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ももクロ活字録　インサイド・レポート2011－2013 小島和宏 907 1 二人の御曹司に迫られています chi-co 未定 間違えられた僕 （仮） 水生大海 713

ももクロ見聞録　インサイド・レポート2013－2015 小島和宏 907 2 氷狼帝と約束の花嫁 秋山みち花 未定 君が一人で泣かないように （仮） 本田壱成 778

丁先生、漢方って、おもしろいです。 丁　宗鐵 756 3 どうしよう？　若奥様は今日もピンチです！ ・・・ 藍杜　雫 未定 今夜、君に殺されたとしても （仮） 2 瀬川コウ 713

アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ 929 4 年の差蜜月スローライフ 取締役会長と田舎で・・・ 斉河　燈 未定 少年Ｎのいない世界 5 石川宏千花 未定

天文方・伊能忠敬 2 小杉健治 778 5 中経の文庫 24 イラストでわかる　超訳　百人一首 未　　定 未定 竜騎士のお気に入り （仮） 5 織川あさぎ 689

京都迷宮小路　傑作　ミステリーアンソロジー 浅田次郎 756 6 いでおろーぐ！ 7 椎田十三 未定 炎の神子様は大精霊ではございません 3 江本マシメサ 689

相棒　ｓｅａｓｏｎ16 中 碇　卯人 972 7 魔王学院の不適合者 ～史上最強の魔王の始祖、・・・ 3 秋 未定 京都はんなりカフェ巡り （仮） 柏　てん 670

目覚める人妻 （仮） 霧原一輝 778 8 ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った？ 18 聴猫芝居 未定 酒処あやめ 酒処のん平 691

人妻ぽろり （仮） 葉月奏太 778 9 俺を好きなのはお前だけかよ 10 駱　　駝 未定 猫神社のみかがみ様 （仮） かいとーこ 691

20 月を食べて恋をする （仮） 沙野風結子 734 10 三角の距離は限りないゼロ 2 岬　鷺宮 未定 ルージュ 硝子の太陽Ｒ 誉田哲也 未定

東京百年物語 一九一〇～一九四〇 ロバート・キャンベル 未定 11 ストライク・ザ・ブラッド （仮） 19 三雲岳斗 未定 今はちょっと、ついてないだけ 伊吹有喜 未定

若人よ蘇れ・黒蜥蜴 他一篇 三島由紀夫 未定 12 バーチャル人狼ゲーム 今夜僕は君を吊る 土橋真二郎 未定 襷を、君に。 蓮見恭子 未定

国民論 他二篇 マルセル・モース 未定 13 魔法科高校の劣等生 急転編（仮） 27 佐島　勤 未定 フェルメールの憂鬱 望月諒子 未定

憲法講話 美濃部達吉 未定 14 やがて君になるスピンオフ （仮） 入間人間 未定 丹波家の殺人　新装版 黒星警部シリーズ 折原　一 未定

幕末維新変革史 下 宮地正人 未定 15 未踏召喚：//ブラッドサイン 9 鎌池和馬 未定 キッド・ピストルズの妄想 山口雅也 未定

墓標なき草原 モンゴルにおける文化大革命・・・ 下 楊海英 未定 16 僕と死神の一週間 （仮） 蘇之一行 未定 闇支配 警視庁特命遊撃班 南　英男 未定

野中広務回顧録 御厨　貴 未定 17 ドラゴンブック 20 水の都の夢みる勇者 2 河端ジュン一 未定 十津川警部　幻想の信州上田 西村京太郎 未定

ヴィレッジブックス 30 ウェディングケーキ・マーダー （原題） ジョアン・フルーク 1,058 18 おっさん、不労所得で帝国を導く 2 藍藤　唯 未定 ローレライは口笛で　新装版 赤川次郎 未定

潮出版社 5 金栗四三 消えたオリンピック走者 佐山和夫 900 19 上司を殴ったら年収３億になった （仮） 藍藤　唯 未定 獅子の門　鬼神編 夢枕　獏 未定

日本海軍潜水艦 百物語 勝目純也 940 20 魔法学者はひきこもり！ 完璧王子が四六時中・・・ 紅城　蒼 未定 天ノ狗 芳納　珪 未定

ソロモン海の戦闘旗 森　史朗 1,166 21 31番目のお妃様 2 桃　　巴 未定 カトリングガール 虫好き女子っておかしいですか？ 餅月　望 未定

撃墜王ヴァルテル・ノヴォトニー 服部省吾 994 22 お伽話のつづき、はじめました。 2 汐邑　雛 未定 忠臣蔵 （仮） 上 小杉健治 未定

中島戦闘機設計者の回想〈新装版〉 青木邦弘 821 23 美女たまに野獣 ときどき行方不明の魔術師 山咲　黒 未定 観音の手鏡 日暮左近事件帖（仮） 藤井邦夫 未定

金正日秘録 李相哲 950 24 サウザンドメモリーズ 3 田口仙年堂 未定 蛇足屋勢四郎 困りごと、骨折りいたす 中村朋臣 未定

ミリオタＪＫ妹！ 異世界の戦争に巻き込まれた・・・ 3 内田弘樹 648 25 新生魔王の女神狩り ～史上最強の快楽スキルで、・・・ 3 是鐘リュウジ 未定 窮　地 （仮） 福原俊彦 未定

ゴブリンスレイヤー外伝：イヤーワン 2 蝸牛くも 648 26 多分僕が勇者だけど彼女が怖いから黙って・・・ 花果　唯 未定 浮き草のさだめ （仮） 喜安幸夫 未定

くじ引き特賞：無双ハーレム権 10 三木なずな 670 27 魔術学院を首席で卒業した俺が冒険者を始める・・・ 2 いかぽん 未定 風雲！薙刀騒動 （仮） 岡本さとる 未定

きれいな黒髪の高階さん（無職）と付き合うことになった 森田季節 648 28 廻る学園と、先輩と僕 Ｓｉｍｐｌｅ　Ｌｉｆｅ 九　　曜 未定 チャンドス卿の手紙／アンドレアス ホーフマンスタール 未定

最強同士がお見合いした結果 3 菱川さかく 648 29 ロープレ世界は無理ゲーでした ・・・（仮） 未　　定 未定 宝石／遺産 モーパッサン傑作選 モーパッサン 未定

百神百年大戦 2 あわむら赤光 680 30 グランブルーファンタジー メンバーズフェイト 築地俊彦 未定 伝説の日本史　 神代・奈良・平安時代 1 井沢元彦 未定

異世界レースは怪物（エンジェル）に乗って （仮） 山下泰昌 691 31 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 13 羊太郎 未定 日本史は逆から学べ　近現代史集中講義 河合　敦 未定

最果ての魔法使い （仮） みならいセロリ 648 32 お前ら、おひとり様の俺のこと好きすぎだろ。 2 凪木エコ 未定 身代わり姫　お世継ぎ始末 睦月影郎 702

恋罠ロックオン 真式マキ 680 33 真ハイスクールＤ×Ｄ （仮） 2 石踏一榮 未定 旗本剣士源三郎　破邪の太刀 早乙女貢 702

その声で眠らせて 桃野真幸 690 34 堕天の狗神-ＳＬＡＳＨＤＯＧ-ハイスクールＤ×Ｄ 3 石踏一榮 未定 さむらい山脈 山手樹一郎 702

アロス城の獣 ヘザー・マッカラム 920 35 ラストラウンド・アーサーズ クズアーサーと・・・ 2 羊太郎 未定 燃える波濤 2 森　　詠 702

公爵令嬢の逃亡 ロリ・アン・ベイリー 1,066 36 十二騎士団の反逆軍師〈リヴェンジャー〉 3 大黒尚人 未定 囚人奪還　囮捜査 5 南　英男 702

アズールレーン　～綾波、ケッコンするです～ 高野小鹿 未定 37 非オタの彼女が俺の持ってるエロゲに興味津々・・・ 9 滝沢　慧 未定 大家族四男　兎田士郎の幸せ家ご飯 日向唯稀 702

死神に育てられた少女は漆黒の剣を胸に抱く 2 彩峰舞人 未定 38 同棲から始まるオタク彼女の作りかた 村上　凛 未定 異世界メシまず革命 加賀見彰 702

外れスキル〔地図化（マッピング）〕を手にした少年は・・・ 3 鴨野うどん 未定 39 冴えない彼女の育てかたＦＤ 2 丸戸史明 未定 新米女医ですが、異世界では活躍しています！ 亜坂たかみ 702

黒の召喚士 8 迷井豆腐 未定 40 神獣＜わたし＞たちと一緒なら世界最強・・・ 5 福山陽士 未定 7 旦那（アキラ）さんはアスペルガー 野波ツナ 670

絶対に働きたくないダンジョンマスターが・・・ 9 鬼影スパナ 未定 41 異世界チートサバイバル飯 食べて、強くなって、・・・ 3 赤石赫々 未定 教科書も間違っていた　歴史常識のウソ 常識のウソ研究会 700

華は褥に咲き狂う （仮） 4 宮緒　葵 680 42 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する ３.大英雄の・・・ 下等妙人 未定 謎解き古代文明 ASIOS 750

未　　定 淡路　水 730 43 モンスター・ファクトリー ―左遷騎士と牧場の花嫁― 5 アロハ座長 未定 楽園のつがい 雨宮四季 756

俺もおまえもちょろすぎないか 3 保住　圭 未定 44 ご落胤王子は異世界を楽しむと決めた！ 未　　定 未定 蔵カフェ・あかり、水神様と座敷わらし付き 四ノ宮慶 756

14歳とイラストレーター 6 むらさきゆきや 未定 45 あやかし嫁入り縁結び 姫神の心、ほどきます。 2 椎名蓮月 未定 10 こぎつね、わらわら　稲荷神のまかない飯 松幸かほ 734

ネット恋愛の続きは生徒会室でしちゃおっか？ 烏川さいか 未定 46 愛之助（推定２歳・雄）の考察 その恋は・・・ 汐見舜一 未定 さい果ての竜騎士は塔の上の姫に永遠の愛を誓う （仮） すずね凜 740

神アプリ曰く、私たち相思相愛らしいですよ？・・・ 2 真野真央 未定 47 軽井沢花野荘スローライフ 貴方への手作り・・・ 葵居ゆゆ 未定 王さま教授と女学生プリンセス （仮） しみず水都 740

あまのじゃくな氷室さん 好感度100％から・・・ 4 広ノ祥人 未定 48 春華とりかえ抄 4 一石月下 未定 シンデレラ異聞　花嫁は王子の手のひらで・・・ （仮） 麻生ミカリ 740

スコップ無双 「スコップ波動砲！」・・・ つちせ八十八 未定 49 みさきクリーニングのゆるふわ事件帳 浅名ゆうな 未定 サンマーク出版 5 今日は、心を見つめる日 衛藤信之 756

何故か学校一の美少女が休み時間の度に、・・・ 出井　愛 未定 50 ちどり亭にようこそ ～彗星の夜と幸福な日～ 4 十三　湊 未定 新妻教育・買われた花嫁 （仮） 立花実咲 740

こんな青春＜ゲーム＞でマジになれなくてどーすんの？ 2 さくらいたろう 未定 51 心の落としもの、お預かりしています ・・・ 行田尚希 未定 身代わりの花嫁は狂おしいほどの愛撫に溺れる 森田りょう 740

クロス・コネクト 4 久追遥希 未定 52 幸せは口座に預けることはできません・・・ 高村　透 未定 5 許婚同盟！ 私と彼の共同戦線（仮） 七里瑠美 740

僕のカノジョ先生 2 鏡　　遊 未定 53 詐欺師と御曹司　マネートークス （仮） 木崎ちあき 未定 みかづき 森　絵都 未定

ＫＢ部 2 新木　伸 未定 54 ヘルハウンド ―犯罪者プロファイラー・犬飼秀樹―（仮） 青木杏樹 未定 イノセント 島本理生 未定

あの愚か者にも脚光を！ この素晴らしい世界に祝福を！・・・ 4 昼　　熊 未定 55 神様の御用人 8 浅葉なつ 未定 青い月曜日 開高　健 未定

あの愚か者にも脚光を！ この素晴らしい・・・　ＣＤ付き同梱版 4 昼　　熊 未定 56 九十九書店の地下には秘密のバーがある 岡崎琢磨 未定 作家と一日 吉田修一 未定

ワンワン物語 ～金持ちの犬にしてとは言ったが、・・・ 4 犬魔人 未定 57 死がやさしく笑っても　ブラディ・ドール 14 北方謙三 670 マラス　 暴力に支配される少年たち 工藤律子 未定

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 3 しめさば 未定 58 ワニの血脈 （仮） 橘　沙羅 未定 美女の正体 下村一喜 未定

エクスタス・オンライン 06.二人のエルフと三つの思惑 久慈マサムネ 未定 59 日雇い浪人生活録 金の裏表 6 上田秀人 691 大工と掏摸 質屋藤十郎隠御用 小杉健治 未定

リオランド 02.星紡ぎの姫と聖なる獣 岩井恭平 未定 60 刹鬼たち　剣客同心親子舟 鳥羽　亮 637 水晶庭園の少年たち 蒼月海里 未定

毒舌少女のために帰宅部辞めました 水埜アテルイ 未定 61 鬼船の城塞　南海篇 鳴神響一 734 獣医師の森への訪問者たち 竹田津実 未定

ＲＥｒｉｄｅＤ　刻越えのデリダ 上 瀬尾つかさ 未定 62 うつくしい列島 池澤夏樹 994 神　速 島田明宏 未定

この素晴らしい世界に祝福を！ 邪教シンドローム 15 暁なつめ 未定 63 Ｑ１０ 1 木皿　泉 896 困った死体 警視庁サーカス班 浅暮三文 未定

フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～ 5 気がつけば毛玉 未定 64 Ｑ１０ 2 木皿　泉 896 アイランドホッパー 中澤日菜子 未定

西田幾多郎 ＜絶対無＞とは何か 永井　均 未定 65 絶望読書 頭木弘樹 907 〔復刻版〕 なんて素敵にジャパネスク 2 氷室冴子 691

俳句歳時記　第五版　冬 角川書店 未定 66 俺たちのＢＬ論 サンキュータツオ 961 後宮剣華伝　烙印の花嫁は禁城に蠢く謎を断つ はるおかりの 659

面影日本 松岡正剛 未定 67 先生と僕 香日ゆら 896 異世界エルフの奴隷ちゃん 2 柑橘ゆすら 未定

よくわかる日蓮宗　重要経典付き 瓜生　中 未定 68 解放教育とは何だったのか 上原善広 907 ユリシーズ　ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士 6 春日みかげ 未定

マメな豆の話　世界の食文化をたずねて 吉田よし子 未定 69 ＮＯＶＡ　２期 1 大森　望 994 劣等眼の転生魔術師 2 柑橘ゆすら 未定

図説　日本未確認生物事典 笹間良彦 未定 70 河出　夢文庫 2 九州の城下町を古地図で歩く本 歴史の謎を探る会 734 孤高の青年は飽くなき強さを追い求める・・・ 紺藤シグル 未定

龍は桃下に比翼を請う 九月　文 未定 71 異世界ギャルエルフハーレム （仮） 市村鉄之助 778 折れた聖剣 川口　士 未定

部室内レンアイ ズルいです、先輩。 榊あおい 未定 72 恥ずかしい家庭教師でごめんなさい 羽沢向一 770 アズールレーン ベルファスト短編 2 助供珠樹 未定

ナオハル 明日への歌 40mP 未定 73 溺れてみてよ 崎谷はるひ 648 ゆきうさぎのお品書き　母と娘のちらし寿司 （仮） 小湊悠貴 未定

魔法卿城の優しい嘘 銀の執事と緋の名前 和知杏佳 未定 74 砂漠の王子と忍びの恋 野原　滋 680 怪奇編集部『トワイライト』 （仮） 3 瀬川貴次 未定

帰れない聖女は絶対にあきらめない！・・・ 真弓りの 未定 75 若社長と純愛ごちそうキャンプ 今城けい 680 わたしたちにはツノがある （仮） 山本　瑤 未定

平安あや恋語 織りなす想いと天衣 岐川　新 未定 76 貴公子さまの溺愛ごはん 弓月あや 680 花嫁レンタル中！恋人から娘（？）まで希望の・・・ （仮） 瀬王みかる 未定

つれづれ、北野坂探偵舎 物語に祝福された怪物 6 河野　裕 未定 77 大江戸監察医 （仮） 鈴木英治 未定 悪女たち （仮） 丸木文華 未定

火の鳥 太陽編 11 手塚治虫 未定 78 裏関ヶ原 吉川永青 未定 絵草紙屋万葉堂　初春の雪 篠　綾子 702

火の鳥 太陽編 12 手塚治虫 未定 79 神の時空　嚴島の烈風 高田崇史 未定 ここ過ぎて　白秋と三人の妻 瀬戸内寂聴 1,058

熱き血の誇り 上 逢坂　剛 未定 80 文庫版　ルー＝ガルー インクブス×スクブス 2 京極夏彦 未定 砂の街路図 佐々木譲 680

熱き血の誇り 下 逢坂　剛 未定 81 冥途あり 長野まゆみ 未定 白をつなぐ まはら三桃 680

喜連川の風 明星ノ巻 稲葉　稔 未定 82 溝猫長屋　祠之怪 輪渡颯介 未定 霧 桜木紫乃 745

弁当屋さんのおもてなし 甘やかおせちと年越しの願い 喜多みどり 未定 83 ふたり　皇后美智子と石牟礼道子 髙山文彦 未定 唐牛伝　敗者の戦後漂流 佐野眞一 929

アノニマス・コール 薬丸　岳 未定 84 コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介 未定 仁義なき宅配　ヤマトＶＳ佐川ＶＳ日本郵便ＶＳアマゾン 横田増生 788

江戸の御庭番 （仮） 3 藤井邦夫 未定 85 嶽神伝　死地 長谷川卓 未定 冥土ごはん 伽古屋圭一 626

ＶＴＪ前夜の中井祐樹 七帝柔道記外伝 増田俊也 未定 86 月夜彦 堀川アサコ 未定 夢探偵フロイト　―てるてる坊主殺人事件― 内藤　了 680

漫画版　日本の歴史 武士の目覚め 4 山本博文 未定 87 新装版　花怨 瀬戸内寂聴 未定 死神憑きの浮世堂 2 中村ふみ 616

漫画版　日本の歴史 いざ、鎌倉 5 山本博文 未定 88 うちの旦那が甘ちゃんで （仮） 2 神楽坂淳 未定 ＢＡＮＡＮＡ　ＦＩＳＨ 小笠原みく 734

漫画版　日本の歴史 二つの朝廷 6 山本博文 未定 89 クロウ・ガール 上 スンド・エリック・アクセル 未定 図書室の神様たち 櫻いいよ 583

漫画版　日本の歴史 戦国大名の登場 7 山本博文 未定 90 クロウ・ガール 下 スンド・エリック・アクセル 未定 出会ってひと突きで絶頂除霊！ 4 赤城大空 未定

漫画版　日本の歴史 江戸幕府、始動 9 山本博文 未定 フォース・オブ・ネイチャー （仮） Ｃ・Ｊ・ボックス 未定 友人キャラは大変ですか？ 6 伊達　康 未定

二人の天魔王　完全版 （仮） 明石散人 未定 「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と・・・ 森　達也 未定 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 13 渡　　航 未定

世界をこの目で 黒木　亮 未定 綺羅の皇女 2 宮乃崎桜子 未定 Ｍの暗号 柴田哲孝 未定

聖母の共犯者 警視庁53教場 吉川英梨 未定 世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 未定 集団左遷 江波戸哲夫 未定

骨の記憶 楡　周平 未定 小説　春待つ僕ら 小島　環 未定 家康、江戸を建てる 門井慶喜 未定

神さまのいる書店 冬を越えて咲く花 三萩せんや 未定 スター・ウォーズ　最後のジェダイ ジェイソン・フライ 1,058 狐花火 羽州ぼろ鳶組 今村翔吾 未定

犯罪小説集 吉田修一 未定 昭和探偵 3 風野真知雄 691 殿さま狸 簑輪　諒 未定

警視庁文書捜査官 （仮） 4 麻見和史 未定 百花遊歴 塚本邦雄 1,944 お金の不安から自由になってしあわせな女になる 星野陽子 未定

准教授・高槻彰良の推察 民俗学かく語りき 澤村御影 未定 〈自由〉の条件 大沢真幸 2,808 ７カ国語をモノにした人の勉強法 橋本洋介 未定

夜の淵をひと廻り 真藤順丈 未定 ヤクザのカリスマ　闇の戦後ヤクザ70年史 鈴木智彦 未定 ｋｉｓｓ　ｙｏｕ，ｋｉｓｓ　ｍｅ （仮） ひのもとうみ 745

丹夫人の化粧台 横溝正史推理・怪奇探偵小説傑作選 横溝正史 未定 91 トラウマ　あなたが生まれてきた理由 江原啓之 未定 王さまは黒い隊長に恋をする （仮） 紀里雨すず 745

新　火盗改鬼与力 2 鳥羽　亮 未定 92 世界史の哲学講義 ベルリン　1822／23年 下 Ｇ・Ｗ・Ｆ・ヘーゲル 1,361 三千世界の鴉を殺し 22 津守時生 691

或阿呆の一生・侏儒の言葉 芥川龍之介 未定 93 観音さま 鎌田茂雄 1,037 兄弟の定理 沙野風結子 670

ギリギリ 原田ひ香 未定 94 興亡の世界史　インカとスペイン　帝国の交錯 網野徹哉 1,469 祈祷師とその恋人と背後霊 （仮） 安西リカ 670

小説　熱海殺人事件 つかこうへい 未定 95 日本水墨画全史 小林　忠 1,836 パラスティック・ソウル 3 木原音瀬 734

空の青さをみつめていると 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 未定 96 新校訂　全訳注　葉隠 下 菅野覚明 2,916 ボクたちはみんな大人になれなかった 燃え殻 464

朝のかたち 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 未定 97 パティシエ誘惑レシピ 藍生　有 745 オリンピック　99の謎 吹浦忠正 594

グアムの探偵 （仮） 2 松岡圭祐 未定 98 霞が関で昼食を　幸せのその先は ふゆの仁子 745 絶　筆 野坂昭如 810

大学４年間の経済学が10時間でざっと学べる 井堀利宏 未定 99 精霊の乙女ルベト　運命の人 相田美紅 713 木乃伊屋敷の秘密 怪奇小説集 山本周五郎 724

マガイの子 名梁和泉 未定 100 突然の花婿 火崎　勇 810 この世にたやすい仕事はない 津村記久子 724

バチカン奇跡調査官 天使と堕天使の交差点 藤木　稟 未定 101 ＶＩＰ　熾火 高岡ミズミ 745 罪の終わり 東山彰良 594

瑕死物件 209号室のアオイ 櫛木理宇 未定 102 救世主だった僕が三千年後の世界で土を掘る理由 有丈ほえる 670 荒仏師　運慶 梓澤　要 810

山神様の初恋のつがい 月東　湊 未定 109 俺の股間がエクスカリバー！！　アタシの股間が・・・ 遠野　渚 670 妊娠レッスン 赤ちゃんが欲しいすべてのカップルへ 放生　勲 497

白ライオン王の子連れ婚 塩山オーロラ 未定 110 キャラクター文庫 30 小説　ティガ・ダイナ＆ウルトラマンガイア 長谷川圭一 756 日本の未来 櫻井よしこ 637
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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

味なメニュー 平松洋子 637 1 ハヤカワ　ＦＴ 上旬 賢者の怖れ 7 P・ロスファス 1,058

去　就 隠蔽捜査 今野　敏 724 2 流浪の皇女 五代ゆう 734

天皇陛下「生前退位」への想い 保阪正康 529 3 火曜新聞クラブ―泉杜毬見台の探偵― 階　知彦 756

いざ帰りなん 新・古着屋総兵衛 佐伯泰英 724 4 祈りの守 仕立屋・琥珀と着物の迷宮 春坂咲月 864 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

おおあたり 畠中　恵 594 5 裏世界ピクニック 3 宮澤伊織 756 講談社漫画文庫 9 はじめの一歩 14 森川ジョージ 778

新・しゃばけ読本 畠中　恵 961 上旬 レイチェルが死んでから フリン・ベリー 1,080 西郷南洲遺訓 西郷隆盛 756

昭和少女探偵団 （仮） 彩藤アザミ 637 炎の色 上 P・ルメートル 972 人口論 マルサス 756

朝比奈うさぎの謎解き錬愛術 柾木政宗 680 炎の色 下 P・ルメートル 972 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 11 篠原健太 未定

新装版　苺キャンディ （仮） Mai 540 その雪と血を ジョー・ネスボ 756 ＳＫＥＴ　ＤＡＮＣＥ 12 篠原健太 未定

幼なじみに溺愛されています （仮） ＊あいら＊ 540 上旬 樹木たちの知られざる生活 森林管理官が・・・ P・ヴォールレーベン 972 からくりサーカス 19 藤田和日郎 864

ブルー新作 （仮） 未　　定 540 6 下旬 海の地政学 海軍提督が語る歴史と戦略 J・スタヴリディス 972 クロスゲーム 4 あだち充 800

デッドカース （仮） 夜霧美彩 540 7 誘惑の言葉はフェルメール ヘレン・ハート 1,058 ぶんか社ｺﾐｯｸ文庫 10 金瓶梅 40 竹崎真実 690

両手で愛して （仮） 西ナナヲ 680 8 ママ探偵の事件簿 秘密だらけの小学校 2 カレン・マキナニー 994

御曹司様の愛されペット！？ （仮） きたみまゆ 680 9 昨日の影 ヘレン・ビアンチン 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。

エリート外科医に溺愛＆独占されちゃいました （仮） 花音莉亜 680 # 琥珀の精 サラ・クレイヴン 670

最初で最後の恋をしましょう、旦那様 （仮） 葉月りゅう 680 # 男と女の神話 エマ・ゴールドリック 670 　　　大垣書店グループ

独占欲強めな社長と政略結婚したら、・・・ （仮） 藍川せりか 680 # 愛は繰り返す アン・メイザー 670 ■京都市

皇帝陛下の花嫁公募～没落レディ玉の輿作戦～ （仮） 水島　忍 680 # せつない秋 ベティ・ニールズ 670 北区 　本店

私の下僕～孤高の美騎士は伯爵令嬢を・・・ （仮） 朧月あき 680 # 愛の序曲 ケイ・ソープ 670 　佛教大学店

しあわせ食堂の異世界ご飯 （仮） 2 ぷにちゃん 680 # クリスマスの受難 C・モーティマー 540 　ビブレ店

菓子先輩のおいしいレシピ （仮） 栗栖ひよ子 648 # 愛と誇り V・ウィンズピア 540 中京区 　二条駅店

もう一度、手紙のきみと （仮） 麻沢　奏 648 # 麗しのアラベラ G・ヘイヤー 960 　烏丸三条店

夢をかなえたその先で （仮） 加賀美真也 648 # 白い奇跡　恋人たちのクリスマス リン・グレアム 960 　四条店

休みの日 （仮） 小鳥居ほたる 648 # 誘惑の湖 リンダ・ハワード 860 　Kotochika御池店

お前の涙は、俺がぬぐってあげるから。 （仮） ゆいっと 648 # 世にもふしぎな動物園 （仮） 小川洋子 756 　佛教大学二条キャンパス店

絶対、恋じゃない （仮） 日生春歌 648 # 帰蝶（きちょう） （仮） 諸田玲子 886 左京区 　高野店

雨音は、きみがくれた恋の歌。 （仮） 涙　　鳴 648 # 蘇　生 （仮） 五十嵐貴久 799 右京区 　イオンモール京都五条店

獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 9 蒼空チョコ 691 # 京都西陣なごみ植物店 （仮） 3 仲町六絵 691 　京都ファミリー店

霧原骨董店 松田詩依 691 # 15 文蔵　2018.12 「文蔵」編集部 756 西京区 　ブックパル五条店

社長といきなり新婚生活！？ 立花実咲 691 # 愛と祈りのＪＲ身延線 西村京太郎 670 　ブックパル桂南店

星を見上げる夜はあなたと 桜木小鳥 691 # 偽　装 越境捜査 笹本稜平 910 下京区 　髙島屋店

鬼畜な執事の夜のお仕事 三季貴夜 691 # 左遷捜査　法の壁 翔田　寛 700 　京都ヨドバシ店

おとぎ話は終わらない 灯　　乃 691 # 小夏と麦の物語 飛騨俊吾 690 南区 　イオンモールKYOTO店

王子様のお抱え薬師 狩田眞夜 691 # 出雲のあやかしホテルに就職します 5 硝子町玻璃 650 　イオンモール京都桂川店

美食の聖女様 山梨ネコ 691 # 50％のユーレイ 長山　新 640 　ANNEXイオンモール京都桂川店

ヤンキーは異世界で精霊に愛されます。 2 黒井へいほ 659 # バカ舌吸血鬼の洋食店に物申すっ！ 葵　咲九 640 伏見区 　醍醐店

転生しちゃったよ（いや、ごめん） 4 ヘッドホン侍 659 # 愛鍵ジャック （仮） 睦月影郎 650 　伏見店

アルマディアノス英雄伝 1 高見梁川 659 # ティッシュよ今夜もありがとう 橘　真児 680 山科区 　ブックパル文苑 山科店

決定版　知らないとつまずく大人の常識力 話題の達人俱楽部 907 # ない袖はふれぬ （仮） 千野隆司 680

４つのテーマで気持ちよくわかる　日本史の見取り図 瀧音能之 864 # 御庭番闇日記 1 誉田龍一 680 ■京都府

成美堂出版 下旬 英単語が面白いほど身につく語源の本 清水建二 562 # 未　定 佐々木裕一 670 亀岡市 　亀岡店

お友だちからお願いします 三浦しをん 734 # 銀色の猫 木村忠啓 680

曽野綾子の“いい加減な”人生相談 曽野綾子 734 # Ｓランクの女冒険者が俺の奴隷になりました 2 村人Ｚ 620 ■大阪府

ネガティブがあっても引き寄せは叶う MACO 734 # 農民関連のスキルばっか上げてたら何故か・・・ 5 しょぼんぬ 670 高槻市 　高槻店

老いのシンプル節約生活 ひとり暮らしの上手な・・・ 阿部絢子 734 # 必勝ダンジョン運営方法 10 雪だるま 670 豊中市 　豊中緑丘店

塩見﨑理人の謎解き定理　丸い三角について・・・ 甲斐田紫乃 702 # 狼殿下の溺愛妃 早乙女彩乃 669 箕面市 　デューク書店　

秩父あやかし案内人　困った時の白狼頼み 香月沙耶 702 # アフェア　～人でなしの恋～ 丸木文華 710

500円で覚えるウィンドウズ10使える超便利ワザ全部！ ワイツープロジェクト 540 # きみにビターな狂愛を　～きみと二人でウチごはん～ 牧山とも 669 ■兵庫県

19 母と娘　ふたつの秘悦〈新装版〉 （仮） 霧原一輝 713 # 居眠り同心　影御用 28 早見　俊 700 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

26 欲望美女 （仮） 沢里裕二 713 # 火盗改「剣組」 2 藤水名子 700 　プリコ神戸店

Ａｓｓａｓｓｉｎ’ｓ　Ｇａｍｅ （仮） 上 ウォード・ラーセン 756 # 評定所留役 （仮） 牧　秀彦 700 尼崎市 　三和書房

Ａｓｓａｓｓｉｎ’ｓ　Ｇａｍｅ （仮） 下 ウォード・ラーセン 756 # 妻の姉 （仮） 深草潤一 750

最恐怪談 （仮） エブリスタ 702 # 淫蕩な館 （仮） 睦月影郎 780 ■滋賀県

恐怖箱　死役所 （仮） 加藤　一 702 # ベッドチェンバー・ゲームズ （原題） T・アン・ウォレン 1,166 大津市 　フォレオ大津一里山店

実話奇譚　奈落 （仮） 川奈まり子 702 # オブセッション・フォールズ （原題） クリスティーナ・ドット 1,166 甲賀市 　水口店

実話怪事記　祟り水 （仮） 真白　圭 702 # 二見ﾚｲﾝﾎﾞｰ文庫 30 日本一楽しい名字の地図帳 （仮） 森岡　浩 691

5 媚薬温泉の秘密 （仮） 河里一伸 713 # むかさり　～ホラー短編集～ 吉田珠姫 691 ■静岡県

12 ふしだらお姉さんの誘惑 （仮） 北條拓人 713 # 是空和尚にきけ！ ～元極道僧侶の痛快人生相談～ 竹内照菜 691 富士宮市 　イオンモール富士宮店

才川夫妻の恋愛事情　８年目の溺愛と子作り宣言 （仮） 兎山もなか 810 # 美少女たちの恥的好奇心 （仮） 浦路直彦 741

メシマズ彼女とＳ系厨房男子　恋も料理も・・・ （仮） 兎山もなか 810 # 悶絶修学旅行 （仮） 竹内けん 741 ■北海道

教養としてのワインの世界史 山下範久 972 # 禁断レポート　感じやすい奥様たち （仮） 性実話研究会 741 札幌市　なにわ書房 マルヤマクラス店

無敵のハンディキャップ 障害者が「プロレスラー」に・・・ 北島行徳 1,026 # 人妻　孕ませ夜這い 但馬庸太 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア円山店

ダメな議論 飯田泰之 799 # 通い熟女〔ほしがり未亡人兄嫁〕 小鳥遊葵 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア行啓通店

方壺園 ミステリ短篇傑作選 陳舜臣 972 # インテリ美人弁護士、堕ちる 綺羅　光 未定 札幌市　なにわ書房 西友西町店

アジア沈殿旅日記 宮田珠己 799 # 雪国混浴 水沢亜生 未定 北広島市 　なにわ書房 東光ストア北広島店

アニマル・ファーム 石ノ森章太郎 756 # 催眠調教 鷹羽　真 未定

ＭｉＮＤ 心の哲学 ジョン・Ｒ・サール 1,620 # 夢のご奉仕三重奏 鷹山倫太郎 未定

基礎づけるとは何か ジル・ドゥルーズ 1,404 # 異世界でも土下座で（子作りまで）頼んでみた （仮） ほんじょう山羊 未定

関数解析 宮寺　功 1,404 # エルフ帝国軍ぱんつこれくしょん （仮） みかど鉄狼 未定

わたしの城下町 天守閣から見える戦後の日本 木下直之 1,512 # 伝説の女剣士は不老不死の干物師匠でした。 （仮） わかつきひかる 未定

人身御供論 高木敏雄 1,296 # 縛めのエクスタシー 葵居ゆゆ 未定

小林秀雄 大岡昇平 972 # こじらせまくった長い長い恋の話 水無月さらら 未定

随筆―本が崩れる 草森紳一 907 # 完全版　ハーレムナイト 珠玉の三王子と寵愛の花嫁 仁賀奈 未定

江戸の雷神 鈴木英治 691 # 出戻り令嬢の再婚事情 （仮） 悠月彩香 未定

新・東海道五十三次 武田泰淳 972 # 出会って５秒で相思相愛！？　甘エロ絶倫・・・ （仮） 月神サキ 未定

文豪と東京 明治・大正・昭和の帝都を映す作品集 長山靖生 886 公爵様拾いました （仮） 春日部こみと 未定

鳴門の渦潮を見ていた女 西村京太郎 626 アブノーマルに恋して （仮） 七福さゆり 未定

息の限りに遠吠えを 萩　耿介 778 パーフェクト御曹司の極甘独占愛 （仮） 玉紀　直 未定

当確師 真山　仁 691 愛淫の檻 （仮） 水戸　泉 未定

棟居刑事の殺人の衣裳 新装版 森村誠一 691 御曹司のおいしくてキケンな恋避行 森本あき 670

イデアの影 Ｔｈｅ　ｓｈａｄｏｗ　ｏｆ　Ｉｄｅａｓ 森　博嗣 691 # エデンの初恋 朝丘　戻 800

中世の秋 上 ホイジンガ 1,080 # 希望荘 宮部みゆき 994

中世の秋 下 ホイジンガ 1,080 # ラストライン 堂場瞬一 918

自殺直前日記 改 未　　定 940 # 防諜捜査 今野　敏 842

未　定 未　　定 680 # 四人組がいた。 髙村　薫 778

不条理な殺人 （仮） パット・マガー 1,015 # 汚れちまった道 上 内田康夫 810

すべてのカエルに魔法のキス （株）魔法製作所（仮） Ｓ・スウェンドソン 1,080 # 汚れちまった道 下 内田康夫 810

夜は千の目を持つ〔新版〕 Ｗ・アイリッシュ 1,296 # 透き通った風が吹いて あさのあつこ 734

書店猫ハムレットの挨拶 アリ・ブランドン 1,274 # 明智光秀〈新装版〉 早乙女貢 1,026

一週間のしごと 永嶋恵美 950 # ファザーファッカー〈新装版〉 内田春菊 810

ニャン氏の童心 松尾由美 799 # 緊急重役会〈新装版〉 城山三郎 864

奇商クラブ〔新訳版〕 Ｇ・Ｋ・チェスタトン 799 # 女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 ジェーン・スー 756

クリムゾン・リバー〔新版〕 Ｊ＝Ｃ・グランジェ 1,620 # そしてだれも信じなくなった 土屋賢二 756

謀略空港 シェイン・クーン 1,296 # 文字通り激震が走りました 能町みね子 950

おっかなの晩 折口真喜子 756 # 天才　藤井聡太 中村　徹 864

廃墟都市の復活 上 フィリップ・リーヴ 1,080 # 愛の顛末 純愛とスキャンダルの文学史 梯久美子 842

廃墟都市の復活 下 フィリップ・リーヴ 1,080 # 世界を売った男 陳浩基 918

幽霊から愛をこめて 赤川次郎 745 # ミスター・メルセデス 上 スティーヴン・キング 1,058

家光の遺言 麻倉一矢 713 # ミスター・メルセデス 下 スティーヴン・キング 1,058

復讐捜査官　宇野井真弓 麻野　涼 842 # 常敗将軍、また敗れる 2 北条新九郎 669

痣 伊岡　瞬 840 # 六畳間の侵略者！？ 30 健　　速 669

たぬき芸者 風野真知雄 746 # 勤労魔導士が、かわいい嫁と暮らしたら？ 3 空埜一樹 669

涙をふいて 倉阪鬼一郎 782 # 高１ですが異世界で城主はじめました 14 鏡　裕之 669

シャドウ・ドクター 鈴峯紅也 767 # 道化か毒か錬金術 水城正太郎 669

濁　流 企業社会・悪の連鎖＜新装版＞ 上 高杉　良 778 # みつばの郵便屋さん　おしまいのハガキ （仮） 小野寺史宜 713

濁　流 企業社会・悪の連鎖＜新装版＞ 下 高杉　良 767 # 座敷わらしとシェアハウス！？ むめみつき梅 691

医療捜査官　一柳清香 2 六道　慧 745 # よろず占い処　陰陽屋秋の狐まつり 天野頌子 691

天使と悪魔の一週間 （仮） 高遠琉加 648 # 絵本処方院ウサミの謎カルテ 古都こいと 734

暴君竜を飼いならせ （仮） 6 犬飼のの 648 # マイナビ出版 20 神様のごちそう （仮） 3 石田　空 699

ノイバラはバラのために愛を歌う （仮） 水原とほる 648 # 美女養成講座　眩しく輝く私になる方法 高橋ナナ 680

価格でわかる日本経済 日本経済新聞社 810 # アドラー流　人とＨａｐｐｙになるつき合い方 岩井俊憲 680

ゲーム・チェンジャーの競争戦略 内田和成 864 # 女性1000人に聞いた「思わず心が動かされる男」の・・・ 潮凪洋介 680

良い値決め　悪い値決め きちんと儲けるための・・・ 田中靖浩 810 # ≪日本人の教養クイズ≫「天皇」と「皇室」のすべて 大角　修 680

セト＝アポフィスの覚醒 クルト・マール 734 # 改訂版　身内が亡くなったあとの「手続き」と「相続」 岡信太郎 680

女王陛下の航宙艦 トラファルガー特命指令 3 Ｃ・ナトール 1,188 # お金持ち大全 幸運社 680

超越知性体の最後のゲーム クルト・マール他 734 # 代謝を上げると健康になる 鶴見隆史 680

トーラ救出 ヘルマン・リッター 778 # 生涯現役の脳　88の習慣 保坂　隆 680
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■映画タイトル：『スマホを落としただけなのに』

■出演：北川景子/千葉雄大/バカリズム/要潤/

高橋メアリージュン/成田凌/田中圭

■原作：『スマホを落としただけなのに』

宝島社文庫

■著：志駕晃

■2018年11月2日（金）公開

■企画プロデュース：平野隆

■配給：東宝

■監督：中田秀夫

麻美の彼氏の富田がタクシーの中でスマホを落としたことが、すべての始まりだった。

拾い主の男はスマホを返却するが、男の正体は狡猾なハッカー。麻美を気に入った

男は、麻美の人間関係を監視し始める。セキュリティを丸裸にされた富田のスマホ

が、身近なＳＮＳを介して麻美を陥れる凶器へと変わっていく。一方、神奈川の山中

では身元不明の女性の死体が次々と発見され…。

■映画タイトル：『ビブリア古書堂の事件手帖』

■出演：黒木華/野村周平/夏帆/東出昌大

■原作：『ビブリア古書堂の事件手帖』

ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアワークス文庫

■著：三上延

■2018年11月1日（木）公開

■製作：「ビブリア古書堂の事件手帖」製作委員会

■配給：20世紀フォックス映画×ＫＡＤＯＫＡＷＡ

■監督：三島有紀子

鎌倉の片隅でひっそりと営業をしている古本屋「ビブリア古書堂」。そこの店主は古

本屋のイメージに合わない若くきれいな女性だ。残念なのは、初対面の人間とは口

もきけない人見知り。接客業を営む者として心配になる女性だった。だが、古書の知

識は並大低ではない。人に対してと真逆に、本には人一倍の情熱を燃やす彼女の

もとには、いわくつきの古書が持ち込まれることも、彼女は古書にまつわる謎と秘密

を、まるで見てきたかのように解き明かしていく。これは“古書と秘密”の物語。


