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ガンディーに訊け 中島岳志 713 1 中経の文庫 13 金栗四三と田畑政治 東京五輪を実現した男たち 青山　誠 未定 灰色のパラダイス 杉原爽香〈45歳の冬〉 赤川次郎 未定

院内カフェ 中島たい子 734 2 アクセル・ワールド ―黒雪姫の告白― 23 川原　礫 未定 東京すみっこごはん （仮） 4 成田名璃子 未定

ダンシング・ウィズ・トムキャット ドラゴンを墜とせ！ 3 夏見正隆 864 3 七つの魔剣が支配する 宇野朴人 未定 黄色館の秘密　新装版 黒星警部シリーズ 折原　一 未定

Ｄ－死情都市 吸血鬼ハンター 菊地秀行 799 4 賢者タイムが終わらない。 枕木みる太 未定 猟犬魂 警視庁特命遊撃班 南　英男 未定

女辺境伯と犬 （仮） 春日部こみと 713 5 境界線上のホライゾン 11中 川上　稔 未定 通り魔 昭和ミステリールネサンス 結城昌治 未定

孤独な竜王は愛に飢える （仮） 月城うさぎ 713 6 魔王信長の転生スローライフ 我がニート生活は・・・ 石動　将 未定 花　氷 松本清張プレミアム・ミステリー 松本清張 未定

桃色仮面 （仮） 八神淳一 767 7 ゴスロリ卓球 蒼山サグ 未定 獅子の門　雲竜編 夢枕　獏 未定

誘惑の海 （仮） 末廣　圭 778 8 はたらく魔王さま！ 19 和ヶ原聡司 未定 キッド・ピストルズの冒瀆 山口雅也 未定

18 誘惑のボディーガードと憂鬱な数学者 （仮） 七川　琴 756 9 世界の終わりの庭で 入間人間 未定 荒川乱歩の初恋 ハイスクール探偵 阿野　冠 未定

鹿児島戦争記 実録　西南戦争 篠田仙果 未定 10 黒の英雄と駆け出し少女騎士隊 上月　司 未定 バネジョのお嬢様が焼くパンケーキは謎の香り 文月向日葵 未定

三島由紀夫紀行文集 佐藤秀明 未定 11 異世界に間違った人材を派遣してしまった・・・ 逢坂為人 未定 社内子育てはじめます 貴水　玲 未定

魔法の庭・空を見上げる部族　他十四篇 カルヴィーノ 未定 12 ドラゴンブック 20 ソード・ワールド2.5 ルールブック 北沢　慶／グループSNE 未定 正雪の埋蔵金 日暮左近事件帖 藤井邦夫 未定

源氏物語　 玉鬘―真木柱 4 柳井　滋 未定 13 ノベルゼロ 15 娘が一人の女として迫ってくるので本気で困る 急川回レ 未定 忍者大戦　赤ノ巻 二階堂黎人、鏑木蓮、鳥飼否宇ほか 光文社文庫編集部 未定

自由という牢獄　 責任・公共性・資本主義 大澤真幸 未定 14 転生先が少女漫画の白豚令嬢だった 2 桜あげは 未定 奥義花影 ひなげし雨竜剣 坂岡　真 未定

またの名をグレイス 上 Ｍ・アトウッド 未定 15 令嬢エリザベスの華麗なる身代わり生活 3 江本マシメサ 未定 未来のイヴ ヴィリエ・ド・リラダン 未定

またの名をグレイス 下 Ｍ・アトウッド 未定 16 勿論、慰謝料請求いたします！ soy 未定 方丈記 鴨　長明 未定

朝鮮戦争空母戦記 大内建二 918 17 不機嫌な魔術士とあるまじき婚約 秋野真珠 未定 白　痴 4 ドストエフスキー 未定

慟哭の空 今井健嗣 821 18 Ａ３！ 克服のＳＵＭＭＥＲ！ ト　　ム 未定 春画四十八手 車　浮代 未定

空戦に青春を賭けた男たち 野村了介 940 19 腐男子先生！！！！！ 2 瀧ことは 未定 一流のサービスを受ける人になる方法 いつか 未定

恐るべきＵボート戦〈新装版〉 広田厚司 929 20 誰が喚んだの！？　～異世界とゲーム作りと・・・ 木緒なち他 未定 無敵の殿様 6 早見　俊 702

国民の神話 産経新聞社 864 21 奪う者　奪われる者 10 mino 未定 ぼんくら同心と徳川の姫 9 聖　龍人 702

29とＪＫ ～消えない模様～ 5 裕時悠示 680 22 覇剣の皇姫アルティーナ 14 むらさきゆきや 未定 姫さま変化 疾風剣 山手樹一郎 702

エンジェルフォース （仮） 箕崎　准 691 23 デスティニーチャイルド 西野吾郎 未定 巨大戦略空母「魁鳳」 上 原　俊雄 1,000

キングメイカー！ （仮） 串木野たんぼ 691 24 暇人、魔王の姿で異世界へ 時々チートなぶらり旅 藍　　敦 未定 巨大戦略空母「魁鳳」 下 原　俊雄 1,000

ちょろいんですが恋人にはなれませんか？ 七条　剛 648 25 始まりの魔法使い 魔術の時代 4 石之宮カント 未定 県警刑事 森　　詠 702

透明勇者のエンジョイ引退生活！ 2 秋堂カオル 670 26 グランクレスト戦記ＤＯ 英雄の系譜 水野　良 未定 囮捜査 失踪前夜 4 南　英男 702

最弱無敗の神装機竜《バハムート》 16 明月千里 659 27 豚公爵に転生したから、今度は君に好きと言いたい 6 合田拍子 未定 人気俳優と子育てすることになりました。 墨谷佐和 702

可愛い女の子に攻略されるのは好きですか？ 3 天乃聖樹 648 28 放課後は、異世界喫茶でコーヒーを 4 風見鶏 未定 神様の子守はじめました 9 霜月りつ 702

天才王子の赤字国家再生術 ～そうだ、売国しよう～ 2 鳥羽　徹 648 29 ファイフステル・サーガ 再臨の魔王と公国の動乱 2 師走トオル 未定 日本の成り立ちが見えてくる　古事記99の謎 古代ミステリー研究会 700

極上パティシエと理想の結婚 榛名　悠 700 30 ロクでなし魔術講師と追想日誌 3 羊太郎 未定 地下経済の最新手口に学ぶ　ワルの経済教室 多田文明 700

野良犬にはご用心 森崎結月 680 31 Ｏｎｌｙ　Ｓｅｎｓｅ　Ｏｎｌｉｎｅ ―オンリーセンス・オンライン― 16 アロハ座長 未定 スイーツ王の溺愛にゃんこ 鹿能リコ 756

7 激動の時代のなかで Ｒ・ロジャーズ 1,170 32 いづれ神話の放課後戦争〈ラグナロク〉 10 なめこ印 未定 仁義なき嫁　横濱三美人 高月紅葉 756

キル・ショット 上 ヴィンス・フリン 910 33 ハイスクールＤ×Ｄ　ハーレム王メモリアル 石踏一榮 未定 10 漫画家の明石先生は実は妖怪でした。 2 霜月りつ 734

キル・ショット 下 ヴィンス・フリン 916 34 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉 3 大黒尚人 未定 王様の初恋は可愛い令嬢に盗まれました （仮） 池戸裕子 740

影の使い手 楽園に咲く冬桜 2 葬儀屋 未定 35 名もなき竜に戦場を、穢れなき姫に楽園を ミズノアユム 未定 罠にかけられた令嬢 （仮） 水島　忍 740

異世界帰りのおっさんは父性スキルで・・・ 1 高橋　弘 未定 36 非オタの彼女が俺の持ってるエロゲに・・・ 滝沢　慧 未定 冷血な侯爵と偽りの婚約者 （仮） 火崎　勇 740

ワールド・ティーチャー　異世界式教育エージェント 9 ネコ光一 未定 37 星に願いを、君に祈りと傷を 清水晴木 未定 サンマーク出版 10 天 斎藤一人 756

海王社 28 ストレイ・リング 水壬楓子 710 38 契約結婚ってありですか 結婚式は誰のもの？ 2 紅原　香 未定 Ｊﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 14 花嫁になるのは御免です！ 佐倉　紫 740

精霊使いの剣舞 聖都消滅 19 志瑞　祐 未定 39 縁結び神社の悪魔さま 森川秀樹 未定 Ｌａ　Ｖｉｅ　ｅｎ　Ｒｏｓｅ　ラヴィアンローズ 村山由佳 未定

ようこそ実力至上主義の教室へ 9 衣笠彰梧 未定 40 お直し処猫庵 お困りの貴方へ肉球貸します 尼野ゆたか 未定 九十九藤 西條奈加 未定

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 17 長月達平 未定 41 レッドスワンの飛翔 赤羽高校サッカー部 綾崎　隼 未定 左目に映る星 奥田亜希子 未定

君死にたもう流星群 2 松山　剛 未定 42 絶対城先輩の妖怪学講座 11 峰守ひろかず 未定 スーパー・ゼロ 鳴海　章 未定

サブヒロインだって攻略されたい！・・・ 藍藤　唯 未定 43 真夜中は旦にゃ様 ～モノノケ、千年の恋をする～ 2 帆高けい 未定 北風　小説早稲田大学ラグビー部 藤島　太 未定

ぼくたちのリメイク ぼくたちに足りないもの 5 木緒なち 未定 44 農村ガール！ 上野　遊 未定 マダラ 死を呼ぶ悪魔のアプリ 喜多喜久 未定

竜殺しと幼女 （仮） 秋月煌介 未定 45 ビブリア古書堂の事件手帖 ～扉子と不思議な・・・ 三上　延 未定 はぐれ馬借 （仮） 2 武内　涼 未定

西野　～学内カースト最下位にして・・・ 3 ぶんころり 未定 46 天使がくれた時間 吉月　生 未定 おいしい旅　 夏の終わりの佐渡の居酒屋 太田和彦 未定

15歳でも俺の嫁！ 即日同棲から始まる・・・ 2 庵田定夏 未定 47 おとなりの晴明さん　第三集 仲町六絵 未定 スノーマン （仮） 一雫ライオン 未定

おまえ本当に俺のカノジョなの？ 落合祐輔 未定 48 幻想古書店で珈琲を　あなたの物語 蒼月海里 518 泥棒は銀のスプーンを数える ローレンス・ブロック 未定

チアーズ！ 3 赤松中学 未定 49 冬に光は満ちれど　ブラディ・ドール 13 北方謙三 670 男装令嬢のクローゼット 仲村つばき 724

回復術士のやり直し ～即死魔法とスキルコピー・・・ 4 月夜　涙 未定 50 タイムメール 鯨統一郎 未定 いきおくれ姫の選択　未婚の魔女にも明日はくる 彩本和希 734

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 51 フェルメールの街 櫻部由美子 未定 今日も魔女を憎めない　思惑だらけの・・・ 時本紗羽 659

ＳＴＥＩＮＳ；ＧＡＴＥ０　 下 浜崎達也 未定 52 ランチ刑事の事件簿シリーズ （仮） 2 七尾与史 未定 ユリシーズ 春日みかげ 未定

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを・・・ 2 ざっぽん 未定 53 3 花だより　みをつくし料理帖　特別巻 髙田　郁 670 俺の家が魔力スポットだった件 6 あまうい白一 未定

キミの忘れかたを教えて あまさきみりと 未定 54 もののけ裁き　ゆめ姫事件帖 和田はつ子 648 ソロ神官のＶＲＭＭＯ冒険記 2 原　　初 未定

リオランド 01.最慧の騎士と二人の姫 岩井恭平 未定 55 つるつる鮎そうめん　居酒屋ぜんや 坂井希久子 626 魔弾の王と凍漣の雪姫 川口　士 未定

ＪＫ堕としの名を持つ男、柏木の王道 永菜葉一 未定 56 マイ・フーリッシュ・ハート 秦建日子 734 伝説の救世主の保護者 空埜一樹 未定

僕は君に爆弾を仕掛けたい。 高木敦史 未定 57 呪　文 星野智幸 637 Ｂの戦場 さいたま新都心ブライダル課の変革 5 ゆきた志旗 未定

地球代表は異世界の英傑たちをゲームスキルで・・・ 宮地拓海 未定 58 志ん生一家　おしまいの噺 （仮） 美濃部美津子 734 鍵屋の隣の和菓子屋さん 2 梨　　沙 未定

西行の山家集 西　　行 未定 59 紅殻駱駝の秘密 小栗虫太郎 864 京都伏見は水神さまのいたはるところ 相川　真 未定

墨　子 ビギナーズ・クラシックス　中国の古典 草野友子 未定 60 シャッフル航法 円城　塔 799 とっておきのおやつ。 5つのおやつアンソロジー 青木祐子 未定

「城取り」の軍事学 西股総生 未定 61 秘文鞍馬経 山本周五郎 713 なぞとき遺跡発掘部　甕棺には誰がいますか？ 日向　夏 616

歴史としての戦後史学 ある歴史家の証言 網野善彦 未定 62 この世界が消えたあとの　科学文明のつくりかた ルイス・ダートネル 1,058 提灯奉行　失踪 和久田正明 659

新版　増補　共産主義の系譜 猪木正道 未定 63 家賃50円のアパートに入居したら幽霊が・・・ 地　　球 778 付添い屋・六平太　姑獲鳥の巻　女医者 金子成人 648

情報生命 松岡正剛 未定 64 性感淫魔エステＦ 従属リラクゼーションいかがです？ 高岡智空 778 脱藩さむらい 金子成人 648

染まれ君よと、恋に舞う 糸森　環 未定 65 とろめき修学旅行 清純美少女と早熟美少女 早瀬真人 770 フィッターＸの異常な愛情 蛭田亜紗子 626

悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました 3 永瀬さらさ 未定 66 幻冬舎文庫 20 キングダム 新　　野 未定 横濱王 永井紗耶子 702

眠れる聖女の望まざる婚約 目覚めたら、・・・ 秋月かなで 未定 67 幻冬舎時代小説 20 町奉行内与力奮闘記 外患の兆 7 上田秀人 未定 漂流怪人・きだみのる 嵐山光三郎 659

宮廷女官ミョンファ 太陽宮の影と運命の王妃 小野はるか 未定 68 初恋記念日 夢乃咲実 680 あのコの、トリコ。 豊田美加 529

千本桜 4 一斗まる 未定 69 狼だなんて聞いてない！ きたざわ尋子 680 さくら花店　毒物図鑑　夏の悪夢 宮野美嘉 551

外資のオキテ 泉　ハナ 未定 70 社長と元ヤンの幸せ子連れ生活 小中大豆 680 女神様の料理帖　恋の予感と思い出ごはん 相内　藍 616

町中華とはなんだ 昭和の味を食べに行こう 北尾トロ 未定 71 嫌われ魔物の大好きなひと 伊勢原ささら 680 物理的に孤立している俺の高校生活 5 森田季節 691

謀略軌道 新幹線最終指令 北上秋彦 未定 72 廣済堂出版 下旬 あやかし小町 大江戸怪異事件帳～どくろ舞 鳴海　丈 756 七星のスバル 7 田尾典丈 未定

夜 赤川次郎 未定 73 江戸は浅草 知野みさき 756 月とライカと吸血姫 4 牧野圭祐 未定

自殺行き往復切符 赤川次郎 未定 74 君の隣に 本多孝好 未定 やがて恋するヴィヴィ・レイン 7 犬村小六 未定

今日の別れに 赤川次郎 未定 75 幻想短編集 堀川アサコ 未定 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂幸太郎 未定

本日は悲劇なり 赤川次郎 未定 76 小説　透明なゆりかご 下 橘　もも 未定 ハーフウェイ・ハウスの殺人 浦賀和宏 未定

悪の華 赤川次郎 未定 77 昭和探偵 風野真知雄 648 絹の遺産と上信電鉄 西村京太郎 未定

恐怖の報酬 赤川次郎 未定 78 ＱＪＫＪＱ 佐藤　究 未定 ホケツ！ 小野寺史宜 未定

ミネルヴァの報復 深木章子 未定 79 そして二人だけになった　Ｕｎｔｉｌ　Ｄｅａｔｈ・・・ 森　博嗣 未定 ダークリバー 樋口明雄 未定

青春は探花を志す 金椛国春秋 篠原悠希 未定 80 愛と人生 滝口悠生 未定 箱根路闇始末 はみだし御庭番無頼旅 鳥羽　亮 未定

火の鳥 乱世編 7 手塚治虫 未定 81 失踪者 下村敦史 842 狐夜叉 浮かれ鳶の事件帖 原田孔平 未定

火の鳥 乱世編 8 手塚治虫 未定 82 増補改訂版　もう一つの「バルス」 木原浩勝 未定 桶狭間決戦　歌舞鬼姫 富田祐弘 未定

黒い紙 堂場瞬一 未定 83 時間を止めてみたんだが 藤崎　翔 未定 死者ノ棘　黎 日野　草 未定

日本敵討ち異相 長谷川伸 未定 84 教会堂の殺人　～Ｇａｍｅ　Ｔｈｅｏｒｙ～ 周木　律 484 運命の向こう側 安西リカ 745

日本敵討ち集成 長谷川伸 未定 85 新装版　蜜と毒 瀬戸内寂聴 未定 誘蜜リコリス婚姻譚 さとむら緑 745

茜屋清兵衛　商い日記 （仮） 誉田龍一 未定 86 夫のちんぽが入らない こだま 未定 ふったらどしゃぶり　Ｗｈｅｎ　ｉｔ　ｒａｉｎｓ，ｉｔ　ｐｏｕｒｓ　完全版 一穂ミチ 799

入り婿侍商い帖 大黒屋の行方 千野隆司 未定 87 ハゲタカ スパイラル 4.5 真山　仁 未定 パラスティック・ソウル 1 木原音瀬 670

子連れ侍江戸草紙 経塚丸雄 未定 88 呉越春秋　湖底の城 7 宮城谷昌光 未定 管理人さんの恋人 小林典雅 670

明日なき十代 懐しの名画ミステリー 赤川次郎 未定 89 隠れたる事実　明治裏面史 伊藤痴遊 2,376 恋する猫耳 名倉和希 670

警視庁監察室 報復のカルマ 2 中谷航太郎 未定 90 底ぬけビンボー暮らし 松下竜一 1,836 やぶれかぶれ青春記・万博奮闘記 小松左京 637

暴れん坊将軍 獄中の花嫁 2 井川香四郎 未定 　+α文庫 20 山口組三国志　織田絆誠という男 溝口　敦 905 周五郎少年文庫　黄色毒矢事件 少年探偵春田龍介 山本周五郎 767

メゾン・ド・ポリス 退職刑事とエリート警視 2 加藤実秋 未定 日本永代蔵 井原西鶴 未定 闇の峠 諸田玲子 853

房総の列車が停まった日 西村京太郎 未定 天皇の歴史 天皇と芸能 10 渡部泰明 1,328 半　席 青山文平 637

ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい Ｋ・バーネット 未定 日本近代科学史 村上陽一郎 1,026 マイブック 2019年の記録 大貫卓也 400

夕暮れ密室 村崎　友 未定 カントの「悪」論 中島義道 1,404 眩 朝井まかて 767

神さまのいる書店 まほろばの夏 三萩せんや 未定 中世都市　社会経済史的試論 アンリ・ピレンヌ 1,350 祇園白川　小堀商店　レシピ買います 柏井　壽 680

ビストロ三軒亭の謎めく晩餐 斎藤千輪 未定 恋する救命救急医　キングの憂鬱 春原いずみ 745 レプリカたちの夜 一條次郎 594

真実は間取り図の中に　半間建築社の・・・ 皆藤黒助 未定 沙汰も嵐も　再会、のち地獄 吉田　周 778 鬼神の如く 黒田叛臣伝 葉室　麟 680

櫻子さんの足下には死体が埋まっている・・・ 太田紫織 未定 願い事の木　～Ｗｉｓｈ　Ｔｒｅｅ～　欧州妖異譚 19 篠原美季 未定 長流の畔 流転の海　第八部 宮本　輝 767

豹　変 今野　敏 未定 ドコニモイナイ　ｓｋｅｌｅｔｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｃｌｏｓｅｔ （仮） 乙野四方字 778 内職大名 （仮） 藤原緋沙子 497

地球上の全人類と全アリンコの重さは同じらしい。 椎名　誠 未定 91 紫骸城事件　ｉｎｓｉｄｅ　ｔｈｅ　ａｐｏｃａｌｙｐｓｅ　ｃａｓｔｌｅ 上遠野浩平 842 杏奈は春待岬に 梶尾真治 680

未解決同心　大貫喜十郎 （仮） 沖田正午 未定 92 七月に流れる花 恩田　陸 616 任侠狸の飼い猫 額賀　澪 562

角川ﾎﾗｰ文庫 22 奇奇奇譚編集部 怪鳥の丘 木犀あこ 未定 93 小説の神様　あなたを読む物語 下 相沢沙呼 778 首無館の殺人 月原　渉 562

赤ずきん王子 犬飼のの 未定 94 泣き虫シェルの就職事情 （仮） こ　　る 689 可愛いつよがり （仮） 綺世ゆいの 540

勇者の恋愛 天野かづき 未定 95 王弟殿下はつ（憑）かれてます （仮） 紫月恵里 689 子持ちな総長様に恋をしました。 （仮） Hoku* 540

一途な恋は紳士のたしなみ 水瀬結月 未定 96 浅草洋食亭のしあわせごはん 遠藤　遼 691 善生茉由佳新作 善生茉由佳 540

今宵、天狗は花印に契る 長朔みかげ 未定 97 里美と魔王のお茶漬けライフ 空飛ぶひよこ 680 新装版　イジメ返し なぁな 540

獅子は運命のΩを求める 佐倉　温 未定 98 遠州あやかしとおりゃんせ　～夏生の繋ぎ屋奮闘記～ 虹川れあ 680 熱愛前夜 （仮） 水守恵蓮 680

インテリ公爵さま、新婚いきなりオオカミ化ですかっ！ 宇佐川ゆかり 未定 109 秋の蟬 隅田川御用帳（仮） 藤原緋沙子 未定 君を愛で満たしたい～御曹司は溺愛を・・・ （仮） 佐倉伊織 680

まるごと愛され王子さま一家 ママはシンデレラ！！ 大槻はぢめ 未定 110 暗闇のふたり 人情同心　神鳴り源蔵 小杉健治 未定 エンゲージメント （仮） ひらび久美 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

好きな人はご近所上司 （仮） 円山ひより 680 1 ﾊﾔｶﾜ文庫ＮＦ 上旬 大統領の陰謀〔新版〕 ボブ・ウッドワード 1,274

傲慢なシンデレラはガラスの靴を履かない （仮） 佳月弥生 680 2 黄泉の王は愛をささやく エリザベス・ホイト 1,037

王太子殿下の華麗な誘惑と聖なる・・・ （仮） 藍里まめ 680 3 英国王妃の事件ファイル 貧乏お嬢さまと・・・ 9 リース・ボウエン 1,037

けがれなき聖女はクールな皇帝陛下の・・・ （仮） 涙　　鳴 680 4 英国ひつじの村 巡査さん、事件ですよ 1 リース・ボウエン 907 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

ぷにちゃん新作ファンタジー （仮） 1 ぷにちゃん 680 5 一夜の波紋 ヘレン・ビアンチン 670 講談社漫画文庫 7 はじめの一歩 12 森川ジョージ 778

王太子殿下と秘密の契約 （仮） 雨宮れん 680 遠い日の炎 ロビン・ドナルド 670 講談社まんが学術 7 六　韜 太公望 756

黄昏の空を、めぐり廻る （仮） 永良サチ 648 残された日々 アン・ハンプソン 670 家庭教師ヒットマンＲＥＢＯＲＮ！ 21 天野　明 未定

きみがいれば、空はただ青く （仮） 逢　　優 648 囚われた秘書 シャロン・ケンドリック 670 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 7 篠原健太 未定

奈良まちはじまり朝ごはん （仮） 3 いぬじゅん 648 花嫁になれる日 ダイアナ・パーマー 670 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 8 篠原健太 未定

すべての幸福をその手のひらに （仮） 沖田　円 648 疑われた無垢 ジェシカ・スティール 670 からくりサーカス 17 藤田和日郎 864

お前にだけは笑ってやらない （仮） SELEN 648 6 出会いは嵐のように Ａ・ブロードリック 540 クロスゲーム 2 あだち充 800

キミの笑顔が見たいだけ （仮） miNato 648 7 シークの人質 Ａ・セラーズ 540 ぶんか社 10 いけにえ人魚姫 大橋　薫 690

恋なんて、きっと嘘。 （仮） Aki 648 8 月光のレクイエム Ｉ・ジョハンセン 1,000

18 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 8 蒼空チョコ 691 9 貴方が触れた夢 Ｃ・キャンプ 1,000 　　　　　　　　※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。

20 天才月澪彩葉の精神病質学研究ノート （仮） 未　　定 648 # 愛のファントム アン・スチュアート 810

らぶ☆ダイエット 2 久石ケイ 691 # ﾊｰﾊﾟｰＢＯＯＫＳ 18 ＢＯＤＹ　ＡＮＤ　ＢＯＮＥ 原題 ＬＳ・ホーカー 960

ｈｏｎｅｙ 栢野すばる 691 # ＰＨＰ文庫 3 ワンフレーズ心理テクニック メンタリストDaiGo 691 　　　大垣書店グループ

スイートホームは実験室！？ 藤谷　郁 691 # 大正の后 昭和への激動（仮） 植松三十里 907 ■京都市

異世界でカフェを開店しました 7 甘沢林檎 691 # 書店ガール （仮） 7 碧野　圭 756 北区 　本店

転生者はチートを望まない 3 奈月　葵 691 # 作家たちのオリンピック 五輪小説傑作選（仮） 浅田次郎 734 　佛教大学店

60秒先の未来、教えます 雨宮茉莉 691 # 鯖猫長屋ふしぎ草紙 （仮） 5 田牧大和 821 　ビブレ店

魔拳のデイドリーマー 5 西　和尚 659 # 14 文蔵　2018.10 「文蔵」編集部 756 中京区 　二条駅店

ヤンキーは異世界で精霊に愛されています 1 黒井へいほ 659 # シェルター・イン・プレイス （仮） 上 ノーラ・ロバーツ 1,134 　烏丸三条店

俺と蛙さんの異世界放浪記 10 くずもち 659 # シェルター・イン・プレイス （仮） 下 ノーラ・ロバーツ 1,134 　四条店

クラシック音楽入門 （仮） 中川右介 1,058 # 十津川捜査班の「決断」 西村京太郎 720 　Kotochika御池店

肩甲骨リセットで「背中」と「おしり」が・・・ （仮） 長坂靖子 745 # 風と共に散りぬ 赤川次郎 760 　佛教大学二条キャンパス店

遺伝子も腸の言いなり 藤田紘一郎 734 # 行　方 春口裕子 810 左京区 　高野店

フランス人は年をとるほど美しい ドラ・トーザン 702 # わるいうさぎ 中島さなえ 590 右京区 　イオンモール京都五条店

50歳になるって、あんがい、楽しい。 岸本葉子 734 # 聖　母 秋吉理香子 720 　京都ファミリー店

しないことリスト Pha 702 # 熱狂工作―警視庁特殊企画課工作班― 沢里裕二 680 西京区 　ブックパル五条店

北海道オーロラ町の事件簿　町おこし探偵の奮闘 八木圭一 680 # 太秦荘ダイアリー 望月麻衣 640 　ブックパル桂南店

美しい人はみな、自己管理ができている 上野啓樹 680 # 塀の中の美容室 （仮） 桜井美奈 680 下京区 　髙島屋店

図書館ドラゴンは火を吹かない 東雲　佑 702 # 僕は僕の書いた小説を知らない 喜友名トト 680 　京都ヨドバシ店

異世界駅舎の喫茶店　小さな魔女と記憶のタルト Swind 734 # 美人アナ秘密のダイアリー （仮） 雨宮　慶 690 南区 　イオンモールKYOTO店

15 名前のない怪物　蜘蛛の聖餐 黒木京也 691 # 彼女の秘密 （仮） 乃坂　希 650 　イオンモール京都桂川店

もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら 神田桂一 680 # 緑青色の錆 （仮） 鈴木英治 730 　ANNEXイオンモール京都桂川店

500円で覚えるスマホ＆タブレット基本ワザ全部！ モバイル達人倶楽部 540 # 葵の密使 4 稲葉　稔 660 伏見区 　醍醐店

13 ザ・プレデター （仮） Ｃ・ゴールデン 886 # 未　定 鳴神響一 690 　伏見店

21 赤鉄町怪事録　首狩り地蔵 （仮） 木場水京 756 # 塔　頭 （仮） 山根誠司 670 山科区 　ブックパル文苑 山科店

レッド・ライン （仮） 上 Ｗ・グレッグ 994 # 勝負師の極意 1 武　　豊 600

レッド・ライン （仮） 下 ウォルター・グレッグ 994 # 東南アジア全鉄道制覇の旅 （仮） 下川裕治 680 ■京都府

25 ふしだら下宿〈新装版〉 （仮） 睦月影郎 702 # 社畜勇者、仕事辞めるってよ 1 岸本和葉 640 亀岡市 　亀岡店

27 ゴーストリコン　ダークウォーター （仮） Ｒ・ダンスキー 1,080 # クラスが異世界召喚されたなか俺だけ残ったんですが 3 サザンテラス 630

蝦夷怪談　北怪道 （仮） 服部義史 702 # 進化の実～知らないうちに勝ち組人生～ 8 美　　紅 620 ■大阪府

怪談奇聞　啜り泣キ （仮） 小田イ輔 702 # ギルドのチートな受付嬢 7 夏にコタツ 620 高槻市 　高槻店

冥界恐怖譚　鳥肌 （仮） 徳光正行 702 # アルファの耽溺　～パブリックスクールの恋～ ゆりの菜櫻 669 豊中市 　豊中緑丘店

東京伝説　傑作選 （仮） 平山夢明 702 # 金貸し紳士に天使のキスを 弓月あや 669 箕面市 　デューク書店　

メジャー流！～折れない心と体の作り方 （仮） 立花龍司 734 # 紳士な狼の愛の巣で 松幸かほ 669

神奈川で打ち勝つ！～超攻撃的バッティング論 （仮） 佐相眞澄 734 # 栄次郎江戸暦 20 小杉健治 700 ■兵庫県

3 おためし妻　一夜の媚肉 （仮） 杜山のずく 713 # 小言又兵衛　天下無敵 2 飯島一次 700 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

10 ふしだら義母　リベンジ調教 （仮） 鷹澤フブキ 713 # 御庭番の二代目 8 氷月　葵 700 　プリコ神戸店

18 ほしがる田舎妻 （仮） 桜井真琴 713 # 人妻三回 （仮） 睦月影郎 750 尼崎市 　三和書房

22 隣人は秘めやかに恋乱れる （仮） 奏　　多 810 # 悪い嫁 （仮） 霧原一輝 780

22 箱入り姫のおとぎ話 （仮） 御子柴くれは 810 # アザー・レイディ・ヴァニッシズ 原題 アマンダ・クイック 1,166 ■滋賀県

遺　言 対談と往復書簡 石牟礼道子 972 # ティル・デス 原題 Ｊ・Ｌ・ｱｰﾏﾝﾄﾗｳﾄ 1,188 大津市 　フォレオ大津一里山店

増補　頭脳勝負 将棋の世界 渡辺　明 842 # ﾚｲﾝﾎﾞｰ文庫 28 ﾏﾝｶﾞでわかる！子どもの心のｺｰﾁﾝｸﾞ　実践編 （仮） 菅原裕子 670 甲賀市 　水口店

座右の古典 今すぐ使える50冊 鎌田浩毅 972 # あやかし長屋の猫とごはん 須垣りつ 691

日々の整体　決定版 片山洋次郎 734 # アンティーク鑑定士　天羽奏の祓魔録 牧山とも 691 ■静岡県

ハモニカ文庫と詩の漫画 山川直人 799 # 清純美少女　恥辱の謝肉祭 （仮） 羽村優希 741 富士宮市 　イオンモール富士宮店

独立自尊 福沢諭吉と明治維新 北岡伸一 1,404 # 回春白書 （仮） 性実話研究会 741

確率微分方程式 渡辺信三 1,296 # 全裸教壇 天海佑人 未定 ■北海道

個人空間の誕生 食卓・家屋・劇場・世界 イー・フー・トゥアン 1,404 # 向かいの隣人 香坂燈也 未定 札幌市　なにわ書房 マルヤマクラス店

日本人の死生観 立川昭二 1,296 # 五人のしたがり未亡人 神瀬知巳 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア円山店

ひぐまのキッチン 石井睦美 734 # おいしい出張 〔美人課長とふたりきり〕 弓月　誠 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア行啓通店

ブルーロータス 巡査長 真行寺弘道 榎本憲男 842 # 母娘崩壊 北都　凛 未定 札幌市　なにわ書房 西友西町店

味　覚 清美庵美食随筆集 大河内正敏 886 # 淫らでごめんね 桜庭春一郎 未定 北広島市 　なにわ書房 東光ストア北広島店

ドーダの人、西郷隆盛 鹿島　茂 1,015 # 召喚魔法でロリモン娘ハーレムがデキました！ （仮） みかど鉄狼 未定

目まいのする散歩 武田泰淳 886 # 奴隷エルフ解放戦争 （仮） 内田弘樹 未定

最後の名裁き 大岡越前ふたたび 早見　俊 778 # おでかけせっくす （仮） みかづき紅月 未定

実歴阿房列車先生 平山三郎 1,080 # プラチナ文庫 10 満願成就　――周と西門―― 凪良ゆう 未定

銀色のマーメイド 古内一絵 691 # ママはメイドで若奥様！ （仮） 柚原テイル 未定

食道楽 村井弦斎 972 # 仮面夫婦の熱愛事情 （仮） 久保ちはろ 未定

イエズス会の歴史 上 Ｗ・Ｖ・バンガート 1,512 # 姫君と婚約者の悪魔的熱愛 （仮） 柊平ハルモ 未定

イエズス会の歴史 下 Ｗ・Ｖ・バンガート 1,512 # けんかっぷるのラブバトル （仮） 槇原まき 未定

中公文庫ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 21 自殺論 デュルケーム 1,620 # 雪のような恋でした （仮） 麻生ミカリ 未定

怪しい現場潜入したらこうなった （仮） 未　　定 724 ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 傲慢な皇子と翡翠の花嫁 秋山みち花 670

実録ブラック仕事体験記 （仮） 未　　定 724 文芸社 15 恋愛解決部！（レンカイブ） 叶田キズ 756

世界推理短編傑作集  〔新版〕 2 江戸川乱歩 1,037 コンビニ人間 村田沙耶香 626

図書館の殺人 青崎有吾 950 西一番街ブラックバイト 石田衣良 702

ミスコン女王が殺された ジャナ・デリオン 1,080 武士道ジェネレーション 誉田哲也 799

放課後の名探偵 市川哲也 734 # 中野のお父さん 北村　薫 756

翼をください （仮） 田南　透 886 # 太陽は気を失う 乙川優三郎 810

ホテル・リッツの婚約者 Ｓ・Ｅ・マクニール 1,469 # スクープのたまご 大崎　梢 864

カササギ殺人事件 上 Ａ・ホロヴィッツ 1,080 # 赤い博物館 大山誠一郎 821

カササギ殺人事件 下 Ａ・ホロヴィッツ 1,080 # 薫香のカナピウム 上田早夕里 886

魔術師ペンリック （仮） Ｌ・Ｍ・ビジョルド 1,620 # 京洛の森のアリス 自分探しの羅針盤 2 望月麻衣 734

創元ＳＦ文庫 20 動乱星系 アン・レッキー 1,296 # 武士の誇り 火盗改しノ字組 坂岡　真 756

冒険入りタイム・カプセル 赤川次郎 713 # 奇怪な賊 八丁堀「鬼彦組」激闘篇 鳥羽　亮 734

殺人鬼の献立表 あさのあつこ 724 # 騙り屋 新・秋山久蔵御用控 藤井邦夫 756

「須磨明石」殺人事件 ＜新装版＞ 内田康夫 713 # 仕事。 川村元気 745

あまねく神竜住まう国 荻原規子 702 # 現場者 300の顔をもつ男 大杉　漣 778

カミカゼの邦 神野オキナ 1,123 # 山崎豊子先生の素顔 野上孝子 864

したがり人妻 草凪　優 734 # 世界史の10人 出口治明 886

笑ってなんぼじゃ！ 上 島田洋七 713 # フェルメール最後の真実 秦　新二 1,080

伯爵夫人の肖像 杉本苑子 778 # 数字を一つ思い浮かべろ ジョン・ヴァードン 1,242

野分の朝 江戸職人綴 千野隆司 745 # 天人唐草 自選作品集 山岸凉子 756

伝説の不死者 平谷美樹 745 # 朝が来る 辻村深月 756

ヒステリック・サバイバー 深町秋生 724 # 精霊幻想記 11 北山結莉 669

宿命狩り 牧　秀彦 713 # Ｚの時間 2 榊　一郎 669

いたいけな王子と魔導師さま （仮） 水無月さらら 648 # 最強魔法師の隠遁計画 7 イズシロ 669

収穫は初恋とともに （仮） 音理　雄 648 # ＶＲＭＭＯ学園で楽しい魔改造のススメ 5 ハヤケン 669

愛しき年上のオメガ （仮） 遠野春日 648 # カンスト勇者の超魔教導＜オーバーレイズ＞ 3 はむばね 669

従業員をやる気にさせる７つのカギ 稲盛和夫 864 # 魔王ですが、隠居して没落令嬢を嫁にしました。 猫又ぬこ 669

成功する練習の法則 最高の成果を・・・ ダグ・レモフ 918 # 八幡宮のかまいたち （仮） 永山涼太 713

Ｗｈｏ Ｇｅｔｓ Ｗｈａｔ（フー・ゲッツ・ホワット） アルビン・Ｅ・ロス 1,026 # ナースコール！ （仮） 川上途行 648

バベル・シンドローム Ｈ・Ｇ・ｴｰｳﾞｪﾙｽ他 713 # 明日、世界（キミ）が消える前に 霜月りつ 691

接続戦闘分隊 暗闇のパトロール リンダ・ナガタ 1,231 # 「私が笑ったら、死にますから」と、水品さん・・・ 隙名こと 713

グレイ回廊からの脱出 Ｈ・Ｇ・ｴｰｳﾞｪﾙｽ他 713 # リケジョの法則 （仮） 那織あきら 699

フェロル攻防戦 Ｍ・Ｍ・ターナー 756 # 万国菓子舗　お気に召すまま・・・ 溝口智子 699

ﾊﾔｶﾜ文庫ＦＴ 上旬 賢者の怖れ 5 Ｐ・ロスファス 1,037 # 女が憧れ、男も惚れる戦国武将 房野史典 680

上旬 星界の戦旗 帝国の雷鳴 6 森岡浩之 691 # 心屋仁之助のなんか知らんけどお金が集まる話 心屋仁之助 680

ウルトラマンＦ 小林泰三 1,015 # ちょっとや　そっとじゃ「凹まない」技術 ゆうきゆう 702

ウルトラマンデュアル 2 三島浩司 1,339 # 60代からの「頭にいいこと」生活 朝田　隆 680

ﾊﾔｶﾜ文庫ＮＶ 上旬 帰郷戦線―爆走― ニコラス・ペトリ 1,253 # 大人の表現　ハンドブック 鹿島しのぶ 680

上旬 プレイバック レイモンド・チャンドラー 864 # 図解　世の中まるごと「くらべる」雑学 小谷太郎 680

兄弟の血―熊と踊れ ２上 Ａ・ルースルンド他 907 # 楽しみながら頭がよくなる脳力アップクイズ 平川陽一 680

兄弟の血―熊と踊れ ２下 Ａ・ルースルンド他 907 # アメリカ海軍に学ぶ「最強のリーダー」 Ｍ・アラブショフ 680
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■映画タイトル：『散り椿』

■出演：岡田准一/西島秀俊/黒木華/池松壮亮/芳根京子

■原作：『散り椿』角川文庫

■著：葉室麟

■9月28日（金）公開

■製作：東宝映画 ドラゴンフライ

■配給：東宝

■監督：木村大作

かつて一刀流道場の四天王と謳われた勘定方の瓜生新兵衛は、上役の不正を訴

え藩を追われた。１８年後、妻・篠と死に別れて帰藩した新兵衛が目の当たりにした

のは、藩主代替わりに伴う側用人と家老の対立と藩内に隠された秘密だった。散る

椿は、残る椿があると思えばこそ、見事に散っていけるもの―たとえこの世を去ろう

とも、ひとの想いは深く生き続ける。秘めた想いを胸に、誠実に生きようと葛藤する

人々を描いた感動長編！

■ドラマタイトル：『不惑のスクラム』

■出演：高橋克典/渡辺いっけい/村田雄浩/徳井優/

上杉祥三/松尾諭/高橋光臣/竹中直人/夏木マリ

■原作：『不惑のスクラム』角川文庫

■著：安藤祐介

■9月1日（土）スタート

毎週土曜よる8時15分から（連続7回）ＮＨＫ総合

■脚本：櫻井剛

■製作統括：三鬼一希/城谷厚司

ラグビーで繋がれる、かけがえのない縁と成長の物語。 河川敷で丸川が遭遇した、

４０歳以上の選手による草ラグビー。そこには、年代もバラバラな大人たちの、泥ま

みれの姿があった。楕円のボールでつながった絆を頼りに、丸川は己の人生を見つ

め直していく――。


