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日本人の質問 ドナルド･キーン 691 1 うちのご近所さん 群ようこ 未定 光文社文庫 8 地に巣くう あさのあつこ 未定

〔新版〕西部戦線前史 山崎雅弘 1,620 2 メルカトル 長野まゆみ 未定 椿　姫 デュマ・フィス 未定

エイリアン超古代の牙 菊地秀行 799 3 ９５ 早見和真 未定 リヴァイアサン 2 ホッブズ 未定

工作名カサンドラ 曽根圭介 821 4 五瓣の椿 山本周五郎 未定 日本百名宿 柏井　壽 未定

杉下右京の多忙な休日 碇　卯人 778 5 いつかすべての恋が思い出になる はあちゅう 未定 「すべてを引き受ける」という思想 吉本隆明 未定

精鋭 今野　敏 756 6 カサンドラ 桑原水菜 未定 年上の人　特選近親相姦 4 白書編集部 702

みそっかす王女の結婚事情 （仮） 富樫聖夜 691 7 ＧＥＥＫＳＴＥＲ 大倉崇裕 未定 隼人始末剣　最強の本所方与力 2 誉田龍一 702

茨の指輪と長い夢 （仮） 荷　　鴣 713 8 いつかの人質 芦沢　央 未定 姫さま剣客　柳生飛鳥 2 八神淳一 702

10 性の体験告白 熟れた果実（仮） サンケイスポーツ 810 9 嘘つき就職相談員とヘンクツ理系女子 松崎有理 未定 無双の拝領剣 2 山田　剛 702

雨月物語 上田秋成 未定 10 メイズ・ランナー （仮） 3 J・ダシュナー 未定 寺社方諸国目付 （仮） 島田一男 907

子規居士の周囲 柴田宵曲 未定 11 ドラコニアの夢 澁澤龍彦 未定 超時空自衛隊 遥　士伸 1,000

桜の実の熟する時 島崎藤村 未定 12 棟居刑事・悪の山 森村誠一 未定 整理整頓ガール　その愛は整頓しては～ 朝陽ゆりね 702

娘たちの空返事 他一篇 モラティン 未定 13 隠密同心 幻の孤影 小杉健治 未定 秘書への不埒な行為は、ご遠慮ください！ 神埼たわ 702

真理のことば 中村　元 未定 14 滅びの季節に《花》と《獣》は 上 新　八角 未定 江戸春画　奔放なる性愛芸術 4 吉崎淳二 1,080

済州島四・三事件 文京洙 未定 15 ドウルマスターズ 5 佐島　勤 未定 図解　いちばんやさしい哲学の本 沢辺有司 700

大逆事件 死と生の群像 田中伸尚 未定 16 タタの魔法使い うーぱー 未定 ぼくはアスペルガー症候群 権田真吾 680
ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 28 アプレンティス・イン・デス （原題） J・D・ロブ 1,037 17 ソードアート・オンライン　プログレッシブ 5 川原　礫 未定 初恋ラプソディ 高岡みる 680

必死攻撃の残像 渡辺洋二 918 18 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 16 聴猫芝居 未定 漫画家の明石先生は実は妖怪でした。 霜月りつ 734

最後の特攻 宇垣纒 小山美千代 907 19 できそこないのフェアリーテイル 藻野多摩夫 未定 雷神は陰陽師を恋呪する 雛宮さゆら 734

日本海海戦の証言 戸高一成 907 20 天使の３Ｐ！× 11 蒼山サグ 未定 魔大公の生け贄花嫁 ウナミサクラ 734

石原莞爾 満州合衆国 早瀬利之 918 21 狼と香辛料 Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｏｇ 20 支倉凍砂 未定 主任、そのギャップは危険すぎます！ （仮） 麻生ミカリ 690

「愛宕」奮戦記〈新装版〉 小板橋孝策 853 22 ミニチュア緒花は毒がある。 岩田洋季 未定 金曜日の秘密 （仮） 七福さゆり 690

29とＪＫ ～夢のあとさき～ 4 裕時悠示 659 23 優雅な歌声が最高の復讐である 樹戸英斗 未定 イケメン社長はお隣のOLとイチャイチャ料理… 見月ゆりこ 690

ダンジョンに出会いを求めるのは間違って… 13 大森藤ノ 659 24 未踏召喚://ブラッドサイン 8 鎌池和馬 未定 ｻﾝﾏｰｸ出版 9 弘兼式　なり行きまかせな生き方のススメ 弘兼憲史 756

ミリオタＪＫ妹！ 内田弘樹 648 25 俺の青春に、ゲームなど不要！ 高峰自由 未定 未　定 佐木ささめ 740

デーモンロード・ニュービー 2 山和　平 659 26 あやかし双子のお医者さん 5 椎名蓮月 未定 執着ドクターの溺愛治療 （仮） 青井千寿 740
可愛い女の子に攻略されるのは好きですか? 天乃聖樹 648 27 春華とりかえ抄　 2 一石月下 未定 16 異世界で癒しの神さまと熱愛 （仮） 伊郷ルウ 740

最強同士がお見合いした結果 菱川さかく 648 28 雪華後宮記 宮女試験とユーレイ公主 在原小与 未定 桃太郎姫七変化 もんなか紋三捕物帳 井川香四郎 720

たとえばﾗｽﾄﾀﾞﾝｼﾞｮﾝ前の村の少年が… 4 サトウとシオ 670 29 紅霞後宮物語　第七幕 雪村花菜 未定 桜の下で待っている 彩瀬まる 640

なぜ、勉強ｵﾀｸが異能戦でもﾄｯﾌﾟを独走… 3 霜野おつかい 659 30 桜花妃料理帖 佐藤　三 未定 学園天国 五十嵐貴久 780

魔王の娘を嫁に田舎暮らしを始めたが… 2 手島史詞 659 31 鈴蘭学園物語 2 シグレ 未定 信長の傭兵 津本　陽 720

愛を求めて ローラ･ランドン 934 32 キミの、記憶のかけら。 ゆーり 未定 流転　浅草機動捜査隊 鳴海　章 730

氷の女王の誘惑 キャリー・ハットン 876 33 ＤＯＬＬ まりあ 未定 三人屋 原田ひ香 670

熱情カルテット 真宮藍璃 690 34 金曜日の本屋さん 冬のバニラアイス 4 名取佐和子 648 幕末愚連隊 幡　大介 740

俺をダメにする過保護な男 今井茶環 690 35 世界で一番美しい病気 中島らも 648 報復の犬 南　英男 750

英雄覇道の狐巫女 1 岩山　駆 745 36 髪結の亭主 炎の紅たすき 9 和久田正明 734 岳飛伝 戎旌の章 16 北方謙三 未定

異世界迷宮の最深部を目指そう 10 割内タリサ 810 37 新・剣客太平記 8 岡本さとる 648 浮雲心霊奇譚 妖刀の理 神永　学 未定

現実主義勇者の王国再建記 6 どぜう丸 745 38 さくさくかるめいら　居酒屋ぜんや 4 坂井希久子 626 墓標なき街 逢坂　剛 未定

転生勇者の成り上がり 再臨する剣 3 雨宮和希 745 39 あきない世傳　金と銀 転流篇 5 髙田　郁 626 ラメルノエリキサ 渡辺　優 未定

未　定 栗城　偲 680 40 結び布　着物始末暦 10 中島　要 670 ｔｈｅ　ＳＩＸ　ザ・シックス 井上夢人 未定

神の飼育 （仮） 沙野風結子 680 41 学校の青空 角田光代 616 ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語 上 津島佑子 未定

学戦都市アスタリスク 群雄雲霞 13 三屋咲ゆう 未定 42 家と庭と犬とねこ 石井桃子 734 ジャッカ・ドフニ 海の記憶の物語 下 津島佑子 未定

なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？ 3 細音　啓 未定 43 にんげん蚤の市 高峰秀子 713 グラニテ 永井するみ 未定

精霊使いの剣舞 魔王都市の女王 17 志瑞　祐 未定 44 一冊でつかむ日本史 （仮） 武光　誠 778 吸血鬼 赤川次郎 未定

八十八を三に割る 友野　詳 未定 45 闘争領域の拡大 M・ｳｴﾙﾍﾞｯｸ 950 幸せ嫌い 平安寿子 未定

せんせーのおよめさんになりたいおんなの… 2 さくらいたろう 未定 46 戦場から生きのびて ｲｼﾒｰﾙ･ﾍﾞｱ 1,058 暗夜鬼譚 夜叉姫恋変化 3 瀬川貴次 未定

絶対彼女作らせるガール！ 2 まほろ勇太 未定 47 海を渡った人類の遥かな歴史 B・フェイガン 1,296 牛と土 福島、3.11その後。 眞並恭介 未定

大国チートなら異世界征服も楽勝ですよ？ 4 櫂末高彰 未定 48 孤独の科学 人はなぜ寂しくなるのか J・Ｔ・カシオポ 1,296 お迎えに上がりました。 （仮） 2 竹林七草 未定

最強護衛の次の仕事は魔法少女の護衛… 藤木わしろ 未定 49 飛行機　新しい大疑問 （仮） 秋本俊二 734 ひとり白虎　会津から長州へ （仮） 植松三十里 未定

拡張幻想サクリファイス 八薙玉造 未定 50 滅亡の日本史 （仮） 鷹橋　忍 734 コマドリの賭け （仮） 上 ジョー・ネスボ 未定
騎士団長閣下のいちゃあま包囲網はご遠慮… 藍杜　雫 未定 51 義妹達との生活は気持ちいいけど少し疲れる Amati 721 コマドリの賭け （仮） 下 ジョー・ネスボ 未定

平安すいーと新婚御殿 しみず水都 未定 52 種乞い狐のスケベなお宿へようこそ！ 犬吠ろめゐ 778 錬金術師は禁じられた現を超える 一原みう 713
ドラゴンブック 20 黄昏の国の魔法王 北沢　慶 未定 53 魅惑の温泉旅行 爛熟艶母と美姉妹（仮） 早瀬真人 770 後宮麗華伝 はるおかりの 659

最強のブラック公務員 縹けいか 未定 54 アルテイシアの夜の女子会 アルテイシア 未定 メルヘン・メドヘン　スピンオフ （仮） 伊瀬ネキセ 未定

父さんな、デスゲーム運営で食っているんだ みかみてれん 未定 55 女盛りは心配盛り 内館牧子 未定 死なないために努力していたら、知らないうち… 真実川篝 未定

魔境で始める王国経営 卯堂成隆 未定 56 卵を買いに 小川　糸 未定 モンスター娘のお医者さん 4 折口良乃 未定

初めて妻を殴った は　　な 未定 57 いびつな夜に 加藤千恵 未定 王女様の高級尋問官 （仮） 兎月竜之介 未定

悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される　 5 ぷにちゃん 未定 58 降ってきたことば 銀色夏生 未定 ユリシーズ　ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 4 春日みかげ 未定

異世界トリップしたその場で食べられちゃ… 2 五十鈴スミレ 未定 59 30と40のあいだ 瀧波ユカリ 未定 マグナ・キヴィタス （仮） 辻村七子 未定

王宮の至宝と人質な私 岡達英茉 未定 60 じゃあ言うけど、それくらいの男の気持ち… DJあおい 未定 どうか、天国に届きませんように 長谷川夕 未定

夢占小華伝 九月　文 未定 61 うっかり鉄道 能町みね子 未定 今夜、２つのテレフォンの前。 時本紗羽 未定

完璧令嬢の優雅な破談 松村亜紀 未定 62 恋が生まれるご飯のために はあちゅう 未定 はみだし女子 （仮） 半田　畔 未定

わがままな雪姫は救国をご所望です 橘　千秋 未定 63 それでも猫は出かけていく ハルノ宵子 未定 映画ノベライズ　ｈｏｎｅｙ 下川香苗 未定

暇人、魔王の姿で異世界へ 藍　　敦 未定 64 タカラヅカが好きすぎて。 細川貂々 未定 小説　不能犯 ひずき優 未定

老人と女子高生 （仮） かめのまぶた 未定 65 僕の姉ちゃん 益田ミリ 未定 集英社ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ 20 花嫁はランの花に抱かれて レノーラ・ベル 未定

女神の勇者を倒すゲスな方法 4 笹木さくま 未定 66 アルテーミスの采配 真梨幸子 未定 柳家小三治の落語 9 柳家小三治 583

覇剣の皇姫アルティーナ 13 むらさきゆきや 未定 67 40歳になったことだし 森下えみこ 未定 ワン・プラス・ワン ｼﾞｮｼﾞｮ･ﾓｲｰｽﾞ 1,112

新生魔王の女神狩り 是鐘リュウジ 未定 68 ４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田詠美 未定 ロンドン・デイズ 鴻上尚史 745

Ｅクラス冒険者は果てなき騎士の夢を見る 2 夏柘楽緒 未定 69 すぐそこのたからもの よしもとばなな 未定 小説　映画ドラえもん 涌井　学 616

佐伯さんと、ひとつ屋根の下 九　　曜 未定 70 人気スターと極秘寮内恋愛中！ 榛名　悠 680 映画　坂道のアポロン 豊田美加 529

三国破譚 波口まにま 未定 71 誘眠ドロップ 崎谷はるひ 648 夏の雷音 堂場瞬一 788

Ｓｉｍｐｌｅ　Ｌｉｆｅ 九　　曜 未定 72 飼い主の心得 （仮） 椎崎　夕 680 君のいない町が白く染まる時 （仮） 安倍雄太郎 702

グランブルーファンタジー 築地俊彦 未定 73 神様は僕を溺愛しすぎる 野原　滋 680 卑弥呼様はどちらにいますか？ （仮） 日向　夏 529

甘城ブリリアントパーク 9 賀東招二 未定 74 こんこんキツネのお嫁入り 安曇ひかる 680 仮想世界の案内人 （仮） 千　　年 529

織田信奈の野望　全国版　 20 春日みかげ 未定 75 嘘つきな愛の囁き 杉原朱紀 680 英国パブリックスクール事件簿 （仮） 七海花音 529

山本五十子の決断 2 如月真弘 未定 76 5 風の砦 上・下２冊セット 原田康子 1,944 夢探偵フロイト -マッド・モラン連続死事件- 内藤　了 680

オール・ジョブ・ザ・ワールド 2 百瀬祐一郎 未定 77 大リーグが大好き！ （仮） 向井万起男 未定 小学館ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 6 親の介護は９割逃げよ 墨田尚子 未定

魔術学園領域の拳王 白雪姫乱逆 4 下等妙人 未定 78 夜は終わらない 上 星野智幸 未定 異世界修学旅行 7 岡本タクヤ 未定

魔王は服の着方がわからない 2 長岡マキ子 未定 79 夜は終わらない 下 星野智幸 未定 妹さえいればいい。 9 平坂　読 未定

暗殺拳はチートに含まれますか？ 2 渡葉たびびと 未定 80 白石城死守 山本周五郎 未定 月とライカと吸血姫 3 牧野圭祐 未定

魔王討伐したあと、目立ちたくないので… 3 朱月十話 未定 81 偶像崇拝殺人事件 赤川次郎 未定 魔法医師の診療記録 7 手代木正太郎 未定

始まりの魔法使い 文字の時代 3 石之宮カント 未定 82 風の陣 大望篇 2 高橋克彦 未定 謹訳　源氏物語 5 林　　望 未定

真・三国志妹い 1 春日みかげ 未定 83 十津川警部「幻覚」 西村京太郎 未定 未来恐慌 機本伸司 未定

アサシンズプライド Ｓｅｃｒｅｔ Ｇａｒｄｅｎ 天城ケイ 未定 84 その可能性はすでに考えた 井上真偽 未定 特務捜査 南　英男 未定

スキだらけ女教師と無銘生徒 亜　　逸 未定 85 狂い壁　狂い窓 竹本健治 未定 ブックのいた街 関口　尚 未定

誰が為にケモノは生きたいといった 榊　一郎 未定 86 小説　ちはやふる　結び 有沢ゆう希 未定 暁天の志 風ノ市兵衛 辻堂　魁 未定

おんみょう紅茶屋らぷさん 3 古野まほろ 未定 87 立身いたしたく候 梶よう子 未定 密室　本能寺の変 風野真知雄 未定

吉原百菓ひとくちの夢 江中みのり 未定 88 警視の哀歌 D・クロンビー 未定 縁結び蕎麦 縄のれん福寿 有馬美季子 未定

この空の上で、いつまでも君を待っている こがらし輪音 未定 89 闇姫変化　駆込み宿　影始末 鳥羽　亮 未定 風刃の舞 北町奉行捕物控（仮） 長谷川卓 未定

座敷童子の代理人 6 仁科裕貴 未定 90 光陰の刃 上 西村　健 未定 化狐に告ぐ 闇奉行（仮） 喜安幸夫 未定

大正フォークロア・コレクターズ （仮） 峰守ひろかず 未定 光陰の刃 下 西村　健 未定 鬼煙管 羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定

理想の結婚式は甘くない 美月りん 未定 公家武者　信平 2 佐々木裕一 未定 あなたを変えるたった１つの「小さなコツ」 野澤卓央 未定

神さまの探しもの 扇風気周 未定 官賊と幕臣たち〔完全増補版〕 原田伊織 未定 医学常識はウソだらけ、ではどうする？ 三石　巌 未定

グランドスカイ 成田名璃子 未定 『青色本』を掘り崩す 永井　均 未定 ファミリー・レポート （仮） 2 一　　咲 713

フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～ 3 気がつけば毛玉 未定 国家の神話 E・カッシーラー 未定 不機嫌なシンデレラ （仮） 千地イチ 713

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 しめさば 未定 歴史のかげに美食あり 黒岩比佐子 未定 恋をするにもほどがある 名倉和希 713

齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜… 榎本快晴 未定 顔氏家訓　現代語訳 林田愼之助 未定 バースデー （仮） 安西リカ 670

英雄の娘として生まれ変わった英雄は… 鏑木ハルカ 未定 天皇の歴史 天皇と摂政・関白 3 佐々木恵介 1,274 高貴なる賭け （仮） C・S・パキャット 1,080

拝啓、最果ての勇者様へ 三萩せんや 未定 王位と花嫁 火崎　勇 745 ゴーグル男の怪 島田荘司 853

格安温泉宿を立て直そうとしたらハーレム… う　　み 未定 恋する救命救急医 春原いずみ 713 掲載禁止 長江俊和 637

俳句歳時記第五版　春 角川書店 未定 91 ハーバードで恋をしよう 小塚佳哉 745 須賀敦子の方へ 松山　巖 594

仏教経典散策 中村　元 未定 92 俺の股間がエクスカリバー！ 遠野　渚 未定 全電源喪失の記憶 証言・福島第一原発 共同通信取材班 767

辞書から消えたことわざ 時田昌瑞 未定 93 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術 9 むらさきゆきや 691 影の中の影 月村了衛 767

カクレキリシタン 民俗化した信仰の今 宮崎賢太郎 未定 94 血か、死か、無か？ 森　博嗣 778 あぶない叔父さん 麻耶雄嵩 680

時間をあらわす「基礎日本語辞典」 森田良行 未定 95 上映中はお静かに （仮） 高里椎奈 713 動物捜査 浅暮三文 724

一華後宮料理帖 第六品 三川みり 未定 96 ディテクティブ・ゼミナール （仮） 円居　挽 745 神戸電鉄殺人事件 西村京太郎 529

女王陛下と呼ばないで いばらの玉座 柏　てん 未定 97 探偵女王とウロボロスの記憶 三門鉄狼 713 馬たちよ、それでも光は無垢で 古川日出男 432

僕がモンスターになった日　 2 時田とおる 未定 98 炎の神子様は大精霊ではございません 2 江本マシメサ 689 スカラムーシュ・ムーン 海堂　尊 961

後宮の天華 黎明を告げる皇子 あさば深雪 未定 99 白き聖女の福音 伊月十和 689 他者という病 中村うさぎ 529

警視庁陰陽寮　オニマル 魔都の貴公子 田中啓文 未定 100 講談社一迅社ﾒﾘｯｻ 28 塔から降りた姫君 葉月クロル 700 変見自在　日本よ、カダフィ大佐に学べ 髙山正之 529

ＣＯＰＹ 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子 内藤　了 未定 101 隠密旗本 （仮） 福原俊彦 未定 夜空の呪いに色はない 河野　裕 724

ぼぎわんが、来る 澤村伊智 未定 102 野獣王の剣 柳生一刀流（仮） 菊地秀行 未定 断片のアリス 伽古屋圭市 637

レスト・イン・ピース ６番目の殺人鬼 雪富千晶紀 未定 三毛猫ホームズの回り舞台 赤川次郎 未定 ヴァチカン図書館の裏蔵書　聖杯伝説 篠原美季 562

闇の聖天使 （仮） 篠田真由美 未定 海妖丸事件 岡田秀文 未定 誰がために鐘は鳴る 上 E・ヘミングウェイ 767
KADOKAWAﾙﾋﾞｰ 1 人気俳優の義弟が俺を溺愛しすぎる chi‐co 未定 ブラックナイト 建倉圭介 未定 誰がために鐘は鳴る 下 E・ヘミングウェイ 810

お天気屋のお鈴さん 堀川アサコ 未定 作家で十年いきのびる方法 鯨統一郎 未定 もっと、俺のそばにおいで。 （仮） ゆいっと 680

英国一家、日本を食べる 上 ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞｰｽ 未定 ガラスの記憶 （仮） 新井政彦 未定 矢野くん、ﾗﾌﾞﾚﾀｰを受け取ってくれますか? TSUKI 680

英国一家、日本を食べる 下 ﾏｲｹﾙ･ﾌﾞｰｽ 未定 103 横浜奴隷市場 （仮） 大石　圭 未定 偽りの青 （仮） 永良サチ 680

ラプラスの魔女 東野圭吾 未定 104 十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 西村京太郎 未定 16歳の天使 （仮） 砂倉春待 680

吉祥寺よろず怪事請負処 薄闇の森 3 結城光流 未定 105 雨に消えて 夏樹静子 未定 つれない婚約者とひとつ屋根の下 （仮） 水守恵蓮 680

色事師刑事 歌舞伎町 沢里裕二 未定 106 兄妹剣士 隠目付江戸秘帳（仮） 鳥羽　亮 未定 甘いものには御用心！ （仮） 未華空央 680

鬼　談 京極夏彦 未定 107 乱十郎、疾走る 浅田靖丸 未定 Ｓｗｅｅｔ　Ｄｉｓｔａｎｃｅ－7700㎞の片思い－（仮） 宇佐木 680

焔の剣士 幕末蒼雲録 新美　健 未定 108 三分の理 ふろしき同心御用帳（仮） 井川香四郎 未定 特別任務発令中！ （仮） 田崎くるみ 680

さよなら、と嘘をつく ――沙之里幽譚 太田忠司 未定 109 獄門裁き 人情同心・神鳴り源蔵（仮） 小杉健治 未定 悩殺ボイスの彼が、私の教育係です。 （仮） 藍里まめ 680

ＸＹ 徳永　圭 未定 110 古田織部 戦国数奇大名の生涯（仮） 高橋和島 未定 ザベラが歌は誰がため （仮） 森　モト 680
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出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

スターツ出版 10 偽恋人に捧ぐ最高指揮官の密やかな献身 （仮） 葉月りゅう 680 1 遅れてきた恋人 シャロン・サラ 720

エブリスタ受賞作 （仮） 未　　定 680 2 天使と悪魔の結婚 ｼﾞｬｸﾘｰﾝ･ﾊﾞｰﾄﾞ 670

奈良まちはじまり （仮） 2 いぬじゅん 680 3 愛の雪解け ｼｬﾛｯﾄ･ﾗﾑ 670

届くなら、あの日見た空をもう一度。 （仮） 武井ゆひ 680 4 捨てたはずの愛 ﾍﾚﾝ･ﾋﾞｱﾝﾁﾝ 670 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

校内１カップルのヒミツ。 （仮） 白いゆき 680 5 愛なき結婚 ﾍﾞﾆｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ 540 朝日新聞出版 7 雨柳堂夢咄 10 波津彬子 637

春が来たら、桜の花びら降らせてね （仮） 涙　　鳴 680 熱い目覚め アン・メイザー 540 ＧＴＯ 11 藤沢とおる 778

ひよくれんり 6 なかゆんきなこ 691 目覚めはいつも腕の中 ﾛｰﾘｰ･ﾌｫｽﾀｰ 970 ＧＴＯ 12 藤沢とおる 778

オフィスラブは蜜の味 古野一花 691 イングランドから来た花嫁 ﾘﾝｾﾞｲ･ｻﾝｽﾞ 980 はじめの一歩 5 森川ジョージ 778

年下↓婿さま 橘　柚葉 691 裏切りの一夜 ﾋﾞﾊﾞﾘｰ･ﾊﾞｰﾄﾝ 810 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 7 天野　明 未定

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 1 蒼空チョコ 691 純愛婚 麻生ミカリ 637 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 8 天野　明 未定

ある日、ぶりっ子悪役令嬢になりまして。 1 桜あげは 691 6 酔いどれ協奏曲 （仮） 橘　志摩 637 ＧＳ美神　極楽大作戦！！ 19 椎名高志 800

異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています 2 ふじま美耶 691 7 こんなひとだなんて、聞いてない！（仮） 伽月るーこ 637 からくりサーカス 10 藤田和日郎 864

詐騎士特別編 恋の扇動者は腹黒少女 かいとーこ 691 8 婚約者の豹変が怖いですが、逃げら… （仮） 香村有沙 637

強くてニューサーガ 2 阿部正行 659 9 ＩＮ　ＴＨＥ　ＢＬＯＯＤ （原題） ｽﾃｨｰﾌﾞ･ﾛﾋﾞﾝｿﾝ 1,050 ※書名・発売日等の内容は予定ですので変更になる場合があります。予めご了承ください。

転生しちゃったよ（いや、ごめん） 1 ヘッドホン侍 659 # ＡＬＬ　ＯＵＲ　ＹＥＳＴＥＲＤＡＹＳ （原題） ｸﾘｽﾃｨﾝ･ﾃﾘﾙ 1,050

ダンジョンシーカー 2 サカモト666 659 # 人生が楽しくなる「因果の法則」 （仮） 斎藤一人 691

居酒屋ぼったくり 1 秋川滝美 691 # 学校では教えてくれない戦国史の授業 井沢元彦 886

牙の魔術師と出来損ない令嬢 小桜けい 691 # 子育ては、10歳が分かれ目。 高濱正伸 734

王太子さま、魔女は乙女が条件です 2 くまだ乙夜 691 # あなたの人生を劇的に変える神さまの…（仮） 井内由佳 691

なぜか９割の人が間違えている日本語1000 話題の達人倶楽部 972 # 面白くて眠れなくなる人体 坂井建雄 670

外から見えない世の中の裏話 ライフリサーチ 832 # いよいよ歴史戦のｶﾗｸﾘを発信する日本人（仮） ｹﾝﾄ･ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ 778

古希のリアル 勢古浩爾 756 # 明日も前へ （仮） 吉沢久子 734

死を悼む動物たち B・Ｊ・キング 1,080 # 6 本所おけら長屋 10 畠山健二 670 　　　大垣書店グループ

あら、もう102歳 俳人 金原まさ子 756 # 15 文蔵　2018.3 「文蔵」編集部 670 ■京都市

中国はいかに国境を書き換えてきたか 平松茂雄 972 # 大人に役立つ！ 松永暢史 未定 北区 　本店

心屋仁之助の「奇跡の言葉」 心屋仁之助 702 # バカなおとなにならない脳 養老孟司 未定 　佛教大学店

ニューヨーク女性の「強く美しく」生きる方法 エリカ 702 # 普通の人が老後まで安心して暮らすため… 佐藤治彦 未定 　ビブレ店

やりたいことを全部やる人生 長谷川朋美 702 # 扶桑社ﾐｽﾃﾘｰ 2 マスター・スナイパー ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ﾊﾝﾀｰ 未定 中京区 　二条駅店

消えない不調は「腸疲労」が原因 藤田紘一郎 702 # 棟居刑事の見知らぬ旅人 森村誠一 680 　烏丸三条店

名画の読み方 木村泰司 842 # 帰り来ぬ青春 藤田宜永 740 　四条店

あの日から君と、クラゲの骨を探している。 塔　　子 702 # 幻　霙 斉木香津 630 　Kotochika御池店

筋読み 田村和大 702 # 紙一重 陸の孤島の司法書士事件簿 深山　亮 710 　佛教大学二条キャンパス店

永久保存版　美智子さま 100の言葉 山下晋司 734 # 神様の名前探し 2 山本風碧 620 左京区 　高野店

24 さよならの朝に約束の花をかざろう 岡田麿里 734 # あやかし電気店の陰陽師 四葉夕ト 630 右京区 　イオンモール京都五条店

26 祇園秘話 岩崎究香 691 # ＬＯＯＰ　ＴＨＥ　ＬＯＯＰ　飽食の館 下 Kate 740 　京都ファミリー店

スフィンクスの秘儀 （仮） 上 C・ジャック 864 # 翳　り 藍川　京 690 西京区 　ブックパル五条店

スフィンクスの秘儀 （仮） 下 C・ジャック 864 # お宝探し （仮） 藤井邦夫 680 　ブックパル桂南店

人狼ゲーム　ＬＯＳＴ　ＥＤＥＮ （仮） 下 川上　亮 702 # 葵の密使 稲葉　稔 660 下京区 　髙島屋店

19 淫術捜査 （仮） 丘原　昇 702 # 天下頽弊 （仮） 芝村凉也 700 　京都ヨドバシ店

21 「最恐」百物語 （仮） エブリスタ 702 # 紫の夢 千野隆司 660 南区 　イオンモールKYOTO店

26 禁断ハーレムハウス （仮） 霧原一輝 702 # 義経暗殺 平谷美樹 800 　イオンモール京都桂川店

シェイプ・オブ・ウォーター （仮） ｷﾞﾚﾙﾓ･ﾃﾞﾙ･ﾄﾛ 864 # 泣き虫先生、父になる （仮） 誉田龍一 660 　ANNEXイオンモール京都桂川店

実話怪談　怖気草 （仮） 神沼三平太 702 # 宝くじが当たったのでレベル１から聖剣を… 1 羽田遼亮 670 伏見区 　醍醐店

怪談社ＲＥＣＯＲＤ　黄之章 （仮） 伊計　翼 702 # 神スキル〔呼吸〕するだけでレベルアップする… 1 妹尾尻尾 650 　伏見店

拝み屋備忘録 （仮） 郷内心瞳 702 # トカゲといっしょ 2 岩舘野良猫 660 山科区 　ブックパル文苑 山科店

5 社畜ＯＬの誘惑 （仮） 河里一伸 713 # ハズレ奇術師の英雄譚 3 雨宮和希 670

13 人妻恋慕 -誘惑のフルコース-〈新装版〉 （仮） 美野　晶 713 # チートだけど宿屋はじめました。 2 nyonnyon 620 ■京都府

ケミスト （仮） 上 S・メイヤー 1,188 # 異世界チート開拓記 3 ファースト 670 亀岡市 　亀岡店

ケミスト （仮） 下 S・メイヤー 1,188 # 優しくほどいて 海野　幸 669
心を閉ざした王子はかりそめの新妻を溺愛… 葉月エリカ 756 # 運命のベータはアルファの溺愛に咲く 葵居ゆゆ 669 ■大阪府

皇太子殿下からの最高の贈り物 （仮） すずね凛 756 # 御庭番の二代目 6 氷月　葵 700 高槻市 　高槻店

本好き女子のお悩みブックガイド 南陀楼綾繁 842 # 地獄耳 5 和久田正明 700 豊中市 　豊中緑丘店

古城秘話 南條範夫 734 # 小料理のどか屋　人情帖 22 倉阪鬼一郎 700 箕面市 　デューク書店　

飛田ホテル 黒岩重吾 929 # 義母と姉妹 （仮） 睦月影郎 750

吉行淳之介　ベスト・エッセイ 吉行淳之介 1,026 # 女たちの閨 （仮） 橘　真児 750 ■兵庫県

夢を食いつづけた男 植木　等 864 # フェイタル・ストライク （原題） ｼｬﾉﾝ･ﾏｯｹﾅ 1,382 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

星か獣になる季節 最果タヒ 626 # デビルズ・トライアングル （原題） ｺｰﾙﾀｰ＆ｴﾘｿﾝ 1,110 　プリコ神戸店

物理現象のフーリエ解析 小出昭一郎 1,296 # 二見ﾊﾆｰ文庫 9 お買上げ婚！ 栢野すばる 750 尼崎市 　三和書房

グローバル・シティ S・サッセン 2,052 # 二見ﾚｲﾝﾎﾞｰ文庫 28 歴史に名を残す「極悪人」99の事件簿（仮） 楠木誠一郎 670

専制国家史論 中国史から世界史へ 足立啓二 1,296 # 熟女と美少女のいる下宿生活 （仮） 綾野　馨 741 ■滋賀県

紀貫之 大岡　信 1,080 # 素人告白　身近な人妻熟女 （仮） 素人投稿編集部 741 大津市 　フォレオ大津一里山店

草莽論 その精神史的自己検証 村上一郎 1,296 # 母娘温泉 〔子づくりの宿〕 青橋由高 未定 甲賀市 　水口店

アーバン・アウトドア・ライフ 芦澤一洋 864 # 自我崩壊　三匹の令嬢女教師狩り 一柳和也 未定

安野モヨコ偏愛短篇集その３ （仮） 安野モヨコ 648 # したくてしたくて　義母と子連れの未亡人 美原春人 未定 ■静岡県

ため息に溺れる 石川智健 734 # 新妻姉妹 〔自宅ソープ奴隷〕 御前零士 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

怠惰の美徳 梅崎春生 972 # 淫ら兄嫁づくし 庵乃音人 未定

文士の食卓 浦西和彦 907 # 奥さまはＳ級捜査官 霜月　航 未定 ■北海道

異妖新篇 岡本綺堂読物集 岡本綺堂 756 # 人妻　恥虐の牝檻 〔完全版〕 杉村春也 未定 札幌市　なにわ書房 マルヤマクラス店

スカーレット・ウィザード 5 茅田砂胡 886 # 美臀病棟 〔女医と熟妻〕 御堂　乱 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア円山店

化学探偵Ｍｒ.キュリー 7 喜多喜久 691 # ビキニアーマー装備の隣のママさん勇者… 伊藤ヒロ 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア行啓通店

清水幾太郎の覇権と忘却 メディアと知識人 竹内　洋 1,080 # 純情可憐サキュバスガール （仮） 雨野智晴 未定 札幌市　なにわ書房 西友西町店

逆境ハイライト へこたれずに生きています。 谷崎　泉 691 # エロからかい上手のメイドさん （仮） 鷹羽シン 未定 北広島市 　なにわ書房 東光ストア北広島店

77便に何が起きたか トラベルミステリ傑作集 夏樹静子 907 # 異世界ネコ歩き （仮） 巽飛呂彦 未定

神戸　愛と殺意の街 西村京太郎 691 # 上旬 あなたのものにしてください 夕映月子 未定

サムエルソン 『経済学』と新古典派総合 根井雅弘 929 # 悩める騎士の秘めやかな執愛 （仮） 泉野ジュール 未定

田原坂 増補新版 橋本昌樹 1,404 囚われの花嫁 （仮） 水城のあ 未定

出張料亭おりおり堂 （仮） 3 安田依央 864 秘薬で本音がでてしまうツンデレ娘 （仮） 月神サキ 未定

今日を悔いなく幸せに 100歳になりました 吉沢久子 864 いとしい君に愛を乞う 宇奈月香 未定

わが思索のあと アラン 1,296 先生に結婚から恋を教わりました （仮） 三津留ゆう 未定

君主論  新版 マキアヴェリ 864 偽りの恋人 （仮） 御堂志生 未定

誰のために 新編・石光真清の手記 石光真清 1,080 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 シダは雪獅子さまのもの 鳥舟あや 680

背教者ユリアヌス 3 辻　邦生 1,080 # 本能寺に敵はなし！435年目の再審請求 明智憲三郎 778
ＴＯブックス 1 魔術士オーフェンはぐれ旅　鋏の託宣 秋田禎信 734 # 悪　女 暴走弁護士 麻野　涼 864

日本ボロ宿紀行 2 上明戸聡 734 # 狂乱羊群 あいつは戦争がえり 戸梶圭太 778

殺人者 戦慄の発言集 鉄人ﾉﾝﾌｨｸｼｮﾝ 680 # 革命警察軍ＳＯＬＤＡＴ 中 森　　詠 778

許されざる者 L・GW・ﾍﾟｰｼｮﾝ 未定 # 異端刑事 南　英男 821

龍の騎手 ｷｬｻﾘﾝ･ﾎﾜｲﾄ 未定 # 殺しに来た男 春風街道 鳴海　丈 778

そしてミランダを殺す ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾜﾝｿﾝ 未定 # 白金南蛮娘殺人事件 風野真知雄 734

人魚と金魚鉢 市井　豊 未定 # 羊と鋼の森 宮下奈都 756

月下の蘭/殺人はちょっと面倒 小泉喜美子 未定 # げんげ 新・酔いどれ小籐次 佐伯泰英 810

玉妖綺譚 透樹の園 3 真園めぐみ 未定 # ナイルパーチの女子会 柚木麻子 918

ペインスケール ロングビーチ市警殺人課 ﾀｲﾗｰ･ﾃﾞｨﾙﾂ 未定 # 刑事学校 矢月秀作 810

ビリヤード・ハナブサへようこそ 内山　純 未定 # 輝　跡 柴田よしき 972

蕃東国年代記 西崎　憲 未定 # 京洛の森のアリス 望月麻衣 810

ラインズマン （仮） 上 S・K・ﾀﾞﾝｽﾄｰﾙ 未定 # 樹　海 鈴木光司 972

ラインズマン （仮） 下 S・K・ﾀﾞﾝｽﾄｰﾙ 未定 # 殿様推参 井川香四郎 918

洛中洛外画狂伝　狩野永徳 谷津矢車 929 # 鷹ノ目 犬飼六岐 864

泥棒教室は今日も満員 赤川次郎 745 # プロローグ 円城　塔 1,026

御　盾 〈新装版〉 上田秀人 713 # 河のほとりで 葉室　麟 756

破　矛 〈新装版〉 上田秀人 724 # 松本清張の「遺言」 原　武史 864

岩窟姫 近藤史恵 724 # よれよれ肉体百科 群ようこ 842

夏の雁 辻堂　魁 713 # 変わらないために変わり続ける 福岡伸一 864

触法少女　誘悪 ヒキタクニオ 734 # 限界点 上 Ｊ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ 972

天空の救命室 航空自衛隊航空機動衛生隊 福田和代 724 # 限界点 下 Ｊ・ﾃﾞｨｰｳﾞｧｰ 972

世界が憧れる天皇のいる日本 黄文雄 691 # 文春ジブリ文庫 9 コクリコ坂から スタジオジブリ 1,296

白虎王の蜜月婚 （仮） 華藤えれな 648 # 文春学藝ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 9 人間であること 田中美知太郎 1,512

ガチャとも （仮） 田知花知夏 648 # 嫌韓道 山野車輪 670

兄さんの友達 成瀬かの 648 # 日本人が知っておくべき「戦争」の話 KAZUYA 700

キリスト教から読む世界史 関　眞興 864 # 中国人韓国人にはなぜ「心」がないのか 加瀬英明 700
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰが教えるお客様を感動させる最高の… D・ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰﾄ 918 # インフィニット・デンドログラム 6 海道左近 669

ＢＣＧの特訓 木村亮示 810 # 最強魔法師の隠遁計画 5 イズシロ 669

シンクロニト育成所 ｳﾞﾙﾁｪｸ＆ツｨｰｸﾞﾗｰ 713 # アイテムチートな奴隷ハーレム建国記 6 猫又ぬこ 669

時空のゆりかご エラン・マスタイ 1,080 # カンスト勇者の超魔教導〈オーバーレイズ〉 2 はむばね 669

暗黒の艦隊 新造艦〈アレス〉 2 ｼﾞｮｼｭｱ･ﾀﾞﾙｾﾙ 972 # 俺が勇者じゃ救えない！？ コクトー 669

時間ダム構築 H･G･ﾌﾗﾝｼｽ 713 # 開ける男 鍵屋・圭介の解けない日常 本田久作 734

テラナーズ ﾌｰﾊﾞｰﾄ･ﾍﾝｾﾞﾙ 756 # ズッコケ中年三人組　44歳のズッコケ探検隊 那須正幹 670

エピローグ 円城　塔 864 # 海を撃つ 吉村龍一 670
日本ＳＦ傑作選 虎は目覚める/ｻｲﾎﾞｰｸﾞ･ﾌﾞﾙｰ 4 平井和正 1,620 # ミナトホテルの裏庭には 寺地はるな 713

ヤキトリ 2 カルロ・ゼン 734 # ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社 22 絵本の守護者 神秋昌史 750

誰も死なないミステリーを君に 井上悠宇 734 # あの日、茜色のきみに恋をした。 街みさお 699

迷路の少女 ｼｯｹﾞ･ｴﾙｸﾗﾝﾄﾞ 1,080 神様のごちそう　―神在月の宴― 石田　空 699

ダウンサイド　強奪作戦 ﾏｲｸ･ｸｰﾊﾟｰ 1,080 夢をかなえる「引き寄せの法則」 宮崎哲也 799

下旬 アベルＶＳホイト トマス・ペリー 864 愛される女性のハッピーマナー （仮） 西出ひろ子 799
ﾊﾔｶﾜ文庫ＨＭ 下旬 サイレント・スクリーム A・マーソンズ 972 面白いくらい「気にしない心」が手に入る本 内藤誼人 680

中旬 15時17分、パリ行き A・サドラー 864 須藤元気の「いつでも・どこでも」筋肉を太く… 須藤元気 680

下旬 行動経済学で答える人生相談 ﾀﾞﾝ･ｱﾘｴﾘｰ 864 # 見違えるほど美人になるセルフエステ 出口アヤ 680
ﾊﾔｶﾜ演劇文庫 上旬 トム・ストッパード アルカディア 4 T・ｽﾄｯﾊﾟｰﾄﾞ 1,296 # 会社で結果を出す人の成功法則 新　将命 680

終わらないワルツを子爵と メアリ・バログ 1,058 # 「中国古典」ずるい人身操縦50計 大城　太 680

そのとき心は奪われて ﾛﾚｯﾀ･ﾁｪｲｽ 1,188 つい人に話したくなるほど面白い雑学の本 面白雑学倶楽部 680

英国王妃の事件ファイル 8 ﾘｰｽ･ﾎﾞｳｴﾝ 1,048 # 良寛「禅」の言葉 境野勝悟 680

メモリー ｾﾞﾙﾏ･ｵｰﾙ 700 # 人間関係のストレスがゼロになる本 保坂　隆 680

暁を追って ｹｲﾄ･ｳｫｰｶｰ 670 # ﾘｯﾄｰﾐｭｰｼﾞｯｸ 20 手塚治虫エッセイ集成　わが想い出の記 手塚治虫 972

三笠書房
知的生きかた

文庫
20

講談社
漫画文庫

9

16
集英社

コミック版

小学館
コミック版 15

ポプラ社
ポプラ文庫 2

マイナビ出版

21

22

三笠書房
王様文庫

28

文藝春秋
文春文庫 9

ベストセラーズ
ワニ文庫 16

1
ﾎﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

ＨＪ文庫

フランス書院
美少女文庫

中旬

フランス書院
プラチナ文庫 中旬

フランス書院
オパール文庫

5
文芸社

文芸社文庫

上旬

二見書房
ザ・ミステリ 20

二見書房
ﾏﾄﾞﾝﾅﾒｲﾄ文庫

9

フランス書院
文庫

フランス書院
文庫Ｘ

23

9

二見書房
ｼｬﾚｰﾄﾞ文庫

23

二見書房
時代小説文庫 23

二見書房
官能シリーズ 23

PHP研究所
PHP文芸文庫

扶桑社
扶桑社文庫 2

双葉社
双葉文庫 15

双葉社
モンスター文庫 28

2

16

ﾊｰﾚｸｲﾝ
ﾊｰﾊﾟｰBOOKS 16

ＰＨＰ研究所
ＰＨＰ文庫 1

原書房 9

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾊｰﾚｸｲﾝ文庫

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾊｰﾚｸｲﾝ文庫
1

ﾊｰﾚｸｲﾝSP文庫 15

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

MIRA文庫
15

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ヴァニラ文庫

早川書房
ハヤカワ文庫

ＪＡ

上旬

下旬

早川書房
ハヤカワ文庫

ＮＶ

上旬

早川書房
ﾊﾔｶﾜ文庫ＮＦ

徳間書店
キャラ文庫 27

日本経済新聞
出版社

ﾋﾞｼﾞﾈｽ人文庫
5

早川書房
ハヤカワ文庫

ＳＦ

上旬

下旬

21

28

東京創元社
創元ＳＦ文庫 21

徳間書店
徳間文庫

7

(075)468-1548

(075)813-2208

(075)326-6660

(011)215-7281

(011)373-7728

コミック文庫新刊案内　2月

(075)414-0770

(075)366-8991

(011)640-7284

(011)518-7280

(075)491-5500

(075)692-3331

(075)925-1717

(075)575-2520

(075)924-3717

(075)593-8864

(075)212-5050

(075)253-0111

(075)708-8655

(075)706-6678

(075)326-8710

◆◆メディア化原作文庫◆◆

(0771)23-8038

(072)684-8700

(06)6855-7576

(072)724-0476

(075)381-0232

(075)392-1230

(075)223-0726

(0544)25-5794

(011)622-7285

(075)754-6373

(075)371-1700

(06)6413-1112

(078)382-7112

(077)547-1020

(0748)65-4133

(078)599-7457

スターツ出版
文庫

スターツ出版
野いちご文庫

24

24

8

9

28

星雲社

青春出版社 9

草思社
草思社文庫 5

8
大和書房

だいわ文庫

宝島社

6

竹書房
竹書房文庫

1

28

竹書房
ラブロマン文庫

竹書房
ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰﾌﾞｯｸｽ 10

竹書房
蜜猫文庫

筑摩書房
ちくま文庫

6

中旬

1

22

筑摩書房
ちくま学芸文庫 6

中央公論新社
中公文庫

23

鉄人社

東京創元社
創元推理文庫

13

■映画タイトル：『祈りの幕が下りる時 劇場版新参者』

■出演：阿部寛/松嶋菜々子/溝端淳平/田中麗奈/山崎努

■原作：『祈りの幕が下りる時』 講談社文庫

■著：東野圭吾

■１月２７日（土）公開

■配給：東宝

■監督：福澤克雄

■主題歌：ＪＵＪＵ「東京」

東京都葛飾区小菅のアパートで女性の絞殺死体が発見される。殺害現場となった

アパートの住人・越川睦夫も行方不明になっていた。やがて捜査線上に浮かびあ

がる美しき舞台演出家・浅居博美。しかし彼女には確かなアリバイがあり、捜査は

進展しない。松宮脩平は捜査を進めるうちに、現場の遺留品に日本橋を囲む12の

橋の名が書き込まれていることを発見する。その事実を知った加賀は激しく動揺す

る。それは失踪した加賀の母に繋がっていた。加賀恭一郎“最大の謎”がついに明

らかに。

■映画タイトル：『風の色』

■出演：古川雄輝/藤井武美/石井智也/袴田吉彦/竹中直人

■原作：『風の色』 講談社文庫

■著：クァク・ジェオン/原案：鬼塚忠

■１月２６日（金）公開

■配給：エレファントハウス

アジアピクチャーズエンタテイメント

■監督・脚本：クァク・ジェヨン

恋人ゆりの突然の死から100日、失意のどん底からマジシャンになることを決意し

た涼は、その後”自分と生き写しの人間”を知る。死んだ彼女の「流氷が見たい」の

言葉に導かれるように北海道へ向かった涼は、ゆりと瓜二つの亜矢という女と出

会う。彼女もまた、事故により行方不明となっていた、涼と瓜二つの天才マジシャ

ン・隆との再会を待ち望んでいた。


