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スヌーピーのもっと気楽に 自分らしく 4 Ｍ・シュルツ 648 1 十三歳の誕生日、皇后になりました。 2 石田リンネ 未定 サイレント・マイノリティ　 難民調査官 下村敦史 未定

子規365日 夏井いつき 756 2 歴史に残る悪女になるぞ 大木戸いずみ 未定 レディ・スナイパー （仮） 鳴海　章 未定

メモリーズ 警視庁監察官Ｑ 鈴峯紅也 799 3 暗黒騎士様といっしょ！ 3 笹木さくま 未定 太閤下水 東大阪署機密事案ファイルⅠ（仮） 姉小路祐 未定

非情人事 江上　剛 691 4 学園一の不良娘がオレにゲームを作って… 雪月花 未定 砂漠の影絵 石井光太 未定

六星占術　開運の箱〈2020年版〉 細木かおり 4,410 5 デート・ア・ライブ 未定 21 橘　公司 未定 十津川警部トリアージ 生死を分けた石見銀山 西村京太郎 未定

六星占術による土星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 6 真ハイスクールＤ×Ｄ 未定 3 石踏　一榮 未定 三毛猫ホームズの安息日　新装版 赤川次郎 未定

六星占術による金星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 7 お前ら、おひとり様の俺のこと好きすぎだろ 4 凪木エコ 未定 八月は残酷な月 昭和ミステリールネサンス 河野典生 未定

六星占術による火星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 8 だから俺は魔力供給を断れない 2 なめこ印 未定 虎口からの脱出 景山民夫 未定

六星占術による天王星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 9 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が… 8 細音　啓 未定 博多食堂まかないお宿 （仮） 篠宮あすか 未定

六星占術による木星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 10 ラストラウンド・アーサーズ 未定 4 羊太郎 未定 湖上のお土産屋さん （仮） 平田ノブハル 未定

六星占術による水星人の運命〈2020年版〉　　 細木かおり 630 11 史上最強の大魔王、村人Aに転生する　CD付 5 下等妙人 未定 雲水家老 高橋和島 未定

六星占術による霊合星人の運命〈2020年版〉 細木かおり 630 12 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する 5 下等妙人 未定 忠義の果て （仮） 中村朋臣 未定

血の呪縛 （仮） 富樫聖夜 734 13 ロクでなし魔術講師と禁忌教典 15 羊太郎 未定 幻　帝 鬼役（仮） 坂岡　真 未定

王太子は愛妃に堕ちる （仮） 栢野すばる 734 14 豚公爵に転生したから今度は君に好きと… 8 合田拍子 未定 カルメン/タマンゴ メリメ 未定

性の体験告白 （仮） 10 サンケイスポーツ 810 15 Only Sense Online -オンリーセンス・オンライン- 18 アロハ座長 未定 あなたと原爆　オーウェル評論集 J・オーウェル 未定

ドラえもんの社会学 （仮） 中川右介 756 16 異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界… 3 美　　紅 未定 光文社知恵の森 8 教養としての「貞観政要」講義 田口佳史 未定

日本凶悪犯罪大全1915－2019 （仮） 犯罪研究倶楽部 994 17 撃ち抜かれた戦場は、そこで消えていろ 3 上川　景 未定 若殿はつらいよ 9 鳴海　丈 702

ダイヤモンド広場 M・ルドゥレダ 未定 18 異世界忍者無双 甘味亭太丸 未定 かみそり同心松平定信 2 藤村与一郎 702

久米正雄作品集 石割　透 未定 19 おいしいベランダ。 竹岡葉月 未定 浪人市場 （仮） 1 山手樹一郎 1,037

問はずがたり・吾妻橋 他十六篇 永井荷風 未定 20 地球が終わるらしいので、いまからキミを監禁… 兎山もなか 未定 浪人市場 （仮） 2 山手樹一郎 1,037

ニーチェの顔 他十三篇 氷上英廣 未定 21 あやかしお宿に帰りましょう。 友麻　碧 未定 特選近親相姦母と息子 背徳のめざめ 白書編集部 702

普遍の再生 リベラリズムの現代世界論 井上達夫 未定 22 龍のいとし子 戌島百花 未定 青き波濤 5 羅門祐人 1,000

人権としての教育 堀尾輝久 未定 23 さくら書店の藍子さん 浅名ゆうな 未定 特捜指令 2 南　英男 724

タイムズ・コンバート （原題） 上 D・ハークネス 1,058 24 この声が届いたら、もう一度きみに会いにいく 朝来みゆか 未定 大家族四男 兎田士郎の笑顔のひみつ 5 日向唯稀 702

タイムズ・コンバート （原題） 下 D・ハークネス 1,058 25 迷える羊の森 （仮） 有間カオル 未定 異世界メシまず革命 船乗りには塩レモン 2 加賀見彰 702

戦車対戦車 三野正洋 972 26 かりゆしの島のお迎えごはん 早見慎司 未定 異世界宿屋でおもてなし 金子ユミ 702

一兵卒のジャワ島戦記 辻田　新 864 27 初恋ロスタイム -First Time- 仁科裕貴 未定 「話し方」の品格 （仮） 福田　健 734

生き残った兵士の証言 土井全二郎 918 28 初恋ロスタイム -Advanced Time- 仁科裕貴 未定 くりかえし読みたい　名俳句1000 今井義和 700

陸軍人事　新装版 藤井非三四 896 29 いざ、しゃべります。 並木飛暁 未定 フツーのオジサンがＡＶ監督していました 恩地　明 700

未　定 未　　定 未定 30 トップリーグ アフターアワーズ 2 相場英雄 756 9 引きこもり仙女は、それでも家から出たくない！ 桜川ヒロ 713

ゴブリンスレイヤー　ＴＲＰＧ　リプレイ （仮） 川人忠明 745 31 女子大生つぐみと邪馬台国の謎 鯨統一郎 799 歪な絆と満ちた情慾 柚槙ゆみ 778

勇者様が友達になりたそうにこちらを見ている 機村械人 648 32 添乗員さん、気をつけて 小前　亮 670 転生したらスパダリ王と溺愛生活が待っていた 相内八重 734

ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか 4 望　公太 670 33 婚約迷走中　パンとスープとネコ日和 群ようこ 562 未　定 （仮） 森本あき 740

レベル０の魔王様、異世界で冒険者を始めます 瑞智士記 648 34 8 なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織 756 甘黒上司のお気に入り （仮） 玉紀　直 740

りゅうおうのおしごと！ ドラマCD付 11 白鳥士郎 2,592 35 冬晴れの花嫁　くらまし屋稼業 （仮） 今村翔吾 691 人妻バレーボール （仮） 八神淳一 780

りゅうおうのおしごと！ 11 白鳥士郎 670 36 あきない世傳　金と銀 碧流篇 7 髙田　郁 648 夜の新米監督 （仮） 霧原一輝 780

9 子爵への企み R・A・ミラー 1,018 37 生命科学者たちのむこうみずな日常と華麗な… 仲野　徹 1,134 ｻﾝﾏｰｸ出版 21 ANAのVIP担当者に代々伝わる言いにくいこと… 加藤アカネ 756

23 王子は無垢な神官をこよなく愛す 釘宮つかさ 711 38 パリっ子の食卓 佐藤　真 950 風を繍う あさのあつこ 740

デッド・オア・リライブ 1 黒田達也 未定 39 14歳からの宇宙論 佐藤勝彦 864 反逆の山 梓林太郎 780

本能寺から始める信長との天下統一 1 常陸之介寛浩 未定 40 教科書では教えてくれないゆかいな語彙力入門 今野真二 778 悪徳（ブラック）探偵　ドッキリしたいの 安達　瑶 730

世界の闇と戦う秘密結社が無いから作った 2 黒留ハガネ 未定 41 自由論 現在性の系譜学 酒井隆史 1,944 99の羊と20000の殺人 植田文博 730

黒の召喚士 女帝の帰還 10 迷井豆腐 未定 42 ロシア　かなり恐ろしい残酷の歴史 （仮） 歴史の謎を探る会 778 東京駅の歴史殺人事件 風野真知雄 730

絶対に働きたくないダンジョンマスターが惰眠… 11 鬼影スパナ 未定 43 知れば話したくなる語源大全 （仮） 日本語倶楽部 842 マル暴総監 今野　敏 780

なぜ名門学園の全ての魔法使いがたった… 藤木わしろ 未定 44 キノブックス 9 世にも小さなものがたり工場 ｷﾉﾌﾞｯｸｽ編集部 756 美女アスリート淫ら合宿 睦月影郎 660

ライアー・ライアー 2 久追遥希 未定 45 放課後の厨房男子　まかない飯篇 秋川滝美 未定 あっぱれアヒルバス 山本幸久 780

なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？ 7 細音　啓 未定 46 乳房に蚊 足立　紳 未定 草同心江戸鏡 吉田雄亮 740

西野 6 ぶんころり 未定 47 やっぱりミステリなふたり 太田忠司 未定 動乱！ 江戸城 浅田次郎 800

理想の娘なら世界最強でも可愛がってくれま… 3 三河ごーすと 未定 48 キラキラ共和国 小川　糸 未定 筒井漫画讀本　壱 筒井康隆 842

自称Ｆランクのお兄さまがゲームで評価される… 7 三河ごーすと 未定 49 院長選挙 久坂部羊 未定 今ひとたびの、和泉式部 （仮） 諸田玲子 未定

芽亜さん、こっち向いてよ 保住　圭 未定 50 オレオレの巣窟 志駕　晃 未定 悪　寒 （仮） 伊岡　瞬 未定

わたしの知らない、先輩の100コのこと 未　　定 未定 51 希望の地図2018 重松　清 未定 弥　勒 （仮） 篠田節子 未定

ラブコメの神様なのに俺のラブコメを邪魔するの 3 三月みどり 未定 52 夜姫 新堂冬樹 未定 やめられない ギャンブル地獄からの生還（仮） 帚木蓬生 未定

ぼくたちのリメイク　Ｖｅｒ．β 木緒なち 未定 53 ハリケーン 高嶋哲夫 未定 本人に訊く よろしく懐旧篇（仮） 1 椎名　誠 未定

ロードス島戦記　誓約の宝冠 1 水野　良 未定 54 ドＳ刑事　さわらぬ神に祟りなし殺人事件 七尾与史 未定  「愛されたい」を拒絶される子どもたち 椎名篤子 未定

千剣の魔術師と呼ばれた剣士 4 高光　晶 未定 55 リフォームの爆発 町田　康 未定 水が消えた大河で 三浦英之 未定

あの愚か者にも脚光を！ 白き竜との盟約 5 昼　　熊 未定 56 財務捜査官岸一真　ヘルメスの相続 宮城　啓 未定 秘伝「書く」技術 （仮） 夢枕　獏 未定

この素晴らしい世界に祝福を！ 脱走 16 暁なつめ 未定 57 マンマ・ミーア！　スペイン、イタリア安宿巡礼記 もりともこ 未定 テニスの王子様勝利学 （仮） 松岡修造 未定

好感度が見えるようになったんだが、ヒロイン… 2 小牧亮介 未定 58 問題児　三木谷浩史の育ち方 山川健一 未定 鷗外パイセン非リア文豪記 （仮） 松澤くれは 未定

マスター、ご注文は殲滅魔法だそうです。 木村心一 未定 59 神様のコドモ　　 山田悠介 未定 和三郎江戸修行 （仮） 高橋三千綱 未定

最弱ランク認定された俺、実は史上最強の神… 2 天野ハザマ 未定 60 淳子のてっぺん 唯川　恵 未定 アジア太平洋戦争 セレクション戦争と文学 太宰　治 未定

思想哲学 （仮） 松岡正剛 未定 61 蜜味の指 うかみ綾乃 未定 アズールレーン Episode of Belfast 3 ｱｽﾞｰﾙﾚｰﾝ運営 未定

ザ・ジャパニーズ 日本人 未　　定 未定 62 極道大名 虎之助最後の日 3 風野真知雄 未定 本屋の店員がダンジョンになんて入るもん… しめさば 未定

印象派の歴史 美の革命前夜 上 J・リウォルド 未定 63 秘め事おたつ 鬼の鈴 2 藤原緋沙子 未定 はてな☆イリュージョンＲ 松　智洋 未定

印象派の歴史 光と色の勝利 下 J・リウォルド 未定 64 君主サマに全戦全敗 真崎ひかる 680 若者の黒魔法離れが深刻ですが、就職して… 6 森田季節 未定

小泉八雲東大講義録 日本文学の未来のため 小泉八雲 未定 65 テディベアと極甘ロマンスカフェ 伊郷ルウ 680 劣等眼の転生魔術師 4 柑橘ゆすら 未定

文豪ストレイドッグス 太宰、中也、十五歳 朝霧カフカ 未定 66 御曹司シェフと甘やかし同居生活 松幸かほ 680 6 映画ノベライズ　かぐや様は告らせたい 羊山十一郎 未定

アルバート家の令嬢は没落をご所望です 6 さ　　き 未定 67 キッズファイヤー・ドットコム 海猫沢めろん 未定 宝石商リチャード氏の謎鑑定 （仮） 9 辻村七子 未定

悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたくない… 秋桜ヒロロ 未定 68 さすらい猫ノアの伝説 重松　清 未定 後宮の烏 （仮） 3 白川紺子 未定

自閉症の僕が生きていく風景 東田直樹 未定 69 空色カンバス　瑞空寺凸凹縁起 靖子靖史 713 京都御所南、吾妻法律事務所の法廷日誌 永瀬さらさ 未定

もういない君と話したかった７つのこと 海猫沢めろん 未定 70 オールブラックスが強い理由 大友信彦 702 要・調査事項です！ （仮） きりしま志帆 未定

想い出を食べた天使 （仮） 辻堂ゆめ 未定 71 病弱探偵　謎は彼女の特効薬 岡崎琢磨 734 平安あや解き草紙（仮） 小田菜摘 未定

Ｂ・Ｄ・Ｔ 掟の街　新装版 ―――― 未定 72 濡れ衣 公家武者　信平（仮） 佐々木裕一 713 上流階級　富久丸百貨店外商部 2 高殿　円 918

根津権現裏 藤澤清造 未定 73 45° 長野まゆみ 未定 ヴァンパイア探偵　-禁断の運命の血- 喜多喜久 691

孤篷のひと 葉室　麟 未定 74 ＭＡＲＶＥＬマーベル空想科学読本 柳田理科雄 842 返却はお早めに　あやかし文庫へようこそ 椎名蓮月 648

丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。 5 竹村優希 未定 75 今日も君は、約束の旅に出る 瀬那和章 未定 陰陽師と無慈悲なあやかし 中村ふみ 680

ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 「case.魔眼蒐集…」 5 三田　誠 未定 76 青空に飛ぶ 鴻上尚史 未定 鴨川食堂まんぷく 柏井　壽 680

ドクター・ホワイト 千里眼のカルテ（仮） 樹林　伸 未定 77 不信の鎖　警視庁犯罪被害者支援課 6 堂場瞬一 未定 カール・エビス教授のあやかし京都見聞録 柏井　壽 680

失われた過去と未来の犯罪 小林泰三 未定 78 危険なビーナス 東野圭吾 未定 君はレフティ 額賀　澪 875

デッドウォーター 永瀬隼介 未定 79 奈落の偶像　警視庁殺人分析班 麻見和史 未定 ごめんなさいといえる 三浦綾子 810

ラストナイト 薬丸　岳 未定 80 スター・ウォーズ　暗黒の艦隊 上 T・ザーン 1,026 百年の快楽 工藤美代子 810

遺跡発掘師は笑わない 10 桑原水菜 未定 81 スター・ウォーズ　暗黒の艦隊 下 T・ザーン 1,026 新選組最後の勇士たち 山本音也 907

猫には推理がよく似合う 深木章子 未定 82 スカーフェイス ブラッドライン 3 富樫倫太郎 未定 愛について／愛のパンセ 谷川俊太郎 972

深泥丘奇談・続々 綾辻行人 未定 83 決戦！関ヶ原 2 葉室　麟 未定 クズと天使の二周目生活 5 天津　向 未定

警視庁特例捜査班 ゴースト・マネー 矢月秀作 未定 84 北斎まんだら 梶よう子 未定 月とライカと吸血姫 5 牧野圭祐 未定

ＳＩＣＫ’Ｓ 覇乃抄 豊田美加 未定 85 炎の放浪者 神山裕右 972 ハル遠カラジ 3 遍　柳一 未定

うちの執事に願ったならば 7 高里椎奈 未定 86 快楽アクアリウム 睦月影郎 未定 むしめづる姫宮さん （仮） 手代木正太郎 未定

悪　玉 熱海警官殺し 鳴海　章 未定 87 白い衝動 呉　勝浩 未定 わたしがあなたの一番だよねッ！ （仮） 水野　昴 未定

教室の灯りは謎の色 水生大海 未定 88 スナフキン　ノート トーベ・ヤンソン 497 ソトゴト 森　　詠 未定

花精の舞 波多野聖 未定 89 リトルミイ　ノート トーベ・ヤンソン 497 金四郎の妻ですが 神楽坂淳 未定

小さい人魚姫 アンデルセン童話集 H・C・ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ 未定 90 狼の吐息/愛憎一念藤澤清造負の小説集 藤澤清造 1,944 亡者たちの切り札 藤田宜永 未定

失われた地図 恩田　陸 未定 子午線を求めて 堀江敏幸 2,160 極　夜 沢村　鐵 未定

小説 空の青さを知る人よ 額賀　澪 605 中世ヨーロッパの結婚と家族 ジョゼフ・ギース 1,490 異常犯 南　英男 未定

動乱の日本史　南北朝対立と戦国への道 井沢元彦 未定 方言の地図帳 真田信治 1,642 退職勧告 江波戸哲夫 未定

大学４年間の統計学が10時間でざっと学べる 倉田博史 未定 金魚と日本人 鈴木克美 1,134 天満橋にて 辻堂　魁 未定

くまのプーさん　心がスッキリする幸せのヒント W・ディズニー 未定 漢方医学の世界 渡辺賢治 1,134 不死鬼 武内　涼 未定

ＣＯＶＥＲ 東京駅おもてうら交番・堀北恵平 内藤　了 未定 ブライト・プリズン　学園の薔薇と選ばれし者 犬飼のの 810 忘れ形見 岡本さとる 未定

怪談狩り 幽霊のいないお話 中山市朗 未定 恋する救命救急医　キングの決心 春原いずみ 745 日本の城の謎　築城編 井上宗和 未定

暴君を生む女 （仮） 大石　圭 未定 ショコラティエ愛欲レシピ 藍生　有 778 最新病気の常識 池谷敏郎 未定

天馬の貴公子の永遠の花嫁 佐竹　笙 未定 ヤンデレ彼女が異世界まで追ってきた 2 草薙アキ 691 東京でお酒を飲むならば 甲斐みのり 未定

白狼さまの恋ぐすり 雨月夜道 未定 異世界誕生～2006～ 伊藤ヒロ 691 死体埋め部の悔恨と青春 斜線堂有紀 702

もふダラ奥さま みかづき紅月 未定 91 百鬼一歌 3 瀬川貴次 745 託児処の巫師さま 奥宮妖記帳 霜月りつ 702

痴人の戀 草野　來 未定 92 体育会系探偵部タイタン！レボリューションズ 清水晴木 810 未　定 尾上セイラ 745

俺の妹がこんなに可愛いわけがない 13 伏見つかさ 未定 93 ブラッド・ブレイン 闇探偵の旋律（仮） 3 小島正樹 778 眠れない捜査官が愛を知るまで （仮） 遊佐なずな 745

アポカリプス・リロード （仮） 紺野天龍 未定 94 ネタバレ厳禁症候群 柾木政宗 778 アンティミテ 一穂ミチ 670

ＡＧＩ　-アギ- バーチャル少女は恋したい 未　　定 未定 95 皇帝つき女官は花嫁として望まれ中 3 佐槻奏多　 689 舞台裏のシンデレラ 安西リカ 670

あの日、神様に願ったことは 2 葉月　文 未定 96 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ婚約者 5 香月　航　 689 朝がくるまでそばにいる 彩瀬まる 562

９Ｓ＜ナインエス＞ ｔｒｕｅ　ｓｉｄｅ 12 葉山　透 未定 97 一迅社ﾒﾘｯｻ 30 人生諦めてたら美形にロックオンされて… 桜　　月　 713 十津川警部　長良川心中 西村京太郎 562

マッド・バレット・アンダーグラウンド （仮） 2 野宮　有 未定 98 猫神社のみかがみ様 （仮） 2 かいとーこ　 691 増補新版　東京湾景 吉田修一 637

スカルアトラス　楽園を継ぐ者 2 羽場　楽人 未定 99 縁切り神社のふしぎなご縁 石田　空 670 ここは私たちのいない場所 白石一文 497

吸血鬼に天国はない 周藤　蓮 未定 100 バラ色の未来 真山　仁 未定 変見自在 髙山正之 497

異世界貧乏スローライフはやめられない 土橋真二郎 未定 101 月輪先生の犯罪捜査学教室 岡田秀文 未定 源氏姉妹 酒井順子 594

アクセル・ワールド （仮） 24 川原　礫 未定 110 秋山善吉工務店 中山七里 未定 狂うひと 「死の棘」の妻・島尾ミホ 梯久美子 1,123
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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

天久鷹央の事件カルテ 5 知念実希人 637 1 早川文庫SF 20 フロリクス８から来た友人 P・Ｋ・ディック 1,080

さよならの言い方なんて知らない。 河野　裕 637 2 群青神殿 小川一水 756

君と漕ぐ ながとろ高校カヌー部 2 武田綾乃 562 3 ハイウイング・ストロール 小川一水 864

ベルサイユの百合 （仮） 吉川トリコ 594 4 星系出雲の兵站―遠征― 1 林　譲治 864 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

探偵ＡＩ 2 早坂　吝 680 5 誰も死なないミステリーを君に 2 井上悠宇 734 ドカベン ドリームトーナメント編 4 水島新司 1,004

家なき子 上 エクトール・マロ 767 暗殺者の追跡 上 M・グリーニー 929 ドカベン ドリームトーナメント編 5 水島新司 1,004

家なき子 下 エクトール・マロ 767 暗殺者の追跡 下 M・グリーニー 929 ドカベン ドリームトーナメント編 6 水島新司 1,004

堕落刑事 （仮） ジョセフ・ノックス 1,015 早川文庫HM 6 潤みと翳り J・ハーパー 1,080 講談社まんが学術 9 支配されるか、支配するか M・ウェーバー 756

至上最強の総長は私を愛しすぎている。 3 ゆいっと 540 早川文庫NF 6 日英インテリジェンス戦史 小谷　賢 864 テガミバチ 5 浅田弘幸 未定

ひーくん注意報発令中！！！ （仮） ばにぃ 540 早川演劇文庫 6 渡辺えり 月にぬれた手／天使猫 3 渡辺えり 1,620 テガミバチ 6 浅田弘幸 未定

新装版　やばい、可愛すぎ。 ちせ． 540 6 結婚のための三つの条件 A・ブライアント 929 ＱあんどＡ 2 あだち充 950

魔法が解けるまで、私はあなたに花を届…（仮） 湊　　祥 540 7 コクと深みの名推理 ほろ苦いラテは恋の罠 17 クレオ・コイル 1,296 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ 2 森末慎二 950

イジメ返し （仮） 3 なぁな 540 8 2 王弟殿下の甘い執愛～恋の匂いに発情中～ 月城うさぎ 691 三丁目の夕日　年々歳々 月 5 西岸良平 740

転生令嬢は小食王子のお食事係 （仮） 甘沢林檎 680 9 紅ばらの伝説 サラ・クレイヴン 540 太陽の黙示録 5 かわぐちかいじ 886

この恋、本気にしませんか？（仮） 紅カオル 680 # やさしい闇 E・Ｊ・ﾌｪｯﾂァｰ 540

甘くはない彼だけど （仮） 鈴ゆりこ 680 # 公爵と裏通りの姫君 ロレイン・ヒース 1,020 　　　　　　　　※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。

世界一幸せな政略結婚 （仮） 佐倉伊織 680 # 27通のラブレター サンドラ・ブラウン 840

気づいたら、キミが心の中にいたんだ。 （仮） 田崎くるみ 680 # 武器で読み解く日本史 山田　勝 864

今夜、かりそめ夫婦になりました （仮） 高田ちさき 680 # 令和の新常識 日本の新常識 864 大垣書店グループ

王宮に咲く一輪のたんぽぽ （仮） 雪夏ミエル 680 # 中学英語で学ぶ語源図鑑 （仮） 清水建二 842

悪役令嬢の華麗なる王宮物語（仮） 藍里まめ 680 # 万葉集に隠された古代史の真実 （仮） 関　裕二 864 ■京都市

異世界で、なんちゃって王宮ナースに… （仮） 涙　　鳴 680 # 2 本所おけら長屋 （仮） 13 畠山健二 670 北区 　北大路店

野いちご文庫 24 一生分の恋を全部キミに。 （仮） ひなたさくら 648 # 12 文蔵2019.9 「文蔵」編集部 756 　佛教大学店

こころ食堂 （仮） 栗栖ひよ子 626 # 扶桑社 2 ポップ1280 ジム・トンプスン 918 　ビブレ店

明日死ぬ僕と100年後の君 （仮） 夏木エル 626 # 降らなきゃ晴れ 香納諒一 670 中京区 　二条駅店

猫と週末とハーブティー （仮） 編乃肌 626 # 1985年の奇跡〈新装版〉 五十嵐貴久 724 　烏丸三条店

僕と月、君と太陽 （仮） 冬野夜空 626 # 再雇用されたら一ヵ月で地獄へ堕とされました 愛川　晶 691 　四条店

ＦＲＯＭ　ＢＬＡＣＫ ドＳ極道の甘い執愛 1 桔梗　楓 691 # 地獄の沙汰もメシ次第 中村颯希 680 　Kotochika御池店

嘘つきだらけの誘惑トリガー 月城うさぎ 691 # 奇跡の美熟女 草凪　優 724 　佛教大学二条キャンパス店

黒豹注意報 そして、純情ＯＬタンポポは… 7 京みやこ 691 # 熟れて乱れて 雨宮　慶 724 左京区 　高野店

アマモの森のご飯屋さん 桜あげは 691 # ノベライズ　ＲｅＬＩＦＥ 1 蒔田陽平 670 右京区 　イオンモール京都五条店

女神なんてお断りですっ。 2 紫　　南 691 # ノベライズ　ＲｅＬＩＦＥ 2 蒔田陽平 670 　京都ファミリー店

精霊術師さまはがんばりたい。 黒辺あゆみ 691 # 銭形平次捕物控　傑作集 陰謀・仇討篇 1 野村胡堂 648 西京区 　ブックパル五条店

気まぐれ女神に本気でキャラメイクされました 1 ハチミツ 659 # 忍術千一夜 山本周五郎 670 　ブックパル桂南店

万能すぎる創造スキルで異世界を強かに… 3 緋緋色兼人 659 # 幼なじみ 鳥羽　亮 659 下京区 　京都本店

勇者パーティから追放された俺、どうやら… 1 双葉　友 659 # 秘匿の村 （仮） 千野隆司 670 　京都駅ビル ザ・キューブ店

21 晴明さんちの不憫な大家 （仮） 烏丸紫明 691 # 惡忍〈新装版〉 海道龍一朗 864 　髙島屋店

ケダモノ屋 定廻り同心と首打ち人の捕り物控 2 二上　圓 724 # あばよっ！ （仮） 金子成人 680 　京都ヨドバシ店

国王陥落～がけっぷち王女の婚活～ 里崎　雅 691 # なんでも吸い込む！ブラックホール！！ 六志麻あさ 670 南区 　イオンモールKYOTO店

魔将閣下ととらわれの料理番 悠月彩香 691 # 社畜勇者、仕事辞めるってよ 3 岸本和葉 620 　イオンモール京都桂川店

言ってはいけない！大人のＮＧ 話題の達人 810 # ぼっち転生記 7 ファースト 630 伏見区 　醍醐店

ヤバいほど面白い！理系のネタ100 サイエンス学会 778 # 夜半のオーダー飯 花川戸菖蒲 669 　伏見店

成美堂出版 12 ビジネス英会話「１秒」レッスン 清水建二 572 # 華　妻 西野　花 669 山科区 　ブックパル文苑 山科店

犬たちの江戸時代 仁科邦男 864 # オオカミパパとおうちごはんで子育て中 かわい恋 669

明智光秀と織田信長 渡邊大門 842 # 愛に惑う冷徹皇帝 すずね凜 750 ■京都府

弱いから、好き。 長沢　節 907 # 騎士様の溺愛が重すぎる 山野辺りり 770 亀岡市 　亀岡店

中世奇人列伝 今谷　明 864 # 隠遁伯爵と甘々新婚生活 真宮藍璃 770

トヨタ　逆境を生き抜く経営哲学 桑原晃弥 756 # 母と二人の若叔母を寝取られた僕 （仮） 鈴川廉平 750 ■大阪府

「集中力」を高める技術 「気が散る」「疲れる」… 西多昌規 734 # 女教師蟻地獄 （仮） 美里ユウキ 750 高槻市 　高槻店

英語で大阪・京都道案内 C・Ａ・クラフト 799 # 相姦白書　母と堕ちた私 （仮） 素人投稿編集部 750 豊中市 　豊中緑丘店

ＭＯＲＩ　Ｍａｇａｚｉｎｅ 2 森　博嗣 734 # 二見ﾚｲﾝﾎﾞｰ文庫 1 内視鏡の名医が教える大腸健康法 （仮） 西野晴夫 691 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

サラブレッドを殺すのは誰？ 大津光央 未定 # 剣客大名　柳生俊平 13 麻倉一矢 700 箕面市 　デューク書店　

警視庁捜査一課八係　警部補・原麻希 吉川英梨 691 # 大仕掛け　悪党狩り 2 沖田正午 700

木曜日にはココアを 青山美智子 691 # 柳橋ものがたり 3 森真沙子 700 ■兵庫県

5 むちむちマッサージ （仮） 美野　晶 713 # ネメシス （原題） C・コールター 1,274 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

侯爵と壁の花 （仮） C・ブリトン 1,296 # プロテクティング・ワッツ・ヒズ （原題） テッサ・ベイリー 1,166 　プリコ神戸店

軍神王の秘巫女 （仮） 月乃ひかり 864 # 人妻さまさま （仮） 橘　真児 750 尼崎市 　三和書房

16 ふしだら病棟 （仮） 九坂久太郎 713 # 官能探偵オナン （仮） 睦月影郎 750

21 義母　寝盗られた熟肌 （仮） 庵乃音人 713 # 君は俺の妻になるのだから （仮） 井上美珠 未定 ■滋賀県

男装姫と絶倫王の激しすぎる蜜夜 （仮） すずね凛 810 # 奇跡の恋 （仮） 伽月るーこ 未定 大津市 　フォレオ大津一里山店

婚約破棄されたら異国の王子に溺愛… （仮） 七福さゆり 810 # 身代わりの執愛 （仮） 山野辺りり 未定

28 とろめき嫁のレッスン （仮） 霧原一輝 713 # 皇帝陛下と替え玉皇妃 （仮） 悠月彩香 未定 ■静岡県

恐怖箱　夜泣怪談 （仮） 内藤　駆 702 # 新妻王妃ですが幼馴染の国王陛下に愛され… 宮小路やえ 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

実録都市伝説～社怪ノ奇録 （仮） 鈴木呂亜 702 # 凶王陛下は幼妻にあきれるほど甘い （仮） 眉山さくら 未定

琉球奇譚　ベーベークーの呪い （仮） 小原　猛 702 # 未　定 （仮） 小中大豆 未定 ■北海道

都会の怖イ噂 （仮） エブリスタ 702 # 絶対逃げるけど （仮） 秀香穂里 未定 札幌市　マルヤマクラス店

荘子と遊ぶ 禅的思考の源流へ 玄侑宗久 864 # 星空のメイドさん （仮） 青橋由高 未定 　東光ストア円山店

御　身 源氏鶏太 907 # 吸血鬼と美味しいコーヒー （仮） 肥前文俊 未定 　東光ストア行啓通店

わたしの中の自然に目覚めて生きるのです 服部みれい 734 # 鬼のバブみで町おこし （仮） 葉原　鉄 未定

文豪たちの怪談ライブ 東　雅夫 886 # 人妻　肛姦籠城 （仮） 結城彩雨 未定

佐武と市捕物控　愛憎の綾の巻 石ノ森章太郎 842 # 若妻　孕ませ契約【いづみと杏奈】 （仮） 御前零士 未定

賤民とは何か 喜田貞吉 1,080 # ポツンと一軒家で義母とふたりきり （仮） 鏡　龍樹 未定

交易の世界史 シュメールから現代まで 上 W・バーン 1,404 # 孕ませ教壇【インテリ女教師、牝堕ち】 （仮） 上条麗南 未定

交易の世界史 シュメールから現代まで 下 W・バーン 1,404 # 雪国の未亡人たち【ほろ酔い熟女】 （仮） 小鳥遊葵 未定

古代アテネ旅行ガイド 一日５ドラクマで行く P・マティザック 1,188 # 溺れ調教 （仮） 望月　薫 未定

現代語訳　藤氏家伝 沖森卓也 972 引越し先の隣人 （仮） 天崎僚介 未定

ダイエット物語……ただし猫 新井素子 734 美熟女上司【プライド崩壊】 （仮） 夢野乱月 未定

海軍基本戦略 秋山真之 950 王太子様の白猫花嫁 ゆりの菜櫻 687

成城だより 付・作家の日記 大岡昇平 未定 幼馴染のアルファ様に求婚されています 髙月まつり 687

人生について 小林秀雄 972 新編日本朝鮮戦争　炎熱の世紀　第八部 森　　詠 907

南洋と私 寺尾紗穂 864 # 木曽御岳　殺人山行 （仮） 梓林太郎 734

お　春 橋本　治 756 # 逃走前夜 新米女刑事（仮） 南　英男 821

おばちゃんたちのいるところ 松田青子 648 # 電子要塞を破壊せよ 制圧攻撃機突撃す（仮） 大石英司 734

ドナ・ビボラの爪 上 宮本昌孝 821 # 鑓騒ぎ　新・酔いどれ小籐次 15 佐伯泰英 810

ドナ・ビボラの爪 下 宮本昌孝 799 # 警視庁公安部・片野坂彰　国境の銃弾 濱　嘉之 886

イエス伝 マルコ伝による 矢内原忠雄 950 # 最高のオバハン 林真理子 702

三人孫市 谷津矢車 756 # ゆけ、おりょう 門井慶喜 842

101歳。吉沢さんが教えてくれたこと 吉沢久子 756 # ヤギより上、猿より下 平山夢明 670

休日はコーヒーショップで謎解きを （仮） R・ロプレスティ 1,166 # 悪　声 いしいしんじ 1,134

戦場のコックたち 深緑野分 1,058 # 耳袋秘帖　眠れない凶四郎 3 風野真知雄 680

滅びの鐘 乾石智子 1,296 # 新参者　新・秋山久蔵御用控 5 藤井邦夫 756

007／カジノ・ロワイヤル【新訳版】 イアン・フレミング 821 # 探梅ノ家　居眠り磐音 決定版 12 佐伯泰英 788

血染めの旅籠 月影兵庫ミステリ傑作選 南條範夫 1,404 # 残花ノ庭　居眠り磐音 決定版 13 佐伯泰英 788

29 幽霊島 平井呈一怪談翻訳集成 Ａ・ﾌﾞﾗｯｸｳｯﾄﾞ 1,512 # 座席急行「津軽」殺人事件 西村京太郎 756

年刊日本ＳＦ傑作選2018 （仮） 大森　望 1,404 # 続・怪談和尚の京都怪奇譚 三木大雲 810

落下世界 上 W・ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 1,080 # 抗命　インパール 2 高木俊朗 972

落下世界 下 W・ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 1,080 # 特攻　最後のインタビュー 制作委員会 1,134

孤影の誓い 〈新装版〉 稲葉　稔 734 # ２週間で人生を取り戻す！ 勝間和代 778

茜の茶碗 上田秀人 734 # フラッシュ・ボーイズ　10億分の１秒の男たち マイケル・ルイス 1,026

緋色の華　新徴組おんな組士・中沢琴 上 黒崎視音 745 # ひとり旅立つ少年よ ボストン・テラン 994

緋色の華　新徴組おんな組士・中沢琴 下 黒崎視音 767 # 文春学藝ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 6 昭和史発掘　特別編 松本清張 1,512

北のロマン　青い森鉄道線 西村京太郎 745 # 常敗将軍、また敗れる 3 北条新九郎 669

誰も親を泣かせたいわけじゃない 堀川アサコ 724 # 最強魔法師の隠遁計画 9 イズシロ 669

未熟なり 牧　秀彦 734 # 魔界帰りの劣等能力者 1 たすろう 669

灰と花赤 （仮） 尾上与一 648 # 精霊幻想記 14 北山結莉 669

寮生諸君！ （仮） 久我有加 648 # 恋愛経験ゼロの××ですが、愛してくれます… 猫又ぬこ 669

プリンセスの影武者と護衛官 （仮） 水無月さらら 648 # 日本一の高校生魔術師、異世界奴隷少女を… 藤春　都 669

アヤカシ・ヴァリエイション 三雲岳斗 702 # 真夜中だけの十七歳 櫻いいよ 713

いのしかちょうをこっそり視ている卯月ちゃん 鳳乃一真 724 # 秋葉原オーダーメイド漫画ラボ 隙名こと 691

ゆびきりげんまん 堀内公太郎 724 # ポプラ社日本文学 1 地震イツモマニュアル 地震ｲﾂﾓﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 648

世界で、いちばん嫌いな君 みなづき未来 724 # 未定 未　定 未　　定 未定

願うなら、星と花火が降る夜に いぬじゅん 702 # 未定 未　定 未　　定 未定

魔導ハッカー〉〉暴け、魔法の脆弱性を 鎌池和馬 767 # 未定 未　定 未　　定 未定

ウィッチクラフトアカデミア 逢空万太 724 # 未定 未　定 未　　定 未定

項羽さんと劉邦くん 春日みかげ 724 # えっ！　そうだったの？「まさか！」の雑学 （仮） 博学面白倶楽部 未定

デュアル・クリード 津田彷徨 702 # こんなにラクにお金が貯まるんですか！？ （仮） 風呂内亜矢 未定

プロが選ぶ一度は行ってみたい旅先ランキング 日経プラス1 864 # ３日で運がよくなる断食力 （仮） 田中裕規 未定

難題が飛び込む男　土光敏夫 伊丹敬之 972 # すごい１分間日記 （仮） 今村　暁 未定

ムリルの武器商人 Ｈ・Ｇ・フランシス 756 # 100歳まで楽しく生きる脳活習慣 （仮） 久保田競 未定

危険なヴィジョン〔完全版〕 3 ハーラン・エリスン 1,080 # 心配事の９割は起こらない （仮） 枡野俊明 未定

プシ・ショック H・G・ｴｰｳﾞｪﾙｽ 756 # つい誰かに話したくなる！英語が楽しくなる本 ライフサイエンス 未定

ヴェガ暗黒時代 M・シュテルン 799 # 美人養成専門学校　48の教え （仮） 豊川月乃 未定
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■映画タイトル：『引っ越し大名！』

■出演：星野源/高橋一生/高畑充希/及川光博/濱田岳

小澤征悦/西村まさ彦/松重豊

■原作：『引っ越し大名 三千里』

角川春樹事務所 ハルキ文庫

■著：土橋章宏

■2019年8月30日（金）公開

■監督:犬童一心

■脚本：土橋章宏

■主題歌：ユニコーン『でんでん』

■配給：松竹

姫路藩書庫番の片桐春之介は、書庫にこもりっきりで人と話すのが苦手な引きこも

り侍だった。あるとき、藩主の松平直矩は、幕府に姫路から大分への引っ越しを言

い渡される。当時の”引っ越し”は全ての藩士と、その家族全員で移動するという桁

外れの費用と労力がかかる超難関の行事であった。これを成し遂げるか否かは、

引っ越し奉行の手腕にかかっている。お国最大のピンチに、「いつも本ばかり読ん

でいる春之介なら引っ越しの知識があるだろう」と白羽の矢が立った！

■ドラマタイトル：『それぞれの断崖』

■出演：遠藤憲一/田中美里/清水大登/田中美佐子

■原作：『それぞれの断崖』 集英社文庫

■著：小杉健治

■2019年8月3日（土）23：40スタート フジテレビ系列

■脚本：洞澤美恵子

■演出：村松弘之/他

■主題歌：CHEMISTRY『Ａｎｇｅｌ』

■製作：東海テレビ

志方恭一郎は、会社の理不尽な対応で得意先の部長を裏切ってしまう事になった。

やりきれない思いで帰宅すると、待っていたのは家庭内暴力をふるっていた14歳の

息子、恭介が刺殺されたという訃報。警察にアリバイを調べられ、恭介が死んだ時

間に恭一郎はよからぬ場所に出入りしていた事が発覚する。家族からも責められ、

疑われる恭一郎。だが、事件は思わぬ展開をみせる・・・。


