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増補版　子どもと貧困 朝日新聞取材班 778 1 不死者と暗殺者のデスゲーム製作活動 麻宮　楓 未定 高原のぶたぶた （仮） 矢崎存美 未定

天才になりたい 山里亮太 799 2 魔王学院の不適合者 2 秋 未定 猿島館の殺人　モンキー・パズル　新装版 折原　一 未定

デラシネの真実 六道　慧 734 3 はじらいサキュバスがドヤ顔かわいい。　 旭　蓑雄 未定 惨殺犯 警視庁特命遊撃班 南　英男 未定

マイストーリー 私の物語 林真理子 864 4 この世界がゲームだと判明して100年が過ぎた （仮） 奇　　水 未定 天鳴地動 アルスラーン戦記 田中芳樹 未定

悪い恋人 井上荒野 756 5 リア充にもオタクにもなれない俺の青春 2 弘前　龍 未定 行き止まりの殺意　新装版 赤川次郎 未定

悲　恋 池波正太郎 778 6 ドラゴンブック 20 水の都の夢みる勇者 河端ジュン一 未定 影の車 松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定

悪　人 新装版 吉田修一 821 7 おっさん、不労所得で帝国を導く 未　　定 未定 ビコーズ　新装版 佐藤正午 未定

伯爵騎士はヒロインに二度恋をする （仮） 八巻にのは 713 8 平社員は大金が欲しい　誰でも出来る・・・ 鏡　銀鉢 未定 獅子の門　朱雀編 夢枕　獏 未定

呪いの王女と幸運の王子 （仮） 水月　青 713 9 魔王と勇者に溺愛されて、お手上げです！ ぷにちゃん 未定 秘剣横雲 ひなげし雨竜剣 坂岡　真 未定

未亡人は夜に濡れる （仮） 葉月奏太 778 10 平安とりかえ物語 居眠り姫と凶相の皇子 山本風碧 未定 人情馬鹿物語 川口松太郎 未定

淫法色修行 （仮） 睦月影郎 767 11 なんちゃってシンデレラ　王国騒乱編 汐邑　雛 未定 人形の影 岡本綺堂 未定

19 どうしようもない恋 （仮） バーバラ片桐 734 12 聖女の孤高脱却計画！ 長月　遥 未定 かまど幽霊 大江戸木戸番始末（仮） 喜安幸夫 未定

太陽のない街 徳永　直 875 13 俺たちは異世界に行ったらまず真っ先に・・・ 4 藍月　要 未定 あしたの風 南蛮おたね夢料理（仮） 倉阪鬼一郎 未定

山頭火俳句集 夏石番矢 1,145 14 廻る学園と、先輩と僕 Ｓｉｍｐｌｅ　Ｌｉｆｅ 九　　曜 未定 おもいでの味 日本橋牡丹堂菓子ばなし（仮） 中島久枝 未定

文選　詩篇 3 川合康三 1,102 15 女神の勇者を倒すゲスな方法 5 笹木さくま 未定 春のきざし 上絵師律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定

ラ・カテドラルでの対話 下 バルガス＝リョサ 1,361 16 俺たちの青春はゲームのように上手くいかない （仮） 朱月十話 未定 怪　談 ラフカディオ・ハーン 未定

占領の記憶　記憶の占領 マイク・モラスキー 1,728 17 賢者の孫　Ｅｘｔｒａ　Ｓｔｏｒｙ 張子の英雄（仮） 2 吉岡　剛 未定 失われた時を求めて 第三篇「ゲルマントのほう」Ⅱ 6 プルースト 未定

沖縄の戦後思想を考える 鹿野政直 1,469 18 ＶＲエロゲーやってたら異世界に転生した・・・ 2 仁科朝丸 未定 若殿はつらいよ 7 鳴海　丈 680

無冠の父 阿久　悠 1,058 19 クーデレすぎる未来の嫁の面倒な７日間 （仮） 桐　　刻 未定 あやかし淫秘帖 1 睦月影郎 670

ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 27 エコーズ・イン・デス 原題 J・D・ロブ 1,058 20 モンスター・ファクトリー 4 アロハ座長 未定 天下御免の無敵剣 4 早瀬詠一郎 702

潮出版社 5 戦争と広告 馬場マコト 950 21 神獣〈わたし〉たちと一緒なら世界最強・・・ 4 福山陽士 未定 秘剣の名医 （仮） 永井義男 702

日本海軍の大口径艦載砲 石橋孝夫 832 22 グランクレスト戦記ＤＯ 英雄の系譜 水野　良 未定 帝国自衛隊1945 子竜　蛍 1,000

太平洋戦争引き分け論 野尻忠邑 994 23 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する ２.　 下等妙人 未定 狙撃者　囮捜査 3 南　英男 724

ソ満国境1945 土井全二郎 918 24 異世界チートサバイバル飯 食べて、・・・ 2 赤石赫々 未定 憤怒の剛刀　誠四郎包丁さばき （仮） 2 武田櫂太郎 702

恐るべきＵボート戦〈新装版〉 広田厚司 918 25 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 12 羊太郎 未定 上司と婚約ＬＯＶＥ 5 日向唯稀 680

ミリオタＪＫ妹！ 異世界の戦争に・・・ 2 内田弘樹 648 26 生徒会の周年 碧陽学園生徒会黙示録 葵せきな 未定 超然画家と天使から独占契約されました！ 国沢　裕 680

たとえばラストダンジョン前の村の少年が・・・ 5 サトウとシオ 670 27 されどヒトは世界に背く グラファリア異端叙事詩 上総朋大 未定 彩図社文庫 中旬 未承認国家に行ってきた 嵐よういち 700

魔王の娘ヒロイン育成もの （仮） 姫ノ木あく 659 28 僕はリア充絶対爆発させるマン 3 浅岡　旭 未定 10 羽根のない天使、こぼれ落ちた宝石 滝沢美空 713

くじ引き特賞：無双ハーレム権 9 三木なずな 670 29 陰キャラな俺とイチャつきたいってマジかよ…… 佐倉　唄 未定 緋色の花嫁の骨董事件簿 水瀬結月 756

ハンドレッド ―惑星攻略戦― 15 箕崎　准 648 30 パパ！パパ！好き！好き！超超愛してる なめこ印 未定 狼獣人と恋するオメガ 淡路　水 756

暗黒騎士の俺ですが最強の聖騎士をめざします 2 西島ふみかる 670 31 真ハイスクールＤ×Ｄ （仮） 1 石踏一榮 未定 未　定 すずね凜 740

偽りの皇子は淫らに啼いて 楠田雅紀 680 32 ラストラウンド・アーサーズ クズアーサーと・・・ 羊太郎 未定 ガヴァネス （仮） 春日部こみと 740

俺の××は君にあげたい 栢野すばる 680 33 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉 3 大黒尚人 未定 金糸雀は鳥籠から逃げ出したい （仮） クレイン 740

あなたへ帰る道 マヤ・バンクス 926 34 あやかし嫁入り縁結び えにしの糸を結びます。 1 椎名蓮月 未定 サンマーク出版 9 天職は身をたすける 矢尾こと葉 756

愛の処方箋 ジュリア・ケリー 988 35 おいしいベランダ。 マンション5階の・・・ 竹岡葉月 未定 5 想愛前夜 麻生ミカリ 740

そして黄昏の終末世界＜トワイライト＞ 2 樋辻臥命 未定 36 華仙公主夜話 その麗人、後宮の闇を討つ 喜咲冬子 未定 13 鳥籠の中の愛玩人形 （仮） 森田りょう 740

魔法使いです。勇者のパーティーを抜けたいです。 1 マルゲリータ 未定 37 暁花薬殿物語 1 佐々木禎子 未定 中旬 水族館ガール 5 木宮条太郎 690

死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く 1 彩峰舞人 未定 38 六道先生の原稿は順調に遅れています 3 峰守ひろかず 未定 下旬 ＲＡＩＬ　ＷＡＲＳ！ 日本國有鉄道公安隊 15 豊田　巧 690

ハズレ枠の〔状態異常スキル〕で最強になった・・・ 1 篠崎　芳 未定 39 すみれ荘ファミリア 凪良ゆう 未定 日付変更線 上 辻　仁成 未定

ありふれた職業で世界最強　零 2 白米　良 未定 40 エース！！ 都立杉並東高校硬式野球部の夏 石原ひな子 未定 日付変更線 下 辻　仁成 未定

英雄覇道の狐巫女 2 岩山　駆 未定 41 レッドスワンの星冠 赤羽高校サッカー部 綾崎　隼 未定 真昼の心中 坂東眞砂子 未定

ラグナロク：Ｒｅ2．獣たちのミメーシス 安井健太郎 未定 42 霊能探偵・初ノ宮行幸の事件簿 2 山口幸三郎 未定 芸人と俳人 又吉直樹 未定

暗殺者である俺のステータスが勇者よりも・・・ 3 赤井まつり 未定 43 高崎グラフィティ。 古宮九時 未定 「リベラル」がうさんくさいのには理由がある 橘　　玲 未定

絶対に働きたくないダンジョンマスターが・・・ 8 鬼影スパナ 未定 44 放課後、君は優しい嘘をつく。 雨野マサキ 未定 勝ち過ぎた監督　 駒大苫小牧　幻の三連覇 中村　計 未定

異世界魔法は遅れてる！ 9 樋辻臥命 未定 45 探偵はフェイクを見抜く 樹のえる 未定 炭鉱町に咲いた原貢野球　（仮） 澤宮　優 未定

未　定 妃川　螢 680 46 逆転ホームランの数式 転落の元エリートと・・・ つるみ犬丸 未定 真説・長州力　1951－2015 田崎健太 未定

神の落淫 （仮） 沙野風結子 680 47 晩夏光 池田久輝 未定 吉沢久子100歳のおいしい台所 吉沢久子 未定

お兄ちゃん……ここでなら、好きって・・・ （仮） 2 ツカサ 未定 48 たとえ朝が来ても　ブラディ・ドール 12 北方謙三 626 日本人の英語はなぜ間違うのか？ マーク・ピーターセン 未定

クロス・コネクト 3 久追遥希 未定 49 チェンジ！ 柴田よしき 未定 ひとだま　 隠密絵師事件帖 池　寒魚 未定

教え子に脅迫されるのは犯罪ですか？　２時間目 さがら総 未定 50 脅迫者　警視庁追跡捜査係 堂場瞬一 788 ザ・藤川家族カンパニー　Ｆｉｎａｌ.　嵐、のち虹 響野夏菜 未定

生意気なお嬢様を従順にする方法 （仮） 田口　一 未定 51 くらまし屋稼業 今村翔吾 未定 終　焉 ハラルト・ギルバース 未定

妹が泣いてるんで仕事休みます。 田尾典丈 未定 52 回天の剣　島津義弘伝 下 天野純希 未定 集英社 ｺﾊﾞﾙﾄ文庫 29 身代わり姫と呪われし賢者 奥乃桜子 691

チアーズ！ 3 赤松中学 未定 53 親子たい焼き　江戸菓子舗照月堂 篠　綾子 670 劣等眼の転生魔術師　虐げられた元勇者は・・・ 柑橘ゆすら 未定

魔族だけど教え子の聖女に迫られてるんだが （仮） 柳実冬貴 未定 54 33年後のなんとなく、クリスタル 田中康夫 799 容姿端麗、文武両道な生徒会長は・・・ 恵 未定

魔装学園Ｈ×Ｈ 13 久慈マサムネ 未定 55 グレースの履歴 源　孝志 994 神チート〔生きているだけで丸儲け〕で爆速・・・ 穂積　潜 未定

この素晴らしい世界に祝福を！ 紅魔の試練 14 暁なつめ 未定 56 消滅世界 村田沙耶香 670 王女様の高級尋問官 兎月竜之介 未定

フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～ 4 気がつけば毛玉 未定 57 でもいいの 佐野洋子 691 英雄教室 11 新木　伸 未定

僕は何度も生まれ変わる 十文字青 未定 58 薄　情 絲山秋子 756 吸血鬼と伝説の名舞台 赤川次郎 未定

あの愚か者にも脚光を！ この素晴らしい世界・・・ 3 昼　　熊 未定 59 きょうのできごと　増補完全版 柴崎友香 648 時をかける眼鏡　兄弟と運命の杯 椹野道流 未定

齢5000年の草食ドラゴン、いわれなき邪竜認定 2 榎本快晴 未定 60 シモーヌ・ヴェイユ　アンソロジー シモーヌ・ヴェイユ 1,296 長崎・眼鏡橋の骨董店 （仮） 日高砂羽 未定

ワンワン物語 ～金持ちの犬にしてとは・・・ 3 犬魔人 未定 61 舞踏会へ向かう三人の農夫 上 ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾊﾟﾜｰｽﾞ 1,058 京都左京区がらくた日和　謎眠る小道具屋・・・ 杉元晶子 未定

未来のミライ 細田　守 未定 62 舞踏会へ向かう三人の農夫 下 ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ﾊﾟﾜｰｽﾞ 1,058 法律は嘘とお金の味方です。　京都御所南、・・・ 永瀬さらさ 未定

ストライクウィッチーズＭｅｍｏｒｉａｌ・・・ 佐伯昭志 未定 63 ギャルドル莉々奈のドＳプロデュース・・・ ウナル 778 映画ノベライズ　センセイ君主 せひらあやみ 未定

君と僕との世界再変 音無白野 未定 64 淫夜航路 女捜査官コスプレ処女航海 島津　六 770 極夜の警官 ラグナル・ヨナソン 810

顔が可愛ければそれで勝ちっ！！ 斎藤ニコ 未定 65 朝になっても傍にいる （仮） 椎崎　夕 680 ジュラシック・ワールド／炎の王国 坂野徳隆 702

日常ではさえないただのおっさん、・・・ 相野　仁 未定 66 君主サマと真剣勝負 真崎ひかる 680 原之内菊子の憂鬱なインタビュー 大山淳子 724

墨　子 ビギナーズ・クラシックス　中国の古典 草野友子 未定 67 副支配人はパン屋さんがお好き 伊郷ルウ 680 長崎新地中華街の薬屋カフェ 江本マシメサ 616

怪談牡丹燈籠・怪談乳房榎 三遊亭円朝 未定 68 三姉妹、さびしい入江の歌　三姉妹探偵団 25 赤川次郎 799 桃源郷ラビリンス 岡山ヒロミ 551

鬼と日本人 小松和彦 未定 69 うちの旦那が甘ちゃんで 神楽坂淳 670 本日は曇天なり 桜堂莉緒 551

続　仏教語源散策 中村　元 未定 70 聖女の毒杯　その可能性はすでに考えた 井上真偽 未定 ガラパゴス 上 相場英雄 702

真釈　法華経 植木雅俊 未定 71 スター・ウォーズ　空想科学読本 柳田理科雄 821 ガラパゴス 下 相場英雄 788

世界は恋に落ちている 香坂茉里 未定 72 千葉千波の怪奇日記　化けて出る 高田崇史 未定 いつも私で生きていく 草笛光子 616

恋がさね平安絵巻 誰ぞ手にする桃染めの花 九江　桜 未定 73 誰も僕を裁けない 早坂　吝 未定 長谷川平蔵人足寄場　平之助事件帖 死守 3 千野隆司 648

一華後宮料理帖 第七品 三川みり 未定 74 鶴亀横丁の風来坊 鳥羽　亮 未定 下町ロケット　ガウディ計画 池井戸潤 788

華耀後宮の花嫁 時を越えたら、溺愛陛下！？ 山崎里佳 未定 75 風の如く　高杉晋作篇 富樫倫太郎 842 エスケープ 佐藤　喬 616

空想科学読本 滅びの呪文で、自分が滅びる！ 柳田理科雄 未定 76 新装版　はやぶさ新八御用帳 春怨　根津権現 8 平岩弓枝 未定 ショートショート千一夜 田丸雅智 616

Ｔｈｅ　ＭＡＮＺＡＩ 十六歳の章 あさのあつこ 未定 77 戦国武士道物語　死處 山本周五郎 未定 異世界修学旅行ＤＸ 岡本タクヤ 未定

世界一のクマのお話 クマのプー A・A・ミルン 未定 78 俳優になりたいあなたへ 鴻上尚史 648 妹さえいればいい。 10 平坂　読 未定

娘　役 中山可穂 未定 79 浜村渚の計算ノート　８と１／２さつめ （仮） 青柳碧人 未定 空飛ぶ卵の右舷砲 喜多川信 未定

火の鳥 ヤマト・異形編 3 手塚治虫 未定 80 決戦！川中島 冲方　丁 未定 出会ってひと突きで絶頂除霊！ 3 赤城大空 未定

火の鳥 鳳凰編 4 手塚治虫 未定 81 ＡＩの先に （仮） ニール・シャスタマン 未定 やがて恋するヴィヴィ・レイン 6 犬村小六 未定

彩雲国物語 漆黒の月の宴 5 雪乃紗衣 未定 82 猫のハローワーク 新美敬子 864 庶務行員　多加賀主水が泣いている 江上　剛 未定

お嬢さん放浪記 犬養道子 未定 83 読書の極意と掟 筒井康隆 691 ライオンの歌が聞こえる 2 東川篤哉 未定

生まれる森 島本理生 未定 84 快楽ハラスメント 睦月影郎 未定 特急街道の殺人 西村京太郎 未定

宮廷神官物語 渇きの王都は雨を待つ 榎田ユウリ 未定 85 小説　透明なゆりかご 上 橘　もも 未定 六本木警察署官能派 沢里裕二 未定

喜連川の風　新章 （仮） 1 稲葉　稔 未定 86 唐山感情集 日夏耿之介 1,620 飛行船月光号の殺人 鳴神響一 未定

早期退職 荒木　源 未定 87 海舟余波　わが読史余滴 江藤　淳 1,944 空　舟 北町奉行所捕物控 長谷川卓 未定

新訳　オセロー シェイクスピア 未定 88 紫陽花舎随筆 鏑木清方 1,836 夢の浮橋 風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定

吉祥寺よろず怪事請負処 4 結城光流 未定 89 院内刑事　疑惑の薬 濱　嘉之 680 師　弟 新・軍鶏侍 野口　卓 未定

デカルコマニア 長野まゆみ 未定 90 証言　零戦　搭乗員たちがくぐり抜けた・・・ 神立尚紀 1,080 今日本人に読ませたい「戦前の教科書」 日下公人 未定

身代わり若殿　葉月定光 （仮） 1 佐々木裕一 未定 日中戦争　前線と銃後 井上寿一 1,091 犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方 ひすいこたろう 未定

暴れん坊将軍　名君誕生 （仮） 1 井川香四郎 未定 仕事としての学問　仕事としての政治 マックス・ウェーバー 929 昼が繋ぐ朝と夜 （仮） 越水いち 745

東京結合人間 白井智之 未定 天皇の歴史 昭和天皇と戦争の世紀 8 加藤陽子 1,609 愛しい犬に舐められたい Si 745

心霊探偵八雲 ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳ　嘆きの人形 神永　学 未定 科学者と世界平和 Ａ・アインシュタイン 756 心を半分残したままでいる 2 砂原糖子 702

埋もれた青春 懐かしの名画ミステリー 赤川次郎 未定 変成譜　中世神仏習合の世界 山本ひろ子 1,447 色悪作家と校正者の貞節 菅野　彰 670

好奇心は僕を殺す 太田紫織 未定 とりかえ花嫁の冥婚　偽りの公主 貴嶋　啓 未定 バイアス恋愛回路 栗城　偲 670

川越仲人処のおむすびさん 石井颯良 未定 千年王国の盗賊王子　聖櫃の守護者 氷川一歩 778 あの戦争から遠く離れて 私につながる・・・ 城戸久枝 853

恋道行 2 岡本さとる 未定 ブライト・プリズン　学園の薔薇と秘密の恋 犬飼のの 778 千年、働いてきました 老舗企業大国ニッポン 野村　進 562

真夜中のオカルト公務員 たもつ葉子 未定 講談社ﾗﾉﾍﾞ文庫 2 →ぱすてるぴんく。 2 悠寐ナギ 670 れもん、よむもん！ はるな檸檬 432

ずうのめ人形 澤村伊智 未定 百鬼一歌 2 瀬川貴次 713 闇　市 マイク・モラスキー 680

えじきしょんを呼んではいけない 最東対地 未定 91 算額タイムトンネル 2 向井湘吾 810 アメリカ最後の実験 宮内悠介 594

田舎怪談　夏の黒法師 （仮） 松村進吉 未定 92 体育会系探偵部タイタン！ 清水晴木 778 管見妄語　できすぎた話 藤原正彦 497

拝み屋怪談　怪談始末 郷内心瞳 未定 93 ディリュージョン社の提供でお送りします 2 はやみねかおる 778 紺碧の果てを見よ 須賀しのぶ 961

金獅子陛下は子連れで旅行中 秋山みち花 未定 94 勇者の娘と猫かぶり魔王様 （仮） 柏　てん 689 ケンブリッジ・サーカス 柴田元幸 529

うそつき狐の恋草紙 雨月夜道 未定 95 翡翠の森の精霊師 （仮） 瀬川月菜 689 その姿の消し方 堀江敏幸 464

財閥御曹司の奥さまなんて困りますっ！ ・・・ 永谷圓さくら 未定 96 転生ダメナース、魔女になる。 西野トウコ 700 食べる女　決定版 筒井ともみ 680

ロイヤル・シークレットベビー 無慈悲な皇帝陛下・・・ 斎王ことり 未定 97 女伯爵の華麗なる婚活 橘　志摩 700 鉄路２万７千キロ　世界の「超」長距離列車・・・ 下川裕治 497

アルビレオ・スクランブル 宇枝　聖 未定 98 大変なことになってしまった 園内かな 700 いま生きる階級論 佐藤　優 724

迷宮料理人ナギの冒険 ～開かない窓の・・・ 3 ゆうきりん 未定 99 夜鳥夏彦の骨董喫茶 硝子町玻璃 691 あやまちは夜にしか起こらないから 草凪　優 594

境界線上のホライゾン 11上 川上　稔 未定 100 あなたと私の関係は？ 水川サキ 691 繭 青山七恵 767

俺を好きなのはお前だけかよ 9 駱　　駝 未定 101 作家探偵は〆切を守らない 小野上明夜 670 情けの行方 大江戸人情見立て帖 早見　俊 未定

エロマンガ先生 千寿ムラマサと恋の文化祭 10 伏見つかさ 未定 102 検　断 聡四郎巡検譚（仮） 上田秀人 未定 水曜日の凱歌 乃南アサ 1,015

勇者のセガレ 3 和ヶ原聡司 未定 110 天使の棲む部屋 問題物件 大倉崇裕 未定 ケーキ王子の名推理 （仮） 3 七月隆文 594
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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

マリー・アントワネットの日記　Ｒｏｓｅ （仮） 吉川トリコ 562 1 早川文庫ＪＡ 下旬 宇宙軍士官学校―攻勢偵察部隊― 3 鷹見一幸 691

マリー・アントワネットの日記　Ｂｌｅｕ （仮） 吉川トリコ 637 2 〈協定〉 上 Ｍ・リッチモンド 864

怪談アンソロジー （仮） 恩田　陸 562 3 〈協定〉 下 Ｍ・リッチモンド 864

みんなには、内緒だよ？ 嶺　　央 540 4 上旬 クリミナル・タウン サム・マンソン 972 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

俺が愛してやるよ。 SEA 540 5 下旬 渇きと偽り ジェイン・パーカー 864 はじめの一歩 10 森川ジョージ 840

僕は君に夏をあげたかった。 （仮） 清水きり 540 あなたの人生の意味 上 Ｄ・ブルックス 929 群集心理 ル・ボン 648

あのとき離した手をまた繋いで。 晴　　虹 540 あなたの人生の意味 下 Ｄ・ブルックス 929 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 17 天野　明 未定

過保護な愛にジェラシーを （仮） 紅カオル 680 シンデレラの魔法は永遠に オリヴィア・ドレイク 1,058 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 18 天野　明 未定

緊急ドクターコール～天才外科医と熱愛中～ （仮） 真彩－mahya－ 680 英国ちいさな村の謎 アガサ・レーズンの・・・ 10 Ｍ・Ｃ・ビートン 1,015 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 3 篠原健太 未定

打算と情熱のあいだ （仮） 悠木にこら 680 ミラー・イメージ エマ・ダーシー 670 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 4 篠原健太 未定

Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｔａｇｅ～ようこそ、俺の花嫁さん～ （仮） 未華空央 680 6 クレタの聖像 シャーロット・ラム 670 小学館文庫ｺﾐｯｸ版 13 からくりサーカス 15 藤田和日郎 864

悪魔と愛をかたってみようか （仮） 西ナナヲ 680 7 愛は忘れない ミシェル・リード 670 ぶんか社ｺﾐｯｸ文庫 10 金瓶梅 39 竹崎真実 690

没落伯爵令嬢の幸福な結末 （仮） 友野紅子 680 8 永遠の一夜 アン・メイザー 670

愛され王女の政略結婚　冷酷な王は愛を知る （仮） 櫻井みこと 680 9 シチリアの花嫁 サラ・モーガン 670

桜、ふわふわ （仮） 桜川ハル 648 # デイジーの小さな願い ベティ・ニールズ 670 　　　　　　　　※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。

どこにもない13月をきみに （仮） 灰芭まれ 648 # 奔放な情熱 Ｓ・ケンドリック 540

未　定 未　　定 648 # ひと夏のイヴ サンドラ・マートン 540

100回目の桜を見よう （仮） 櫻井千姫 648 # 花の巴里で待ち合わせ Ｖ・アレクサンダー 1,000

真夜中メリーゴーランド 野々原苺 648 # 過去をなくした乙女 ゲイル・カレン 1,000

嘘でも君が欲しい （仮） ☆＊ココロ 648 # 愛に裏切られても ダイアナ・パーマー 880 　　　大垣書店グループ

2 花火と一緒に散ったのは、あの夏の記憶だった 邑上主水 659 # ロング・ロング・ホリディ （仮） 小路幸也 799 ■京都市

君と出逢って 2 井上美珠 691 # 一行怪談 2 吉田悠軌 626 北区 　本店

君に10年恋してる 有涼　汐 691 # 昨日の海と彼女の記憶 近藤史恵 821 　佛教大学店

待ち焦がれたハッピーエンド 吉桜美貴 691 # 京都下鴨なぞとき写真帖 （仮） 柏井　壽 767 　ビブレ店

幽霊屋敷のアイツ 上 川口雅幸 648 # 扶桑社文庫 2 頭のいい小学生が解いているヒラメキパズル 松永暢史 未定 中京区 　二条駅店

幽霊屋敷のアイツ 下 川口雅幸 648 # ザ・セブンス・サン （仮） 上 ケント・レスター 未定 　烏丸三条店

異世界で失敗しない100の方法 5 青蔵千草 691 # ザ・セブンス・サン （仮） 下 ケント・レスター 未定 　四条店

異世界で『黒の癒し手』って呼ばれています 3 ふじま美耶 691 # また、同じ夢を見ていた 住野よる 660 　Kotochika御池店

転生者はチートを望まない 1 奈月　葵 691 # 高山本線の昼と夜 西村京太郎 640 　佛教大学二条キャンパス店

平兵士は過去を夢見る 3 丘野　優 659 # 拳に聞け！ 塩田武士 800 左京区 　高野店

地方騎士ハンスの受難 5 アマラ 659 # 校長、お電話です！ 佐川光晴 650 右京区 　イオンモール京都五条店

ルーントルーパーズ 自衛隊漂流戦記 10 浜松春日 659 # きらきら眼鏡 森沢明夫 850 　京都ファミリー店

猫神主人のばけねこカフェ 桔梗　楓 659 # 復讐屋鳴海慶介の事件簿 原田ひ香 680 西京区 　ブックパル五条店

ぺんぺん草の花の数 （仮） 木乃子増緒 659 # フリー！ 岡部えつ 670 　ブックパル桂南店

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 6 蒼空チョコ 691 # 京都寺町三条のホームズ 見習い鑑定士・・・ 10 望月麻衣 660 下京区 　髙島屋店

30秒でささる！　伝え方のツボ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾚｰﾑﾜｰｸ 745 # あの夏、浴衣の君 （仮） 草凪　優 660 　京都ヨドバシ店

脳のパフォーマンスを上げて成果につなげる・・・ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾚｰﾑﾜｰｸ 745 # 夏色タイムカプセル （仮） 霧原一輝 660 南区 　イオンモールKYOTO店

人生を変える時間術 千田琢哉 702 # 激　突 坂岡　真 680 　イオンモール京都桂川店

人間関係に効く大人の語彙力辞典 ベスト・ライフ・Ｎ 702 # 葵の密使 3 稲葉　稔 660 　ANNEXイオンモール京都桂川店

かわいがり子育て ３歳までは思いっきり・・・ 佐々木正美 734 # 猫でござる 3 柏田道夫 670 伏見区 　醍醐店

鈴の神さま 知野みさき 734 # 嫌われ剣士の異世界転生記 羽咲うさぎ 670 　伏見店

お狐さまと食べ歩き　食いしん坊のあやかしは、・・・ 八代将門 702 # 神スキル 〔呼吸〕 するだけでレベルアップ・・・ 2 妹尾尻尾 650 山科区 　ブックパル文苑 山科店

時間遡行で学生時代に戻った僕は、・・・ 鹿ノ倉いるか 702 # 宝くじが当たったのでレベル１から・・・ 2 羽田遼亮 670

京都でひっそりスピリチュアル 桜井識子  734 # モンスターのご主人様 12 日暮眠都 670 ■京都府

500円で覚えるエクセル＆ワード＆パワポの・・・ ワイツープロジェクト 540 # 禁じられたアルファの子 華藤えれな 741 亀岡市 　亀岡店

コミックエッセイ　アスペルガー症候群の・・・ 西脇俊二 648 # 王の至宝は東を目指す 夢乃咲実 741

零戦と戦艦大和　仕組み大図鑑 零戦・戦艦研究会 702 # 箱入りウサギ　妊活中　～もふもふオメガバース～ 川崎かなれ 710 ■大阪府

嵐、ブレイク前夜 元「嵐」側近ｽﾀｯﾌ 680 # 居眠り同心　影御用 27 早見　俊 700 高槻市 　高槻店

医者が教える最高の長寿食 藤田紘一郎 562 # 浜町様　捕物帳 3 牧　秀彦 700 豊中市 　豊中緑丘店

高校野球は親が９割（仮） 田尻賢誉 713 # 火盗改「剣組」　鬼神　剣崎鉄三郎 （仮） 藤水名子 700 箕面市 　デューク書店　

怪物と闘ったＰＬのエース （仮） 上重　聡 713 # 先生の匂い （仮） 睦月影郎 750

砂上の誓い （仮） 上 Ｏ・ボーデン 918 # 人妻と義母　交換計画 （仮） 桜井真琴 750 ■兵庫県

砂上の誓い （仮） 下 Ｏ・ボーデン 918 # ルースレス レクシー・ブレイク 1,166 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

21 呪縛地帯 （仮） 104（とし） 702 # デンジェラス・ゲームス テス・ダイアモンド 1,234 　プリコ神戸店

23 人妻手記　一線を超える平日13時の・・・ （仮） 愛の体験編集部 702 # 二見ﾚｲﾝﾎﾞｰ文庫 31 世にも怪奇な平成耳袋 （仮） ﾅﾑｺ・ﾅﾝｼﾞｬﾀｳﾝ 670 尼崎市 　三和書房

人妻刑事 （仮） 橘　真児 702 # 暁町三丁目、しのびパーラーで 椹野道流 691

「超」怖い話　戊 （仮） 松村進吉 702 # 二宮繁盛記 谷崎　泉 691 ■滋賀県

怪體新書 （仮） 黒木あるじ 702 # 神の気まぐれ珈琲店 青谷真未 691 大津市 　フォレオ大津一里山店

恐怖箱　魍魎百物語 （仮） 加藤　一 702 # 神様は毛玉　～オタクな霊能者様に・・・ 栢野すばる 724 甲賀市 　水口店

2 蜜濡れカフェの秘密 （仮） 八神淳一 713 # 女子アナ候補生　鬼畜のレッスン （仮） 藤　隆生 741

9 孤島の淫乱ハーレム （仮） 北條拓人 713 # 清純美少女　恥辱の謝肉祭 （仮） 羽村優希 741 ■静岡県

72歳のバリスタ （仮） バーバラ片桐 691 # 素人告白　淫らすぎるハラスメント （仮） 性実話研究会 741 富士宮市 　イオンモール富士宮店

ブレス （仮） いおかいつき 691 # 住み込み先の美母娘 日向弓弦 未定

隣人の喘ぎ声は悪魔の囁き（仮） 奏　　多 810 # 全裸出張　〔高慢美人上司〕 一柳和也 未定 ■北海道

ホテルマンの献身ご奉仕 （仮） 西條六花 810 # 夢の子づくり授業 水沢亜生 未定 札幌市　なにわ書房 マルヤマクラス店

戦後日本の「独立」 半藤一利 1,296 # 夜這い調教 但馬庸太 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア円山店

月の文学館 月の人の一人とならむ 和田博文 886 # 未亡人兄嫁と未亡人女教師 天崎僚介 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア行啓通店

フルサトをつくる 帰れば食うに困らない・・・ 伊藤洋志 799 # 妻と娘が寝取られた 御前零士 未定 札幌市　なにわ書房 西友西町店

ベスト版　天ぷらにソースをかけますか？ 野瀬泰申 1,026 # 吸血姉（おねえちゃん）は弟（ぼく）に恋してる （仮） 嵩夜あや 未定 北広島市 　なにわ書房 東光ストア北広島店

星の文学館 火星も彗星も 和田博文 886 # 竜王の汚仕事　ＪＳ（女児サキュバス）の・・・ （仮） 葉原　鉄 未定

落ちる／黒い木の葉 多岐川恭 1,080 # 吸血鬼メイドは甘やかしたい！ （仮） ちょきんぎょ。 未定

仮面の道 レヴィ＝ストロース 1,404 # 共喰い　―αの策略― 秀香穂里 未定

20世紀の歴史 下 Ｅ・ホブズボーム 2,052 # 夜啼鶯は愛を紡ぐ 小中大豆 未定

古代の鉄と神々 真弓常忠 1,188 # 俺様皇帝は初恋の聖女を一生離さない （仮） 臣　　桜 未定

餓死した英霊たち 藤原　彰 1,188 # 初恋相手はワケあり騎士団長 （仮） 城月りりあ 未定

隊商都市 Ｍ・ロストフツェフ 1,296 魔王と聖女のらぶライフ♡ （仮） 七福さゆり 未定

太宰治 井伏鱒二 1,080 獰猛な渇愛　政界の若き支配者の・・・ （仮） 御厨　翠 未定

維新始末 闕所物奉行 裏帳合　外伝 上田秀人 734 恋を引きずる御曹司と作曲家 （仮） 佐木ささめ 未定

おらんだ忍者　医師了潤　秘めおくべし 浮穴みみ 864 私の恋は誰にも言わない （仮） 春日部みこと 未定

レイテ戦記 4 大岡昇平 1,296 13 月夕のヨル 朝丘　戻 800

空にみずうみ 佐伯一麦 972 # 13 溺愛執事のいじわるレッスン 髙月まつり 650

摂受心院 ほとけの心を生きる 「摂受心院」刊行会 886 # 未　定 瀬川コウ 842

保守のヒント 中島岳志 864 # 新・学問のすすめ 脳を鍛える神学1000本ノック 佐藤　優 810

麻布襍記 附・自選荷風百句 永井荷風 1,080 # 椿落つ 新・酔いどれ小籐次 佐伯泰英 810

タミーを救え！ 川の光 上 松浦寿輝 778 # 劉　邦 1 宮城谷昌光 778

タミーを救え！ 川の光 下 松浦寿輝 778 # 劉　邦 2 宮城谷昌光 778

決定版　オーケストラ楽器別人間学 茂木大輔 842 # アンタッチャブル 馳　星周 1,188

とちりの虫 安岡章太郎 972 # 夏の裁断 島本理生 842

殺意のまつり　山村美紗傑作短篇集 （仮） 山村美紗 842 # 晴れの日には 藍千堂菓子噺 田牧大和 886

開戦と終戦 帝国海軍作戦部長の手記 富岡定俊 1,080 # 侠飯（おとこめし） 嵐のペンション篇 5 福澤徹三 778

パンセ パスカル 1,404 # カレーなる逆襲！ ポンコツ部員のスパイス戦記 乾　ルカ 886

テレビでやった人気マジックのタネ・・・ （仮） 未　　定 未定 # カトク 過重労働撲滅特別対策班 新庄　耕 853

どんな不幸が訪れるのか？　恐怖の・・・ （仮） 未　　定 未定 # 将監さまの細みち 山本周五郎名品館 山本周五郎 940

世界推理短編傑作集  〔新版〕 1 江戸川乱歩 1,037 # にょにょにょっ記 穂村　弘 756

海賊島の殺人 沢村浩輔 1,037 # 福井モデル 藤吉雅春 864

晴れ時々、食品サンプル ほしがり探偵ユリオ 青柳碧人 886 # 昭和史をどう生きたか 半藤一利 842

猫の姫、狩りをする 妖怪の子預かります 廣嶋玲子 799 # 原爆供養塔 忘れられた遺骨の70年 堀川惠子 972

エラリー・クイーンの冒険 〔新訳版〕 エラリー・クイーン 1,058 # 死はこわくない 立花　隆 702

アリーの物語 セブン・シスターズ（仮） 上 ルシンダ・ライリー 1,512 # ブラバン甲子園大研究 高校野球を100倍楽しむ 梅津有希子 832

アリーの物語 セブン・シスターズ（仮） 下 ルシンダ・ライリー 1,512 # プロ野球死亡遊戯 中溝康隆 886

九人と死で十人だ Ｃ・ディクスン 994 # インパール〈新装版〉 高木俊朗 1,134

天国通り殺人事件 Ｓ・スルペツキ 1,296 # やりなおし英雄の教育日誌 3 涼暮　皐 669

創元ＳＦ文庫 30 トリフィド時代〔新訳版〕 食人植物の恐怖 Ｊ・ウィンダム 1,296 # 百錬の覇王と聖約の戦乙女 16 鷹山誠一 669

別れ、のち晴れ 赤川次郎 778 # 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが・・・ 6 手島史詞 669

大江戸人情花火 稲葉　稔 778 # 六畳間の侵略者！？ 29 健　　速 669

痩せ神さま 風野真知雄 691 # 最底辺からニューゲーム！ 4 藤木わしろ 669

臥　龍 横浜みなとみらい署暴対係 今野　敏 745 # テキトー男の異世界スローライフ 2 藤山素心 669

鬼の隠れ蓑 鳥羽　亮 702 # 僕専属のＪＫ魔女と勝ち取る一発逆転 六升六郎太 669

十津川警部　鹿島臨海鉄道殺人ルート 西村京太郎 691 # 一鬼夜行　鬼の嫁取り 小松エメル 713

夜叉狩り 牧　秀彦 713 # 札幌あやかしスープカレー 佐々木禎子 691

ＨＡＲＤ　ＴＩＭＥ ＤＥＡＤＬＯＣＫ外伝 英田サキ 648 # 東京老舗ごはん　大正味めぐり 森まゆみ 670

未　定 楠田雅紀 648 # あずかりやさん　桐島くんの青春 大山淳子 691

妖しい薬屋と見習い狸 （仮） 小中大豆 648 # エースのコーチはじめました 上 長野聖樹 720

30の神社からよむ日本史 安藤優一郎 864 # エースのコーチはじめました 下 長野聖樹 720

ユニクロ対ＺＡＲＡ 齊藤孝浩 864 # 白黒パレード ようこそ、テーマパークの裏側へ！ 迎ラミン 699

 ジャック・ウェルチの「リアルライフＭＢＡ」 Ｊ・ウェルチ 972 # 河童の懸場帖（かけばちょう） （仮） 桔梗　楓 699

グーン地獄 Ｈ・Ｇ・フランシス 713 # 本当は「もっと」怖い世界史 堀江宏樹 680

われらはレギオン アザーズとの遭遇 2 Ｄ・Ｅ・テイラー 1,080 # 「気になること」からそっと抜け出す本 水島広子 680

炎の管理者 Ｈ・Ｇ・エーヴェルス他 713 # 伊勢の陰陽師が教える「生まれ変わり」の話 一宮寿山 680

グッドホープ フランク・ボルシュ 756 # 心を熱くする！　高校野球100の「ことだま」 田尻賢誉 680

羊飼いの暮らし Ｊ・リーバンクス 1,080 # コレステロールと中性脂肪を減らす法 板倉弘重 680

ﾊﾔｶﾜ文庫ＦＴ 上旬 賢者の怖れ 3 Ｐ・ロスファス 1,037 # 一流アスリートの食事 細野恵美 680

ウェイプスウィード 瀬尾つかさ 950 # 本棚にもルールがある 成毛　眞 680

あまんじゃく 藤村いずみ 734 # 心理専門カウンセラーが教えるストレスを味方・・・ 野口京子 680
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■ドラマタイトル：『バカボンのパパよりバカなパパ』

■出演： 玉山鉄二/比嘉愛未/長谷川京子/森川葵

■原作： 『バカボンのパパよりバカなパパ』 幻冬舎文庫

■著： 赤塚りえ子

■6月30日（土）スタート

毎週土曜 夜8時15分（初回のみ夜7時30分～）NHK

■脚本：小松江里子

■音楽：大友良英/Sachiko M/江藤直子

優しくて、シャイで、理屈や意味すらも突き抜けた「バカ」の天才・赤塚不二夫。

赤塚不二夫のハチャメチャな漫画の世界、しかし実生活は漫画よりもっとハチャメ

チャだった。

「バカっていうのは自分がハダカになることなんだよ。世の中のいろんな常識を無視

して、純粋な自分だけのものの見方や生き方を押し通すことなんだよ。だから、バカ

だこそ、語れる真実っていっぱいあるんだ。最後につじつまが合ってりゃ、何やって

もいいんだよ。これでいいのだ！」

■映画タイトル：『未来のミライ』

■出演：上白石萌歌/黒木華/星野源/麻生久美子/宮崎美子

■原作：『未来のミライ』ＫＡＤＯＫＡＷＡ

■著： 細田守

■７月２０日（金）公開

■企画・製作：スタジオ地図

■配給：東宝

■監督・脚本：細田守

■音楽：高木正勝

それは、時をこえるボクと家族の未来の物語。
細田守監督最新作の原作小説！
生まれたばかりの妹に両親の愛情を奪われたくんちゃん。ある日庭で出会ったのは、
未来から来た妹・ミライちゃんでした。ミライちゃんに導かれ、時をこえた冒険へ。くん
ちゃんが最後に辿り着いた場所とは。


