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8/8 試験は暗記が９割　 碓井孝介 648 8/4 東芝の悲劇　 大鹿靖明 未定 8/10 謹訳　源氏物語(7）　 林　　望 未定 8/3 新帝擁立　 麻倉一矢 724

8/8 特攻隊振武寮　帰還兵は地獄を見た 大貫健一郎/渡辺　考864 8/4 特攻の真実　 大島隆之 未定 8/10 密室　本能寺の変　 風野真知雄 702 8/3 侠　客　 門田泰明 734

8/8 ナンシー関の耳大全77　 ナンシー関/武田砂鉄864 8/4 ツバキ文具店　 小川　糸 未定 8/10 ロストデイズ　 大崎善生 未定 8/3 飯綱颪　十六夜長屋日月抄 仁木英之 756

8/8 闘う君の唄を　 中山七里 821 8/4 「ツバキ文具店」の鎌倉案内　 小川　糸 未定 8/10 深淵の覇者　 数多久遠 未定 8/3 空と海と陸を結ぶ境港　 西村京太郎 713

8/8 「いじめ」をめぐる物語　 江國香織/荻原　浩756 8/4 敗者復活　 サンドウィッチマン未定 8/10 邪悪領域　 南　英男 未定 8/3 うつけ世に立つ　岐阜信長譜 早見　俊 896

8/4 「芸」と「能」　 清水ミチコ/酒井順子未定 8/10 捕獲屋カメレオンの事件簿　 滝田務雄 未定 8/3 真赤な子犬　〈新装版〉 日影丈吉 756

8/20 六星占術による土星人の運命〈2019年版〉　 細木数子 630 8/4 サラリーマン山崎シゲル　 田中　光 未定 8/10 穢　王　 芝村凉也 未定 8/3 「安心」を得る　怒り、焦り、妬み……負の感情から脱け出す禅の処方箋平井正修 864

8/20 六星占術による金星人の運命〈2019年版〉　 細木数子 630 8/4 サラリーマン山崎シゲル　Ｔｈｅ　Ｓｗｏｒｄ　Ｏｆ　Ｇａｌａｘｙ　田中　光 未定 8/10 夢胡蝶　 今村翔吾 未定 8/3 胸いっぱいの愛を　 広谷鏡子 702

8/20 六星占術による火星人の運命〈2019年版〉　 細木数子 630 8/4 ウエディングドレス　 玉岡かおる 未定 8/10 銀　花　 ●堂　魁 未定 8/3 十手狩り　 牧　秀彦 724

8/20 六星占術による天王星人の運命〈2019年版〉　細木数子 630 8/4 中山七転八倒　 中山七里 未定 8/10 未練辻　 吉田雄亮 未定 8/3 淫ら人妻の秘蜜　 睦月影郎 680

8/20 六星占術による木星人の運命〈2019年版〉　 細木数子 630 8/4 黄泉醜女　 花房観音 未定 8/10 能に学ぶ「和」の呼吸法　 安田　登 未定 8/3 電球交換士の憂鬱　 吉田篤弘 864

8/20 六星占術による水星人の運命〈2019年版〉　　　細木数子 630 8/4 ビューティーキャンプ　 林真理子 未定 8/10 最速で必要な情報を手に入れる！　 喜多あおい 未定 8/3 いのち買うてくれ　 好村兼一 821

8/20 六星占術による霊合星人の運命〈2019年版〉　細木数子 630 8/4 あの人が同窓会に来ない理由　 はらだみずき 未定

8/20 六星占術によるあなたの運命　開運の箱〈2019年版〉　細木数子 4410 8/4 君死に給ふことなかれ　神風特攻龍虎隊　 古川　薫 未定 8/30 不連続殺人事件　 坂口安吾 637 8/4 経営参謀　戦略プロフェッショナルの教科書 稲田将人 1080

8/4 一生使えるクローゼット・ノート　 槇村さとる 未定 8/30 山崎豊子スペシャルガイドブック　 新潮文庫編集部 529 8/4 伸びる会社の経理が大切にしたい50の習慣　 前田康二郎 864

8/11 性の体験告白　あこがれの娘は未亡人（仮） サンケイスポーツ文化報道部810 8/4 痛い靴のはき方　 益田ミリ 未定 8/30 工　場　 小山田浩子 594 8/4 「なぜか売れる」の営業　 理央　周 810

8/11 伝説のヤクザ18人　（仮） 山平重樹 907 8/4 走れ！Ｔ校バスケット部(8）　 松崎　洋 未定 8/30 永遠とは違う一日　 押切もえ 637

8/11 本当にあった馬と人の感動物語　（仮） 村上卓史 799 8/4 サイレント・ブレス　 南　杏子 未定 8/30 雪山の檻　ノアの方舟調査隊の殺人 周木　律 767 上 黒いピラミッド　 デトレフ・Ｇ・ヴィンター＆クルト・マール/稲田久美713

8/4 おしゃれと無縁に生きる　 村上　龍 未定 8/30 完本　しなやかな日本列島のつくりかた　藻谷浩介対話集藻谷浩介 810 上 暗黒の艦隊(3）　探査船〈カール・セーガン〉 ジョシュア・ダルゼル/金子　司972

8/18 私の生い立ち　 与謝野晶子 691 8/4 啼かない鳥は空に●れる　 唯川　恵 未定 8/30 偽りの薬　降圧剤ディオバン臨床試験疑惑を追う河内敏康/八田浩輔594 下 アルマダの三つの予言　 マリアンネ・シドウ＆クルト・マール/恵　　矢713

8/18 幕末の江戸風俗　 塚原渋柿園/菊池眞一1026 8/4 今日もひとり、ディズニーランドで　 ワクサカソウヘイ 未定 8/30 十津川警部　「吉備　古代の呪い」　 西村京太郎 562 下 ヴェガ遭遇　 クリスチャン・モンティロン/柴田さとみ756

8/18 フロスト詩集　アメリカ詩人選(4) 川本皓嗣 842 8/4 自律神経を整える　人生で一番役に立つ「言い方」　小林弘幸 未定 8/30 抱く女　 桐野夏生 637 下 いたずらの問題　 フィリップ・Ｋ・ディック/大森　望864

8/18 第七の十字架(下）　 アンナ・ゼーガース/山下　肇1102 8/4 見守られて生きる　 矢作直樹 未定 8/30 食べる女　決定版 筒井ともみ 680 上 賢者の怖れ(4）　 パトリック・ロスファス/山形浩生1037

8/18 『碧巌録』を読む　 末木文美士 1296 8/4 極道大名　(2）　 風野真知雄 未定 8/30 軽　薄　 金原ひとみ 594 上 機龍警察　火宅　 月村了衛 756

8/18 沖縄の淵　伊波普猷とその時代 鹿野政直 1728 8/30 ラストフロンティア　 楡　周平 724 上 夏の王国で目覚めない　 彩坂美月 972

8/18 永遠のファシズム　 ウンベルト・エーコ/和田忠彦1015 8/11 亡羊の嘆　鬼籍通覧　 椹野道流 未定 8/30 変見自在　マッカーサーは慰安婦がお好き　 髙山正之 529 下 星系出雲の兵站(1）　 林　譲治 756

8/18 実践 英語のセンスを磨く　難解な作品を読破する行方昭夫 994 8/11 うちの旦那が甘ちゃんで　 神楽坂淳 670 8/30 天久鷹央の事件カルテ(4）　（仮） 知念実希人 未定 下 暗殺者の潜入(上）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃929

8/11 若様とロマン　 畠中　恵 670 8/30 死神の触れたバラが枯れたとしても。　 榎田ユウリ 未定 下 暗殺者の潜入(下）　 マーク・グリーニー/伏見威蕃929

下 海鷲戦闘機　 渡辺洋二 918 8/11 熟練校閲者が教える　間違えやすい日本語実例集　講談社校閲部 未定 8/30 Ｒ．Ｅ．Ｄ．　警察庁特殊防犯対策官室　ＡＣＴⅢ　古野まほろ 637 下 第四の扉　 ポール・アルテ/平岡　敦864

下 慟哭の空　 今井健嗣 821 8/11 増加博士の事件簿　 二階堂黎人 未定 8/30 鍵のかかった部屋　 似鳥　鶏/友井　羊637 下 ブラッド・メリディアン　 コーマック・マッカーシー/黒原敏行1080

下 誰も言わなかった海軍の失敗　 是本信義 821 8/11 ダーク・リバー　暴力犯係長　●城みずき　 二上　剛 未定 8/30 嘘ばっかり　 ジェフリー・アーチャー/戸田裕之810

下 機動部隊の栄光〈新装版〉　 橋本　廣 886 8/11 国士舘物語　 栗山圭介 未定 8/30 北氷洋　Ｔｈｅ　Ｎｏｒｔｈ　Ｗａｔｅｒ イアン・マグワイア/高見　浩680 8/9 雨上がりに二人の舞踏会を　 メアリ・バログ/山本やよい1026

下 国会議員に読ませたい敗戦秘話　 産経新聞取材班 886 8/11 影の守護者　警視庁犯罪被害者支援課(5）　 堂場瞬一 832 8/9 大統領の料理人(7）　晩餐会はトラブルつづき ジュリー・ハイジー/赤尾秀子1015

8/11 さいとう市立さいとう高校野球部　甲子園でエースしちゃいました　あさのあつこ 未定 8/27 溺愛ビターシュガー　（仮） みゅーな** 540

8/10 嵐のあとに　 マヤ・バンクス/市ノ瀬美麗1161 8/11 スカーフェイス　警視庁特別捜査第三係・淵神律子　富樫倫太郎 950 8/27 お前がいないと無理　（仮） 柊　　乃 540 8/2 ナポリの悪夢　 ジャクリーン・バード/水間　朋670

8/10 ルールをすべて破ったら　 クリスティ・コールドウェル/高岡　香1018 8/11 蓬莱橋雨景　九頭竜覚山　浮世綴(2）　 荒崎一海 未定 8/27 天国へ旅立つ君へ　（仮） 朝比奈希夜 540 8/2 愛する人はひとり　 リン・グレアム/愛甲　玲670

8/11 小説　透明なゆりかご(上）　 橘　もも/沖田×華未定 8/27 金魚すくい　 浪速ゆう 540 8/2 雨に濡れた天使　 ジュリア・ジェイムズ/茅野久枝670

8/25 俳句歳時記　第五版　秋　 角川書店 未定 8/11 海底の道化師　新東京水上警察　 吉川英梨 702 8/11 だったら俺にすれば？～オレ様御曹司はなりゆき婚約者を溺愛しています～　（仮）あさぎ千夜春 680 8/2 半年だけの結婚　 ペニー・ジョーダン/安引まゆみ670

8/25 文明の奧と底　 松岡正剛 未定 8/11 我が名は秀秋　 矢野　隆 未定 8/11 クールな社長とロマンスはじめました！　（仮） 春奈真実 680 8/2 美しき奴隷　 ジェニー・ルーカス/遠藤靖子670

8/25 佐高信の昭和史　 佐高　信 未定 8/11 八丁堀の忍　 倉阪鬼一郎 未定 8/11 プロポーズは星降る夜に　（仮） きたみまゆ 680 8/2 心のなかの小箱　 ヴァイオレット・ウィンズピア/安引まゆみ670

8/25 橋本多佳子全句集　 橋本多佳子 未定 8/11 小説　パーフェクトワールド　君といる奇跡　 有沢ゆう希/有賀リエ未定 8/11 ふたりの夜の始め方　（仮） 砂川雨路 680 8/11 ローレライ愛の調べ　 ルーシー・ゴードン/加川千津子540

8/25 改訂新版　ものの見方について　 笠信太郎 未定 8/11 小説　若おかみは小学生！　劇場版　 令丈ヒロ子/吉田玲子未定 8/11 富豪社長と暮らしたら、愉快なことになりまして。　（仮）藍里まめ 680 8/11 王子様のプロポーズ　 ソフィー・ウエストン/八坂よしみ540

8/25 英語　語源のフシギ　 石井米雄 未定 8/11 東京の散歩道　 窪川鶴次郎 1944 8/11 王太子様に、恋という名のお薬を　（仮） 坂野真夢 680 8/11 涙は雨音にかくして　 シャロン・サラ/霜月　桂920

8/25 ヒキコモリ漂流記　（仮） 山田ルイ53世 未定 8/11 僕の昭和史　 安岡章太郎 2700 8/11 未　定　 若菜モモ 680 8/11 マグノリアの夜明け　 エリカ・スピンドラー/文月菜緒810

8/25 ＭＥＧ　ザ・モンスター スティーヴ・オルテン/篠原　慎未定 8/21 ＹＫＫ秘録　 山崎　拓 886 8/29 明日を乞わない僕たちは　（仮） 野々原苺 648 8/11 伯爵夫人の出自　 ニコラ・コーニック/田中淑子840

8/25 ぐうたら生活入門　 遠藤周作 未定 8/11 島原の乱　キリシタン信仰と武装蜂起　 神田千里 1091 8/29 海に願いを　風に祈りを　そして君に誓いを　（仮）汐見夏衛 648 8/21 悪の猿　 Ｊ・Ｄ・バーカー/富永和子880

8/25 死化粧　 渡辺淳一 未定 8/11 興亡の世界史　東南アジア　多文明世界の発見　石澤良昭 1382 8/29 京都伏見・平安旅館　神様見習いのまかない飯　（仮）遠藤　遼 648

8/25 復活の日　 小松左京 未定 8/11 天皇の歴史(9）　天皇と宗教 小倉慈司/山口輝臣1361 8/29 空を泳いでキミへ　（仮） 夢　　雨 648 8/9 クラッシュマン　 柴田哲孝 780

8/25 火の鳥(5）　復活・羽衣編 手塚治虫 未定 8/11 往生要集　全現代語訳　 源　　信/川崎庸之1750 8/27 きみとキスがしたかった　（仮） 氷室愛結 648 8/9 贖　い(上）　 五十嵐貴久 750

8/25 火の鳥(6）　望郷編 手塚治虫 未定 8/3 とりかえ花嫁の冥婚　身代わりの伴侶　 貴嶋　啓/すがはら竜778 8/27 何度だって君に伝えるよ。　 天瀬ふゆ 648 8/9 贖　い(下）　 五十嵐貴久 750

8/25 検事の死命　 柚月裕子 未定 8/3 ＶＩＰ　兆候　 高岡ミズミ/沖麻実也745 8/9 自画像　 朝比奈あすか 730

8/25 救世主の条件(上）　キリストの暗号 中見利男 未定 8/3 龍の陽炎、Ｄｒ．の朧月　 樹生かなめ/奈良千春745 8/10 決定版　他人の心理が面白いほどわかる本　 おもしろ心理学会 821 8/9 ジャッジメント　 小林由香 600

8/25 救世主の条件(下）　キリストの暗号 中見利男 未定 8/3 ダ・ヴィンチと僕の時間旅行　運命の刻　 花夜　光/松本テマリ745 8/10 進化と絶滅のサバイバル　生きもののすごい話　おもしろ生物学会 745 8/9 暖簾のむこうは神様のお宿でした　 田井ノエル 690

8/25 棟居刑事の憤怒　 森村誠一 未定 8/21 小説の神様　あなたを読む物語(上）　 相沢沙呼 745 8/9 あやかし電気店の陰陽師(2）　 四葉タト 650

8/25 安楽死　 西村寿行 未定 8/21 異セカイ系　 名倉　編 778 8/9 ＭＯＲＩ　Ｍａｇａｚｉｎｅ　 森　博嗣 734 8/9 ときめき淫楽園　 睦月影郎 650

8/25 はだれ雪(上）　 葉室　麟 未定 8/21 閻魔堂沙羅の推理奇譚(3）　 木元哉多 842 8/9 人生の主導権を取り戻す「早起き」の技術　 古川武士 734 8/9 薫　り　 藍川　京/草凪　優710

8/25 はだれ雪(下）　 葉室　麟 未定 8/21 運命の恋　1/4　 望月拓海 778 8/9 もっと私らしく生きる最高の方法　 斎藤芳乃 734 8/9 楽天旅日記　 山本周五郎 730

8/25 さよなら、ビー玉父さん　 阿月まひる 未定 8/21 ドコニモナイ　 乙野四方字 778 8/9 旅する人は、いくつになっても美しい　 桐島洋子 734 8/9 用心棒たちの危機　 鳥羽　亮 660

8/25 うちの執事に願ったならば(5）　 高里椎奈 未定 8/9 一揆の民　（仮） 千野隆司 680

8/25 きのうの影踏み　 ●村深月 未定 8/11 厨房からウエディング　 千　　冬/転 691 8/6 美しい人はみな、自己管理ができている　 上野啓樹 680 8/9 遠き祈り　 築山　桂 680

8/25 京都なぞとき四季報　美女と古本と学園祭 円居　挽 未定 8/11 あなたが母親の手料理を食べられる回数は、残り328回です。　上野そら/pon-marsh691 8/6 三度目の少女　 宮ヶ瀬水 702 8/9 闇の射手　 築山　桂 680

8/25 警視庁監察室(2）　報復のカルマ 中谷航太郎 未定 8/11 カモフラ結婚　交際ゼロ日、夫婦はじめました　タカナシ/伊東フミ 691 8/6 本所憑きもの長屋　お守様　 福田　悠 702 8/9 悪女のゆめ　 木村忠啓 680

8/25 暴れん坊将軍　名君誕生(1）　（仮） 井川香四郎 未定 8/6 500円で覚える「ツボ押し」と「内臓ほぐし」の地図帳　青坂一寛 540

8/25 不惑のスクラム　 安藤祐介 未定 8/9 ポイズンドーター・ホーリーマザー　 湊かなえ 未定 8/25 剣客大名　柳生俊平(10）　 麻倉一矢 700

8/25 身代わり若殿　葉月定光(2）　（仮） 佐々木裕一 未定 8/9 白の恐怖　 鮎川哲也 未定 8/3 リガドス・パンデミック(上）　（仮） デイビッド・ウォルトン864 8/25 北町影同心(9）　 沖田正午 700

8/25 ニッポン泥棒(上）　 大沢在昌 未定 8/9 クリーピー(3）　（仮） 前川　裕 未定 8/3 リガドス・パンデミック(下）　（仮） デイビッド・ウォルトン864 8/25 未　定　 吉田雄亮 700

8/25 ニッポン泥棒(下）　 大沢在昌 未定 8/9 ヒューマン・デシジョン　出口の裁判官　岬剣一郎（仮）姉小路祐 未定 8/3 「運」の正体　（仮） 野村克也 745 8/25 人妻エアライン　（仮） 蒼井凜花 750

8/25 秘匿捜査　警視庁捜一刑事（仮） 須藤靖貴 未定 8/9 ゴッドマザー　（仮） 中村　啓 未定 8/3 世界に通用する「走攻守」の基本　（仮） 高代延博 745 8/25 エロい報告書　（仮） 葉月奏太 780

8/25 新訳　お気に召すまま　 シェイクスピア/河合祥一郎未定 8/9 消えたタンカー　新装版　 西村京太郎 未定 8/21 孤島の蜜嫁　（仮） 霧原一輝 702 8/21 サレンダー・トゥ・ザ・ハイランダー(原題）　 リンゼイ・サンズ/相野みちる1166

8/25 川越仲人処のおむすびさん　 石井颯良 未定 8/9 札幌・オホーツク　逆転の殺人　新装版　 深谷忠記 未定 8/30 恐怖箱　呪祭　（仮） 加藤　一 702 8/21 ビフォー・ザ・ストーム(原題）　 レスリー・テントラー/石原未奈子1080

8/25 七つの金印　完全版　（仮） 明石散人 未定 8/9 殺人行おくのほそ道(上）　松本清張プレミアム・ミステリー松本清張 未定 8/30 怪談師怖ろし話　骨々　（仮） 城谷　歩 702 8/11 愛妻寝取られ　禁断の牝調教　（仮） 深山幽谷 741

8/25 黒　幕　 上田秀人 未定 8/9 殺人行おくのほそ道(下）　松本清張プレミアム・ミステリー松本清張 未定 8/30 怨念怪異譚　首なし地蔵　（仮） 西浦和也 702 8/11 人妻になった同級生が僕と……　（仮） イズミエゴタ 741

8/25 颶風の王　 河崎秋子 未定 8/9 獅子の門　白虎編　 夢枕　獏 未定 8/31 竜のグリオールに絵を描いた男　（仮） ルーシャス・シェパード/内田昌之1080 8/11 熟年相姦告白　（仮） 素人投稿編集部 741

8/25 僕だけがいない街　Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｒｅｃｏｒｄ　 一　　肇/三部けい未定 8/9 わらべ歌　隅田川御用帳（仮）(18) 藤原緋沙子 未定 8/7 なまめきスーパー〈新装版〉　（仮） 北條拓人 713

8/25 女が死んでいる　 貫井徳郎 未定 8/9 雷鳴の響き　人情同心　神鳴り源蔵（仮） 小杉健治 未定 8/17 半熟義姉さん　（仮） 庵乃音人 713 8/24 都合のいい美臀　 上条麗南 未定

8/25 きみといたい、朽ち果てるまで　 坊木椎哉 未定 8/9 のっぺら　 霜島けい 未定 8/28 おねだりマッサージ　（仮） 美野　晶 713 8/24 北国の未亡人兄嫁〔喪服と雪肌〕　 なぎさ薫 未定

8/25 華舞鬼町おばけ写真館　灯り無し蕎麦とさくさく最中蒼月海里/六七質未定 8/9 つばくろ返し　ひなげし雨竜剣（仮）(3) 坂岡　真 未定 8/11 一夜限りの花嫁　（仮） エラ・クイン/髙橋佳奈子1188 8/24 高慢女上司を奴隷メイドにした七日間　 榊原澪央 未定

8/25 モニター越しの飼育　 大石　圭 未定 8/9 忍者大戦　黒ノ巻　 光文社文庫編集部未定 8/24 夢の裸エプロン生活〔一夫多妻〕　 上原　稜 未定

8/25 サークル　猟奇犯罪捜査官・厚田巌夫 内藤　了 未定 8/9 男泣川　剣客船頭(20) 稲葉　稔 未定 8/9 本が好き、悪口言うのはもっと好き　 高島俊男 950 8/24 孕ませ調教三重奏　 藤崎　玲 未定

8/10 安藤百福とその妻仁子　インスタントラーメンを生んだ夫妻の物語青山　誠 未定 8/9 鯨分限　 伊東　潤 未定 8/9 江藤淳と大江健三郎　戦後日本の政治と文学　小谷野敦 1026 8/24 ねっとり熟女　 鏡　龍樹 未定

8/11 子育て陰陽師　へっぽこアラサー男と狐と小さなお弟子さん真楠ヨウ/紀伊カンナ未定 8/9 ロビンソン・クルーソー　 デフォー/唐戸信嘉未定 8/9 漢字とアジア　 石川九楊 972 8/11 新妻　終身牝奴隷　 佳奈　淳 未定

8/11 博多あやかし食堂よろず　ふっくらご飯とばあちゃんの筑前煮あさぎ千夜春/紅木　春未定 8/9 いま、希望とは　 サルトル/レヴィ 未定 8/9 狂い咲け、フリ－ダム　アナキズム・アンソロジー栗原　康 950 8/11 ふたりの美人課長〔完全調教〕　 綺羅　光 未定

8/11 あやかし夫婦は眷属たちに愛を歌う。　 友麻　碧/あやとき未定 8/9 書き残された関東大震災朝鮮人虐殺記録　 西崎雅夫 972

8/11 ぼんくら陰陽師の鬼嫁(4）　 秋田みやび/しのとうこ未定 中 初心者から中級者まで楽しめる　１手・３手・５手の詰将棋　詰将棋達人倶楽部/広瀬章人700 8/9 西成山王ホテル　 黒岩重吾 886 8/6 江戸三百藩　（仮） 山本　明 691

8/11 桜花妃料理帖(2）　 佐藤　三/comet 未定 8/9 精講　漢文　 前野直彬 1836 8/6 男たちの掟　ものぐさ右近人情剣（仮） 鳴海　丈 778

8/11 特命！　窓際のジムセン　貴殿に「東京事務センター」への配属を命ずる。古木和真/モリエサトシ未定 8/7 人生は４つの「おつきあい」　 小林正観 756 8/9 「きめ方」の論理　社会的決定理論への招待 佐伯　胖 1404 8/6 奪　還　警視庁極秘戦闘班（仮） 南　英男 799

8/27 レッドスワンの奏鳴　赤羽高校サッカー部 綾崎　隼/ワカマツカオリ未定 8/9 人知原理論　 ジョージ・バークリー/宮武　昭1188 8/6 不帰ノ嶮殺人山行　（仮） 梓林太郎 778

8/27 アリクイのいんぼう　魔女と魔法のモカロールと消しハン鳩見すた 未定 8/22 なんてやつだ　よろず相談屋繁盛　 野口　卓 未定 8/9 西洋古典学入門　叙情詩から演劇詩へ　 久保正彰 1080 8/6 新編　日本朝鮮戦争　炎熱の世紀　第二部　北朝鮮に潜入せよ　（仮）森　　詠 842

8/27 吉原百菓ひとくちの夢(2）　（仮） 江中みのり 未定 8/22 おれたちの故郷　 佐川光晴 未定 8/9 裏社会の日本史　 フィリップ・ポンス/安永　愛1836

8/27 恋する死神と、僕が忘れた夏　 五十嵐雄策 未定 8/22 英語屋さん　 源氏鶏太 未定 8/4 真っ向勝負　火盗改しノ字組(1) 坂岡　真 未定

8/22 根本陸夫伝　プロ野球のすべてを知っていた男高橋安幸 未定 8/22 背徳についての七篇―黒い炎　 円地文子/永井荷風756 8/4 夏の雪　新・酔いどれ小籐次(12) 佐伯泰英 810

8/10 サーベル警視庁　 今野　敏 未定 8/22 イタリアのしっぽ　 内田洋子 未定 8/22 歌丸 不死鳥ひとり語り　 桂　歌丸/長井好弘907 8/4 劉　邦(3）　 宮城谷昌光 810

8/10 風に吹かれて　 樋口明雄 未定 8/22 竹田城　 奈波はるか 未定 8/22 エッセイの書き方　読んでもらえる文章のコツ 岸本葉子 未定 8/4 劉　邦(4）　 宮城谷昌光 810

8/10 菓子屋横丁月光荘　歌う家　 ほしおさなえ 未定 8/22 すててこ　　寄席品川清洲亭(2) 奥山景布子 未定 8/22 日本語びいき　 清水由美/ヨシタケシンスケ756 8/4 半分、青い。(下）　 北川悦吏子 950

8/10 ネコと昼寝　れんげ荘物語　 群ようこ 583 8/22 クジラは歌をうたう　 持地佑季子 未定 8/22 富　士　 武田泰淳 1296 8/4 利休にたずねよ　 山本兼一 918

8/10 ふたりの花見弁当　食堂のおばちゃん(4）　 山口恵以子 648 8/22 短編伝説　別れる理由 集英社文庫編集部未定 8/22 俳句の五十年　 高濱●子 886 8/4 姫　神　 安部龍太郎 832

8/10 励み場　 青山文平 未定 8/22 盡忠報国　　岳飛伝・大水滸読本 北方謙三 未定 8/22 白頭の人　大谷刑部吉継の生涯 富樫倫太郎 907 8/4 錆びた滑車　 若竹七海 886

8/10 春はまだか　くらまし屋稼業　 今村翔吾 未定 8/22 砂漠の空から冷凍チキン　（仮） デレク・B・ミラー/加藤　洋子未定 8/22 恋の十和田、死の猪苗代　新装版 西村京太郎 713 8/4 ナナフシ　 幸田真音 864

8/10 新・剣客太平記(9）　（仮） 岡本さとる 648 8/22 七不思議のつくりかた　 長谷川夕/慧　　子未定 8/22 亀と観覧車　 ●口有介 799 8/4 片桐大三郎とＸＹＺの悲劇　 倉知　淳 1058

8/10 閻魔裁き(3）　（仮） 風野真知雄 583 8/22 ガーデン・オブ・フェアリーテイル　造園家と緑を枯らす少女　東堂　燦/友風子 未定 8/22 編集者冥利の生活　 古山高麗雄 972 8/4 鬼九郎孤月剣　舫鬼九郎(4) 高橋克彦 1512

8/22 映画ノベライズ　覚悟はいいかそこの女子。　 藍川竜樹/椎葉ナナ未定 8/22 孫子・呉子　 町田三郎/尾崎秀樹972 8/4 源氏物語の女君たち　 瀬戸内寂聴 778

8/4 須賀敦子全集別巻　「対談鼎談篇」　 須賀敦子 1296 8/22 小説版　金魚妻　 夏目　陶/黒澤　R未定 8/22 食道楽　 村井弦斎/村井米子972 8/4 メンチカツの丸かじり　 東海林さだお 734

8/4 奇跡の六番勝負　瀬川晶司はなぜプロ棋士になれたのか古田　靖 832 8/22 大唐帝国　中国の中世 宮崎市定 1080 8/4 名画の●　対決篇　 中野京子 929

8/4 罪深き緑の夏　 服部まゆみ 896 8/8 ファイアマン(上）　 ジョー・ヒル 1080 8/4 人間、やっぱり情でんなぁ　 竹本住大夫 821

8/4 きょうのできごと、十年後　 柴崎友香 648 8/8 ファイアマン(下）　 ジョー・ヒル 1080 下 ググってはいけない禁断の言葉(2）　（仮） 未　　定 680 8/4 かぐや姫の物語　 スタジオジブリ/文春文庫編集部1404

8/4 アフリカの日々　 イサク・ディネセン/横山貞子1512 8/8 桃源郷ラビリンス　 岡山ヒロミ/あづみ冬留529 下 知ったら怖い未解決ミステリー　（仮） 未　　定 691 8/4 殴り合う貴族たち　 繁田信一 1404

8/4 バビロンの大金持ち　 イサク・ディネセン/横山貞子842 8/8 いつも私で生きていく　 草笛光子 616

8/4 人みな眠りて　 カート・ヴォネガット/大森　望994 8/8 抱擁／この世でいちばん冴えたやりかた　 ●原　登 724 8/11 黒後家蜘蛛の会(3）　〔新版〕 アイザック・アシモフ/池　央耿未定 8/4 活版印刷三日月堂　雲の日記帳　 ほしおさなえ 734

8/4 運命を引き受ける　 佐々木常夫 691 8/8 真犯人　 翔田　寛 767 8/11 夜光亭の一夜　宝引の辰捕者帳ミステリ傑作選●坂妻夫/末國善己未定 8/4 ズッコケ中年三人組　45歳の山賊修業中　 那須正幹 670

8/8 突きの鬼一　 鈴木英治 670 8/11 猫のまぼろし、猫のまどわし　 東　雅夫 未定 8/4 江の島ねこもり食堂　 名取佐和子 713

8/8 禁断姦淫　特選　近親相姦　母と息子　 白書編集部 702 8/8 突きの鬼一　夕立　 鈴木英治 670 8/11 人魚と十六夜の魔法　ぬばたまおろち、しらたまおろち白鷺あおい 未定 8/4 流鏑馬ガール！　青森県立一本杉高校、一射必中！　相戸結衣 691

8/8 はやぶさ与力　飛翔剣　 藤村与一郎 702 8/8 ラーメンにシャンデリア　 風カオル 648 8/23 災いをまとう女　（仮） ヘレン・マクロイ/駒月雅子未定 8/4 奇譚新聞「ヨコハマ・ミステリ」　（仮） 澤見　彰 734

8/8 外道斬り　影法師殺し控　 和久田正明 702 8/8 小説　響　ＨＩＢＩＫＩ　 豊田美加/響制作委員会551 8/31 ローズ・アンダーファイア　（仮） エリザベス・ウェイン/吉澤康子未定

8/8 若さま恋桜始末　 山手樹一郎 702 8/8 赤道　星降る夜　 古内一絵 724 8/31 王とサーカス　 米澤穂信 未定 8/22 あなたに必要なストレッチがわかる本　（仮） 中野ジェームズ修一929

8/8 激闘　太平洋大海戦　 林　譲治 1026 8/8 ロックンロール・ストリップ　 木下半太 788 8/31 お節介な放課後　御出学園帰宅部の困惑（仮）阿藤　玲 未定 8/22 すし図鑑　（仮） ぼうずコンニャク 929

8/8 なぞとき遺跡発掘部(2）　 日向夏/vient 616 8/21 万国菓子舗　お気に召すまま　～満ちていく月と丸い丸いバウムクーヘン～　溝口智子/げ　　み699

上 ねんねこ書房謎解き帖　文豪の尋ね人　 伽古屋圭市 700 8/8 英国紅茶予言師　古城の悪魔　 七海花音/ねぎしきょうこ583 8/2 一緒にいてラクな人、疲れる人　人と会うのが楽しみになる心理学古宮　昇 734 8/21 茄子神様の料理店　～エッグプラネット～　（仮）矢　　凪/未　　定 699

上 悪徳（ブラック）探偵(4）　 安達　瑶 720 8/8 神様の護り猫　最後の願い叶えます　 朝比奈希夜/mocha616 8/2 「大日本帝国」失敗の研究 〔1868－1945〕　政治力の衰えが敗戦を招いた瀧澤　中 842

上 落語小説　えんま寄席　 車　浮代 670 8/2 日本史・あの人の意外な「後半生」　（仮） クリエイティブ・スイート799 8/29 女が憧れ、男も惚れる戦国武将　 房野史典 680

上 十津川警部捜査行　北の欲望　南の殺意　 西村京太郎 720 中 脳年齢若返りドリル　 児玉光雄 540 8/2 精神科は今日も、やりたい放題　医者が教える、過激ながらも大切な話内海　聡 734 8/29 一瞬で相手の心を読み、自在に誘導する方法　内藤誼人 648

上 探偵刑事　 南　英男 740 8/2 感情の整理ができる女は、うまくいく　 有川真由美 734 8/29 神さまの家庭訪問　 キャメレオン竹田 702

上 湘南の妻たちへ　 睦月影郎 660 8/4 伊四〇〇型潜水艦　最後の航跡(上）　 ジョン・Ｊ・ゲへーガン/秋山　勝1188 8/8 本所おけら長屋(11）　 畠山健二 670 8/21 抜群の若返り！　「骨トレ」100秒　 太田博明 680

上 原爆ドーム　０磁場の殺人　 吉村達也 800 8/4 伊四〇〇型潜水艦　最後の航跡(下）　 ジョン・Ｊ・ゲへーガン/秋山　勝1188 8/17 文蔵　2018.9　 「文蔵」編集部 756 8/21 歯を磨くと超健康になる！　 佐藤　仁/中田美知子680

上 大久保利通　わが維新、いまだ成らず　 渡辺房男 700 8/4 幕末明治　不平士族ものがたり　 野口武彦 1058 8/21 相手をトリコにする「おもしろい話」ができる本　村瀬　健 680

上 翡翠の色の、君だけの夏。　「視える」修復士と洋館の謎　渡波みずき 700 8/4 本と暮らせば　 出久根達郎 972 8/10 絶対零度(上）　 酒井雅秋/未　　定未定 8/21 「孤独」という時間の最高の愉しみ方　 山﨑武也 680

8/3 Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　Ｆｅｖｅｒ　（仮） リサ・マリー・ライス未定 8/21 シンプルな生き方63のルール　 浅野裕子 680
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8/4 狼公爵の寵花　（仮） 宇奈月香/氷堂れん691 8/17 セックス・カンパニー　（仮） 鏡　　遊/未　　定未定 8/18 クズと天使の二周目生活(3）　 天津　向/うかみ 未定

8/4 物置小屋の王子様　（仮） 桜井さくや/緒　　花713 8/18 クロハルメイカーズ(2）　最初のファンとラブコメと友情の作り方砂義出雲/冬馬来彩未定

8/31 サウザンドメモリーズ(2）　 田口仙年堂 未定 8/18 ジャナ研の憂鬱な事件簿(4）　 酒井田寛太郎/白身魚未定

中 りゅうおうのおしごと！(9）　 白鳥士郎/しらび 680 8/31 黒堕ち白魔道士は解放禁呪で女神を穢す(2）　～就職氷河期世代の俺が転生してヤりたい放題～ひびき遊/てんまそ未定 8/18 物理的に孤立している俺の高校生活(5）　 森田季節/Mika Pikazo未定

中 りゅうおうのおしごと！(9）　ドラマＣＤ付き限定特装版白鳥士郎/しらび 2592 8/31 嘘がわかる俺は、嘘つき少女を攻略することにした。　三田千恵/しぐれうい未定 8/18 編集長殺し(3）　 川岸殴魚/ク　　ロ未定

中 デーモンロード・ニュービー(3）　～ＶＲＭＭＯ世界の生産職魔王～山和　平/伊藤宗一670 8/31 佐伯さんと、ひとつ屋根の下　Ｉ’ｌｌ　ｈａｖｅ　Ｓｈｅｒｂｅｔ！(5)九　　曜/フライ 未定

中 私を自分のものにした責任とってよね(2）　～シロもそう思います～火海坂猫/うなさか670 8/31 最強案内人の俺が異世界美少女を操り、死にゲークリアに導くまで　鳳乃一真/天之　有未定 8/9 エロウサギでごめんなさい　 白露にしき/駒城ミチヲ745

中 魔王の娘だと疑われてタイヘンです！　ＬＶ．１　剣士の娘にニラまれてます！姫ノ木あく/よう太 659 8/9 神さまの飯屋　 成瀬かの/伊東七つ生745

中 我が驍勇にふるえよ天地(8）　～アレクシス帝国興隆記～あわむら赤光/卵の黄身691 8/20 甘城ブリリアントパーク(9）　 賀東招二/なかじまゆか未定

8/20 アサシンズプライド(8）　（仮） 天城ケイ/ニノモトニノ未定 8/11 三千世界の鴉を殺し　ＳＥＱＵＥＬ(1）　 津守時生/麻々原絵里依691

8/24 男子寮にようこそ　 若月京子/こうじま奈月680 8/20 始まりの魔法使い(4）　魔術の時代 石之宮カント/ファルまろ未定

8/24 銀の王は黒豹に愛を捧げる　 釘宮つかさ/Ciel 700 8/20 グランクレスト戦記ＤＯ　英雄の系譜 水野　良/深　　遊未定 8/11 恋敵と虹彩　～イエスかノーか半分か番外篇～(2)一穂ミチ/竹美家らら799

8/24 ハダカで恋していたいから。　 かがちはかおる/一夜人見680 8/20 放課後は、異世界喫茶でコーヒーを(4）　 風見鶏/ｕ　　介 未定 8/11 心を半分残したままでいる(3）　 砂原糖子/●西リカコ670

8/20 ファイフステル・サーガ(2）　再臨の魔王と草原の灰エルフ師走トオル/有坂あこ未定 8/11 捜査官は愛を乞う　 鳥谷しず/小山田あみ670

9/1 新・星をひとつ貰っちゃったので、なんとかやってみる(2）　茂木　鈴/珂弐之ニカ864 8/20 通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？(6）　井中だちま/飯田ぽち。未定 8/11 ＡＶみたいな恋ですが　 椿姫せいら/北沢きょう670

8/20 ヒトよ、最弱なる牙を以て世界を灯す剣となれ　グラファリア叙事詩上総朋大/細居美恵子未定

8/27 そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞(2）　 ●●臥命/夕　　薙未定 8/20 お前ら、おひとり様の俺のこと好きすぎだろ。　凪木エコ/あゆま紗由未定 中 サイコパスの協奏曲――だから僕は考えるのをやめた――　（仮）未　　定 648

8/27 暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが(3）　赤井まつり/東　　西未定 8/20 デート・ア・ライブ(19）　澪トゥルーエンド 橘　公司/つなこ 未定 中 あやかし蔵の管理人　（仮） 朝比奈和 659

8/27 異世界魔法は遅れてる！(9）　 ●●臥命/猫鍋　蒼未定 8/20 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉(3）　大黒尚人/ゆらん未定 中 ようこそアヤカシ相談所へ　（仮） 未　　定 659

8/27 劣化魔法の教育者(1）　 きなこ軍曹/ランサネ未定 8/20 俺が好きなのは妹だけど妹じゃない(7）　 恵比須清司/ぎん太郎未定 8/22 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界(7）　 蒼空チョコ 691

8/27 外れスキル 〔地図化（マッピング）〕を手にした少年は最強パーティーとダンジョンに挑む(2）　鴨野うどん/雫綺一生未定 8/20 ロード・オブ・リライト(3）　―最強スキル《魔眼》で始める反英雄譚―十本スイ/柴乃櫂人未定

8/27 異世界迷宮の最深部を目指そう(11）　 割内タリサ/鵜飼沙樹未定 8/20 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦(5）　細音　啓/猫鍋　蒼未定 8/7 ラブ・アゲイン！　 槇原まき 691

8/20 ハーレム・スコードロン　ｏｐｓ．01　 上杉託也/へいろー未定 8/7 らぶ☆ダイエット(1）　 久石ケイ 691

8/29 気まぐれ猫、餌付けされました　 森本あき/尾賀トモ730 8/20 デート・ア・バレット(4）　 東出祐一郎/NOCO未定 8/7 君と出逢って(3）　 井上美珠 691

8/20 お助けキャラに彼女がいるわけないじゃないですか(3）　はむばね/sune 未定

8/27 魔導騎士学園の劣等講師　攻撃力と防御力に包容力もカンストしてるお父様が大好きです。三河ごーすと/茨　　乃未定 8/11 公爵様と仲良くなるだけの簡単なお仕事　 江本マシメサ 691

8/27 てのひら開拓村で異世界建国記(4）　～増えてく嫁たちとのんびり無人島ライフ～星崎　崑/あるや 未定 下 百合ヨメのいる世界　（仮） あらおし悠/相川たつき778 8/11 猫の手でもよろしければ　 遊森謡子 691

8/27 異世界拷問姫(7）　 綾里けいし/鵜飼沙樹未定 8/11 転生者はチートを望まない(2）　 奈月　葵 691

8/27 緋弾のアリア(29）　 赤松中学/こぶいち未定 下 囚われた美少女捜査官　神代さくら　肛虐魔悦の学園筑摩十幸/孤裡精770

8/27 先生とラブコメ。　（仮） 鏡　　遊/おりょう 未定 8/11 ダンジョンシーカー(4）　 サカモト666 659

8/27 プロゲーマーになって最強ガールズとチームを組んだ話　（仮）さくらいたろう 未定 8/21 溺愛ジュリエット　 愁堂れな/榊　空也680 8/11 転生しちゃったよ（いや、ごめん）(3）　 ヘッドホン侍 659

8/27 チアーズ！(3）　 赤松中学/こぶいち未定 8/21 キスと小鳥　 間之あまの/●川　愛680 8/11 強くてニューサーガ(4）　 阿部正行 659

8/21 同居社長に甘やかされてます。　 ナツ之えだまめ/陵クミコ680

8/2 ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ０　―シュタインズ・ゲート　ゼロ―　亡失流転のソリチュード(上）　浜崎達也/huke 未定 8/21 御曹司に溺愛されるお仕事です　 金坂理衣子/街子マドカ680 8/31 白と黒　（仮） 雪兎ざっく 691

8/2 この世界で９番目ぐらいな俺、異世界人の監視役に駆り出されました(2）　東雲立風/あれっくす未定 8/31 執愛王子の専属使用人　 神矢千璃 691

8/2 美少女作家と目指すミリオンセラアアアアアアアアッ！！(4）　春日部タケル/Mika Pikazo未定 8/3 終末のアダム　（仮） ●　一郎 670

8/2 日常ではさえないただのおっさん、本当は地上最強の戦神　相野　仁/桑島黎音未定 8/3 我が姫にささぐダーティープレイ(2）　 小山恭平/ファルまろ691 8/23 女嫌い国王は、嫁が大好きなのに溺愛の仕方がわかりません。　（仮）藍井　恵/弓槻みあ788

8/2 特殊性癖教室へようこそ(2）　 中西　鼎/魔太郎未定 8/3 幼い女神はかく語りき(2）　 暇奈　椿/夕　　薙756 8/23 陛下、溺愛が過ぎます！　（仮） 伽月るーこ/天路ゆうつづ788

8/2 異世界ゲーム神話大系　可愛い女神のお願いなのでユニークスキルで異世界を少しひねってくる山志多寿/すーぱーぞんび未定

8/2 スピリット・アームズ　君と聖女の未完成な現実本山　葵/姐　　川未定 8/21 死にたがり薬学令嬢　（仮） さ　　き/煮たか 689 8/27 未　定　 成瀬かの/未　　定648

8/2 ゼロの大賢者(2）　～若返った最強賢者は正体を隠して成り上がる～夏海ユウ/吉田依世未定 8/21 第三王子は発光ブツにつき、直視注意！(3）　山田桐子/三月リヒト689 8/27 未　定　 水原とほる/未　　定648

8/21 魔女の天職　魔王に恋するだけの簡単なお仕事です　（仮）めぐみ和季/雲屋ゆきお689

8/2 アルバート家の令嬢は没落をご所望です(4）　さ　　き/双葉はづき未定 8/31 トカゲといっしょ(3）　 岩舘野良猫/ぴ　　ず660

8/2 ジャマしないでよ、大神くん！　再生数100万回めざして、実況中！？あずまの章/夏芽もも未定 9/1 王太子妃になんてなりたくない！！(7）　 月神サキ/蔦森えん700 8/31 勇者の隣の一般人(2）　 髭付きだるま/ふーみ680

8/2 花仙国伝　後宮の睡蓮と月の剣 天川栄人/宵マチ未定 8/31 アラフォー社畜のゴーレムマスター(4）　 高見梁川/吉沢メガネ620

8/2 後宮の天華　暁に捧ぐ誓い あさば深雪/すがはら竜未定 8/21 俳優とベビーシッター秘密の恋　 星野　伶 702

8/2 救国の戦乙女は幸せになりたい！　ただし、腹黒王子の求婚はお断り！？秋桜ヒロロ/縹ヨツバ未定 8/24 化け猫にゃんにゃん恋の船頭　 真崎ひかる/三池ろむこ669

8/2 千本桜(3）　 一斗まる/黒うさP未定 8/21 レストランかのん　異世界店へようこそ　 一文字鈴 702 8/24 はじめましてスウィート・ホーム　 碧井アオ/茶渋たむ669

8/2 溺愛騎士と無垢な愛妻　 貫井ひつじ/明神　翼未定 8/21 聖者の贈り物　（仮） 雨宮四季/や　　ん734 8/11 ロイヤルガーデン内恋愛禁止！？　～夜会で公開プロポーズ～　花川戸菖蒲/アオイ冬子750

8/2 鬼神様はパフェの虜につき　 久我有加/麻々原絵里依未定 8/21 異世界で見習い神主はじめました　 雛宮さゆら/三浦采華756

8/2 完璧幼馴染の愛に溺れています　 chi-co/陵クミコ 未定 中 あやかし姫はエロエロです　（仮） 橘　ぱん/みさくらなんこつ未定

8/11 辻褄先生のオカルトフォトクリップ　 篠宮あすか/えいひ691 中 東郷ビスマルクちゃんは提督候補生の言いなり　（仮）巽飛呂彦/日吉ハナ未定

8/2 お試し結婚だったハズでしたが、赤ちゃんが生まれまして！　草野　來/弓槻みあ未定 中 我が家のリリアナさんと冬休み　（仮） 山口　陽/葵　　渚未定

8/2 ヲタ婚！　ウチの社長と趣味が合うなんて！　私が奥さまなんてマジですかっ？粟生　慧/SHABON未定 8/27 秘密を授かった夜　（仮） 御堂志生/氷堂れん740

8/27 無表情御曹司の溺愛探求　（仮） 佐々千尋/要まりこ740 8/11 添い寝から始めました。　 水無月さらら/野木　薫未定

8/11 錆喰いビスコ(2）　血迫！超仙力ケルシンハ 瘤久保慎司/赤岸　Ｋ未定

8/11 ガンゲイル・オンライン(8）―フォース・スクワッド・ジャム―(中)時雨沢恵一/黒星紅白未定 8/18 神主サマはスパダリでした　（仮） 橘かおる/未　　定740 中 忘却の呪いにかかった皇帝　（仮） 蒼磨　奏/芦原モカ未定

8/11 はたらく魔王さま！ＳＰ(2）　 和ヶ原聡司/029 未定 8/18 オメガバースの不完全性定理　（仮） 義月粧子/星名あんじ740 中 禁断恋鎖　お義兄さまと私の異常な愛欲　 冬島六花/藤浪まり未定

8/11 マモノな少女に囲まれたけど、果たして俺は「おいしい」のだろうか。(2）　三鏡一敏/ファルまろ未定 中 魔王の蜜縛　（仮） なつきしずる/旭　　炬未定

8/11 ＨｅｌｌｏＨｅｌｌｏ　ａｎｄ　Ｈｅｌｌｏ　～ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　ｍｉｎｄ～葉月　文/ぶーた 未定 8/7 僕の愛しい妻だから　 桜　朱理/SHABON740

8/11 天鏡のアルデラミン(14）　 宇野朴人/竜　　徹未定 上 王子さまに溺愛されています　（仮） 希彗まゆ/山田パン未定

8/11 ナイトメア・ゲーム　（仮） 真坂マサル 未定 8/2 ドＭ侍女と亡国の王子（笑）　不憫で自由な大団円！　秋杜フユ/サカノ景子637 上 新妻調教　淫らな愛の目覚め 夜原月見/御子柴リョウ未定

8/11 タタの魔法使い(2）　 うーぱー/佐藤ショウジ未定 8/2 招かれざる小夜啼鳥は死を呼ぶ花嫁　ガーランド王国秘話　久賀理世/ねぎしきょうこ734 上 オパール文庫極甘アンソロジー(3）　シンデレラママ！（仮）佐木ささめ/伽月るーこ未定

8/11 魔法科高校の劣等生(26）　インベージョン編 佐島　勤/石田可奈未定 8/2 真珠姫の再婚　 高山ちあき/白谷ゆう680

8/11 クローバーズ・リグレット(3）　 渡瀬草一郎/ぎん太未定 8/11 溺愛執事のいじわるレッスン　 髙月まつり/明神　翼650

8/25 神域のカンピオーネス(3）　黄泉比良坂 丈月　城/BUNBUN未定

8/11 茉莉花官吏伝(4）　良禽、茘枝を択んで棲む 石田リンネ/Izumi未定 8/25 異世界Ｃマート繁盛記(7）　 新木　伸/あるや 未定 8/18 Ｌａｎｃｅ　Ｎ’　Ｍａｓｑｕｅｓ(9）　～ランス・アンド・マスクス～子安秀明/茨　　乃702

8/11 落ちこぼれ王女と黒の番犬　 結都せと/北沢きょう未定 8/25 隠れたがり希少種族は〔調薬〕スキルで絆を結ぶ　イナンナ/美和野らぐ未定

8/11 幼馴染みで悪魔な騎士は、私のことが大嫌い　編乃肌/おの秋人未定 8/25 貴方がわたしを好きになる自信はありませんが、わたしが貴方を好きになる自信はあります(3）　鈴木大輔/タイキ 未定 8/2 やりなおし英雄の教育日誌(3）　 涼暮　皐/桑島黎音669

8/11 にわか姫大夫の宮中事情　～男装女官のお仕事～小田菜摘/三浦ひらく未定 8/25 魔王をプロデュース！　ドルヲタの俺が異世界で亜人種アイドルユニットのＰになるまで　ジョニー音田/白　　狼未定 8/2 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？(6）　手島史詞/COMTA669

8/11 異世界トリップしたその場で食べられちゃいました(3）　五十鈴スミレ/加々見絵里未定 8/25 おっさん吸血鬼と聖女。　 稲荷　竜/晩杯あきら未定 8/2 異世界クエストは放課後に！(3）　 空埜一樹/児玉　酉669

8/2 精霊幻想記(11）　 北山結莉/Riv 669

8/21 トレイン・トラベラーズ！　 ベーテ・有理・黒崎/グループSNE未定 8/22 謎めいた夜は公爵と探偵を　 ケリー・ボウエン/高里ひろ未定 8/2 あんたなんかと付き合えるわけないじゃん！ムリ！ムリ！大好き！(3）　内堀優一/希望つばめ669

8/2 バグゲーやったら異世界転移したので、可愛い女の子だけでギルドを作ってみた　アカバコウヨウ/手島nari。669
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