐 715

KADOKA 5 お酒のために乙女ゲー設定をぶち壊した結果、悪役令嬢が永緒ウカ/ゆなかほか 未定 KADOKA 25 陰の実力者になりたくて！　しゃどーがいでん（４） 瀬田Ｕ/逢沢大介ほか 未定 講談社 13 ハイスぺ弁護士との同居生活は最低で最高です。（２） 藤代香澄 550 集英社 4 全部ぶっ壊す（４） へじていと/山岸菜 693 小学館 12 これ描いて死ね（２） とよ田みのる 820

KADOKA 5 ロイヤル・シンデレラ・ママ　天涯孤独の没落令嬢は冷徹皇ｈｉｒｏ者/すずね凜ほか 715 KADOKA 25 勇者召喚に巻き込まれたけど、異世界は平和でした（７） 平安ジロー/灯台（モーニ未定 講談社 13 沼すぎてもはや恋（１） 空垣れいだ 528 集英社 4 キネマキア（４） オオヒラ航多 748 小学館 12 やきゅうみようよ！（３） 辻島もと 715

KADOKA 5 悪役令嬢は異世界転生しても乙女ゲームをつくりたい！　 　村崎ユカリ/葉月エリカほ 715 KADOKA 25 すべての人類を破壊する。それらは再生できない。（11） 横田卓馬/伊瀬勝良 未定 講談社 13 カードキャプターさくら　クリアカード編（13） ＣＬＡＭＰ 550 集英社 4 ハイパーインフレーション（５） 住吉九 715 小学館 12 クジマ歌えば家ほろろ（２） 紺野アキラ 715

KADOKA 5 貴族から庶民になったので、婚約を解消されました！（４） 大岩ケンヂ/小鳥遊郁ほ未定 KADOKA 25 ヤクザと目つきの悪い女刑事の話（２） 晴十ナツメグ 未定 講談社 13 CLAMP PREMIUM COLLECTION 魔法騎士レイアース（１） ＣＬＡＭＰ 946 集英社 4 正反対な君と僕（２） 阿賀沢紅茶 660 小学館 12 勇者のひざには猫がいる（３） 飯島浩介/汐里 715

KADOKA 5 田中家、転生する。（３） 加藤ミチル/猪口ほか 未定 KADOKA 25 悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました（４）　～Happily  柚アンコ/永瀬さらさほか未定 講談社 13 極妻デイズ～極道三兄弟にせまられてます～（15） 長谷垣なるみ 517 集英社 4 阿波連さんははかれない（15） 水あさと 660 小学館 12 廃妃は再び玉座に昇る　～耀帝後宮異史～（５） はるおかりの/ミナミ 715

KADOKA 5 百花宮のお掃除係（４） ｓｈｏｙｕ/黒辺あゆみほか未定 KADOKA 25 治癒魔法の間違った使い方　～戦場を駆ける回復要員～ 九我山レキ/くろかたほか未定 講談社 13 新婚だけど片想い（６） 雪森さくら 517 集英社 4 姫様“拷問”の時間です（10） 春原ロビンソン/ひらけい 660 小学館 12 ヒーローガール×ヒーラーボーイ～TOUCH or DEATH～（ 大井昌和 715

KADOKA 5 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 西山アラタ/春野こももほ未定 KADOKA 25 機動戦士ムーンガンダム（10） 福井晴敏/虎哉孝征ほか未定 講談社 13 涙雨とセレナーデ（10） 河内遙 726 集英社 4 デビィ・ザ・コルシファは負けず嫌い（５） 平方昌宏 484 小学館 12 抱かれたい女～JDだけどアラサー女子に買われています 桃枝司 715

KADOKA 6 はにとらっ！　召喚勇者をハメるハニートラップ包囲網（２） 宮社惣恭/けてるほか 未定 KADOKA 25 機動戦士ガンダムF91プリクエル（４） おおのじゅんじ/サンライ未定 講談社 13 水曜姉弟（４） 小菊路よう 715 集英社 4 ラーメン赤猫（１） アンギャマン 693 小学館 12 BAR Flowers（１） ゆきの 650

KADOKA 7 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です（９） 潮里潤/三嶋与夢ほか 未定 KADOKA 25 隣の宇宙人がコワい（２） 阿東里枝 未定 講談社 13 カラダ、重ねて、重なって（５） ｉｋｏ 748 集英社 4 てるてる建設（株）（１） 馬渕朝子/安藤コウヘイ 693 小学館 12 塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い＠comic（５） 猿渡かざみ/Ａちきほか 715

KADOKA 7 転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊ん大山樹奈/雲雀湯ほか 未定 KADOKA 25 甘辛義姉妹に挟まれてます（２） 霧崎秀征 未定 講談社 13 千紘くんは、あたし中毒。（８） 伊藤里 517 集英社 4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR（上） 橋野サル/サイコパス製 715 小学館 12 愛囚ラヴァ（３） ほりかわけぇすけ 715

KADOKA 7 村人ですが何か？（11） 鯖夢/白石新ほか 未定 KADOKA 27 はたらく魔王さま！（20） 和ヶ原聡司/柊暁生ほか未定 講談社 13 おこしやす、ちとせちゃん（７） 夏目靫子 825 集英社 4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR（下） 橋野サル/サイコパス製 715 小学館 12 負けヒロインが多すぎる！＠comic（１） 雨森たきび/いみぎむる 792

KADOKA 7 トリニティセブン　7人の魔書使い（28） サイトウケンジ/奈央晃徳未定 KADOKA 27 ベノム　求愛性少女症候群（１） しゃもじ/城崎ほか 649 講談社 13 古オタクの恋わずらい（３） ニコ・ニコルソン 748 集英社 4 アンテン様の腹の中（３） 夜諏河樹 660 小学館 12 Helck 新装版（７） 七尾ナナキ 730

KADOKA 7 トリニティセブン　リヴィジョン（３） サイトウケンジ/西尾洋一未定 KADOKA 27 青春鉄道　2023年度版 青春 790 講談社 13 ながたんと青と　―いちかの料理帖―（９） 磯谷友紀 550 集英社 4 新テニスの王子様（37） 許斐剛 528 小学館 12 送球ボーイズ（24） フウワイ/サカズキ九 550

KADOKA 7 軍オタが魔法世界に転生したら、現代兵器で軍隊ハーレム止田卓史/明鏡シスイほ 未定 KADOKA 27 SERVAMP ―サーヴァンプ―（19） 田中ストライク 693 講談社 13 復刻版　魔法騎士レイアース　原画集 ＣＬＡＭＰ 4180 集英社 4 ルリドラゴン（１） 眞藤雅興 484 小学館 12 処方箋上のアリア（５） 三浦えりか 715

KADOKA 7 Only Sense Online（16）　―オンリーセンス・オンライン― 羽仁倉雲/アロハ座長ほ未定 KADOKA 27 あなたが私を照らすから。（２） むく 未定 講談社 13 復刻版　魔法騎士レイアース（２）　原画集 ＣＬＡＭＰ 4180 集英社 4 2.5次元の誘惑（15） 橋本悠 660 小学館 12 結婚するって、本当ですか（８） 若木民喜 715

KADOKA 7 ハニートラップ・シェアハウス（２） 久慈マサムネ/神月洸壱未定 KADOKA 27 はじめてのキャンプさん（３） 双葉末月 未定 講談社 17 ましろのおと（31） 羅川真里茂 572 集英社 4 地球の子（３） 神海英雄 506 小学館 12 くるくるくるま　ミムラパン（３） 関野葵 715

KADOKA 7 極振り拒否して手探りスタート！　特化しないヒーラー、仲間蒼井一秀/刻一ほか 未定 KADOKA 27 おねぇちゃん日和（２） ネリ夫 未定 講談社 17 ムシジョ（２） あにき 528 集英社 4 僕とロボコ（10） 宮崎周平 484 小学館 12 私の息子が異世界転生したっぽい　フルver.（４） かねもと/シバタヒカリ 715

KADOKA 7 レジェンド（13） たかの雅治/神無月紅ほ未定 KADOKA 27 俺が主役なわけがない（２） ほとなか 未定 講談社 17 君じゃなきゃダメな奴隷少女（２） 青目槙斗 528 集英社 4 ドロンドロロン（４） 大須賀玄 484 小学館 12 野湯ガール（３） 麻生羽呂/吉田史朗 715

KADOKA 7 村づくりゲームのNPCが生身の人間としか思えない（５） 森田和彦/昼熊ほか 未定 KADOKA 27 ろんぐらいだぁす！短編集 三宅大志 未定 講談社 17 蒼く染めろ（４） 桜井ミヤト 528 集英社 4 ドロンドロロン（５） 大須賀玄 484 小学館 12 クロサギ・セレクション　―詐欺から学ぶ現代社会の基礎知黒丸/夏原武 1200

KADOKA 7 少女型兵器は家族になりたい（２） ななてる 未定 KADOKA 27 ニニンがシノブ伝ぷらす（２） 古賀亮一 未定 講談社 17 EDENS ZERO（23） 真島ヒロ 528 集英社 4 ロマンティック・キラー（２） 百世渡 990 小学館 12 うる星やつら復刻BOX（１） 高橋留美子 4950

KADOKA 7 元異世界転移者だった課長のおじさん、人生二度目の異世ｋｕｒａ/銀麦ほか 704 KADOKA 27 切れぬ牌などあんまりない！（３） 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ/宇城はや 未定 講談社 17 戦隊大失格（７） 春場ねぎ 528 集英社 4 ロマンティック・キラー（３） 百世渡 990 小学館 18 魔王城でおやすみ（23） 熊之股鍵次 550

KADOKA 7 勇者、辞めます（７） クオンタム/風都ノリほか未定 KADOKA 27 この美術部には問題がある！（15） いみぎむる 未定 講談社 17 きみが女神ならいいのに（２） 柏木香乃 528 集英社 4 ロマンティック・キラー（４） 百世渡 990 小学館 18 帝乃三姉妹は案外、チョロい。（３） ひらかわあや 550

KADOKA 7 蜘蛛ですが、なにか？（12） かかし朝浩/馬場翁ほか未定 KADOKA 27 はたらく魔王さまのメシ！（４） さだうおじ/和ヶ原聡司ほ未定 講談社 17 青のミブロ（５） 安田剛士 528 集英社 4 TVアニメ『チェンソーマン』公式スタートガイド　スターターロ藤本タツキ 1320 小学館 18 あおざくら　防衛大学校物語（26） 二階堂ヒカル 550

KADOKA 7 竜王様の最強国家戦略（１）　～竜姫を従えた元王子はスキ藤本キシノ/虎戸リアほか 704 KADOKA 27 セカイはアレでデキテイル（３） 山本晋 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～（３） 音羽さおり 528 集英社 19 キャプテン2（６） ちばあきお/コージィ城倉 528 小学館 18 古見さんは、コミュ症です。（27） オダトモヒト 550

KADOKA 7 コードギアス　復活のルルーシュ（３） 小笠原智史/谷口廣次朗 704 KADOKA 27 本能寺から始める信長との天下統一（３） 常陸之介寛浩/村橋リョ 未定 講談社 17 カッコウの許嫁（14） 吉河美希 528 集英社 19 ねぇ、もういっそつき合っちゃう？幼馴染の美少女に頼まれ叶田キズ/西島黎ほか 715 小学館 18 タイフウリリーフ（３） 茂木ヨモギ 550

KADOKA 7 百華後宮鬼譚　目立たず騒がず愛されず、下働きの娘は後冬空/霜月りつ 未定 KADOKA 27 セミリタイアした冒険者はのんびり暮らしたい（３） 糸瀬ねめ/久櫛縁ほか 未定 講談社 17 無二の一撃（１） 内藤光太郎 528 集英社 19 百木田家の古書暮らし（２） 冬目景 715 小学館 18 ラストカルテ　―法獣医学者　当麻健匠の記憶―（３） 浅山わかび 550

KADOKA 7 ラ・マキユーズ～ヴェルサイユの化粧師～（４） みやのはる/堀江宏樹 未定 KADOKA 27 左遷された無能王子は実力を隠したい（１）　～二度転生し 茨木野/七桃りおほか 未定 講談社 17 ブルーロック（21） 金城宗幸/ノ村優介 528 集英社 19 【推しの子】（９） 赤坂アカ/横槍メンゴ 693 小学館 18 名探偵コナン　緋色の弾丸（２） 青山剛昌/阿部ゆたかほ 550

KADOKA 7 漫身創痍（１） 野良おばけ 未定 KADOKA 27 思春期男子はどうかしている。（１） アメノ 未定 講談社 17 ブルーロック　―EPISODE 凪―（１） 金城宗幸/三宮宏太ほか 528 集英社 19 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～（27） 赤坂アカ 660 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（15） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 7 ゴゴゴゴーゴーゴースト（３） 蛭塚都 未定 KADOKA 27 定時で帰ってネコを吸う（１） ヒロイチ 未定 講談社 17 ブルーロック　キャラクターブック　EGOIST BIBLE 週刊少年マガジン編集部未定 集英社 19 かぐや様を語りたい（７） 赤坂アカ/Ｇ３井田 660 小学館 18 アオアシ　ジュニア版（16） 小林有吾/上野直彦 650

KADOKA 7 私の花、偽りの庭（３） 芝浦晴海 未定 KADOKA 27 あやかし浮世絵導師（１） ちさかあや/大志充ほか 未定 講談社 17 小説　ブルーロック　俺たちはまだ出会ってない　潔・凪・蜂もえぎ桃/金城宗幸ほか 770 集英社 19 20XX年レベルアップ災害～神から授かりし新たなる力～（ 内田拓也 748 小学館 18 君は008（22） 松江名俊 550

KADOKA 7 京都府警あやかし課の事件簿（２） 栗原一実/天花寺さやか未定 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 17 真夏のグレイグー（１） 井上智徳 726 集英社 19 20XX年レベルアップ災害～神から授かりし新たなる力～（２内田拓也 715 小学館 19 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。＠comic（21） 渡航/伊緒直道ほか 715

KADOKA 7 VISUAL PRISON comics（１） みんとずし/上松範康／ 880 KADOKA 27 にゃん太とポメ子　～いまさら信じていると言われてももう手栖夜まろみ/野良うさぎ 未定 講談社 17 サンダー3（１） 池田祐輝 748 集英社 19 はたらけ！おじさんの森（１） 朱雀伸吾/深山フギンほ 715 小学館 19 レッドサン・インク（３） スズキ唯知 715

KADOKA 7 VISUAL PRISON comics（２） みんとずし/上松範康／ 880 KADOKA 27 四畳半開拓日記（２） 春日水那/七菜ななほか未定 講談社 17 はたふりマーメイド（１） 天道グミ 726 集英社 19 she is beautiful（１） 江坂純/凸ノ高秀 748 小学館 19 バンバンドリドリ（４） ニャロメロン/ブシロード 900

KADOKA 7 ギルドの受付嬢ですが、残業は嫌なのでボスをソロ討伐し 香坂マト/優木すずほか 737 KADOKA 27 波原さんはぶちまけたい！（２） にられば 未定 講談社 17 カナン様はあくまでチョロい（１） ｎｏｎｃｏ 715 集英社 19 未来のムスコ～恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた阿相クミコ/黒麦はぢめ 715 小学館 19 まさかな恋になりました。（１） 邑咲奇 880

KADOKA 7 魔法科高校の劣等生　南海騒擾編（３） 佐島勤/蒼和伸ほか 737 KADOKA 27 普通職の異世界スローライフ　～チート（があるくせに小者 サオトメ/仏ょもほか 未定 講談社 17 B＆ALIVE（１） 鳴海聖二郎 715 集英社 19 サベージファングお嬢様　史上最強の傭兵は史上最凶の暴午子/赤石赫々ほか 715 小学館 19 明日、私は誰かのカノジョ（12） をのひなお 880

KADOKA 12 奇妙な街の鳥たち 駒津ゆはり 未定 KADOKA 27 愚かな天使は悪魔と踊る（14） アズマサワヨシ 未定 講談社 17 濁る瞳で何を願う　ハイセルク戦記（１） 斎藤八呑/トルトネンほか 748 集英社 19 ヴァルハラ・オティンティン館（３） 求嵐/萌木雄太ほか 715 小学館 19 最強女師匠たちが育成方針を巡って修羅場（３） 赤城大空/タジマ粒子ほ 715

KADOKA 12 世襲制トライアングル（上） 林史也 792 KADOKA 27 転生七女ではじめる異世界ライフ（３）　万能魔力があれば ｍａｊｏｃｃｏｉｄ/四葉夕トほ 未定 講談社 17 ブレス（２） 園山ゆきの 715 集英社 19 イヌノサバキ　警視庁違法薬物撲滅課（３） 久慈希跡/小幡文生 715 小学館 19 出会ってひと突きで絶頂除霊！＠comic（３） 赤城大空/魔太郎ほか 715

KADOKA 12 世襲制トライアングル（下） 林史也 792 講談社 17 私の胎の中の化け物（２） 中村すすむ 715 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 19 ヒマチの嬢王（17） 茅原クレセ 715

KADOKA 12 ゴクシンカ（１） ピエール手塚 未定 出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 講談社 17 死神探偵エルリアの解（２） 海冬レイジ/かんざきもも 715 集英社 19 劣等眼の転生魔術師～虐げられた元勇者は未来の世界を柑橘ゆすら/峠比呂ほか 693 小学館 19 ひともんちゃくなら喜んで！（４） 八海つむ 715

KADOKA 12 うついくん、 ダム穴 未定 講談社 6 1日外出録ハンチョウ（14） 上原求/新井和也ほか 726 講談社 17 童貞絶滅列島（８） 川崎順平 715 集英社 19 黒鉄のヴァルハリアン（５） 松原利光 660 小学館 19 うそつき婚と星月夜（１） ささきさ 715

KADOKA 12 平家物語夜異聞（１） 黒崎冬子 未定 講談社 6 センパイ！　わざとじゃないんです！（１） ｓａｋｕ 726 講談社 20 スケッチー（６） マキヒロチ 803 集英社 19 シャドーハウス（12） ソウマトウ 748 小学館 19 きみに恋する殺人鬼（５） あきやまえんま 715

KADOKA 12 平家物語夜異聞（２） 黒崎冬子 未定 講談社 6 マイホームヒーロー（18） 山川直輝/朝基まさし 726 講談社 20 Beyond The Clouds ―空から落ちた少女―（１） Ｎｉｃｋｅ 726 集英社 19 四季崎姉妹はあばかれたい（３） 朝倉亮介 693 小学館 19 アフターゴッド（３） 江野朱美 715

KADOKA 12 トラと陽子 黒崎冬子 未定 講談社 6 君が獣になる前に（５） さの隆 726 講談社 20 タダでは抱かれません（１） 檜原フキ 726 集英社 19 粛正の解毒師（４） 栗原正尚 693 小学館 19 ヒソカニアサレ（２） 古町/きむてみょん 715

KADOKA 12 大蛇に嫁いだ娘（３） フシアシクモ 未定 講談社 6 Sランクパーティから解雇された【呪具師】～『呪いのアイテ ＬＡ軍/小川錦 726 講談社 20 スクールオブトレード（１） 海野ぴるん 726 集英社 19 転生ゴブリンだけど質問ある？（６） 三木なずな/荒木宰 660 小学館 19 異世界ありがとう（２） 荒井小豆/ジアナズ 715

KADOKA 15 虎は龍をまだ喰べない。弐 一七八ハチ 未定 講談社 6 その無能、実は世界最強の魔法使い（２）　～無能と蔑まれ蒼乃白兎/緒方ていほか 726 講談社 20 搾精病棟　全年齢版（１） 搾精研究所/あおむし 726 集英社 19 DINER ダイナー（17） 平山夢明/河合孝典 693 小学館 21 TVアニメ『うる星やつら』公式スターティングガイド 高橋留美子/ｄａｖｉｄ　ｐｒｏ 1800

KADOKA 15 山を渡る　―三多摩大岳部録―（５） 空木哲生 未定 講談社 6 パリピ孔明（11） 四葉夕卜/小川亮 726 講談社 20 片喰と黄金（８） 北野詠一 726 集英社 19 ふたりぼっちのオタサーの姫（５） クール教信者 693 小学館 26 溺愛ロワイヤル（６） 八神千歳 528

KADOKA 15 ハルタ　2022-OCTOBER volume 98 ハルタ編集部 未定 講談社 6 上京生活録イチジョウ（５） 三好智樹/瀬戸義明ほか 748 講談社 20 僕は君たちを支配する（３） 千田大輔 726 集英社 19 魔帝教師と従属少女の背徳契約（１） 虹元喜多朗/蛙屋蒼太ほ 715 小学館 26 ミモザに恋して 和央明 528

KADOKA 15 瑠璃の宝石（３） 渋谷圭一郎 未定 講談社 6 新・地獄堂霊界通信（２） みもり/香月日輪 748 講談社 20 恋と千里眼と青二才（２） 御家かえる 726 集英社 19 健やかなるときも賭けるときも（１） ガクキリオ/野口こゆり 715 小学館 26 18時から僕のもの（１） 能登山けいこ 528

KADOKA 15 大科学少女（上） 渋谷圭一郎 未定 講談社 6 異世界車中泊物語　アウトランナーPHEV（１） 灯まりも/芳賀概夢 748 講談社 20 あらくれお嬢様はもんもんしている（４） 木下由一 726 集英社 19 そこで星屑見上げてろ（２） 奥悠 693 小学館 26 森ののくまちゃん（４） えびなしお 528

KADOKA 15 ホテル・メッツァペウラへようこそ（３） 福田星良 未定 講談社 6 うちの師匠はしっぽがない（９） ＴＮＳＫ 748 講談社 20 辺境の老騎士　バルド・ローエン（９） 菊石森生/支援ＢＩＳ 726 集英社 19 アサシンズプライド（10） 天城ケイ/ニノモトニノほ 770 小学館 26 片想いミステイク！（７） 森田ゆき 528

KADOKA 15 福田星良短編集 福田星良 未定 講談社 6 永久×バレット　怪獣学園 モリオン航空/玄道 1320 講談社 20 底辺冒険者だけど魔法を極めてみることにした　～無能ス 蒼乃白兎/坂野杏梨ほか 726 集英社 19 ぎんぎつね（18） 落合さより 715 小学館 26 反抗期なカレシ（４） 川上ちひろ 528

KADOKA 15 復讐代行ヒズミさん 都 770 講談社 7 託児城のオルベイル（１） 七津角建介 528 講談社 20 アダマスの魔女たち（９） 今井ユウ 726 集英社 19 マリッジグレー（３） 轍平 715 小学館 26 仁義なき婿取り（10） 佐野愛莉 528

KADOKA 17 乙女ゲームの世界で私が悪役令嬢！？　そんなのお断りで中村央佳/蒼月ほか 715 講談社 7 早乙女さんにはもうデスゲームしかない（２） 三上裕 528 講談社 20 亜童（６） 天野雀 726 集英社 19 スカイハイ　ヘヴン（１） 高橋ツトム 715 小学館 26 王の獣（11） 藤間麗 528

KADOKA 17 脇役令嬢に転生しましたがシナリオ通りにはいかせません 屋形/柏てんほか 715 講談社 7 トモダチゲーム（21） 佐藤友生/山口ミコト 528 講談社 20 カラミざかり　ボクのほんとと君の嘘（６） 御池慧/桂あいり 726 集英社 19 奇習愛（４） 久嘉めいら 715 小学館 26 パーフェクトスキャンダル（７） 菊乃杏 528

KADOKA 17 後宮の錬金術妃（１）　悪の華は黄金の恋を夢見る 巻本梅実/岐川新ほか 未定 講談社 7 お願い、脱がシて。（13） 川中康嗣 528 講談社 20 カプエルちゃんは見てほしい（２） ジュピターゼニガメ/悪食 726 集英社 19 失業賢者の成り上がり～嫌われた才能は世界最強でした～三河ごーすと/おおみね 693 小学館 26 ないものねだりの恋たちは（５） 桃川紗奈 528

KADOKA 17 異世界でのんびり癒し手はじめます（３）　～毒にも薬にもな名尾生博/カヤほか 未定 講談社 7 100万の命の上に俺は立っている（15） 奈央晃徳/山川直輝 528 講談社 20 NIGHT HEAD 2041（４） 飯田譲治・ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡ 　726 集英社 19 黒猫の剣士～ブラックなパーティを辞めたらS級冒険者にス妹尾尻尾/そら蒼ほか 693 小学館 26 漫画版　イケメン戦国　明智光秀編（３） 坂本あきら/蔵人幸明ほ 715

KADOKA 17 二度目の異世界、少年だった彼は年上騎士になり溺愛して綾月もか/琴子 715 講談社 7 かつて神だった獣たちへ（14） めいびい 528 講談社 20 異世界ひとっ娘動物園（５）　僕は絶滅危惧種の飼育員にな藤原休樹（企画屋）/うめ 726 集英社 19 遊び人は賢者に転職できるって知ってました？～勇者パー妹尾尻尾/柚木ゆのほか 715 小学館 26 文豪に捧げる乙女（４） 甘宮ちか 550

KADOKA 17 青薔薇アンティークの小公女（１） コリス/道草家守ほか 未定 講談社 7 おかえりアリス（５） 押見修造 528 講談社 20 ゴリせん（４）～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 19 聖女セレスティアの経験値（１） 安田剛助/藤島真ノ介 715 小学館 28 デュエル・マスターズ　キング（８） 松本しげのぶ 528

KADOKA 17 偽り姫の仮護衛！？　ワンコ系少女騎士はワケあり主に（密コナタエル/真山空ほか 748 講談社 7 WIND BREAKER（９） にいさとる 528 講談社 20 精霊使い　些の塵滓（１） 岡崎武士 858 集英社 19 『ショップ』スキルさえあれば、ダンジョン化した世界でも楽勝十本スイ/たのそほか 715 小学館 28 星のカービィ　今日もまんまる日記！（５） ダイナミック太郎 528

KADOKA 17 百花娘々奮闘記～残念公主は天龍と花の夢を見る～（１） 朱子弘清/高井うしお 未定 講談社 7 潰国のユリウス（１） 湯水快/山座一心 726 講談社 20 捨て猫に拾われた僕（２） 梅田悟司/里中翔 726 集英社 19 裏切られたSランク冒険者の俺は、愛する奴隷の彼女らと共柊咲/川田暁生ほか 693 小学館 28 ポケモン4コマ学園（７） 山下たかひろ 528

KADOKA 17 神招きの庭（１） 鴻野ひと/奥乃桜子ほか未定 講談社 7 聖者無双（10） 秋風緋色/ブロッコリーラ 748 講談社 21 グラゼニ　～夏之介の青春～（５） 森高夕次/太秦洋介 787 集英社 19 カット＆ペーストでこの世界を生きていく（10） 咲夜/加藤コウキほか 715 小学館 28 神たま（２） 曽山一寿 528

KADOKA 17 ネコ×ネコ　wedding たつもとみお 未定 講談社 7 異世界カード無双　魔神殺しのFランク冒険者（２） 桑野和明/菅原イチバほ 715 講談社 21 K2（43） 真船一雄 715 集英社 19 鑑定能力で調合師になります（１） 空野進/武田みかほか 715 小学館 28 なんと！　でんぢゃらすじーさん（12） 曽山一寿 528

KADOKA 17 フェチH BLコミックアンソロジー フルール編集部 未定 講談社 7 人間消失（１） 江戸川エドガワ 748 講談社 21 降り積もれ孤独な死よ（４） 井龍一/伊藤翔太 715 集英社 19 ＃DRCL midnight children（２） 坂本眞一 990 小学館 28 でんぢゃらすリーマン（２） 曽山一寿 715

KADOKA 17 皇帝陛下をその気にさせる房中術（１） 上原ヨヨギ/小手万里ほ 未定 講談社 7 フルカラー版　クイーンズ・アカデミー（１） いど 990 講談社 21 立ち飲みご令嬢（１） 松本明澄 715 集英社 25 キミゲイザー ふじとび 858 小学館 28 カレコレ（１） 井上桃太/Ｐｌｏｔｔ 715

KADOKA 17 無慈悲な皇帝陛下だったのに花嫁きゅんきゅんが止まりま ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ．/白ヶ音未定 講談社 7 落ちこぼれだった兄が実は最強　～史上最強の勇者は転生村上よしゆき/茨木野ほ 715 講談社 21 プロ嫁（２） 渡辺慎一 715 集英社 25 恋をふたさじ（３） オノヤマコズエ 550 小学館 28 風の槍（１） ＮＵＭＢＥＲ８/矢野日菜 715

KADOKA 20 乙嫁語り（14） 森薫 未定 講談社 7 レベル1だけどユニークスキルで最強です（10） 真綿/三木なずなほか 715 講談社 21 金田一少年の事件簿30th（２） 天樹征丸/さとうふみや 715 集英社 25 太陽よりも眩しい星（４） 河原和音 484 小学館 28 釣りバカ日誌（110） やまさき十三/北見けん 715

KADOKA 20 乙嫁語り〈ワイド版〉（13） 森薫 未定 講談社 7 はたらく細胞WHITE（４） 蟹江鉄史/清水茜 715 講談社 21 踊れ獅子堂賢（２） 常喜寝太郎 715 集英社 25 きよく、やましく、もどかしく。（４） アリハラナオ 484 小学館 28 スカライティ（１） 日々曜 715

KADOKA 20 青騎士　第10A号 あすか編集部 未定 講談社 7 ライドンキング（９） 馬場康誌 748 講談社 21 あなたはブンちゃんの恋（５） 宮崎夏次系 737 集英社 25 今、恋をしています。（８） 八田鮎子 484 小学館 28 無職の学校～職業訓練校での200日間～（１） 清家孝春 715

KADOKA 20 青騎士　第10B号 あすか編集部 未定 講談社 7 劣等紋の超越ヒーラー～世界最強の回復術師による異世 星野まご/蒼月浩二 715 講談社 21 宮崎夏次系短編集　傑作選 宮崎夏次系 737 集英社 25 死がふたりを分かつとも（６） 天色ちゆ 715 小学館 28 15分の少女たち　―アイドルのつくりかた―（４） かっぴー/戸井理恵 715

KADOKA 20 ムシ・コミュニケーター（２） ムネヘロ 未定 講談社 7 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 講談社 21 社外取締役　島耕作（１） 弘兼憲史 715 集英社 25 焦がれあい（１） こう森 715 小学館 28 サターンリターン（８） 鳥飼茜 715

KADOKA 20 メガロザリア（１） みやまるん 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（５かのう寛人/萩鵜アキほ 715 講談社 21 道草寄子の食べ走り（２） 風光めいび 715 集英社 25 じゃのめのめ（１） 森本梢子 528 小学館 28 往生際の意味を知れ！（６） 米代恭 715

KADOKA 21 探偵はもう、死んでいる。（５） 麦子/二語十ほか 671 講談社 7 奴隷転生　～その奴隷、最強の元王子につき～（10） 原口鳳汰/カラユミほか 715 講談社 21 恋とゲバルト（５） 細野不二彦 715 集英社 25 おうちにかえろう（４） 香純裕子 484 小学館 28 トリリオンゲーム（５） 稲垣理一郎/池上遼一 715

KADOKA 21 好きすぎるから彼女以上の、妹として愛してください。（２） 吉原雅彦/滝沢慧ほか 671 講談社 7 ダメスキル【自動機能】が覚醒しました～あれ、ギルドのスカＬＡ軍/中島零ほか 715 講談社 21 クッキングパパ（163） うえやまとち 726 集英社 25 ちびまる子ちゃん（18） さくらももこ/さくらプロダ 　484 小学館 28 太陽と月の鋼（５） 松浦だるま 715

KADOKA 21 戦闘員、派遣します！（９） 鬼麻正明/暁なつめほか 671 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少佐々木宣人/御子柴奈々 715 講談社 21 ボールパークでつかまえて！（８） 須賀達郎 715 集英社 25 春雨と恋もよう（３） 行村コウ 506 小学館 28 昭和天皇物語（11） 能條純一/半藤一利ほか 715

KADOKA 21 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（５） 井冬良/二丸修一ほか 671 講談社 7 可愛いだけじゃない式守さん（15） 真木蛍五 528 講談社 21 パンダと極道（２） 夏本季実 715 集英社 25 極上男子は、地味子を奪いたい。 朝海たいこ/＊あいら＊ 484 小学館 28 大地の子　すみれ（１） 坂田信弘/かざま鋭二 715

KADOKA 21 ヒーラー・ガール　espressivo（１） おおのいも/ＢＮＦ・３Ｈｚ 671 講談社 7 漫画的展開で彼をオトしたい！（２） 西宮瑠花 715 講談社 21 バトルスタディーズ（34） なきぼくろ 726 集英社 25 恋するミニマムムーン（１） 小石りく 484 小学館 28 大地の子　すみれ（２） 坂田信弘/かざま鋭二 715

KADOKA 21 おとりよせしまっし！（２） ちさこ 704 講談社 7 地獄の業火で焼かれ続けた少年。最強の炎使いとなって復宮城森成/さとうほか 715 講談社 21 ハコヅメ～交番女子の逆襲～（22） 泰三子 726 集英社 25 朝は幸せのかおりとやってくる 三池ろむこ 792 小学館 28 風の大地　全英オープン編（１） 坂田信弘/かざま鋭二 1595

KADOKA 21 対ありでした。　～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～（５江島絵理 704 講談社 7 魔法史に載らない偉人　～無益な研究だと魔法省を解雇さ 　外ノ/秋 715 講談社 21 とんがり帽子のアトリエ（11） 白浜鴎 726 集英社 25 まひるのランチずし　たっぷり眼福＆口福編 村上ジュンコ/早川光 715 小学館 28 BLUE GIANT EXPLORER（７） 石塚真一/ＮＵＭＢＥＲ８ 770

KADOKA 21 如月さんは眼光炯々（２） 紫良河みあび 704 講談社 7 幼馴染とはラブコメにならない（２） 三簾真也 715 講談社 21 とんがり帽子のキッチン（５） 佐藤宏海/白浜鴎 726 小学館 28 父を焼く 山本おさむ 1287

KADOKA 21 ガールズ＆パンツァー　劇場版Variante（８） 伊能高史/ガールズ＆パ 737 講談社 7 追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳 　業務用餅/六志麻あさほ 726 講談社 21 母の元カノと暮らした。（２） 宮城みち 748 小学館 28 ひねもすのたり日記　第5集 ちばてつや 1430

KADOKA 21 ベルと紫太郎（２） 伊田チヨ子 未定 講談社 7 ふしぎねこのきゅーちゃん（８） にとりささみ 未定 講談社 21 楽屋のトナくん（１） 矢部太郎 1100 小学館 28 劇光仮面（２） 山口貴由 800

KADOKA 21 ベルと紫太郎（３） 伊田チヨ子 未定 講談社 9 漫画版　VIP 高岡ミズミ/綺戸彩乃 990 講談社 21 アイの歌声を聴かせて（３） 吉浦康裕/前田めぐむ 748

KADOKA 21 アラフォー賢者の異世界生活日記（６） ８８８/寿安清ほか 未定 講談社 12 FACE OFF！！（１） 上野海 715 講談社 21 無限の住人～幕末ノ章～（７） 滝川廉治/陶延リュウほ 748

KADOKA 21 妖怪相撲絵巻（３） 言寺あまね 未定 講談社 12 それは霊のしわざです（６） Ｎｏｉｓｅ 715 講談社 21 ワンダンス（９） 珈琲 748

KADOKA 21 ニトの怠惰な異世界症候群　～最弱職〈ヒーラー〉なのに最まえはた/蒸留ロメロほか未定 講談社 12 矢野くんの普通の日々（４） 田村結衣 726 講談社 21 ブスなんて言わないで（２） とあるアラ子 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



出版社 予定日 チェック 書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価 出版社 予定 チェッ書名 著者 予価

秋田書店 6 魔入りました！入間くん（29） 西修 528 クロエ出版 7 （成）シスターガーデン　姉の膣内に射精して、妹の膣内にもあおやまきいろ。 1210 スクウェア 6 その劣等騎士、レベル999（７） 白石新（ＧＡ文庫／ＳＢク 660 竹書房 17 レオさまの執事は閨事も請け負います 重花 792 双葉社 20 進め！オカルト研究部（２）（完） おかだきりん 748

秋田書店 6 魔界の主役は我々だ！（11） 津田沼篤/西修ほか 528 幻冬舎コ 24 結界師への転生（６） 片岡直太郎/装一ほか 693 スクウェア 6 落第賢者の学院無双　～二度目の転生、Sランクチート魔術白石新/けんたろうほか 660 竹書房 17 奥さまはアイドル（13）（完） 師走冬子 1034 双葉社 27 バツイチがモテるなんて聞いてません（１） 亀奈ゆう／ＣＯＭＩＣ　ＲＯ 693

秋田書店 6 もういっぽん！（20） 村岡ユウ 528 幻冬舎コ 24 異世界で土地を買って農場を作ろう（６） 岡沢六十四/細雪純ほか 693 スクウェア 6 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 竹書房 19 自信家サキュバスと勃ちの悪い男 茨芽ヒサ 737 双葉社 27 死にたいと言ってください　―保健所こころの支援係―（１） 中原ろく/松本俊彦 704

秋田書店 6 SHY（16） 実樹ぶきみ 528 幻冬舎コ 24 俺の冴えない幼馴染がSランク勇者になっていた件（１） 詩葉豊庸/ＧＵＮＰ 715 スクウェア 6 才能〈ギフト〉がなくても冒険者になれますか？　ゼロから始かたなかじ/山中樹ほか 660 竹書房 19 前田琴子31歳（貫通済）、サイテー男と契約結婚はじめます笹塚だい 715 双葉社 27 ボクらの強化部（１） ちゃんやつ 693

秋田書店 6 弱虫ペダル（80） 渡辺航 528 幻冬舎コ 24 女王のトランク（１） 北森サイ 715 スクウェア 6 魔王令嬢から始める三国志～董白伝～（２） 伊崎喬助「董白伝～魔王 660 竹書房 20 ぱな王　立派な王におなりなさいッ～bamboo edition～（上 氷堂リョージ 1045 双葉社 27 あなたがしてくれなくても（９） ハルノ晴 693

秋田書店 6 ナインピークス　NINE PEAKS（１） 平川哲弘 528 幻冬舎コ 24 女王のトランク（２） 北森サイ 726 スクウェア 6 聖女のはずが、どうやら乗っ取られました（５） 吉高花（「オーバーラップ 660 竹書房 20 ぱな王　立派な王におなりなさいッ～bamboo edition～（下 氷堂リョージ 1045 双葉社 27 桐谷さん　ちょっそれ食うんすか！？（14） ぽんとごたんだ 693

秋田書店 6 織田家の長男に生まれました　～戦国時代に転生したけど大沼田伊勢彦/逸見兎歌 693 幻冬舎コ 24 女王のトランク（３） 北森サイ 726 スクウェア 6 賢者の魔道具工房（２） ケンノジ/矢樹貴ほか 680 竹書房 27 グッドモーニング・サンシャイン たじまこと 770 双葉社 28 勇者の先生、最強のクズになる。～S級パーティの元英雄、楓月誠/コヤギ芽衣 704

秋田書店 6 金四郎の妻ですが（１） 神楽坂淳/迫ミサキ 693 幻冬舎コ 24 アンチロマンス（２）（完） 日高ショーコ 770 スクウェア 6 囿者は懼れず（１） 松本トモキ/ＬＯＳＡ 660 竹書房 28 用心棒と逃げた花嫁 佐倉リコ 792 双葉社 28 ポイントギフター《経験値分配能力者》の異世界最強ソロラ 日野彰/九十九弐式／す 704

秋田書店 6 斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長巽未頼/田村ゆうきほか 693 幻冬舎コ 24 αは彼に抱かれたい せら 770 スクウェア 6 SINoALICE ―シノアリス―（５） ヨコオタロウ/アオキタク 680 大都社 12 オレ様社長の極上な溺愛（３） 夏生恒 770 双葉社 28 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

秋田書店 6 きみのご冥福なんていのらない（４） 松尾あき 693 幻冬舎コ 24 世話好きDomは共依存したい きりみゆうや 693 スクウェア 6 龍に恋う　贄の乙女の幸福な身の上（３） 道草家守（富士見Ｌ文庫 660 大都社 12 人魚の蜜は甘く滴る（４）　あなたの種をください 日野塔子 770 双葉社 28 貧乏国家の黒字改革～金儲けのためなら手段を選ばない みんたろう/空野進 704

秋田書店 6 チーム・フェニックス（３） 手塚治虫/ケニー・ルイス 748 星海社発 26 幸せカナコの殺し屋生活（７） 若林稔弥 未定 スクウェア 6 カノジョの妹とキスをした。（１） 海空りく/加藤かきとほか 660 大都社 25 ねこまりょく　ねこ様の可愛い魔法にかかりました 若尾はるか 990 双葉社 28 古竜なら素手で倒せますけど、これって常識じゃないんですウメハナ/羽田遼亮 704

秋田書店 6 Diego！！　～神と呼ばれた男の新たなる挑戦～（３） 灰谷音屋 693 星海社発 26 逆資本論 井上純一 未定 スクウェア 12 乙女ゲー転送、俺がヒロインで救世主！？（５）（完） 武凪知/辻本ユウ 660 大都社 25 魔王引退（３） 遠藤淑子 880 双葉社 28 異世界でもふもふなでなでするためにがんばってます。（10高上優里子/向日葵 704

秋田書店 6 ジーニアース（５）（完） 押切蓮介 528 講談社 28 この世界は不完全すぎる（８） 左藤真通 726 スクウェア 12 ながされて藍蘭島（38） 藤代健 490 大都社 25 腹黒上司にハメられて罠婚（３） 由多いり 770 双葉社 28 レベル99冒険者によるはじめての領地経営（４）（完） パクパク/藤崎 704

秋田書店 6 Lost Children（９） 隅山巴文 880 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 スクウェア 12 無能なナナ（10） るーすぼーい/古屋庵 700 宝島社 25 異世界居酒屋「のぶ」　エーファとまかないおやつ（６） ノブヨシ侍/蝉川夏哉ほか 990 文苑堂 31 （成）催眠天国 復八磨直兎 1210

秋田書店 6 おひ釣りさま（９） とうじたつや 693 講談社 28 死に戻りの幸薄令嬢、今世では最恐ラスボスお義兄様に溺山いも三太郎/柚子れも 715 スクウェア 12 社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。（８） 有田イマリ 660 大誠社 12 鬼神の贄嫁～婚前恋戯～（下） 銀南ナナ 680 文苑堂 31 （成）獣耳のリコリス（２） 京極燈弥 1210

秋田書店 14 僕らの千年と君が死ぬまでの30日間（２） ｎａｋｅｄ　ａｐｅ/僕らの千年 660 講談社 28 偽聖女だと生贄にされたら、魔王様に求婚されました～契約深山じお/柚子れもん 748 スクウェア 12 ワンルーム、日当たり普通、天使つき。（４） ｍａｔｏｂａ 660 大誠社 12 離縁は致しかねます！（３） 山口恵 700 文藝春秋 5 やまとは恋のまほろば　新装版（２） 浜谷みお 825

秋田書店 14 薔薇王の葬列　王妃と薔薇の騎士（１） 菅野文 550 講談社 28 冷血竜皇陛下の「運命の番」らしいですが、後宮に引きこも 　ヤス/柚子れもん 715 スクウェア 12 戦隊レッド　異世界で冒険者になる（４） 中吉虎吉 680 大誠社 12 そのワンコ、取扱注意につき（１） 裾はるお 680 文藝春秋 27 俺、勇者じゃないですから。（３）　VR世界の頂点に君臨せ 心音ゆるり/伊咲ウタ 880

秋田書店 14 茉莉花官吏伝　～後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ～石田リンネ/高瀬わか 660 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 スクウェア 12 同居人の佐野くんはただの有能な担当編集です（２） ウダノゾミ 660 大誠社 12 紅一献！～恋、ひとしずく～（２）（完） 桃缶 680 フロンティ 12 転生王女は今日も旗を叩き折る（７） 玉岡かがり/ビス 693

秋田書店 14 華仙公主夜話　その麗人、後宮の闇を斬る（４） 喜咲冬子/みなもと悠 660 講談社 28 悪役令嬢みたいに断罪されそうだったけど、全力で愛されて 　 　水辺チカ/星彼方ほか 748 スクウェア 12 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い！（22） 谷川ニコ 600 大誠社 12 ライバル婚（３）（完） 紀田ボナーラ 680 フロンティ 15 うさぎは正義（12） 井口病院 704

秋田書店 14 新装版　スケバン刑事if 和田慎二 1080 講談社 28 役立たず聖女と呪われた聖騎士《思い出づくりで告白したら柊一葉/大川なぎほか 748 スクウェア 12 魔法陣グルグル2（17） 衛藤ヒロユキ 660 ティーアイ 6 （成）ぷに愛せっくちゅ 鬼斬ゆにこーん 1120 フロンティ 18 魔獣密猟取締官になったんだけど、保護した魔獣に喰われけんいちさん太郎/飛野 693

秋田書店 14 9番目のムサシ ゴースト アンド グレイ（９） 髙橋美由紀 660 講談社 28 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 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 ティーアイ 6 （成）憧れのおっぱいは義姉の味 遠峰犬玉 1120 フロンティ 18 異世界帰りのパラディンは、最強の除霊師となる（１） 櫻井マコト/Ｙ．Ａ 759

秋田書店 14 天上恋歌　～金の皇女と火の薬師～（６） 青木朋 660 講談社 28 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 715 スクウェア 12 合コンに行ったら女がいなかった話（４） 蒼川なな 660 ティーアイ 6 （成）母娘姉妹と痴女教師の時間割 ＳＩＮＫ 1120 フロンティ 21 牙と蜜 桐式トキコ 803

秋田書店 14 しあわせは食べて寝て待て（３） 水凪トリ 748 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 スクウェア 12 時使い魔術師の転生無双～魔術学院の劣等生、実は最強葉月秋水/佐久間結衣ほ 660 ティーアイ 13 （成）ねぇエッチしちゃおっか 瀬奈陽太郎 1199 フロンティ 21 キリング・ストーキング（６） クギ 1210

秋田書店 14 ムーちゃんと手をつないで　～自閉症の娘が教えてくれたこみなと鈴 748 光文社 12 煙たい話（１） 林史也 880 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 ティーアイ 13 （成）お姉さんがボクのチ○コを気に入ったのでハメられてい安原司 1120 フレックス 12 咲ちゃんは淫魔の子（合掌）（３）（完） ほとむら 737

秋田書店 14 朝子のムジカ！！（１） 和田フミ江 748 光文社 17 そことかしこ（１） 長田結花 未定 スクウェア 12 宮廷のまじない師（２） 顎木あくみ（『宮廷のまじ 660 ティーアイ 13 （成）夏の発情、キミと生殖 シオロク 1120 フレックス 12 ブレイクブレイド（19） 吉永裕ノ介 737

秋田書店 14 Ω令嬢、情欲の檻　～大正絢爛オメガバース～（１） 菫野さとみ 748 光文社 25 死ぬほど愛して（４） 天樹征丸/草壁エリザ 880 スクウェア 12 内緒のシンデレラ（２） 加藤衣緒 660 TOブック 3 呪印の女剣士＠COMIC（２） 深津/はーみっと 704 フレックス 12 ブレイクブレイド（20）（完） 吉永裕ノ介 803

秋田書店 14 酒井美羽の少女まんが戦記（１） 酒井美羽 1200 コスミック 17 落とし前つけてもらいます 山田まりお 748 スクウェア 12 春綴る、桜咲くこの部屋で（２） トクヲツム 660 TOブック 3 ガイスト×レブナント　～クソザコモブな俺は、相棒の精霊をさぎやまれん/サンボン 704 フレックス 15 仲が悪いのもお仕事です（１） おりがみちよこ 737

秋田書店 20 エコエコアザラクREBORN（４） 古賀新一/山田Ｊ太 693 コアマガジ 3 あの子は離せない アメダ 754 スクウェア 12 私、能力は平均値でって言ったよね！（コミック）（２） ＦＵＮＡ/亜方逸樹ほか 660 TOブック 3 恋した人は、妹の代わりに死んでくれと言った。　―妹と結 家守まき/永野水貴 704 フレックス 15 「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛水埜なつ/三沢ケイ 803

秋田書店 20 はるかリセット（６） 野上武志 693 コアマガジ 25 ブルー・ド・ロワ（４） 天禅桃子 776 スクウェア 12 「もう‥‥働きたくないんです」冒険者なんか辞めてやる。今縛炎（ツギクルブックス刊 660 TOブック 3 転生したら皇帝でした　～生まれながらの皇帝はこの先生 櫛灘ゐるゑ/魔石の硬さ 704 フレックス 15 好きです、となりのお兄ちゃん。（５） 慎本真 737

秋田書店 20 科学的に存在しうるクリーチャー娘の観察日誌（11） ＫＡＫＥＲＵ 693 コアマガジ 28 （成）腐貞の肉体 荒井啓 1500 スクウェア 12 Magica Technica～現代最強剣士が征くVRMMO戦刀録～ Ａｌｌｅｎ/梶軒タガネほか 660 TOブック 3 今日も絵に描いた餅が美味い＠COMIC（２） 梅渡飛鳥/もちもち物質 704 復刊ドット 24 鉄腕アトム　《オリジナル版》（13） 手塚治虫 4840

秋田書店 20 織津江大志の異世界クリ娘サバイバル日誌（５） ＫＡＫＥＲＵ/瀬口たかひろ 693 コアミック 20 めしぬま。（11） あみだむく 682 スクウェア 21 クールドジ男子（５） 那多ここね 1100 TOブック 15 英雄魔術師はのんびり暮らしたい＠COMIC（５） 福成冠智/柊遊馬 704 復刊ドット 24 鉄人28号《オリジナル版》（７） 横山光輝 5170

秋田書店 20 神呪のネクタール（14） 佐藤健悦/吉野弘幸 693 コアミック 20 アンサングシンデレラ　病院薬剤師　葵みどり（９） 荒井ママレ/富野浩充 726 スクウェア 21 腐男子家族（７）（完） すずり街 900 TOブック 15 ＃壊れた地球の歩き方＠COMIC（１） あきづき弥/ヤマモトユウ 704 プランタン 6 略奪の愛楔　檻の中の花嫁　（仮） 安城ひろ/麻生ミカリ 未定

秋田書店 20 採取はゲームの基本です！！　～採取道具でだって戦えま一色遥/拓 693 コアミック 20 19番目のカルテ　徳重晃の問診（６） 富士屋カツヒト/川下剛史 726 スクウェア 21 推しが兄になりました（３） 隈浪さえ 790 TOブック 15 欠けた月のメルセデス　～吸血鬼の貴族に転生したけど捨江戸屋ぽち/炎頭 704 プランタン11/1 オリジナルボーイズラブアンソロジーCanna（86）　（仮） ｉｔｚ/朝田ねむいほか 未定

秋田書店 20 落日のパトス（13） 艶々 693 コアミック 20 魔女大戦　32人の異才の魔女は殺し合う（５） 河本ほむら/塩塚誠 726 スクウェア 21 ジャヒー様はくじけない！（９） 昆布わかめ 660 TOブック 15 冤罪で死刑にされた男は【略奪】のスキルを得て蘇り復讐をあおみ現場/ダイヤモンド 704 プランタン11/1 アイ、セイ　（仮） 朝田ねむい 未定

秋田書店 20 黄昏のエトス（３） 艶々 693 コアミック 20 北斗の拳　世紀末ドラマ撮影伝（３） 武論尊/原哲夫ほか 704 スクウェア 21 クールドジ男子図鑑（２）　ポストカードブック 那多ここね 1320 徳間書店 13 偽・聖剣物語　幼なじみの聖女を売ったら道連れにされた（ 蟹蜜七吉/溝上良ほか 792 ブライト出 21 パラノイア・エスケープ ウチヤ 700

秋田書店 20 OUT（23） 井口達也/みずたまこと 693 コアミック 20 断頭のアルカンジュ（２） メイジメロウ/花林ソラ 704 スクウェア 25  +チック姉さん(21) 栗井茶 600 徳間書店 13 壁サー同人作家の猫屋敷くんは承認欲求をこじらせているミナモトカズキ 792 ブライト出 21 イくまでやめない夜な夜な快談 藤田きよ 800

秋田書店 20 マトリと狂犬　―路地裏の男達―（５） 田島隆/マサシ 693 メディアソ 5 脳イキしてみる？　豹変上司の催眠エッチ（上） ｙａｍａｔｏ 770 スクウェア 25 MORTAL LIST モータルリスト（４） 小見川なまり 660 徳間書店 13 ヒトミ先生の保健室（16） 鮭夫 792 ブライト出 21 憐れなβは恋を知らない（１） 屋敷シマ 700

秋田書店 20 OREN'S（14） 髙橋ヒロシ/カズ・ヤンセ 693 メディアソ 5 脳イキしてみる？　豹変上司の催眠エッチ（下） ｙａｍａｔｏ 770 スクウェア 25 MORTAL LIST モータルリスト（５）（完） 小見川なまり 660 徳間書店 25 災厄は僕を好きすぎる（9） 神奈木智/二宮悦巳 770 ふゅーじょ 24 Hate My MIA！（２） 人鳥ぺんぎん 770

秋田書店 20 クロスオーバーレブ！（８） 山口かつみ 693 英和出版 7 ビッチなしっぽに巻きつけて 春山モト 759 スクウェア 25 Hなおもちゃの作り方（３）（完） 永谷えんがわ 660 徳間書店 25 俺のかわいい人 倫敦巴里子 726 ふゅーじょ 24 BABY（55） アンソロジー 1078

秋田書店 20 ステイトレス　―存在なき者たち―（４）（完） マシマロウ/三日閉両 693 三交社 27 狐艶伝（１） ホン・トク 730 スクウェア 25 月ヶ瀬八千詠名言集（２） まつたけうめ/栖上ヤタ 660 徳間書店 25 あくまで運命なので 不破慎理 726 ぶんか社 5 少女と猫とお人好しダークエルフの魔石工房（２） 狐面イエリ/江本マシメサ 693

秋田書店 20 チカーノKEI ～米国極悪刑務所を生き抜いた日本人～（12 ＫＥＩ/マサシ 693 三交社 27 重くて、あまい。ハイスペ部下の一途な色情に囚われて 小路たや/七原みさ 680 スクウェア 25 メカニカル　バディ　ユニバース 加藤拓弐 750 日本文芸 7 Wスティール（１） 早坂ガブ 770 ぶんか社 5 追放された風使い錬成術師と時代遅れの最強魔法使い（１山﨑千裕/雪野宮竜胆ほ 693

秋田書店 20 性食鬼　Aliens Meet Girls（４） 稲光伸二/ＲｕｓｔｙＳｏｕｌほ 693 メディアソ 28 僕はキミと恋がしたい 木田さっつ 759 スクウェア 25 わたしの契約結婚にはウソがある。（２） タナカトモ/諸星サロ 660 日本文芸 7 オフスプリングス（１） 鹿賀ミツル 792 ぶんか社 6 （成）盗撮脅され娘と強制人妻交尾 伊駒一平 1210

秋田書店 20 優駿の門　ムンク（２） やまさき拓味 990 メディアソ 28 同棲からはじめました。蜜愛編 ｋｏ 748 スクウェア 25 君に二度目のさよならを。（１） タナカトモ/蛸川蛸丸 660 日本文芸 19 あやと私、まいにちみそ汁（２） 五郎丸えみ 770 ぶんか社 6 （成）爆乳おっぱい大ハーレム！！ 雪丸。 1210

秋田書店 20 エルフさんは痩せられない。（５） シネクドキ 792 三和出版 28 （成）学習済みカノジョ 状態異常（毒） 1300 スクウェア 27 紅い霧の中から（５）（完） 野原もさえ 660 日本文芸 19 ギフト±（26）（完） ナガテユカ 792 ぶんか社 6 （成）艶曲線 茶入敬文 1210

秋田書店 20 劣等紋の超越ヒーラー　～無敵の回復魔法で頼れる仲間と蒼月浩二/坂本憲司郎ほ 693 三和出版 28 （成）小悪魔ギャルとふたなりサキュバスの搾精SEX（シロハにゅくす 1300 スクウェア 27 兎角ノ兄弟（４）（完） 十束椿 660 日本文芸 19 白竜HADOU（30） 天王寺大/渡辺みちお 770 ぶんか社 6 （成）母娘ハーレムマンション ふりいど 1210

秋田書店 20 ばくおん！！（16） おりもとみまな 693 ジーオーテ 13 （成）昔の浮気相手の子が実は私の息子の同級生で… しょむ 1595 スクウェア 27 『ディズニー　ツイステッドワンダーランド』公式ビジュアルブ 　 　  スクウェア・エニックス 3080 日本文芸 28 リバースエッジ　大川端探偵社（11）（完） ひじかた憂峰/たなか亜 880 ぶんか社 7 なまらうまい！　たんぽぽちゃんの昭和ごはん　3杯目 青沼貴子 880

秋田書店 20 ばくおん！！　台湾編（３） おりもとみまな/太田ぐい 693 ジーオーテ 20 ロスト・キャッツ（２） しばたさび 814 スターツ出 28 メイドに転生したら、うっかり竜王様の胃袋掴んじゃいました 　アズマミドリ/徒然花 715 日本文芸 28 ゴールデン・ガイ（７） 渡辺潤 770 ぶんか社 17 私を殺そうとした国でも救わなきゃダメですか？（１） 文月マロ/踊る毒林檎 763

朝日新聞 20 百鬼夜行抄（30） 今市子 836 ジーオーテ 25 （成）金欲学園 あきは＠ 1430 スターツ出 28 平凡な私の獣騎士団もふもふライフ（３） 藍澤さつき/百門一新 715 日本文芸 28 新宿BOX（３） 観月昴/奥道則 792 ぶんか社 17 望まれぬ花嫁は一途に皇太子を愛す（１） 紡木すあ/古池マヤ 1001

朝日新聞 20 霊幻怪異始末（６） 永久保貴一/仙翠蒼雲 748 ジーオーテ 27 （成）しっかり者の妻が近所の父子に寝取られて快楽堕ちす葵ヒトリ 1265 スターツ出 28 悪役令嬢って何をすればいいんだっけ？（４） 相良なほ/ｓｏｙ 715 日本文芸 28 江戸前の旬（115） 九十九森/さとう輝 770 ぶんか社 17 出戻り女中と奇人学者のと或る結婚（１） ≠３５ 733

茜新社 4 home 中村明日美子 913 ジーオーテ 31 コーポ・ア・コーポ（５） 岩浪れんじ 814 スターツ出 28 異世界で、なんちゃって王宮ナースになりました。（４） 服部万利/涙鳴 715 日本文芸 28 隣人X（５） 楠本哲 814 ぶんか社 17 葬浄のフレイメント（１） 潤宮るか 733

茜新社 28 （成）うつし世とおさなづま 武藤まと 1397 ジーオーテ 31 ピットスポルム　一葉 三上志乃 847 秋水社発 12 若き作家先生は性衝動を我慢できない（２） ななみあいす 770 日本文芸 28 おねチャ。（５） 七竈アンノ 814 ぶんか社 17 （元）ヤクザは紳士で猛獣　同棲したら秒で食べられちゃい 田尾裸べっちー 733

茜新社 28 （成）おとなにならないおんなのこ 鳩麦月々 1298 ジーオーテ 31 ピットスポルム　二葉 三上志乃 880 青泉社 20 鬼談　人形師雨月の百物語（16） 櫂広海 858 日本文芸 28 ないしょの予習（３） 森井暁正 814 ぶんか社 17 絶倫ヤクザの一途な劣情 くにしげ 733

茜新社 28 （成）わからせてもこの笑顔 浦井民 1298 ジーオーテ 31 くろバニー　CLUB よむほか 3278 秋水社発 25 授か離婚（３）　～一刻も早く身籠って、私から解放してさし かんべあきら/長野雪 770 日本文芸 28 学校でいちばん地味な2人が付き合う話（１） てぃーろんたろん 792 ぶんか社 28 恋するつるぺた女子は小説家のお兄ちゃんを落としたい！水谷 748

一迅社 7 BLドラマの主演になりました（２） すずり街 900 ジーオーテ 31 （成）姉体験女学寮～Limited Edition～ みちきんぐ 2490 秋水社発 25 金欠姫君と偏屈魔導士の権謀術数錬金術（２） 高橋ユキ 770 LINE Digi  14 吉野家兄弟（１） 秋鹿ユギリ/ヨコオタロウ 682 芳文社 3 Lv1魔王とワンルーム勇者（７） ｔｏｕｆｕ 748

一迅社 14 私に天使が舞い降りた！（12） 椋木ななつ 748 ジーオーテ 31 （成）本気にしちゃって、いいですよ。 たつか 1485 秋水社発 25 獣王子は運命の恋を離さない 鈴本ノンキ 770 LINE Digi  14 吉野家兄弟（２） 秋鹿ユギリ/ヨコオタロウ 682 芳文社 5 迷子のΩは獣人αに満たされたい（２） なつはづき 792

一迅社 15 タイプ・エイド（１） 市ヶ谷モル 759 主婦と生 7 地味な剣聖はそれでも最強です（８） あっぺ/明石六郎ほか 693 秋水社発 25 パンチキックラブシック　イジメられて感じるカラダ 靴川 770 LINE Digi  14 OSの魔法使い（６）（完） 田中ててて 638 芳文社 5 渇望ボイス 桜庭ちどり 792

一迅社 15 隣の花は今日もいちばんカッコいい うぃむ 748 主婦と生 7 花園一角獣　～寒すぎ異世界を春にします～ 椎隆子 825 アルファポ 5 GIFT はじめまして、運命 牧コチコ 748 LINE Digi  14 クレバテス　―魔獣の王と赤子と屍の勇者―（５） 岩原裕二 638 芳文社 6 ラディカル・ホスピタル（38） ひらのあゆ 792

一迅社 15 フリップ・フリップ・スローリー オオタコマメ 748 主婦と生 7 ループ8周目は幸せな人生を　～7周分の経験値と第三王女夏目りく/すかいふぁーむ 715 アルファポ 5 男だらけの異世界トリップ　BLはお断り！？ 甲羅まる/空兎 748 LINE Digi  14 鬼畜島（22） 外薗昌也 638 芳文社 6 六畳一間の憑き物石（３）（完） 西岡さち 792

一迅社 18 甘えさせて雛森さん！（２） ｔｓｕｋｅ 748 少年画報 11 ねこぱんち　くいしんぼ猫号 アンソロジー 548 アルファポ 17 執着弁護士の愛が重すぎる（２） 春乃まい/加地アヤメ 704 LINE Digi  14 パンプキンナイト（７） 谷口世磨/外薗昌也 638 芳文社 6 ヲトメは義母に恋してる（２） 桐原小鳥 792

一迅社 18 君としらない夏になる（２） きぃやん 748 少年画報 11 宮沢賢治　水仙月の四日 柿生みのり/宮沢賢治 869 彗星社発 18 甘い懲罰　SCARLET～私は看守専用ペット（３） いづみ翔 748 Jパブリッ 18 お前の感じるいじめ方 ９６ＳＫ 770 芳文社 12 球詠（12） マウンテンプクイチ 726

一迅社 19 うらみちお兄さん（８） 久世岳 897 少年画報 12 ひとでなしのエチカ（１） ピエール手塚 715 彗星社発 18 桜庭くんの「ド絶倫」、だだ洩れなんです…（３） 道外コノメ 748 Jパブリッ 25 芝と銀 鯨田ヒロト 825 芳文社 12 先輩、ちょっといいですか？（３）（完） 黒宮魚 726

一迅社 20 お父さん、私この結婚イヤです！（３） Ｒｏａｌ/ｙｕｒｉほか 1034 少年画報 17 俺のキスで世界が変わるなら（２）（完） 紺條夏生 1089 彗星社発 18 桜庭くんの「ド絶倫」、だだ洩れなんです…（４） 道外コノメ 748 Jパブリッ 25 メルヘンチック・バズーカ 鯨田ヒロト 825 芳文社 14 村祀り（16） 木口銀/山口譲司 704

一迅社 20 悪女は変化する（２） 希羅月（Ｃｏｍｉｃｌｏｆｔ）/ＮＵ1034 少年画報 24 ワンナイト・モーニング（８） 奥山ケニチ 759 彗星社発 18 愛しいきみと、政略結婚～いじっぱり夫婦、初夜から子づく 神咲めぐみ 748 ハーパー 11 領主を愛した代償 英洋子/リン・グレアム 660 芳文社 14 法廷のファンタズマ（４）（完） 荒川三喜夫 704

一迅社 25 こぎつね、わらわら　稲荷神のまかない飯　いただきますっ 西実さく/松幸かほほか 750 少年画報 24 煙の先の敷島さん（１） 野中かをる 715 彗星社発 18 あなたじゃないと、イケない運命～ご無沙汰Ω、大嫌いなαフジュ 748 ハーパー 11 代理恋愛 橋本多佳子/ダイアナ・パ 660 芳文社 14 ぼっちの僕に強制彼女がやってきた（３） 栗ののか 704

一迅社 25 金色のコルダ　スターライトオーケストラ　―COMIC―（２） 八橋はち/ルビーパーテ 750 少年画報 24 CRAZY BLOOD LINE NOW（１） 東本昌平 715 彗星社発 18 魔王イブロギアに身を捧げよ（３） 梶原伊緒 748 ハーパー 11 週末は秘書から愛人へ 真崎春望/イヴォンヌ・リ 660 芳文社 14 ヤヌス～鬼の一族～（２） 琥狗ハヤテ 704

一迅社 25 恋する（おとめ）の作り方（５） 万丈梓 770 少年画報 24 優しい声よりメシがいい（３） 伊藤静 759 ブラスト出 18 （成）デキちゃうまで婚 吉良広義 1100 ハーパー 11 雇われた恋人 浦川まさる/ニコラ・マーシ 660 芳文社 27 社畜さんと家出少女（４）（完） タツノコッソ 968

一迅社 25 龍鎖のオリ　―心の中の“こころ”―（３） アンティーク/ｃａｄｅｔほか 880 少年画報 24 勇者になれなかった俺は異世界で（６） 倉田フラト/添宋 770 ブラスト出 18 （成）ホントはえっちな女の子。～メルティスクープ編 浅月のりと 1100 ハーパー 11 予告どおりのプロポーズ 桜はるひ/リンゼイ・アー 660 芳文社 27 星屑テレパス（３） 大熊らすこ 968

一迅社 25 悪役令嬢の中の人～断罪された転生者のため嘘つきヒロイ白梅ナズナ/まきぶろほ 715 少年画報 28 土漠の花（２） フクダイクミ/月村了衛 759 アルファポ 24 アルゲートオンライン（６） 玲衣/桐野紡 748 ハーパー 11 期待はずれの花嫁 千村青/ケイトリン・クルー 660 芳文社 27 むすんで、つないで。（３）（完） 荒井チェリー 968

一迅社 27 すのはら荘の管理人さん（８） ねこうめ 880 少年画報 28 魔もりびと（３） 東裏友希 924 アルファポ 24 間違い召喚！追い出されたけど上位互換スキルでらくらく生土方悠/桐野紡 748 ハーパー 15 溺甘クルーズ～御曹司は身代わり婚約者に夢中です～（１しげまつ貴子/若菜モモ 693 芳文社 27 mono（３） あｆろ 968

一迅社 27 アズールレーン　Queen's Orders（６） 『アズールレーン』運営／ 737 少年画報 28 馬姫様と鹿王子（３） 椙下聖海 1089 アルファポ 24 じい様が行く（10） 彩乃浦助/蛍石 748 ハーパー 15 次期社長に再会したら溺愛されてます（７） 由多いり/宇佐木 693 芳文社 27 今日の授業は恋愛です！（２）（完） つみきつき 968

一迅社 27 天才最弱魔物使いは帰還したい～最強の従者と引き離され槻影/蒼和伸ほか 726 少年画報 28 うみそらかぜに花（３） 大石まさる 825 アルファポ 24 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く？（９） ひらぶき雅浩/シ・ガレッ 748 ハーパー 15 XLで奥までトントンされて…リベンジHから抜け出せない！ なるせまこと 730 芳文社 27 妖こそ怪異戸籍課へ（２）（完） 笠間裕之/柴朗 968

一迅社 27 歌舞伎町の嬢王アイナ、究極の接客スキルで異世界の王 平鳥コウ/暁葉 693 新書館 3 ギヴン　―given―（８） キヅナツキ 814 アルファポ 24 強くてニューサーガ（10） 三浦純/阿部正行 748 ハーパー 15 Sugar Sugar Honey（１） 鈴木有布子 790 芳文社 27 ぼっち・ざ・ろっく！アンソロジーコミック（１） アンソロジー 968

一迅社 27 TS悪役令嬢神様転生善人追放配信RTA～嫌われ追放エン佐遊樹/飾くゆ 748 新書館 3 フローライト・スター 須野なつこ 792 アルファポ 24 月が導く異世界道中（11） 木野コトラ/あずみ圭 748 ハーパー 15 整形シンデレラ（６） 四ツ原フリコ 799 ホビージャ9/29 ウォルテニア戦記（９） 八木ゆかり/保利亮太 715

一迅社 27 防御力ゼロの嫁（７） 矢野トシノリ 748 新書館 3 ちょっと待とうよ、春虎くん あめきり 792 アルファポ 28 Eランクの薬師（６） 鳴海マイカ/雪兎ざっく 748 ハーパー 15 冷徹な貴公子、絶倫になる～仕事中毒だけど溺愛蜜月にな桜月ナナカ/なかゆんきな 693 ホビージャ9/29 日本へようこそエルフさん。（７） 青乃下/まきしま鈴木 715

一迅社 31 虫かぶり姫（７） 喜久田ゆい/由唯ほか 710 新書館 3 縁交わるはぐれもの トビワシオ 792 アルファポ 28 悪役令嬢はヒロインを虐めている場合ではない（２） あずやちとせ/四宮あか 748 ハーパー 15 皇太子殿下のこじらせ独占愛 雁えりか/東万里央 693 ホビージャ9/29 魔王を討伐した豪腕勇者、商人に転職す（１）　～アイテムボ表野まつり/柊遊馬 715

一迅社 31 仮初め寵妃のプライド　皇宮に咲く花は未来を希う（３） 環/タイガーアイ 710 新書館 下 僕らの奏でる物語（３） かわい千草 770 アルファポ 28 婚約破棄されまして（笑）（３） 生倉大福/竹本芳生 748 ハーパー 25 幾度もの季節を重ね 碧ゆかこ/リンダ・ウィンス 978 マイクロマ 31 賢者の弟子を名乗る賢者　THE COMIC（10） すえみつぢっか/りゅうせ 748

一迅社 31 落ちこぼれ魔女と恋を知らない天才魔術師（２） 飴降あめり 710 新書館 下 JOKER REBOOT（６） 霜月かいり/麻城ゆう＋道 990 アルファポ 28 自称悪役令嬢な妻の観察記録。（１） 蓮見ナツメ/しき 748 白泉社 5 塩の街　～自衛隊三部作シリーズ～（２） 弓きいろ/有川ひろ 495 マイクロマ 31 暴食のベルセルク　～俺だけレベルという概念を突破する 　  滝乃大祐/一色一凛 748

一迅社 31 悪役令嬢と鬼畜騎士（２） 生還/猫田ほか 740 ジュネット 19 ROMEO（４） わたなべあじあ 770 アルファポ 28 盲目の公爵令嬢に転生しました（２） 青神香月/波湖真 748 白泉社 5 土かぶりのエレナ姫（２） 晴海ひつじ 495 マイクロマ 31 「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放 　  南方純/ｋｉｋｉ 748

一迅社 31 鬼畜王子に無理やり調教されておかしくなりそうです…！　アンソロジー 860 新潮社 7 プロレス保健室（１） 坂入カツユキ 726 サード・ラ 28 絶倫上司は我慢ができない 改ころすけ 748 白泉社 5 ミミズクと夜の王（４）（完） 鈴木ゆう/紅玉いづき 495 マイクロマ 31 失格から始める成り上がり魔導師道！　THE COMIC（３） ふしみさいか/樋辻臥命 748

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 アンソロジー 860 新潮社 7 訳アリ心霊マンション（１） ネブクロ 726 MUGENU 28 お客様に恋してもいいですか？（２） 安里 798 白泉社 5 傷痕王子妃は幸せになりたい（１） ｍａｊｏｃｃｏｉｄ/えとう蜜夏 715 マイクロマ 31 運命の恋人は期限付き（２） 紫藤むらさき/小鳩子鈴 748

一迅社 31 虐げられ乙女の幸せな嫁入り　アンソロジーコミック アンソロジー 860 新潮社 7 のボルダ（２） 鬼頭莫宏 726 MUGENU 28 明日もそばにいてくれたら 黒井粥/Ｄｏｅ 798 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（３） 由貴香織里 990 マイクロマ 31 最近入った白魔導士がパーティークラッシャーで、俺の異世オヤジ草/御鷹穂積 748

インテルフ 27 人気俳優は憧れを独り占めしたい 黒埼 760 新潮社 7 マグロ少女（３）（完） 石川秀幸 748 青林工藝 26 アックス（149） 宮谷一彦ほか 1100 白泉社 20 愛蔵版　天使禁猟区（４） 由貴香織里 990 マッグガー 6 不遇スキルの支援魔導士　～パーティーを追放されたけど 本山とらじろう/おしるこ入 693

イースト・ 7 ねこまたとあさごはん 清水アイ 880 新潮社 7 僕の妻は発達障害（５） ナナトエリ/亀山聡 726 東京漫画 7 憑かれによく効く治療法 しりのあな 760 白泉社 20 多聞くん今どっち！？（３） 師走ゆき 495 マッグガー 6 ドラゴン、家を買う。（９） 絢薔子/多貫カヲ 693

イースト・ 19 キミへの言葉は全部マジ（仮） しえろ 748 新潮社 7 妖怪の飼育員さん（12） 藤栄道彦 682 東京漫画 21 ガーネットに染まる～吸血鬼課・公野透の職務～ 木沢さわき 760 白泉社 20 恋に無駄口（９） 福山リョウコ 495 マッグガー 14 異世界でも無難に生きたい症候群（６） 笹峰コウ/安泰ほか 693

イースト・ 19 僕らのアイはまだ青く（仮） えのき五浪 748 実業之日 20 キャラクター育成学園　特別悪役クラス（１） 美樹ヌメ夫 748 東京漫画 28 バッドヤングブラッド 下野圭 750 白泉社 20 名探偵　耕子は憂鬱（５）（完） 鈴木ジュリエッタ 495 マッグガー 14 骨ドラゴンのマナ娘（３） 雪白いち 693

エンジェル 17 （成）子宮パンパン～マワして孕ます～ リンスン 1200 実業之日 20 竜に育てられた最強（１）　～全てを極めた少年は人間界をｅｐｉｎａ/すかいふぁーむほ 748 アース・ス 12 生まれた直後に捨てられたけど、前世が大賢者だったので遠田マリモ/九頭七尾ほ 660 白泉社 20 木下兄妹は止まらない！（１） チキン 495 マッグガー 14 ガベージブレイブ　異世界に召喚され捨てられた勇者の復 木梨はるか/なんじゃもん 693

エンジェル 17 （成）人妻の貌～アナルを狩られた女たち～ 星野竜一 1200 ジャイブ 3 オオカミ王子は熱烈求愛中（２） あかつき真咲 681 アース・ス 12 無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す　～公爵家の えとうヨナ/あーもんどほ 660 白泉社 20 春の日ぐらし（１） 朝ひおり 495 マッグガー 15 龍神様と巫女花嫁の契り（２） さばとばん/涙鳴ほか 693

エンジェル 17 （成）めしべの咲き誇る島で 彩画堂 1200 ジャイブ 3 黒龍さまの見習い花嫁（９） 三月ゆか 681 アース・ス 12 魔石屋アレキサンドライトへようこそ　～規格外魔石で商売卓二雄作/虎戸リアほか 660 白泉社 28 しょせん他人事ですから　～とある弁護士の本音の仕事～ 富士屋カツヒト/左藤真通 770 メディアッ 26 （成）敏感乱れ妻　筆おろしに狂い咲き 黒木秀彦 1320

エンジェル 17 （成）妖快えっちっち ほんだありま 1200 ジャイブ 3 少年王と恋の刻印（４） こうじま奈月 681 アース・ス 12 信長未満　―転生光秀が倒せない―（１） 橋元大河 660 白泉社 28 Sランクモンスターの《ベヒーモス》だけど、猫と間違われてエ東雲太郎/銀翼のぞみほ 660 メディアッ 26 （成）俺の彼女は男の娘 スノウ 1320

オーバー 15 溺愛武士の運命の相手は俺でした 春之/出雲ゆき弥 未定 小学館ク 14 タツノコ60thアンソロジー タツノコプロ/清水栄一× 3300 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 28 妖刀に魅入られしスケルトン　～迷宮を支配し、無敵の軍勢鶴岡伸寿/銀翼のぞみ 715 メディアッ 26 （成）恋する乙女はネトラレビッチ 内東ぐら 1320

オーバー 15 コワモテ上司のXLサイズが入りません！　～ちっぱいハム かむＣ 未定 小学館ク 14 虫葬りの巫女（２） 日下直子 748 アース・ス 12 戦国小町苦労譚　越後の龍と近衛静子（12） 沢田一/夾竹桃ほか 660 白泉社 28 勇気あるものより散れ（３） 相田裕 715 リイド社 7 正義と愛と花嵐 箱石タミィ 792

オーバー 15 コワモテ上司のXLサイズが入りません！　～ちっぱいハム かむＣ 未定 小学館ク 28 ゆーりちゃんはナマイキざかり！！（２） 高橋ぽてと 748 アース・ス 12 俺んちに来た女騎士と田舎暮らしすることになった件（10） 秋乃かかし/裂田ほか 660 白泉社 28 北欧ふたりぐらし（１） だたろう 715 リイド社 13 勘定吟味役異聞（12） かどたひろし/上田秀人 737

オーバー 25 俺は星間国家の悪徳領主！（３） 灘島かい/三嶋与夢ほか未定 小学館ク 28 厄いよ！アラクシュミ（２） ツナミノユウ 748 大洋図書 3 あてない処に君あらば ほど 869 白泉社 28 俺は何度でもお前を追放する（１） 柳井伸彦/長谷川凸蔵 715 リイド社 20 鋼鉄のウツィア（４）（完） 稲田晃司 990

オーバー 25 影の宮廷魔術師（４）　～無能だと思われていた男、実は最白石琴似/羽田遼亮ほか未定 ジーウォー 28 狩人と片角の悪魔 たっつー 800 大洋図書 3 京極家の蜜月 木下けい子 737 白泉社 28 ドランクキョンシーズ（２） 若杉公徳 715 リイド社 25 鬼切丸伝（16） 楠桂 748

オーバー 25 王女殿下はお怒りのようです（５） 四つ葉ねこ/八ツ橋皓ほ 未定 ジーウォー 28 αの咬み痕 浅瀬之シャチ 800 大洋図書 3 灰かぶりコンプレックス（５） 木下けい子 737 白泉社 28 そのへんのアクタ（３）（完） 稲井カオル 715 リイド社 27 剣客商売（44） 大島やすいち/池波正太 690

オーバー 25 月50万もらっても生き甲斐のない隣のお姉さんに30万で雇 野地貴日/黄波戸井ショ 未定 ジーウォー 28 淫獄ハーレム パプリカ紳士。 800 大洋図書 3 何でもいいから消えてくれ（２） ひなこ 737 白泉社 31 アフター・ミッドナイト・スキン（２） にむまひろ 792 リイド社 27 羆撃ちのサムライ（１） 本庄敬/井原忠政 750

オーバー 25 最果てのパラディン（10） 奥橋睦/柳野かなたほか未定 ジーウォー 28 （成）理想のだいすきっ！ 憂凪あまね 1200 竹書房 3 Mリーグほぼ毎日4コマ（２） 藤島じゅん 1100 白泉社 31 楽園　Le Paradis（40） 蒼樹うめ/中村明日美子 968 リイド社 28 （成）肉母礼賛 横山私刑 1760

オーバー 25 望まぬ不死の冒険者（10） 中曽根ハイジ/丘野優ほ未定 ジーウォー 28 （成）無垢なる花が牝吹くとき 遠野すいか 1200 竹書房 5 営業部の佐伯さんと鍵つきエッチ＃秘密のSNS（１） 山田パン 748 ヒット出版 28 （成）よだれえっちぴーす！ 毒でんぱ 1180 リイド社 28 宙に参る（３） 肋骨凹介 693

オーバー 25 悲劇のヒロインぶる妹のせいで婚約破棄したのですが、何 真綿マスケ/冬月光輝ほ未定 祥伝社 7 私たちが恋する理由（３） ｍａ２ 1012 竹書房 5 営業部の佐伯さんと鍵つきエッチ＃秘密のSNS（２） 山田パン 748 ヒット出版 28 （成）早すぎる性の目覚めってことでイイじゃん！ 花犬 1180 リイド社 31 ゴルゴ13（167） さいとう・たかを 690

オーバー 25 ルベリア王国物語（３）　～従弟の尻拭いをさせられる羽目 螢子/紫音 未定 祥伝社 7 青春デストピア（３） イチマルツグ 836 竹書房 6 チートイーター異世界召喚尽く滅ぶべし（２） 赤人義一 759 双葉社 6 ひとくちめもり（上） ひらのあゆ 792 リブレ 3 勇者の愛が重すぎる 円井ぴん 758

太田出版 14 あした死ぬには、（４） 雁須磨子 1320 祥伝社 7 年下カレとの恋は盲目（２） むしろ 759 竹書房 6 僕の部屋がダンジョンの休憩所になってしまった件（７）（完 東国不動（ツギクル）/た 748 双葉社 7 恋する猫はなでられたい ニラカネユキ 770 リブレ 3 愛おしいからもう一度 新本浦子 791

オークラ出 25 恋人契約はベッドの中で　あんたのハジメテ、俺にちょーだ 花峰ふゆ 760 祥伝社 7 異世界皇帝の絶対溺愛（上）　～地味女子なのに姫になっ 広枝出海 814 竹書房 6 出会い希望の転生冒険者、マッチングギルドの地雷処理担藤島真ノ介 759 双葉社 7 悪役令嬢に選ばれたなら、優雅に演じてみせましょう！（４ イタチサナ/柚子れもん 704 リブレ 7 しまちゃん家の番事情（２） 三日ミタ 758

オークラ出 25 恋人契約はベッドの中で　あんたのハジメテ、俺にちょーだ 花峰ふゆ 760 祥伝社 7 異世界皇帝の絶対溺愛（下）　～地味女子なのに姫になっ 広枝出海 814 竹書房 6 聖剣少女伝説　～引退間際のおっさん冒険者、聖剣を抜い東国不動/あしもと☆よい 759 双葉社 7 前世聖女は手を抜きたい　よきよき（３） 高辻有/彩戸ゆめ 704 リブレ 7 亡国のエマノン 黒井モリー 758

宙出版 17 効率厨ヤクザのえっちでズル過ぎる愛し方 滝川シズル 713 祥伝社 25 春風のエトランゼ（５） 紀伊カンナ 770 竹書房 6 レンタルベイビー ほっかむり 759 双葉社 7 真実の愛を見つけたと言われて婚約破棄されたので、復縁橘皆無/彩戸ゆめ 704 リブレ 7 愛だの、恋だの。（上） 梨村なる 725

宙出版 17 夜10時からは素直に溺れて 林檎めい 728 祥伝社 25 CURE BLOOD 戸ヶ谷新 770 竹書房 15 営業部の佐伯さんと鍵つきエッチ＃秘密のSNS（３）（完） 山田パン 748 双葉社 7 錬成師アリアは今日も頑張ります　妹に成果を横取りされたエモ/日之影ソラ 704 リブレ 7 愛だの、恋だの。（下） 梨村なる 725

宙出版 17 冷酷執事はメイドを溺愛する（３） あしか望 744 祥伝社 25 onBLUE（61） 紗久楽さわ 1000 竹書房 17 今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～D のり伍郎 759 双葉社 7 厳つい顔で凶悪騎士団長と恐れられる公爵様の最後の婚 如月清華/サヤマカヤ 704 リブレ 7 早乙女警部は愛を乞う 深夜 725

笠倉出版 21 喪女と魔獣 水野かがり/踊る毒林檎 781 祥伝社 25 彼の性癖は歪んでる。（１）　聖母系エリートの悪魔的とろと 想偲 770 竹書房 17 どうやらボクの花嫁は女騎士団なようで。（５） のり伍郎 759 双葉社 7 騎士団長の息子は悪役令嬢を溺愛する（２） みよしろ圭/サウスのサウ 704 リブレ 12 今日から先輩を忘れます（２） 山口恵 748

笠倉出版 25 きみが童貞だから くわたたむ子 869 祥伝社 25 マスクを取った奏多くんはえっちで溺愛で、ちょっと腹黒い。カトウロカ 770 竹書房 17 今日もとなりへ猫詣で！（１） 谷澤史紀 759 双葉社 12 オオカミαさんとオオカミΩくん（２） 嵩崎ナツハ 737 リブレ 20 おとなりコンプレックス（５） 野々村朔 770

海王社 7 俺のいとしい怪人R 加藤スス 759 祥伝社 25 ネガティブちゃんとポジティブくん　上司のアレを触って返り あしか望 770 竹書房 17 おんぼろ花ハイム（１） むんこ 869 双葉社 12 勇者様！？こ・・・これってそういう意味ですかっ？！（２）（完大場玲耶 950 リブレ 20 ギャルくんの恋はきっと 吾笠花 758

海王社 7 マーキングオメガ（２） 藤河るり 759 松文館 28 弟の顔して笑うのはもう、やめる（８） 神寺千寿 660 竹書房 17 黒影夜子の駐在日誌（２）（完） 唐草ミチル 935 双葉社 14 転職の神殿を開きました（５）（完） 吉沢はたろう/土鍋 704 リブレ 20 転生したら魔王様に溺愛されました（４） フォクシーズ 770

海王社 7 My fair dog 楢崎ねねこ 759 シュークリ 7 夜明けの唄（３） ユノイチカ 814 竹書房 17 鬼桐さんの洗濯（５） ふかさくえみ 946 双葉社 14 勇者パーティーを追放されたので、魔王を取り返しがつかな磯谷霞/可換環 704 道玄坂書 28 その声で俺がダメになったら ＰＡＴＯ 760

海王社 7 ずるくてかわいい 三木原針 759 シュークリ 7 君の夜に触れる もりもより 825 竹書房 17 セクサロイドにAIをこめて（１） 吉舎和幸 759 双葉社 14 おっさん底辺治癒士と愛娘の辺境ライフ～中年男が回復ス空賀ミガク/飯田栄静 704 ワニマガジ 14 （成）fu-ta作品集 ｆｕ－ｔａ 1210

海王社 7 ひみつは晒して愛でるべき くらのね吉 737 スクウェア 6 レベル0の魔王様、異世界で冒険者を始めます（４） 瑞智士記（ＧＡ文庫／ＳＢ 660 竹書房 17 うちの会社の小さい先輩の話（５） 斎創 748 双葉社 14 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住する～マリーの尺ひめき/すずの木くろ 704 ワニマガジ 14 （成）おさがりセックスフレンド スミヤ 1320

海王社 20 60億分のふたり でん蔵 781 スクウェア 6 青薔薇姫のやりなおし革命記（６） 枢呂紅/優月祥ほか 660 竹書房 17 ここは鴨川ゲーム製作所（１） スケラッコ 748 双葉社 17 天国堂喫茶店～アラウンド・ヘヴン～（１） 野崎ふみこ 737 ワニマガジ 14 （成）熱帯夜 昼寝 1320

海王社 20 尾を振るイヌと張り子トラ ぐりだそうむ 737 スクウェア 6 極めた錬金術に、不可能はない。　～万能スキルで異世界進行諸島（ＧＡノベル／Ｓ 660 竹書房 17 どうしたら幼馴染の彼女になれますか！？（１） 矢坂しゅう 748 双葉社 17 魔法のリノベ（５） 星崎真紀 814 ワニマガジ 14 （成）東出イロドリ作品集 東出イロドリ 1210

キルタイム 7 間違い勇者の選択　出来損ない初級魔術師、勇者召喚に巻鷹条色ｓ 693 スクウェア 6 暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざします（８） 西島ふみかる/白縫餡ほ 660 竹書房 17 スク水宇宙人がみなさんにお伝えしたいことがあります！ むうりあん 759 双葉社 17 Let's豪徳寺！SECOND（６） 庄司陽子 836 ワニマガジ 31 月夜の浜辺 浅田弘幸 1980

キルタイム 7 新米錬金術師の店舗経営（３） ｋｉｒｅｒｏ/いつきみずほ 693 スクウェア 6 モンスターがあふれる世界になったので、好きに生きたいとよっしゃあっ！（ＧＡノベル 660 竹書房 17 魔法少女にあこがれて（８） 小野中彰大 748 双葉社 17 溺れる獣と甘い罠（２）（完） 袴田十莉/松崎真帆 715 ワニマガジ 31 （成）utu作品集 ｕｔｕ 1210

キルタイム 13 （成）監獄アカデミア　THE COMIC ジンナイ/Ａｎｉｍｅ　Ｌｉｌｉｔｈ 1100 スクウェア 6 底辺戦士、チート魔導師に転職する！（６） ｋｉｍｉｍａｒｏ（ＧＡノベル／ 660 竹書房 17 サキュバス学園の犬ッ！！（５） ナックルカーブ 759 双葉社 17 ヒロインたるもの！～嫌われヒロインと内緒のお仕事～（２ 島陰涙亜/ＨｏｎｅｙＷｏｒｋ 693 ワニマガジ 31 （成）ちょっとMでドスケベで もじゃりん 1320

キルタイム 18 異世界でハーレムを築こうとしたら男にばかりモテるんだがもりこも 770 スクウェア 6 初級魔法しか使えず、火力が足りないので徹底的に攻撃魔大地の怒り（ＧＡノベル／ 660 竹書房 17 もっと！えっちは週7希望ですっ！ ぺそ太郎 814 双葉社 20 アルマギア（１） Ｒｅｏｍ/アルマギア－Ｐｒ 715 ワニマガジ 31 （成）終焉作品集 終焉 1210

キルタイム 26 （成）くっ殺ヒロインズSP（12） ジンナイ/雨宮ミズキほか1320 スクウェア 6 家で無能と言われ続けた俺ですが、世界的には超有能だっＫｉｍｉｍａｒｏ（ＧＡ文庫／Ｓ 660 竹書房 17 ふたりあそび（１） あがた愛 836 双葉社 20 うつ病になってマンガが描けなくなりました　発病編 相原コージ 1650 ワニマガジ 31 （成）イゲドアハ作品集 イゲドアハ 1210

キルタイム 26 （成）淫触の生き餌　～成れ果てへと変わりゆくオトメ～ ゴ太郎 1100 スクウェア 6 転生大聖女、実力を隠して錬金術学科に入学する　～けも 白石新/ＣＨＩＨＩＲＯ 660 竹書房 17 ハッピークソライフ（４） はらだ 781 双葉社 20 うちらきっとズッ友　―谷口菜津子短編集― 谷口菜津子 880 ワニブック 25 タイのひとびと 小林眞理子 1210

キルタイム 26 （成）異種乙女レゾナンス トリスタ 1210 スクウェア 6 けもの使いの転生聖女　～もふもふ軍団と行く、のんびりS 白石新/とんぷう 660
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朝日新聞出版朝日文庫 7 グッドバイ 朝井まかて 880 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 血の配達屋さん 北見崇史 未定 光文社 光文社文庫 12 布石　吉原裏同心（13）　決定版 佐伯泰英 792

朝日新聞出版朝日文庫 7 家族 中島要/坂井希久子ほか 792 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 やみ窓 篠たまき 未定 光文社 光文社文庫 12 決着　吉原裏同心（14）　決定版 佐伯泰英 792

朝日新聞出版朝日文庫 7 恋いちもんめ 宇江佐真理 770 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 異形探偵メイとリズ　燃える影 未定 未定 光文社 光文社文庫 12 一人二役　吉原裏同心（38）（仮） 佐伯泰英 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 願い針　結実の産婆みならい帖 五十嵐佳子 858 KADOKAWA 角川ホラー文庫 24 牛の首　厳選恐怖小説集 小松左京 未定 光文社 光文社文庫 12 北辰群盗録 佐々木譲 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 相棒　season20（上） 輿水泰弘ほか/碇卯人 990 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 また殺されてしまったのですね、探偵様（４） てにをは/りいちゅ 未定 光文社 光文社文庫 12 不老虫 石持浅海 未定

朝日新聞出版朝日文庫 7 星と龍 葉室麟 792 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ハリボテ魔導士と強くて可愛すぎる弟子 鬼影スパナ/未定 未定 光文社 光文社文庫 12 屑の結晶 まさきとしか 未定

岩波書店 岩波文庫 14 室生犀星俳句集 岸本尚毅 704 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 エリート 三月みどり/Ｃｈｉｎｏｚｏほか 未定 光文社 光文社文庫 12 潮首岬に郭公の鳴く 平石貴樹 未定

岩波書店 岩波文庫 14 エリア随筆抄 チャールズ・ラム/南條竹則 1012 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ランジェリーガールをお気に召すまま（３） 花間燈/ｓｕｎｅ 未定 光文社 光文社文庫 12 小倉・関門海峡殺人事件 梓林太郎 未定

岩波書店 岩波文庫 14 ギリシア芸術模倣論 ヴィンケルマン/田邊玲子 1320 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編（８） 衣笠彰梧/トモセシュンサク 未定 光文社 光文社文庫 12 紅子 北原真理 未定

岩波書店 岩波文庫 14 シェフチェンコ詩集 藤井悦子 858 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 光文社 光文社文庫 12 シャガクに訊け！ 大石大 未定

岩波書店 岩波現代文庫 14 万民の法 ジョン・ロールズ/中山竜一 1782 KADOKAWA ＭＦ文庫Ｊ 25 星墜ち島の子どもたち さがら総/未定 未定 光文社 光文社文庫 12 Jミステリー2022　FALL 光文社文庫編集部 1320

岩波書店 岩波現代文庫 14 原子・原子核・原子力　わたしが講義で伝えたか山本義隆 1628 KADOKAWA メディアワークス文 25 薬師と魔王（下）　永遠の眷恋に咲く 優月アカネ 未定 光文社 光文社文庫 12 緋の孔雀　決定版　牙小次郎無頼剣（５） 和久田正明 未定

一迅社 一迅社文庫アイリス 20 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転山口悟/ひだかなみ 730 KADOKAWA メディアワークス文 25 新装版 タイム・リープ（上）　あしたはきのう 高畑京一郎 未定 光文社 光文社文庫 12 形見　名残の飯（仮） 伊多波碧 未定

一迅社 メリッサ文庫 31 夜這いを決意した令嬢ですが間違えてライバル 茜たま/椎名明 770 KADOKAWA メディアワークス文 25 新装版 タイム・リープ（下）　あしたはきのう 高畑京一郎 未定 光文社 光文社文庫 12 門前町大変　新・木戸番影始末（４）（仮） 喜安幸夫 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 5 僕と貴女の呪い愛（仮） 榎木ユウ/柾木見月 847 KADOKAWA メディアワークス文 25 Missing（12）　神降ろしの物語（上） 甲田学人 未定 光文社 光文社古典新訳文 12 ラブイユーズ バルザック/國分俊宏 未定

イースト・プレスソーニャ文庫 5 仮面を被った護衛は聖女と淫蕩に堕ちる（仮） ちろりん/緒花 847 KADOKAWA メディアワークス文 25 黒狼王と白銀の贄姫（２）　（仮） 高岡未来 未定 光文社 光文社知恵の森文 12 なぜ、自己啓発本を読んでも成功しないのか？　長倉顕太 未定

潮書房光人新光人社ＮＦ文庫 下 新装版　四万人の邦人を救った将軍 小松茂朗 946 KADOKAWA ファミ通文庫 28 現代陰陽師は転生リードで無双する 未定/成瀬ちさと 未定 光文社 光文社未来ライブラ 12 サッカーマティクス　数学が解明する強豪チームデイヴィッド・サンプター/千葉未定

潮出版社 潮文庫 20 荒野の胃袋 井上荒野 1210 河出書房新社 河出文庫 6 さよならの儀式 宮部みゆき 792 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 あかね淫法帖（仮） 睦月影郎 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 現代ダンジョンライフの続きは異世界オープンワしば犬部隊/ひろせ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 不定形の思想 鶴見俊輔 1793 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 ぶらり平蔵　決定版（11）　心機奔る 吉岡道夫 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 10年ぶりに再会したクソガキは清純美少女JKに館西夕木/ひげ猫 未定 河出書房新社 河出文庫 6 史疑　徳川家康 榛葉英治 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 江戸っ子出世侍（８） 早瀬詠一郎 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 無能と言われ続けた魔導師、実は世界最強なの奉/ｍｍｕ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 風俗　江戸東京物語 岡本綺堂 990 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 相棒は副将軍（３）　（仮） 早見俊 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 百合ゲーのヒロイン姉妹を俺が幸せにしてしまう流石ユユシタ/すいみゃ 未定 河出書房新社 河出文庫 6 屋根裏に誰かいるんですよ。　都市伝説の精神 春日武彦 924 コスミック出版 コスミック時代文庫 12 乱愛一刀流 鳴海丈 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 ある日突然、ギャルの許嫁ができた（２） 泉谷一樹/なかむらほか 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 一番わかりやすい！メタバースのざっくり知識（仮現代ビジネス研究班 792 コスミック出版 コスミックセシル文 21 子連れやくざのリモート・スロー・ライフ（仮） 綺月陣 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 王女殿下はお怒りのようです（８） 八ツ橋皓/凪白みと 未定 河出書房新社 ＫＡＷＡＤＥ夢文庫 13 2時間でわかる　日本人のための台湾現代史 国際時事アナリスツ 792 コスミック出版 コスミック文庫α 21 神様の子守はじめました。（15） 霜月りつ 715

オーバーラップオーバーラップ文庫 25 信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略（10･上大崎アイル/Ｔａｍ－Ｕ 未定 河出書房新社 河出文庫 27 ファイアスターター（上） スティーヴン・キング/深町眞1078 コスミック出版 コスミック文庫α 21 異世界で双子の腹ぺこ神獣王子を育てることに 遠坂カナレ 715

KADOKAWA 電撃文庫 7 呪われて、純愛。 二丸修一/未定 未定 河出書房新社 河出文庫 27 ファイアスターター（下） スティーヴン・キング/深町眞1078 三交社 ラルーナ文庫 20 異世界で獣の王とお試し婚 真宮藍璃/小山田あみ 792

KADOKAWA 電撃文庫 7 幼なじみが絶対に負けないラブコメ（10） 二丸修一/しぐれうい 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 人撃ち稼業 井原忠政 693 サンマーク出版 サンマーク文庫 14 悪魔とのおしゃべり さとうみつろう 1078

KADOKAWA 電撃文庫 7 わたし以外とのラブコメは許さないんだからね（６羽場楽人/イコモチ 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 （新装版）妖国の剣士 知野みさき 836 サンマーク出版 サンマーク文庫 14 NOサラリーマン、NOジャパン―あなたの存在を さとうみつろう 1078

KADOKAWA 電撃文庫 7 魔王学院の不適合者（12･下）　～史上最強の魔秋/しずまよしのり 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 屋根裏のチェリー 吉田篤弘 836 集英社 集英社文庫 20 蝦夷太平記　十三の海鳴り　（仮） 安部龍太郎 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 恋は夜空をわたって（２） 岬鷺宮/しゅがお 未定 角川春樹事務所ハルキ文庫 14 911代理店（４）　ビヨンド 渡辺裕之 770 集英社 集英社文庫 20 キッドの運命　（仮） 中島京子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 ソードアート・オンライン（27）　ユナイタル・リング川原礫/ａｂｅｃ 未定 角川春樹事務所時代小説文庫 14 煮売屋なびきの謎解き支度 汀こるもの 792 集英社 集英社文庫 20 家康が最も恐れた男たち　（仮） 吉川永青 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 今日も生きててえらい！（３）　～甘々完璧美少女岸本和葉/阿月唯 未定 キルタイムコミュ二次元ドリーム文庫 11 異世界ハーレム物語（４）　～勇者争奪！淫行ク 　黒名ユウ/立花オミナほか 792 集英社 集英社文庫 20 ベーシックインカムの祈り　（仮） 井上真偽 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 明日の罪人と無人島の教室（２） 周藤蓮/かやはら 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 容疑者は何も知らない 天野節子 1023 集英社 集英社文庫 20 朱華姫の御召人（下）　かくて恋しき、花咲ける巫白川紺子 未定

KADOKAWA 電撃文庫 7 アオハルデビル 池田明季哉/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 アクション　捜査一課　刈谷杏奈の事件簿 榎本憲男 935 集英社 集英社文庫 20 僕たちは恋をしない　（仮） 岡田朔/ｉｃｏｌｅほか 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 追放された元令嬢、森で拾った皇子に溺愛され もよりや/茲助 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 猿神 太田忠司 891 集英社 集英社文庫 20 さよならですべて歌える　（仮） 橋爪駿輝 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 冷酷皇帝は人質王女を溺愛中（２）　なぜかぬい奏舞音/ｃｏｍｅｔ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 オーシティ　負け犬探偵　羽田誠の憂鬱 木下半太 935 集英社 集英社文庫 20 明日死んだ男　怪異名所巡り（10）　（仮） 赤川次郎 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 茉莉花官吏伝（13）　十年飛ばず鳴かず 石田リンネ/Ｉｚｕｍｉ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 毒島刑事最後の事件 中山七里 891 集英社 集英社文庫 20 泣き娘　（仮） 小島環 未定

KADOKAWA ビーズログ文庫 15 ドSな従者に『男装』がバレて脅されています 神原オホカミ/ｉｙｕｔａｎｉ 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 ドS刑事　二度あることは三度ある殺人事件 七尾与史 847 集英社 集英社文庫 20 BAD KIDS　（仮） 村山由佳 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 #推しが幸せならOKです 常世かくり/未定 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 はじまりの島 柳広司 979 集英社 集英社文庫 20 怒れ道真　大宰府の詩　（仮） 澤田瞳子 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 老舗酒蔵のまかないさん（２）　秋風薫る純米酒 谷崎泉/細居美恵子 未定 幻冬舎 幻冬舎文庫 6 彼女たちの犯罪 横関大 1023 集英社 集英社オレンジ文庫 20 京都岡崎、月白さんとこ　青い約束と金の太陽（ 相川真/くじょう 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 魔女の婚姻　偽花嫁と冷酷騎士の初恋 村田天/未定 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 アンドロイドは愛されない 愁堂れな/蓮川愛 693 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 富士見Ｌ文庫 15 ハケンの落とし前！　文具会社の猫と消えた食券本葉かのこ/くじょう 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 そらの祈りは旦那さま 野原滋/サマミヤアカザ 660 集英社 集英社オレンジ文庫 20 殺し屋ダディ　（仮） 栗原ちひろ/西本ろう 未定

KADOKAWA 富士見Ｌ文庫 15 後宮の黒猫金庫番 岡達英茉/櫻木けい 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 神官騎士は黒翼の忌み子を寵愛する 杉原朱紀/金ひかる 748 集英社 集英社オレンジ文庫 20 フロイトの想察　―新條アタルの動機解析―（仮猫田佐文/むっしゅ 未定

KADOKAWA ドラゴンブック 20 異世界冒険ストーリーズ（仮） 北沢慶／グループＳＮＥ/あ 未定 幻冬舎コミックス幻冬舎ルチル文庫 19 ウサギの国の甘やか初恋保育園 松雪奈々/亀井高秀 660 集英社 集英社オレンジ文庫 20 アルマジロと銃弾　（仮） 風戸野小路/田中海帆 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 【朗報】俺の許嫁になった地味子、家では可愛い氷高悠/たん旦 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 3 君と一緒にごはんが食べたい 日日綴郎/椎名くろ 748 集英社 ダッシュエックス文 25 魔弾の王と天誓の鷲矢（３） 瀬尾つかさ/川口士ほか 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 陽キャなカノジョは距離感がバグっている（２）　ふ枩葉松/ハム 814 講談社 講談社ラノベ文庫 3 君と紡ぐソネット　～黄昏の数学少女～ 暁社夕帆/フライ 770 集英社 ダッシュエックス文 25 報われなかった村人A、貴族に拾われて溺愛され三木なずな/柴乃櫂人 未定

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 サークルで一番可愛い大学の後輩（２）　（仮） 水棲虫/ｍａｒｕｍａ（まるま） 未定 講談社 講談社ラノベ文庫 3 冰剣の魔術師が世界を統べる（６）　世界最強の御子柴奈々/梱枝りこ 770 小学館 小学館文庫 6 1795 ニクラス・ナット・オ・ダーグ/ヘ1364

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 顔さえよければいい教室　2.竜姫ブレイクビーツ 三河ごーすと/ｎｅｃｏｍｉ 未定 講談社 講談社Ｘ文庫 6 VIP 共鳴 高岡ミズミ/沖麻実也 858 小学館 小学館文庫 6 咎人の刻印　パラダイス・ロスト 蒼月海里 616

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 スパイ教室　短編集（３）　ハネムーン・レイカー 竹町/トマリ 未定 講談社 講談社タイガ 14 ネメシス（７） 藤石波矢 759 小学館 小学館文庫 6 王と后（２）　秘密の夜の秘密 深山くのえ 660

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 じつは義妹でした。4 ～最近できた義理の弟の距白井ムク/千種みのり 未定 講談社 講談社タイガ 14 ifの世界線　改変歴史SFアンソロジー 石川宗生/小川一水ほか 759 小学館 小学館文庫 6 湖上の空 今村翔吾 594

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 14 失楽園のイヴ 藤本ひとみ 803 小学館 小学館文庫 6 旅ドロップ 江國香織 572

KADOKAWA ファンタジア文庫 20 世間知らずの同級生を、飼うことになりまして。　未定 未定 講談社 講談社文庫 14 猫は知っていた〈新装版〉 仁木悦子 770 小学館 小学館文庫 6 海が見える家　旅立ち はらだみずき 638

KADOKAWA 角川文庫 24 徳川家康　新装版 松本清張 未定 講談社 講談社文庫 14 この季節が嘘だとしても 富良野馨 880 小学館 小学館文庫 6 勘定侍　柳生真剣勝負（６）　欺瞞 上田秀人 770

KADOKAWA 角川文庫 24 暗闇のセレナーデ 黒川博行 未定 講談社 講談社文庫 14 凜として弓を引く　青雲篇 碧野圭 814 小学館 小学館文庫 6 まやかしうらない処　災い転じて福となせ 山本巧次 704

KADOKAWA 角川文庫 24 准教授・高槻彰良の推察（８） 澤村御影/鈴木次郎 未定 講談社 講談社文庫 14 妖怪犯科帳　あやかし長屋（２） 神楽坂淳 693 小学館 小学館文庫 6 春風同心十手日記（４）　月光の剣 佐々木裕一 770

KADOKAWA 角川文庫 24 新・入り婿侍商い帖　お波津の婿（２） 千野隆司 未定 講談社 講談社文庫 14 ムーミン谷の仲間たち　ぬりえダイアリー トーベ・ヤンソン 726 小学館 小学館文庫 6 銀の玉簪　八丁堀強妻物語（２） 岡本さとる 748

KADOKAWA 角川文庫 24 自滅 柴田よしき 未定 講談社 講談社文庫 14 かなりあ堂迷鳥草子 和久井清水 704 小学館 小学館文庫 6 銀座「四宝堂」文房具店 上田健次 770

KADOKAWA 角川文庫 24 家康、人づかいの技術 童門冬二 未定 講談社 講談社文庫 14 京都四条　月岡サヨの小鍋茶屋 柏井壽 814 小学館 ガガガ文庫 18 ママ友と育てるラブコメ（２） 緒二葉 682

KADOKAWA 角川文庫 24 変身の牛　新・大江戸定年組 風野真知雄 未定 講談社 講談社文庫 14 悲鳴伝 西尾維新 1430 小学館 ガガガ文庫 18 デスペラード　ブルース（４） 江波光則 672

KADOKAWA 角川文庫 24 ひとり旅日和　縁結び！ 秋川滝美 未定 講談社 講談社文庫 14 オールドタイムズ 本城雅人 1012 小学館 ガガガ文庫 18 負けヒロインが多すぎる！（４） 雨森たきび 726

KADOKAWA 角川文庫 24 君待秋ラは透きとおる 詠坂雄二 未定 講談社 講談社文庫 14 世界のまどねこ 新美敬子 1012 新書館 ウィングス文庫 11 伯爵令嬢ですが駆け落ちしたので舞台女優にな渡海奈穂/夏乃あゆみ 990

KADOKAWA 角川文庫 24 緑の我が家　Home,　Green Home 小野不由美 未定 講談社 講談社文庫 14 ピエタとトランジ〈完全版〉 藤野可織 792 新書館 ディアプラス文庫 11 もう恋なんてする気はなかった 月村奎/竹美家らら 770

KADOKAWA 角川文庫 24 絶対猫から動かない（上） 新井素子 未定 講談社 講談社文庫 14 小麦の法廷 木内一裕 748 新書館 ディアプラス文庫 11 亜人の王×高校教師 栗城偲/カズアキ 770

KADOKAWA 角川文庫 24 絶対猫から動かない（下） 新井素子 未定 講談社 講談社文庫 14 法月綸太郎の消息 法月綸太郎 792 新書館 ディアプラス文庫 11 魔女の弟子と魔眼の王の初恋 名倉和希/サマミヤアカザ 770

KADOKAWA 角川文庫 24 天穹の船 篠綾子 未定 講談社 講談社文庫 14 お江戸けもの医　毛玉堂 泉ゆたか 792 新潮社 新潮文庫 28 殺人者 望月諒子 880

KADOKAWA 角川文庫 24 太陽の石 ごとうしのぶ 未定 新潮社 新潮文庫 28 銀花の蔵 遠田潤子 880

KADOKAWA 角川文庫 24 夜光怪人 横溝正史 未定 新潮社 新潮文庫 28 孤独の意味も、女であることの味わいも 三浦瑠麗 539

KADOKAWA 角川文庫 24 青髪鬼 横溝正史 未定 新潮社 新潮文庫 28 アガワ家の危ない食卓 阿川佐和子 605

KADOKAWA 角川文庫 24 転生義経は静かに暮らしたい（２）　（仮） 田井ノエル/新井テル子 未定 新潮社 新潮文庫 28 私のことならほっといて 田中兆子 649

KADOKAWA 角川文庫 24 この道をどこまでも行くんだ 椎名誠/未定 未定 新潮社 新潮文庫 28 ポロック生命体 瀬名秀明 649

KADOKAWA 角川文庫 24 毛利は残った 近衛龍春 未定 新潮社 新潮文庫 28 清く貧しく美しく 石田衣良 781

KADOKAWA 角川文庫 24 つれづれノート（42） 銀色夏生 未定 新潮社 新潮文庫 28 道行きや 伊藤比呂美 605

KADOKAWA 角川文庫 24 贄の花嫁　黒蝶の夢と願いの子 沙川りさ/烏羽雨 未定 新潮社 新潮文庫 28 自転しながら公転する 山本文緒 1045

KADOKAWA 角川文庫 24 皇帝の薬膳妃（３）　（仮） 尾道理子 未定 新潮社 新潮文庫 28 闇の奥 ジョゼフ・コンラッド/高見浩 605

KADOKAWA 角川文庫 24 ミセス・ハリス、パリへ行く ポール・ギャリコ/未定 未定 新潮社 新潮文庫 28 ねじれ荘の奇妙な人々 河端ジュン一 649

KADOKAWA 角川文庫 24 ジャッカルの日（上） フレデリック・フォーサイス/篠未定 新潮社 新潮文庫 28 さよならの言い方なんて知らない。（７） 河野裕 693

KADOKAWA 角川文庫 24 ジャッカルの日（下） フレデリック・フォーサイス/篠未定 新潮社 新潮文庫 28 幽世の薬剤師（２） 紺野天龍 693

KADOKAWA 角川文庫 24 優莉凛香　高校事変　劃篇 松岡圭祐 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 7 罪と祈り 貫井徳郎 957

KADOKAWA 角川文庫 24 大学4年間の社会学が10時間でざっと学べる 出口剛司 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 7 監禁探偵 我孫子武丸 858

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 大洪水の前に　マルクスと惑星の物質代謝 斎藤幸平 1540 実業之日本社 実業之日本社文庫 7 歌麿の娘　浮世絵おたふく三姉妹 井川香四郎 770

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 家康家臣の戦と日常　松平家忠日記をよむ 盛本昌広 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 7 下北沢インディーズ　ライブハウスの名探偵 岡崎琢磨 770

KADOKAWA 角川ソフィア文庫 24 地図をつくった男たち　明治測量物語 未定 未定 実業之日本社 実業之日本社文庫 7 タクジョ！ 小野寺史宜 814

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

実業之日本社実業之日本社文庫 7 極道刑事　地獄のロシアンルーレット 沢里裕二 803 竹書房 竹書房文庫 24 なまめき女肌（仮） 橘真児 792 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 5 「民族」が動かした世界史（仮） 関眞興 924

実業之日本社実業之日本社文庫 7 十津川警部　怒りと悲しみのしなの鉄道 西村京太郎 803 竹書房 竹書房文庫 24 種播く人の物語 オクテイヴィア・Ｅ・バトラー/ ### PHP研究所 ＰＨＰ文庫 5 『古事記』vs『日本書紀』（仮） 関裕二 770

実業之日本社実業之日本社文庫 7 徳川家康　枕合戦記　自立編 早見俊 792 竹書房 竹書房怪談文庫 28 鎌倉怪談（仮） 神沼三平太 748 PHP研究所 ＰＨＰ文庫 5 [新版]面白くて眠れなくなる元素 左巻健男 858

実業之日本社実業之日本社文庫 7 毒蜜　人狩り　決定版 南英男 858 竹書房 竹書房怪談文庫 28 恐怖箱　怪道をゆく（仮） 高野真 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 7 はらぺこ　〈美味〉時代小説傑作選 宮部みゆき/朝井まかてほか 924

実業之日本社実業之日本社文庫 7 美人教師の秘蜜 睦月影郎 770 竹書房 竹書房怪談文庫 28 煙鳥怪奇録（２）　（仮） 吉田悠軌/高田公太ほか 748 PHP研究所 ＰＨＰ文芸文庫 20 文蔵2022.11（仮） 「文蔵」編集部 825

実業之日本社実業之日本社文庫 7 後宮の屍姫 貴嶋啓 748 竹書房 竹書房怪談文庫 28 川崎怪談（仮） 黒史郎 748 双葉社 双葉文庫 13 駅の名は夜明　軌道春秋（２） 髙田郁 781

実業之日本社Ｊノベルライト文庫 20 竜に育てられた最強（２）　～全てを極めた少年 ｅｐｉｎａ／すかいふぁーむ/み 770 竹書房 竹書房怪談文庫 28 奇談百物語（仮） 我妻俊樹 748 双葉社 双葉文庫 13 背中の蜘蛛 誉田哲也 891

ジーウォーク 紅文庫 25 大人の制服巨乳女子（仮） 八神淳一 825 竹書房 ラヴァーズ文庫 31 超現実主義者と花の巫女の蜜約（仮） 西野花/ゴトウ 770 双葉社 双葉文庫 13 ゆえに、警官は見護る 日明恩 968

ジーウォーク 紅文庫 25 喜孔アイランド（仮） 阿久根道人 825 竹書房 ラヴァーズ文庫 31 ラブコレ18thアニバーサリー ふゆの仁子/奈良千春ほか 770 双葉社 双葉文庫 13 逆転美人 藤崎翔 836

祥伝社 祥伝社文庫 13 妻の終活 坂井希久子 未定 竹書房 竹書房ラブロマン文 31 とろめき生活（仮） 桜井真琴 770 双葉社 双葉文庫 13 神様たちのお伊勢参り（12）　長い旅路の果て　 竹村優希 671

祥伝社 祥伝社文庫 13 ジャンヌ 河合莞爾 未定 竹書房 竹書房文庫 31 Forced to Kill（上） アンドリュー・ピーターソン/水 880 双葉社 双葉文庫 13 艶距離恋愛がいい！（仮） 霧原一輝 814

祥伝社 祥伝社文庫 13 相続人はいっしょに暮らしてください 桜井美奈 未定 竹書房 竹書房文庫 31 Forced to Kill（下） アンドリュー・ピーターソン 880 双葉社 双葉文庫 13 新・知らぬが半兵衛手控帖（17）　律儀者（仮） 藤井邦夫 759

祥伝社 祥伝社文庫 13 武装警察　第103分署 鷹樹烏介 未定 宝島社 宝島社文庫 6 山田風太郎時代小説コレクション　天の巻　元禄山田風太郎/日下三蔵 ### 双葉社 双葉文庫 13 わるじい慈剣帖（10）　（仮） 風野真知雄 693

祥伝社 祥伝社文庫 13 ミートイーター　警部補　剣崎恭弥 柏木伸介 未定 宝島社 宝島社文庫 6 倒産続きの彼女 新川帆立 750 双葉社 双葉文庫 13 拙者、妹がおりまして（７） 馳月基矢 693

祥伝社 祥伝社文庫 13 青頭巾ちゃん 睦月影郎 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 神田神保町書肆街考 鹿島茂 ### 双葉社 双葉文庫 13 浪人若さま　新見左近　決定版（８）　風の太刀 佐々木裕一 715

祥伝社 祥伝社文庫 13 二の悲劇　新装版 法月綸太郎 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 それからの僕にはマラソンがあった 松浦弥太郎 880 双葉社 双葉文庫 13 1989年のテレビっ子 戸部田誠 781

祥伝社 祥伝社文庫 13 罠地獄　制裁請負人 南英男 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 高峰秀子ベスト・エッセイ 高峰秀子/斎藤明美 946 双葉社 双葉文庫 13 じゃりン子チエ（32） はるき悦巳 880

祥伝社 祥伝社文庫 13 ひたむきに　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉建治 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 ゴシックハート 高原英理 946 双葉社 モンスター文庫 28 宝くじで40億当たったんだけど異世界に移住するすずの木くろ/黒獅子 737

祥伝社 祥伝社黄金文庫 13 日本と台湾　なぜ、両国は運命共同体なのか 加瀬英明 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 文庫手帳2023 安野光雅 726 双葉社 モンスター文庫 28 必勝ダンジョン運営方法（18） 雪だるま/ファルまろ 759

祥伝社 祥伝社黄金文庫 13 学校では教えてくれない　地政学の授業 茂木誠/文化放送 未定 筑摩書房 ちくま文庫 13 家（チベ）の歴史を書く 朴沙羅 990 二見書房 ハニー文庫 11 魔女の呪いは××をしないと解けません！？　 白ヶ音雪/ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ． 880

心交社 ショコラ文庫 7 過去のないαと未来のないΩの永遠 片岡/ｙｏｃｏ 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 なめらかな社会とその敵　PICSY・分人民主主義鈴木健 ### 二見書房 ハニー文庫 11 結婚は契約に含まれません！　～助けたのは伯山野辺りり/輪子湖わこ 880

心交社 ショコラ文庫 7 未定 谷川藍/苑生 792 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 イギリス社会史　1580-1680 キース・ライトソン/中野忠 ### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 侵入洗脳　学園ハーレム（仮） 葉原鉄 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 仮面夫婦のはずでした【極上四天王シリーズ】 佐倉伊織 715 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 絵画を読む　イコノロジー入門 若桑みどり ### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 教え子は美少女三姉妹（仮） 哀澤渚 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 円満離婚のはずでした 水守恵蓮 715 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 政治宣伝 ジャン＝マリー・ドムナック/小### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 禁欲ママたちとの母乳プレイ（仮） 阿里佐薫 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 子連れ政略結婚～あなたの子ですが秘密にして砂川雨路 715 筑摩書房 ちくま学芸文庫 13 算数・数学24の真珠 野﨑昭弘 ### マドンナメイト社 マドンナメイト文庫 11 私の性体験手記　青い性愛（仮） サンケイスポーツ文化報道部792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 エリート御曹司と身代わり婚約 未華空央 715 中央公論新社 中公文庫 21 死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ 未定 マドンナメイト社 マドンナメイト＋ 11 夜行性少女（仮） 睦月影郎 792

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 本能で惹かれあう私たちは、この愛に抗えない 春田モカ 715 中央公論新社 中公文庫 21 シーソーモンスター 伊坂幸太郎 未定 二見書房 ザ・ミステリ・コレク 　21 ハボック（原題） シャノン・マッケナ/寺下朋子 ###

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 魔女として処刑されるはずが、隣国の騎士団長 晴日青 715 中央公論新社 中公文庫 21 小沼丹推理短篇集　古い画の家 未定 二見書房 シャレード文庫 24 辺境伯は美しき騎士を甘く調教する　～Dom/Su高月紅葉/藤浪まり 743

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 人生九回目の聖女ですが、私をいじめる婚約者朧月あき 715 中央公論新社 中公文庫 21 おいしい給食　卒業 紙吹みつ葉 未定 二見書房 シャレード文庫 24 アルファに恋した氷の王子様　～極夜のオーロラ墨谷佐和/柳ゆと 743

スターツ出版 ベリーズ文庫 7 狼王子のお気に召すまま～身代わりの王女は甘Ｙａｂｅ 715 中央公論新社 中公文庫 21 戦争について 小林秀雄 未定 二見書房 二見時代小説文庫 26 ご隠居は福の神（10） 井川香四郎/安里英晴 770

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 離してよ、牙城くん。（仮） 朱珠＊ 660 中央公論新社 中公文庫 21 うぽっぽ同心十手綴り 坂岡真 未定 二見書房 二見時代小説文庫 26 小料理のどか屋　人情帖（36） 倉阪鬼一郎/宇野信哉 770

スターツ出版 ケータイ小説文庫 25 魔王子さま、ご執心！（４）　（仮） ＊あいら＊ 660 中央公論新社 中公文庫 21 貴族の階段 武田泰淳 未定 二見書房 二見時代小説文庫 26 柳橋ものがたり（９） 森真沙子/蓬田やすひろ 770

スターツ出版 野いちご文庫 25 この夢がさめても、君のことが好きで好きで。（仮小春りん 660 中央公論新社 中公文庫 21 一枚看板　講釈場をめぐる作品集 中央公論新社 未定 文芸社 文芸社文庫 5 #スマホの奴隷をやめたくて 忍足みかん 660

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 死にたがりのふたり（仮） 小谷杏子 660 中央公論新社 中公文庫 21 文明と戦争（上） アザー・ガット/石津朋之ほか未定 文芸社 文芸社文庫 5 海の百万石　銭屋の女たち 平野他美 704

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 後宮医妃伝（２）　（仮） 涙鳴 660 中央公論新社 中公文庫 21 文明と戦争（下） アザー・ガット/石津朋之ほか未定 文藝春秋 文春文庫 5 楽園の烏 阿部智里 803

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 なりゆき皇妃の異世界後宮物語（仮） 及川桜 660 中央公論新社 中公文庫 21 若い読者のための世界史　改訂版 エルンスト・Ｈ・ゴンブリッチ 未定 文藝春秋 文春文庫 5 神域 真山仁 990

スターツ出版 スターツ出版文庫 28 きみもの小説大賞短編集（仮） 汐見夏衛/けんごほか 660 徳間書店 徳間文庫 7 馬の首風雲録（仮） 筒井康隆 880 文藝春秋 文春文庫 5 月夜の羊　紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 660

青春出版社 青春文庫 11 ヨソでは読めないとびっきりのネタ！　天下無双 　話題の達人倶楽部 1100 徳間書店 徳間文庫 7 ミオ・パトローノ　最後の恋文 樋口修吉 902 文藝春秋 文春文庫 5 死してなお 矢月秀作 748

青春出版社 青春文庫 11 パワー・ワードで　攻略する世界史 おもしろ世界史学会 935 徳間書店 徳間文庫 7 有栖川有栖選　必読！　Selection7 暗い傾斜 笹沢左保 891 文藝春秋 文春文庫 5 ファースト　クラッシュ 山田詠美 737

アルファポリスエタニティ文庫 5 オレ様御曹司の溺愛宣言 冬野まゆ 704 徳間書店 徳間文庫 7 剣豪将軍義輝（上）　鳳雛ノ太刀〈新装版〉 宮本昌孝 825 文藝春秋 文春文庫 5 鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿　稲村ヶ崎の落日鳴神響一 880

アルファポリスエタニティ文庫 5 カラダ目当て 桜朱理 704 徳間書店 徳間文庫 7 混沌の城（上） 夢枕獏 847 文藝春秋 文春文庫 5 猫とメガネ　蔦屋敷の不可解な遺言 榎田ユウリ 792

アルファポリスエタニティ文庫 5 身代わり花嫁は俺様御曹司の抱き枕 沖田弥子 704 徳間書店 徳間文庫 7 混沌の城（下） 夢枕獏 847 文藝春秋 文春文庫 5 魔法使いと最後の事件 東川篤哉 836

アルファポリスアルファライト文庫 12 じい様が行く（６）　『いのちだいじに』異世界ゆる蛍石 671 徳間書店 徳間文庫 7 素直な狂気 赤川次郎 814 文藝春秋 文春文庫 5 おんなの花見　煮売屋お雅　味ばなし 宮本紀子 781

アルファポリスアルファライト文庫 12 解体の勇者の成り上がり冒険譚（２） 無謀突撃娘 671 徳間書店 徳間文庫 7 最後の封印〈新装版〉 今野敏 825 文藝春秋 文春文庫 5 極夜行前 角幡唯介 ###

アルファポリスアルファライト文庫 12 元構造解析研究者の異世界冒険譚（６） 犬社護 671 徳間書店 キャラ文庫 27 鳴けない小鳥と贖いの王～昇華編～（仮） 六青みつみ/稲荷家房之介 715 文藝春秋 文春文庫 5 拡散（上）　大消滅2043 邱挺峰/藤原由希 ###

アルファポリスレジーナ文庫 12 アラフォー少女の異世界ぶらり漫遊記（１） 道草家守 704 徳間書店 キャラ文庫 27 うさぎ王子の耳に関する懸案事項（仮） 稲月しん/小椋ムク 715 文藝春秋 文春文庫 5 拡散（下）　大消滅2043 邱挺峰/藤原由希 ###

アルファポリスレジーナ文庫 12 公爵家に生まれて初日に跡継ぎ失格の烙印を押小択出新都 704 徳間書店 キャラ文庫 27 スローラブスローライフ（仮） 川琴ゆい華/夏河シオリ 715 文藝春秋 文春学藝ライブラリ 5 帝国の残影　兵士・小津安二郎の昭和史 與那覇潤 ###

アルファポリスレジーナ文庫 12 利己的な聖人候補（２）　とりあえず異世界でワガやまなぎ 704 Jパブリッシング カクテルキス文庫 18 未定 義月粧子/小山田あみ 836 プランタン出版発オパール文庫 5 最愛（１）　君に降り積む雪になる（仮） 白石さよ/芦原モカ 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 21 あしでまとい（仮） 井戸正善 737 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 3 XXXしないと出られない部屋でいちゃらぶ溺愛監榎木ユウ/黒田うらら 759 プランタン出版発オパール文庫 5 私と寝た人誰ですか？（仮） あさぎ千夜春/ｒｅｒａ 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 21 梅明かり（仮） 鵜狩三善 737 ハーパーコリンズマーマレード文庫 11 結婚予定ですが奪われましょう～初恋夫婦の略黒乃梓/南国バナナ 693 プランタン出版発オパール文庫 5 敵対する御曹司にいつの間にか溺愛されてまし吉桜美貴/氷堂れん 未定

アルファポリスアルファポリス文庫 21 料理屋おやぶん（２）　迷い猫のあったかお出汁千川冬 737 ハーパーコリンズマーマレード文庫 11 切愛蜜夜～赤ちゃんを授かったら、S系副社長の沙紋みら/石田惠美 693 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 13 ヒトヅマハメ【完全版】（仮） 懺悔 未定

アルファポリスノーチェ文庫 28 腐女子で引きこもりの姉は隠居したいが、義弟が薄影メガネ 704 ハーパーコリンズマーマレード文庫 11 御曹司は政略結婚の身ごもり妻を溺愛する（仮 ひなの琴莉/芦原モカ 693 フランス書院 フランス書院文庫Ｘ 13 薔薇のお嬢様【完全版】（仮） 北都凛 未定

静山社 静山社文庫 6 テメレア戦記6 大海蛇の舌（上） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 924 ハーパーコリンズマーマレード文庫 11 薄幸のドアマット令嬢ですが美貌の年上旦那様 　有坂芽流/さばるどろ 693 プランタン出版発ティアラ文庫 17 筋肉騎士の恋愛事情（仮） 日車メレ/ＤＵＯ　ＢＲＡＮＤ． 未定

静山社 静山社文庫 6 テメレア戦記6 大海蛇の舌（下） ナオミ・ノヴィク/那波かおり 946 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 激情の園 ミシェル・リード/大島ともこ 660 プランタン出版発ティアラ文庫 17 あまりもの王女は婚約破棄希望ですが騎士団長悠月彩香/ｃｒｏｗ 未定

静山社 静山社文庫 6 ハリー・ポッターと謎のプリンス（6-1）〈文庫新装 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 770 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 かなわぬ恋 ダイアナ・パーマー/長田乃莉550 フランス書院 フランス書院文庫 25 四人のシンママ（仮） 秋芳さつき 未定

静山社 静山社文庫 6 ハリー・ポッターと謎のプリンス（6-2）〈文庫新装 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 858 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 ボス運の悪い人 ジェシカ・スティール/進藤あ 550 フランス書院 フランス書院文庫 25 流転の大地（仮） 妻木優雨 未定

静山社 静山社文庫 6 ハリー・ポッターと謎のプリンス（6-3）〈文庫新装 Ｊ・Ｋ・ローリング/松岡佑子 858 ハーパーコリンズハーレクインＳＰ文 13 苦しみのあとに アン・メイザー/天野恵 550 フランス書院 フランス書院文庫 25 初体験をお世話します（仮） 高岡智空 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 アストレア・レコード（１）　邪悪胎動　ダンジョンに 　大森藤ノ 814 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 FORGOTTEN IN DEATH（原題） Ｊ・Ｄ・ロブ/新井ひろみ ### フランス書院 フランス書院文庫 25 復讐姦（仮） 榊原澪央 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 彼女の“適切な距離（ソーシャルディスタンス）”が冬空こうじ/小森くづゆ 770 ハーパーコリンズｍｉｒａｂｏｏｋｓ 13 子爵と忘れな草の恋人 ローラ・リー・ガーク/清水由 ### フランス書院 フランス書院文庫 25 軽井沢別荘（仮） 鷹山倫太郎 未定

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 770 ハーパーコリンズハーパーＢＯＯＫＳ 15 悪しき正義をつかまえろ　ロンドン警視庁内務監ジェフリー・アーチャー/戸田 ### フランス書院 フランス書院文庫 25 絶唱　彼女の母、彼女の姉（仮） 冬川竣 未定

SBクリエイティＧＡ文庫 15 転生魔王の大誤算（５）　～有能魔王軍の世界征あわむら赤光/ｋａｋａｏ 770 ハーパーコリンズヴァニラ文庫 15 ヤンデレ騎士団長の執愛からは逃げられない～月城うさぎ/八美☆わん 759 ポプラ社 ポプラ文庫 6 ライオンのおやつ 小川糸 792

SBクリエイティＧＡ文庫 15 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 28 忘れるために一度だけ ロビン・ドナルド/秋元由紀子 690 ポプラ社 ポプラ文庫ピュアフ 6 百華後宮鬼譚　甜花は怪異を解きつつ後宮図書霜月りつ 814

SBクリエイティＧＡ文庫 15 友達の妹が俺にだけウザい（10） 三河ごーすと/トマリ 814 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 憎しみが情熱に変わるとき リン・グレアム/柿沼摩耶 690 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 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

SBクリエイティＧＡ文庫 15 友達の妹が俺にだけウザい（10）　小冊子『10.5 三河ごーすと/トマリ 1320 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 愛を拒むひと エマ・ダーシー/三好陽子 690 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 モブから始まる探索英雄譚（５） 海翔/あるみっく 693

SBクリエイティＧＡ文庫 15 ひきこまり吸血姫の悶々（９） 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 28 ダークスーツを着た悪魔 サラ・モーガン/小池桂 690 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 クロの戦記（10） サイトウアユム/むつみまさと 693

SBクリエイティＧＡ文庫 15 週末同じテント、先輩が近すぎて今夜も寝れない蒼機純/おやずり 770 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 天使の聖なる願い キャロル・モーティマー/青海 710 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 ひきこもりの俺がかわいいギルドマスターに世話東條功一/にもし 693

草思社 草思社文庫 5 声に出して読みたい旧約聖書 齋藤孝 1100 ハーパーコリンズハーレクイン文庫 28 24時間見つめてて ダイアナ・パーマー/下山由美690 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 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

草思社 草思社文庫 5 その日本語、ヨロシイですか 井上孝夫 935 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＦ 4 みんなが手話で話した島 ノーラ・エレン・グロース/佐野990 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 六畳間の侵略者！？（41） 健速/ポコ 693

草思社 草思社文庫 5 経済政策で人は死ぬか　公衆衛生学から見た不デヴィッド・スタックラー/サン1540 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 4 ブラックホール攻防戦 クルト・マール/エルンスト・ヴ 836 ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 クールな女神様と一緒に住んだら、甘やかしすぎ軽井広/黒兎ゆう 693

草思社 草思社文庫 5 でっちあげの徴用工問題 西岡力 1045 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 7 おしどり探索帖　雨降って地固まる 森山茂里 ### ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 アストラル・オンライン（１） 神無フム/珀石碧 693

大和書房 だいわ文庫 7 急がない、急かさない 名取芳彦 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 18 もっと遠くへ行こう。 イアン・リード/坂本あおい ### ホビージャパン ＨＪ文庫 9/30 凶乱令嬢ニア・リストン（１）　病弱令嬢に転生した南野海風/磁石 693

大和書房 だいわ文庫 7 ニュースがわかる！世界が見える！おもしろすぎ宮路秀作 814 早川書房 ハヤカワ・ミステリ文 18 嘘は校舎のいたるところに ハリエット・タイス/服部京子 ### マイクロマガジンことのは文庫 20 神宮道西入ル　謎解き京都のエフェメラル　夏惜泉坂光輝/くろのくろ 803

大和書房 だいわ文庫 7 そんなとき隣に詩がいます　鴻上尚史が選ぶ谷 谷川俊太郎/鴻上尚史 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 工作艦明石の孤独（２） 林譲治 946 マイクロマガジンことのは文庫 20 キライが好きになる魔法　湘南しあわせコンフィ 小春りん/烏羽雨 792

竹書房 竹書房文庫 3 とろみつチアガール 葉月奏太 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＪＡ 18 星霊の艦隊（３） 山口優 ### マイクロマガジンＧＣＮ文庫 20 放課後の迷宮冒険者（２）　～日本と異世界を行樋辻臥命/かれい 770

竹書房 ムーンドロップス文 11 皇帝陛下と将来を誓い合いましたが、神託により臣桜/天路ゆうつづ 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 18 暗殺者の回想（上） マーク・グリーニー/伏見威蕃### 三笠書房 知的生きかた文庫 17 コトバのギフト　輝く女性の100名言（仮） 上野陽子 未定

竹書房 ムーンドロップス文 11 転生令嬢は腹黒騎士に攻略される　美形騎士様マチバリ/蜂不二子 880 早川書房 ハヤカワ文庫ＮＶ 18 暗殺者の回想（下） マーク・グリーニー/伏見威蕃### 三笠書房 知的生きかた文庫 17 悩み・怒りがすーっと消える心理学（仮） 神岡真司 未定

竹書房 ラズベリーブックス 11 Not the Kind of Earl You Marry（原題） ケイト・ペンブルック/高橋佳1485 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 滅びゆく宇宙タルカン エルンスト・ヴルチェク/クル 836 三笠書房 知的生きかた文庫 17 「ロンリ」の授業（仮） ＮＨＫ『ロンリのちから』制作班未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 11 湯けむり艶肌旅（仮） 葉原鉄 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 平和という名の廃墟（上） アーカディ・マーティーン/内 ### 三笠書房 知的生きかた文庫 17 驚くほど目がよくなる！　たった10秒の眼トレ（仮日比野佐和子 未定

竹書房 竹書房ラブロマン文 17 ゆうわく保母さん（仮） 羽後旭 770 早川書房 ハヤカワ文庫ＳＦ 18 平和という名の廃墟（下） アーカディ・マーティーン/内 ### 三笠書房 王様文庫 11/1 アドラー流「心のくもり」が取れる本（仮） 岩井俊憲 未定

竹書房 竹書房文庫 17 素人手記　ああ、禁欲限界突破！～田舎で、行 愛の体験編集部 770 早川書房 ハヤカワ演劇文庫 18 松田正隆（１）　夏の砂の上／坂の上の家／蝶の松田正隆 ### 三笠書房 王様文庫 11/1 なんだか「痩せにくくなった」ときに読む本（仮） 岸村康代 未定

竹書房 蜜猫文庫 21 カタブツ次期公爵から求婚された高慢令嬢、破談藍井恵/Ｃｉｅｌ 880 早川書房 ハヤカワｅｐｉ文庫 18 タール・ベイビー トニ・モリスン/藤本和子 ### 三笠書房 王様文庫 11/1 知れば知るほど奥深い「世界の神話」ミステリー博学面白倶楽部 未定

竹書房 蜜猫文庫 21 薄幸王女（仮） 山野辺りり/旭炬 880 原書房 ライムブックス 7 本当の心を抱きしめて メアリ・バログ/山本やよい ###
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