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昭和　闇の支配者列伝 上 大下英治 864 1 准教授・高槻彰良の推察 （仮） 2 澤村御影 未定 ろくろ首の涙 九十九字ふしぎ屋商い中 霜島けい 未定

昭和　闇の支配者列伝 下 大下英治 864 2 櫻子さんの足下には死体が埋まっている 15 太田紫織 未定 飛鳥Ⅱ　ＳＯＳ 西村京太郎 未定

脳はなにげに不公平 池谷裕二 713 3 弁当屋さんのおもてなし 喜多みどり 未定 パレードの明暗 石持浅海 未定

このひとすじにつながりて ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ･ｷｰﾝ 1,058 4 夜に啼く鳥は 千早　茜 未定 仕掛け 警視庁特命遊撃班 南　英男 未定

お隠れ将軍 吉田雄亮 799 5 使徒の刻印 警視庁特殺 吉田恭教 未定 キッド・ピストルズの醜態 山口雅也 未定

道然寺さんの双子探偵 揺れる少年 岡崎琢磨 670 6 覆面作家は二人いる　新装版 北村　薫 未定 悪意の迷路　 最新ベスト・ミステリー 推理作家協会 未定

向かいの人妻 （仮） 霧原一輝 778 7 入り婿侍商い帖 外伝 千野隆司 未定 森下雨村 小酒井不木 ﾐｽﾃﾘｰ・ﾚｶﾞｼｰ ﾐｽﾃﾘｰ資料館 未定

カラダも借ります、大家さん （仮） 橘　真児 778 8 鎌倉・流鏑馬神事の殺人 西村京太郎 未定 ヒキタさん！ご懐妊ですよ ヒキタクニオ 未定

21 羽化する恋の病 （仮） 花川戸菖蒲 756 9 キマイラ 曼陀羅変 20 夢枕　獏 未定 江戸川西口あやかしクリニック 2 藤山素心 未定

三島由紀夫スポーツ論集 佐藤秀明　 未定 10 九十九怪談　第十夜 木原浩勝 未定 いみず野ガーデンデザイナーズ 2 蒼井湊都 未定

夜と陽炎　 耳の物語 開高　健 未定 11 バイブルＤＸ 真藤順丈 未定 陰謀奉行 闇御庭番（仮） 早見　俊 未定

コスモスとアンチコスモス 井筒俊彦 未定 12 007　逆襲のトリガー A・ホロヴィッツ 未定 おもいでの味 日本橋牡丹堂菓子ばなし 中島久枝 未定

独裁と民主政治の社会的起源 上 ﾊﾞﾘﾝﾄﾝ･ﾑｰｱ 未定 13 三毛猫ホームズの危険な火遊び 赤川次郎 未定 赤　猫 隠密船頭（仮） 稲葉　稔 未定

５分でたのしむ数学50話 E・ベーレンツ 未定 14 新火盗改鬼与力 3 鳥羽　亮 未定 辻斬り討ち 臨時廻り同心　山本市兵衛 藤堂房良 未定

パリの君へ 高橋三千綱 未定 15 私立　新宿歌舞伎町学園 新堂冬樹 未定 最強のたてがみ 若鷹武芸帖（仮） 岡本さとる 未定

ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 31 ダーク・イン・デス （原題） J・D・ロブ 1,058 16 グッド・オーメンズ 上 N・ゲイマン 未定 千霊一霊物語 A・デュマ 未定

急降下！ 渡辺洋二 918 17 グッド・オーメンズ 下 N・ゲイマン 未定 シェリ コレット 未定

海軍フリート物語［激闘編］ 雨倉孝之 918 18 高校事変 松岡圭祐 未定 パイドン プラトン 未定

軽巡二十五隻 原　為一 983 19 大学４年間の哲学が10時間でざっと… 貫　成人 未定 幸せなことしか起こらなくなる48の魔法 大木ゆきの 未定

あっと驚く飛行機の話〈新装版〉 飯山幸伸 918 20 魔法のコンパス 道なき道の歩き方 西野亮廣 未定 新編・ロマンポルノの時代 寺脇　研 未定

子供たちに知らせなかった日本の「戦後」 皿木喜久 864 21 大人の最強雑学1500 雑学総研 未定 秘剣の名医 吉原裏典医 3 永井義男 702

9 伯爵への挑戦 ﾚﾈｰ･ｱﾝ･ﾐﾗｰ 1,029 22 異界戦争 （仮） 鷲宮だいじん 未定 お江戸は爽快 右京之介 高橋三千綱 702

23 魂管理局より愛を込めて 髙月まつり 691 23 ディジーがリジーを想うとき 上遠野浩平 未定 同心部屋御用帳 島田一男 702

戦え無限術師 1 カロリーゼロ 未定 24 絶対ナル孤独者 （仮） 5 川原　礫 未定 万之助 無勝手剣 上 山手樹一郎 702

追放されたＳ級鑑定士は最強のギルド… 1 瀬戸夏樹 未定 25 安達としまむら 8 入間人間 未定 万之助 無勝手剣 下 山手樹一郎 702

サラリーマン流　高貴な幼女の護りかた 2 逆　　波 未定 26 三角の距離は限りないゼロ 3 岬　鷺宮 未定 青き波濤 2 羅門祐人 1,000

ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強に… 3 篠崎　芳 未定 27 魔王学院の不適合者 4下 秋 未定 ミッドナイトマーダー 牧村　僚 702

異世界混浴物語 誘惑の洞窟温泉 6 日々花長春 未定 28 悪魔の孤独と水銀糖の少女 2 紅玉いづき 未定 野望刑事 横浜ダークサイド 沢里裕二 702

海王社 28 未　定 妃川　螢 680 29 七つの魔剣が支配する 3 宇野朴人 未定 旦那さんはアスペルガー 4 野波ツナ 670

あまのじゃくな氷室さん 5 広ノ祥人 未定 30 やがて君になる　佐伯沙弥香について 2 入間人間 未定 異世界で真心包み屋カフェをオープン… 朝陽ゆりね 702

堕ちたパラディンと聖剣学院の魔王 （仮） 志瑞　祐 未定 31 俺を好きなのはお前だけかよ 11 駱　　駝 未定 新米女医ですが、異世界では活躍して… 2 亜坂たかみ 702

うざ姫と送るペット生活のすすめ （仮） てにをは 未定 32 このままでは飛べません！ 日向唯稀 未定 戦国の合戦99の謎 歴史研究会 700

ネット彼女だけど本気で好きになっちゃ… 2 烏川さいか 未定 33 暁花薬殿物語　第二巻 佐々木禎子 未定 知られざる　日本軍戦闘機秘話 横山雅司 700

エイルン・ラストコード 10 東龍乃助 未定 34 ぼんくら陰陽師の鬼嫁 5 秋田みやび 未定 10 満月の夜、君と―― 川瀬千紗 734

黒凪のダンジョンマスター 2 迷井豆腐 未定 35 後宮妃の管理人 しきみ彰 未定 仁義なき嫁　旅情編 高月紅葉 756

僕のカノジョ先生 4 鏡　　遊 未定 36 主婦やめます！ 家事代行チーム松竹梅 桜川ヒロ 未定 獣王の溺愛 柚月美慧 734

転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？ 紙城境介 未定 37 大和三兄弟のおうちゴハン 荒元しま 未定 冷徹軍人王の激愛 （仮） 御厨　翠 740

ようこそ実力至上主義の教室へ 11 衣笠彰梧 未定 38 怪談アイドルはじめます。 峰守ひろかず 未定 不吉の魔女と侵略王 （仮） 山野辺りり 740

アブソリュート・デュオ Jeg elsker dig. 12 柊★たくみ 未定 39 沈黙の誓い 池田久輝 756 未　定 末廣　圭 780

監禁シンデレラ 永谷圓さくら 未定 40 ただ風が冷たい日　ブラディ・ドール 17 北方謙三 734 淫殺のライセンス 多岐川薫 780

征服するのは、いつもあなた 絶倫悪魔… 斎王ことり 未定 41 デッドヒート マラソンランナー・走水剛 中 須藤靖貴 756 ｻﾝﾏｰｸ出版 20 科学がつきとめた運のいい人 中野信子 756

後宮天后物語 4 夕鷺かのう 未定 42 日雇い浪人生活録 金の記憶 7 上田秀人 691 海の見える理髪店 （仮） 荻原　浩 未定

茉莉花官吏伝 6 石田リンネ 未定 43 未　定 小杉健治 734 神奈備 （仮） 馳　星周 未定

先生が俺を好きになるわけがない （仮） 朱月十話 未定 44 十手長屋物語 3 坂岡　真 691 Ｇｏｏｄ　ｏｌｄ　ｂｏｙｓ （仮） 本多孝好 未定

SS級の門番はスローライフしたい避け… 春日山せいじ 未定 45 びいどろ金魚　江戸菓子舗照月堂 篠　綾子 670 あのこは貴族 （仮） 山内マリコ 未定

ファントムオブキル ロストラグナロク（仮） 櫂末高彰 未定 46 某には策があり申す　島左近の野望 谷津矢車 734 義弟（おとうと） （仮） 永井するみ 未定

誰が為のアルケミスト （仮） はせがわみやび 未定 47 7 法水麟太郎全短篇 小栗虫太郎 1,296 おんぶにだっこ （仮） さくらももこ 未定

超人ＪＫを俺の魔術でチョロくする 黒九いな 未定 48 ラジオラジオラジオ！ 加藤千恵 680 世界の辺境とハードボイルド室町時代 高野　秀行 未定

ハニトラは効かない。英雄だからね、俺 2 夏目坂一家 未定 49 スカートの下の劇場 上野千鶴子 778 高校生からわかる「資本論」 （仮） 池上　彰 未定

女神に騙された俺の異世界ハーレム生活 2 回復師 未定 50 親子が輝くモンテッソーリの言葉 相良敦子 842 会津藩主松平容保の義 （仮） 植松三十里 未定

空手バカ異世界 2 輝井永澄 未定 51 グレン・グールド 吉田秀和 864 ばけもの好む中将 （仮） 8 瀬川貴次 未定

転生賢者は娘と暮らす。 3 琴平　稜 未定 52 日本の偽書 藤原　明 821 水晶庭園の少年たち （仮） 2 蒼月海里 未定

のけもの王子とバケモノ姫 未　　定 未定 53 被差別部落とは何か 喜田貞吉 972 魔弾の王と凍漣の雪姫 3 川口　士 未定

キミと僕の最後の戦場、あるいは世界… 7 細音　啓 未定 54 僕が援交爆乳ＪＫに搾られて貢ぎ奴隷… 背戸山葵 778 卑怯者だと勇者パーティを追放された… 上下左右 未定

コール・オブ・メディック 柳実冬貴 未定 55 甘蜜三姉妹 兄嫁と未亡人と女子大生 北條拓人 770 ダンジョンの管理人始めました つちねこ 未定

黒猫のおうて！ 八奈川景晶 未定 56 穢されたレオタード姉妹 早瀬真人 770 朝起きたらダンジョンが出現していた… ポンポコ狸 未定

ちょっぴりえっちな三姉妹でも、お嫁… 浅岡　旭 未定 57 しあわせ片恋暮らし 間之あまの 680 アズールレーン　Episode of Belfast 3 ｱｽﾞｰﾙﾚｰﾝ運営 未定

ディスキャラ 未　　定 未定 58 獣使いは守護獣と愛を誓う 月東　湊 756 ソロ神官のＶＲＭＭＯ冒険記 4 原　　初 未定

喫茶黒猫はいつもあやかし日和です 浅月そら 未定 59 夜啼き鳥は恋にふるえる きたざわ尋子 680 遊び人は賢者に転職できるって知って… 2 妹尾尻尾 未定

鬼とめおとの古物商 （仮） 藻野多摩夫 未定 60 君主サマに完全降伏 真崎ひかる 680 抜け駆けして申し訳ありません。だけど… 2 佐々木かず 未定

後宮の夜叉姫 （仮） 仁科裕貴 未定 61 ラプンツェル王子の通い妻 小中大豆 680 ホテルクラシカル猫番館 小湊悠貴 未定

破滅の刑死者 （仮） 吹井　賢 未定 62 宝石紳士と甘い初恋始めました 金坂理衣子 680 瑕庇物件ルームホッパー （仮） 響野夏菜 未定

ハリネズミと謎解きたがりなパン屋さん 2 鳩見すた 未定 63 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 5 鳴海　丈 756 谷中びんづめカフェ竹善 竹岡葉月 未定

文具店シエル ひみつのレターセット さとみ桜 未定 64 血の弔旗 藤田宜永 未定 シンデレラの弓音 （仮） 瑚池ことり 未定

エクスタス・オンライン 07. 久慈マサムネ 未定 65 竜は動かず　万里波濤編 上 上田秀人 未定 さよならを言えないまま、1000回想う春… 分玉雨音 未定

日常ではさえないただのおっさん、… 3 相野　仁 未定 66 竜は動かず　帰郷奔走編 下 上田秀人 未定 群青ロードショー （仮） 半田　畔 未定

噂の学園一美少女な先輩がモブの俺… 瓜生　聖 未定 67 χの悲劇　The Tragedy of χ 森　博嗣 未定 脱出老人 水谷竹秀 745

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを… 4 ざっぽん 未定 68 黄金地球儀2013 海堂　尊 未定 付添い屋・六平太　鵺の巻　逢引き娘 金子成人 670

継母の連れ子が元カノだった 2 紙城境介 未定 69 罪の声 塩田武士 未定 突きの鬼一　赤蜻 鈴木英治 702

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 4 しめさば 未定 70 サンティアゴの東　渋谷の西 瀧羽麻子 未定 空母いぶき 大石直紀 626

千億亡国 死の螺旋にあらがえ黒騎士 高橋祐一 未定 71 東京者がたり 西村賢太 未定 都立水商！　１年Ａ組 室積　光 767

好感度120％の北条さんは俺のため… 2 本田セカイ 未定 72 化け札 吉川永青 未定 平成史 佐藤　優 907

アイヌ童話集 金田一京助 未定 73 三流の維新　一流の江戸 原田伊織 未定 逆説の日本史 明治維新編 22 井沢元彦 961

明治日本写生紀行 F・レガメ 未定 74 新装版　ジャパン・プライド 江波戸哲夫 未定 映画　ホットギミック 豊田美加 583

経済学 上 宇野弘蔵 未定 75 起業の星 江波戸哲夫 未定 古事記 下 里中満智子 648

経済学 下 宇野弘蔵 未定 76 探偵小説のためのエチュード「水剋火」 古野まほろ 未定 源氏物語 中 花村えい子 648

明治生まれの日本語 飛田良文 未定 77 逆島断雄　本土最終防衛決戦編 2 石田衣良 未定 死神執事のカーテンコール 栗原ちひろ 648

三国志演義 1 未　　定 未定 78 第三者隠蔽機関 石川智健 未定 京都上賀茂　あやかし甘味処 朝比奈希夜 670

三国志演義 2 未　　定 未定 79 三軒茶屋星座館 秋のアンドロメダ 4 柴崎竜人 未定 流星の消える日まで 沖田　円 648

春日坂高校漫画研究部 第４号 あずまの章 未定 80 パトリオットの引き金 （仮） 梶永正史 未定 ピンポンラバー 3 谷山走太 640

片恋アイロニー 隣の君とアオいハル くらゆいあゆ 未定 81 大江戸閻魔帳 2 藤井邦夫 未定 学園者！ （仮） 岡本タクヤ 未定

悪役令嬢？　いいえ、極悪令嬢ですわ 浅名ゆうな 未定 82 完本　太宰と井伏　ふたつの戦後 加藤典洋 1,728 クラスメイトが使い魔になりまして （仮） 鶴城　東 未定

小説版　パラレルスクールＤＡＹＳ 三津留ゆう 未定 83 詩集「三人」 金子光晴 1,728 前略、殺し屋カフェで働くことになりました 2 竹内　佑 未定

角川ﾎﾗｰ文庫 24 怪食亭グストー （仮） 木犀あこ 未定 84 講談社＋α 20 トラウマ　あなたが生まれてきた理由 江原啓之 未定 デスペラード　ブルース 2 江波光則 未定

エリカの咲く庭 ごとうしのぶ 未定 85 物質と記憶 A・ベルクソン 1,436 謹訳　源氏物語 改訂新修 8 林　　望 未定

王国のΩ 天野かづき 未定 86 雨の科学 武田喬男 950 生活安全課０係　ブレイクアウト 富樫倫太郎 未定

イタズラな紳士の溺愛レンタル恋人 真崎ひかる 未定 87 トクヴィル　平等と不平等の理論家 宇野重規 994 悪魔のトリック 青柳碧人 未定

義父がぼくに甘すぎます chi-co 未定 88 元号通覧 森　鴎外 1,199 農ガール農ライフ 垣谷美雨 未定

涼宮ハルヒの分裂 谷川　流 未定 89 日本語と西欧語　主語の由来を探る 金谷武洋 1,242 捜査一課殺人班イルマ　エクスプロード 結城充考 未定

涼宮ハルヒの驚愕 谷川　流 未定 90 楊貴妃　大唐帝国の栄華と滅亡 村山吉廣 1,080 St.ルーピーズ 長沢　樹 未定

猟犬の國 芝村裕吏 未定 幼なじみが反対しますが秘密結社を… 神野オキナ 713 ホームズ連盟の冒険 北原尚彦 未定

スウィングしなけりゃ意味がない 佐藤亜紀 未定 魔王さまの育児休暇 菊池九五 713 死人狩り 笹沢左保 未定

天命の巫女は紫雲に輝く 彩蓮景国記 朝田小夏 未定 世界で一番かわいそうな私たち　第三幕 綾崎　隼 778 吹けよ風 呼べよ嵐 伊東　潤 未定

帝都つくもがたり 佐々木匙 未定 罪を喰らうもの　奇譚蒐集家　小泉八雲 久賀理世 810 読売屋お吉甘味帖 五十嵐佳子 未定

オリンピックがやってきた 堀川アサコ 未定 魔界の廃王子 （仮） 倉下　青 689 信長の軍師 大悟編 4 岩室　忍 未定

黄昏出張所 終わりと始まりの君 中村ふみ 未定 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番 山田桐子 689 未　定 いとう由貴 745

黒猫王子の喫茶店 日日是猫日 高橋由太 未定 メリッサ文庫 31 転生令嬢の誤算 園内かな 700 オメガの発情警戒領域 義月粧子 713

虹を待つ彼女 逸木　裕 未定 夜鳥夏彦の骨董喫茶 （仮） 2 硝子町玻璃 691 背徳のオメガ ～ロシア宮廷秘話～ 華藤えれな 670

今昔百鬼拾遺　河童 京極夏彦 未定 こちら××商事苦情処理室 雪　　之 691 ボナペティ！ 月村　奎 670

ロード・エルメロイⅡ 2 三田　誠 未定 110 光文社文庫 14 名奉行お裁き帳 （仮） 北川哲史 未定 新潮文庫 29 介護殺人 追いつめられた家族の告白 毎日新聞 562
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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

許されようとは思いません 芦沢　央 594 1 2 ナイトフライヤー J・R・R・ﾏｰﾃｨﾝ 1,080

不良少年とキリスト 坂口安吾 529 2 コスモクラートの敵 T・ツィーグラー 734

五瓣の椿 山本周五郎 594 3 伊藤典夫翻訳ＳＦ傑作選　最初の接触 高橋良平 1,080

ゆびさきたどり 花房観音 594 4 母の記憶に ケン・リュウ 864 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

カズサビーチ 山本一力 637 5 2 水晶宮の影 五代ゆう 734 講談社 9 劣っていることは資産である　 アドラー 756

幻の料亭「百川」ものがたり 小泉武夫 497 16 ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｂｒｉｄｇｅ 堂場瞬一 864 15 クロスゲーム 10 あだち充 800

籠の鸚鵡 辻原　登 724 母性のディストピア 接触篇 1 宇野常寛 972 15 三丁目の夕日　年々歳々 紫陽花 2 西岸良平 740

君たちが知っておくべきこと 佐藤　優 529 母性のディストピア 発動篇 2 宇野常寛 972

サービスの達人たち おもてなしの神 野地秩嘉 562 本屋のワラシさま 霜月りつ 734 　　　　　　　　※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。

日の昇る国へ 新・古着屋総兵衛 佐伯泰英 680 スターリンの息子 上 M・ｴｽﾀｰﾀﾞｰﾙ 864

わたしの隣の王国 七河迦南 680 6 スターリンの息子 下 M・ｴｽﾀｰﾀﾞｰﾙ 864　　　大垣書店グループ

広域警察 極秘捜査班　ＢＵＧ （仮） 福田和代 810 7 早川文庫ＮＦ 2 ガラスの城の約束 J・ウォールズ 1,058 ■京都市

イスラム最終戦争 3 M・グリーニー 637 8 伯爵家のメイドの秘密 M・トレメイン 1,188 北区 　北大路店

イスラム最終戦争 4 M・グリーニー 594 9 卵料理のカフェ 気むずかし屋にはクッキーを 8 L・チャイルズ 1,037 　佛教大学店

隠れオオカミ君の誘惑 （仮） 雨乃めこ 540 # 鏡の中の迷宮 エマ・ダーシー 540 　ビブレ店

溺愛120％の恋♡シリーズ第４弾 （仮） ＊あいら＊ 540 # 遅れてきた初恋 V・グレン 540 中京区 　二条駅店

好きって気づけよ。 （仮） 天瀬ふゆ 540 # 野生に生まれた天使 A・ジョハンセン 1,020 　烏丸三条店

新装版　逢いたい…キミに。 （仮） 白いゆき 540 # 後見人を振り向かせる方法 マヤ・バンクス 810 　四条店

エリート副操縦士とワケあり恋人契約 水守恵蓮 680 # 欺きのワルツ A・スチュアート 920 　Kotochika御池店

ビタースウィート （仮） 綾瀬真雪 680 # 百年先が見えた男 江上　剛 842 　佛教大学二条キャンパス店

ドクターと、最高の恋を （仮） 佐倉伊織 680 # 猫の惑星 梶尾真治 756 左京区 　高野店

御曹司からの溺愛に身を焦がしています 惣領莉沙 680 # 京都下鴨なぞとき写真帖 （仮） 2 柏井　壽 670 右京区 　イオンモール京都五条店

ひざまずいて、愛を乞え。 （仮） あさぎ千夜春 680 # 17 文蔵　2019.6 「文蔵」編集部 756 　京都ファミリー店

月に誓いを、瞼に口づけを 黒乃　梓 680 # 扶桑社 上旬 コンフィデンスマンＪＰ　スペシャル版 古沢良太 756 西京区 　ブックパル五条店

最強王女のまったり世直し漫遊記 （仮） 藍里まめ 680 # Ｋの日々　新装版 大沢在昌 820 　ブックパル桂南店

男装薬師は王太子に溺愛される （仮） 佐藤　三 680 # 棟居刑事の証明 森村誠一 680 下京区 　京都本店

あの日、好きになったキミへ （仮） 仮 星咲りら 648 # 自　首 小杉健治 740 　京都駅ビル ザ・キューブ店

野いちご文庫アンソロジー （仮） 仮 未　　定 648 # とっても不幸な幸運（新装版） 畠中　恵 720 　髙島屋店

死にたがり春子さんのお悔やみ帳簿 未　　定 648 # ひかりの魔女 にゅうめん 2 山本甲士 730 　京都ヨドバシ店

狭間世界の雑貨店 楪　彩郁 648 # ＧＦ・ガールズファイト 久保寺健彦 620 南区 　イオンモールKYOTO店

きみに向かって咲け （仮） 灰芭まれ 648 # 左遷捜査 迷宮入り事件 2 翔田　寛 680 　イオンモール京都桂川店

八番目の花が咲くときに （仮） 櫻井千姫 648 # かげろう日記 吉村達也 590 　ANNEXイオンモール京都桂川店

呉服屋の若旦那に恋しました 春田モカ 648 # 死神とエプロン 秦本幸弥 680 伏見区 　醍醐店

ｂｌｕｅ　ｍｏｏｎに恋をして 桜　朱理 691 # 魔法使いと契約結婚 三萩せんや 680 　伏見店

不埒な恋愛カウンセラー 有允ひろみ 691 # 見習い園長のもふもふ日誌 横田アサヒ 680 山科区 　ブックパル文苑 山科店

愛されてアブノーマル 柳月ほたる 691 # 骨董屋『猫亀堂』　にゃんこ店長の事件簿 浅海ユウ 680

異世界で幼女化したので養女になった… 3 瀬尾優梨 691 # インモラルレインに溺れて （仮） 奏　壱夜 650 ■京都府

訳あり悪役令嬢は、婚約破棄後の人生… 1 卯月みつび 691 # 奇縁無双 山本周五郎 660 亀岡市 　亀岡店

竜転だお！ 1 文月ゆうり 691 # 新・浪人若さま　新見左近 未定 3 佐々木　裕一 680

邪竜転生 4 瀬戸メグル 659 # 上皇陛下からわたしたちへのおことば 高森明勅 590 ■大阪府

万能すぎる創造スキルで異世界を強か… 1 緋緋色兼人 659 # 神眼の勇者 9 ファースト 640 高槻市 　高槻店

召喚軍師のデスゲーム 2 雪華慧太 659 # モンスターのご主人様 14 日暮眠都 710 豊中市 　豊中緑丘店

16 獣医さんのお仕事ｉｎ異世界 12 蒼空チョコ 691 # 白銀のオオカミと森のお医者さん 中原一也 710 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

脳と体がよみがえる「食べない習慣」 山田豊文 821 # 戦国をとこ大奥 牧山とも 669 箕面市 　デューク書店　

本当は結婚したくないのだ症候群 北条かや 745 # 御庭番の二代目 10 氷月　葵 700

買ってはいけない飲み物・お菓子 渡辺雄二 756 # 北風侍　寒九郎 （仮） 森　　詠 700 ■兵庫県

探すのをやめた瞬間、「運命の人」は… ワタナベ薫 734 # 放課後の女教師 （仮） 浅見　馨 750 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

雑草のすごすぎる生態 見ているだけで… 岩槻秀明 810 # 美人経営者 （仮） 館　淳一 750 　プリコ神戸店

深川二幸堂　菓子こよみ 2 知野みさき 734 # フォーセイクン （原題） L・R・ジョーンズ 1,274 尼崎市 　三和書房

猫探偵はタマネギをかじる ヒロモト 745 # コンシュームド （原題） J・R・ウォード 1,274

絵に隠された記憶 一色さゆり 745 # 二見ﾚｲﾝﾎﾞｰ 7 怪談　本当に起きた話 ナムコ 691 ■滋賀県

俺、猫だけど夏目さんを探しています。 白野こねこ 734 # 二見ﾏﾄﾞﾝﾅﾒｲﾄ 13 禁断の相姦白書 （仮） 素人投稿編集部 750 大津市 　フォレオ大津一里山店

20 熟女アパート （仮） 葉月奏太 713 # 息子の嫁と全裸登山 （仮） 三鬼谷徹 未定 甲賀市 　水口店

27 しっぽり濡れ肌　湯屋の美女　新装版 霧原一輝 713 # 箱根ぐっしょり熟女温泉 （仮） 村崎　忍 未定

「忌」怖い話　卒哭怪談 （仮） 加藤　一 702 # 精神崩壊 （仮） 上条麗南 未定 ■静岡県

実話奇譚　喪家 （仮） 川奈まり子 702 # なぐさめ淫語兄嫁 （仮） 青葉　羊 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

忌印恐怖譚　みみざんげ （仮） 我妻俊樹 702 # 父の後妻狩り （仮） 藤崎　玲 未定

田舎の怖イ噂 （仮） エブリスタ 702 # 恩返しさせてください （仮） 高宮柚希 未定 ■北海道

9 むしゃぶりテニス合宿 （仮） 梶　怜紀 713 # ウチの鬼メイドは鬼カワイイ （仮） 青橋由高 未定 札幌市　なにわ書房 マルヤマクラス店

13 人妻はかくれ痴女 （仮） 八神淳一 713 # イジラレ～復讐催眠～小説版 （仮） おくとぱす 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア円山店

君が何度も××するから （仮） 兎山もなか 810 # 乙女神さんは魅せたがり （仮） Ｊ・さいろー 未定 札幌市　なにわ書房 東光ストア行啓通店

髪に隠された秘密 （仮） ぐるもり 864 # プラチナ文庫 10 未　定 バーバラ片桐 未定 札幌市　なにわ書房 西友西町店

想像のレッスン 鷲田清一 950 # 勘違いから始まる王宮新婚生活 （仮） 臣　　桜 未定 北広島市 　なにわ書房 東光ストア北広島店

「読まなくてもいい本」の読書案内 橘　　玲 842 # 王女は麗しの騎士に愛されすぎる （仮） 七福さゆり 未定

ベランダ園芸で考えたこと 山崎ナオコーラ 799 # 溺愛スローライフ！　薔薇とお茶と至福の愛 （仮） みかづき紅月 未定

沖縄と私と娼婦 佐木隆三 864 # 契約結婚 （仮） 水島　忍 未定

増補版　天下無双の建築学入門 藤森照信 842 # オペラ座の恋人 3 シヲニエッタ 未定

消えゆく横丁 平成酒場始末記 藤木TDC 994 # オペラ座の恋人 4 シヲニエッタ 未定

神社の古代史 岡田精司 1,296 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 アーサー・ラザフォード氏の揺るぎない愛情 名倉　和希 650

イタリア・ルネサンスの文化 上 J・ブルクハルト 1,620 # 弥栄の烏 阿部智里 756

イタリア・ルネサンスの文化 下 J・ブルクハルト 1,620 # 奥様はクレイジーフルーツ 柚木麻子 670

増補　普通の人びと C・ﾌﾞﾗｳﾆﾝｸﾞ 1,728 # 祐介・字慰 尾崎世界観 734

アイデンティティが人を殺す A・マアルーフ 1,188 # 大岩壁 笹本稜平 842

英語の味わい方 斎藤兆史 842 # 氷雪の殺人 （新装版） 内田康夫 799

戦後と私・神話の克服 江藤　淳 1,080 # 声のお仕事 川端裕人 918

玉藻の前 岡本綺堂 864 くせものの譜 簑輪　諒 950

よこまち余話 木内　昇 691 17歳のうた 坂井希久子 810

虎の道 龍の門 新装版 上 今野　敏 734 十代に共感するやつはみんな嘘つき 最果タヒ 702

虎の道 龍の門 新装版 下 今野　敏 734 110番のホームズ　119番のワトソン 平田　駒 950

富士日記 上 武田百合子 1,058 雨降ノ山 居眠り磐音　決定版 佐伯泰英 788

ＺＩ－ＫＩＬＬ 真夜中の殴殺魔 中村　啓 756 # 狐火ノ杜 居眠り磐音　決定版 佐伯泰英 788

木曾街道殺意の旅 新装版 西村京太郎 670 # 洗えば使える　泥名言 西原理恵子 724

鬼　神 矢野　隆 734 # ニューヨークの魔法は終わらない 岡田　光世 896

ファウスト 悲劇第一部 ゲーテ 1,404 # 上皇后陛下美智子さま　心のかけ橋 渡邊満子 886

ファウスト 悲劇第二部 ゲーテ 1,620 # ラブノーマル白書 みうらじゅん 756

未　定 未　　定 未定 # 星の王子さま ｻﾝ=ﾃﾞｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ 594

未　定 未　　定 未定 # サイロ・エフェクト　高度専門化社会の罠 ジリアン・テット 1,102

11 指名手配 R・クレイス 1,469 # 文藝ジブリ文庫 9 崖の上のポニョ シネマ・コミック 宮崎　駿 1,728

自殺予定日 秋吉理香子 734 # 文春学藝 9 新編　天皇とその時代 江藤　淳 1,404

少女の時間 樋口有介 864 # 高1ですが異世界で城主はじめました 15 鏡　裕之 669

蛇苺の魔女と白銀の竜 白鷺あおい 1,037 # 無免許勇者の無双譚＜オラトリオ＞ 2 しやけ遊魚 669

血の収穫〔新訳版〕 D・ハメット 1,037 # 最強と呼ばれた冒険者、低ランク魔物… 空埜一樹 669

幻獣遁走曲〔新版〕 倉知　淳 907 # 封印魔竜が最強の仲間たちと数千年… 葛西伸哉 669

ネクロスコープ 死霊見師ハリー・キーオウ 上 B・ラムレイ 1,296 # 鬼畜の僕はウサギ先輩に勝てない 三咲悠司 669

ネクロスコープ 死霊見師ハリー・キーオウ 下 B・ラムレイ 1,296 # 託された子は、陰陽師！？ 望月麻衣 691

巨神降臨 上 S・ヌーヴェル 1,080 # あずかりやさん　彼女の青い鳥 大山淳子 691

巨神降臨 下 S・ヌーヴェル 1,080 # 映画　コンフィデンスマンＪＰ 山本幸久 734

闇が呼んでいる 赤川次郎 875 # まちの本屋 田口幹人 713

侠　客 5 門田泰明 799 # ＳＭＡＬＬ　ＧＲＥＡＴ　ＴＨＩＮＧＳ 上 ジョディ・ピコー 1,058

肝っ玉千都丸 倉阪鬼一郎 734 # ＳＭＡＬＬ　ＧＲＥＡＴ　ＴＨＩＮＧＳ 下 ジョディ・ピコー 1,058

黒房の十手 志木沢郁 713 # 眠れないほど面白い「日本地理」の謎 博学面白倶楽部 未定

からみ合い 〈新装版〉 南條範夫 724 # 感情をひとやすみ。 （仮） 根本裕幸 未定

レールを渡る殺意の風 西村京太郎 778 # 北白川の神職が教える「運気」の法則 皐乃綾水 未定

ぎんぎつねの恩返し （仮） 川琴ゆい華 648 # ズボラでもラクラク！ 板倉弘重 未定

できそこないの騎士と魔術師の王子 （仮） 小中大豆 648 # 「くやしさ」の心理 （仮） 加藤諦三 未定

絶対に失敗しない話し方の技術 ﾋﾞﾙ･ﾏｸｺﾞｰﾜﾝ 864 # 人前で３分、あがらずに話せる本 （仮） 金井英之 未定

世界史を変えた異常気象 田家　康 972 # 一緒にいて「楽しい」と思われる人 （仮） 本郷陽二 未定

早川文庫SF 2 宇宙の炎の道 D・Ｇ・ヴィンター 734 # “勝ちぐせ”をつけるクスリ （仮） W・W・ダイアー 未定
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■映画タイトル：『うちの執事が言うことには』

■出演：永瀬廉/清原翔/神宮寺勇太/優希美青/村上淳

■原作：『うちの執事が言うことには』 文藝春秋 文春文庫

■著：高里椎奈

■2019年5月17日（金）公開

■監督：久万真路

■製作：『うちの執事が言うことには』製作委員会

■配給：東映

■音楽：King＆Prince

名門の烏丸家当主、花頴は色彩に関して特別な才能を備えている。突然、引退宣言をし

た先代当主の父、真一郎は行方が分からない。花頴は留学先から戻ると、新執事の衣

更月蒼馬が姿を現した。不本意ながら、花頴は衣更月蒼馬と主従関係を結ぶ事となった。

そんな中、花頴は招待された芽雛川家次男のバースデイパーティーで事件に巻き込ま

れる。さらに、烏丸家にも不可解な出来事が・・・。

■ドラマタイトル：『スパイラル～町工場の奇跡』

■出演：玉木宏/貫地谷しほり/戸塚純貴/福士誠治/他

■原作：『スパイラル ハゲタカ4.5』 講談社文庫

■著：真山 仁

■2019年4月15日（金）スタート

毎週月曜 午後10時00分からテレビ東京系

■脚本：羽原大介

■監督：井坂聡

■音楽：遠藤浩二

企業再生家の芝野建夫は、恩人である天才発明家の藤村登喜男の死をきっかけに大手

電機メーカーから転じて小さな金型工場、マジテックの再生を手掛ける事となった。芝野

は、亡き藤村の娘・浅子と弟の望、藤村の右腕であった桶本らと共に奮闘するが、過去

の因縁から芝野に復讐を目論む村尾とその取巻きが、マジテックを乗っ取ろうと動き出

す。


