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カツベン！ 片島章三 660 1 帝都つくもがたり　続 （仮） 佐々木匙 未定 15 派遣刑事 （仮） 南　英男 737

おひとりさまの最期 上野千鶴子 770 2 ネガレアリテの悪魔 裏切り者の鎮魂歌 大塚已愛 未定 上司と婚約Ｄｒｅａ 15 日向唯稀 748

溺れるものと救われるもの P・レーヴィ 858 3 シライサン 乙　　一 未定 獣人獅子王とチビッ子たちとの同棲生活 有実ゆひ 715

お金は歴史で儲けなさい 加谷珪一 748 4 ねこはい 南　伸坊 未定 神様の子守はじめました。 霜月りつ 715

相棒　ｓｅａｓｏｎ17 中 碇　卯人 990 5 警視庁文書捜査官 警視庁文書捜査官 6 麻見和史 未定 韓国人が書いた 崔碩栄 800

焼野まで 村田喜代子 704 6 作ってあげたい小江戸ごはん 高橋由太 未定 ゆがみを直す整体学 宮川眞人 730

葛藤する刑事たち 傑作警察小説 大沢在昌 1,100 7 確率捜査官　御子柴岳人 神永　学 未定 双界のオメガ （仮） 雨宮四季 770

錆びた太陽 恩田　陸 1,034 8 「本能寺の変」はなぜ起こったか 津本　陽 未定 黒いもふもふを拾ったら魔王だった！？ 雛宮さゆら 770

恋情の匂い （仮） 春日部こみと 748 9 高校事変 4 松岡圭祐 未定 孤高の王は囚われの姫から愛を知る 七福さゆり 754

お義兄さまの籠の鳥 （仮） 市尾彩佳 748 10 はなの味ごよみ 5 高田在子 未定 未　定 （仮） しみず水都 754

美人姉妹は人妻 （仮） 霧原一輝 792 11 27 グランメゾン東京 上 百瀬しのぶ 未定 未　定 （仮） 八神淳一 794

人妻のなごり （仮） 葉月奏太 792 12 ぽけっと・えーす！ 蒼山サグ 未定 未　定 （仮） 橘　真児 794

19 召喚系悪魔がドＳ天使に調教され…（仮） 小中大豆 770 13 地獄に祈れ。天に堕ちろ。 九岡　望 未定 15 君にひと目で恋をして 2 井上美珠 754

アルテミオ・クルスの死 フエンテス 未定 14 勇者のセガレ 4 和ヶ原聡司 未定 18 未　定 森本あき 754

世紀末ウィーン文化評論集 H・バール 未定 15 異世界帰りの俺（チートスキル保持）、… 2 真代屋秀晃 未定 実業之日本社 上旬 アリバイ崩し承ります 大山誠一郎 748

ムハンマドのことば ハディース 小杉　泰 未定 16 三角の距離は限りないゼロ 4 岬　鷺宮 未定 書楼弔堂　炎昼 （仮） 京極夏彦 未定

失われた時を求めて 見出された時 14 プルースト 未定 17 シャドウ・サーガ -聖剣エクスカリバー- 2 西村　西 未定 やめるときも、すこやかなるときも （仮） 窪　美澄 未定

惜櫟荘の四季 佐伯泰英 未定 18 エロマンガ先生 （仮） 12 伏見つかさ 未定 脇坂副署長の長い一日 （仮） 真保　裕一 未定

負ける建築 隈　研吾 未定 19 ぼくの妹は息をしている （仮） 未　　定 未定 暗夜鬼譚　紫花玉響 （仮） 瀬川貴次 未定

幻のジェット軍用機 大内建二 902 20 四月の雪と救われない彼女 （仮） 西塔　鼎 未定 あるいは修羅の十億年 （仮） 古川日出男 未定

戦前日本の「戦争論」 北村賢志 957 21 高遠動物病院へようこそ！ 2 谷崎　泉 未定 パリわずらい　江戸わずらい （仮） 浅田次郎 未定

三号輸送艦帰投せず 松永市郎 869 22 紅霞後宮物語　第零幕 四、星降る夜に… 雪村花菜 未定 黙殺 畠山理仁 未定

井坂挺身隊投降せず　新装版 楳本捨三 814 23 お直し処猫庵 尼野ゆたか 未定 水晶庭園の少年たち　 瑠璃の空（仮） 蒼月海里 未定

未　定 未　　定 未定 24 お越しください、稲荷寿司あやかし神社 似鳥航一 未定 お迎えに上がりました。 竹林七草 未定

bella peregrina．カワイイ天狼の育てかた 2 山下泰昌 682 25 寺嫁さんのおもてなし 5 華藤えれな 未定 九代目長兵衛　口入家業　 （仮） 小杉健治 未定

勇者様が友達になりたそうにこっちを見… 2 機村械人 704 26 真夜中の保育園はじめました 金沢有倖 未定 PSYCHO-PASS 3〈Ａ〉 （仮） 吉上　亮 未定

落第騎士の英雄譚（キャバルリィ） 17 海空りく 704 27 トラットリア代官山 斎藤千和 704 定年女子 岸本裕紀子 未定

七代勇者は謝れない 1 串木野たんぼ 704 28 イダジョ！医大女子 史夏ゆみ 660 パリのアパルトマン （仮） G・ミュッソ 未定

友達の妹が俺にだけウザい 3 三河ごーすと 704 29 宇宙船の落ちた町 根本聡一郎 759 セレクション戦争と文学 日中戦争（仮） 5 胡桃沢耕史 未定

最弱無敗の神装機竜《バハムート》 19 明月千里 704 30 ビートルズ ﾏｰｸﾊ-ﾂｶﾞｰﾄﾞ 990 劣等職の最強賢者 延野正行 未定

たとえばラストダンジョン前の村の少年… 8 サトウとシオ 704 31 日雇い浪人生活録  金の悪夢 8 上田秀人 726 モンスター娘のお医者さん 7 折口良乃 未定

9 女王陛下に愛を捧げて マヤ・バンクス 1,126 32 親父の十手を輝かせ 親子十手捕物帳 3 小杉健治 748 ソロ神官のＶＲＭＭＯ冒険記 5 原　　初 未定

22 金の虎はオメガの王子を発情させる 釘宮つかさ 713 33 闇天狗　剣客同心親子舟 6 鳥羽　亮 726 無駄飯食らい認定されたので愛想を… 3 相野　仁 未定

生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい 1 笹塔五郎 未定 34 感傷的な午後の珈琲 小池真理子 792 嘘つき勇者の神回避 草薙アキ 未定

仕事で疲れた社畜の俺に美少女が… 1 疎陀　陽 未定 35 関ヶ原、ふたたび （仮） 北沢　秋 814 ハケン飯友 僕と猫のごはん歳時記（仮） 椹野道流 未定

大魔法師の息子　Ｌｅｓｓｏｎ１ 大菩薩 未定 36 メビウス 堂場瞬一 858 異世界温泉郷 高山ちあき 未定

友人キャラの俺がモテまくるわけない… 2 世界一 未定 37 くらげが眠るまで 木皿　泉 792 君が今夜もごはんを食べますように （仮） 山本　瑤 未定

信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 3 大崎アイル 未定 38 愛のかたち 小林紀晴 1,155 雛翔記 天上の花、雲下の鳥 我鳥彩子 未定

学戦都市アスタリスク 15 三屋咲ゆう 未定 39 江戸の牢屋 中嶋繁雄 924 青い灯の百物語 （仮） 椎名鳴葉 未定

譬え世界のすべてを敵に回したとしても 未　　定 未定 40 選りすぐり！最強の（得）情報　お金大全 長尾義弘 792 咎人のシジル （仮） 樹島千草 未定

愛をママに我が娘に僕は君だけを好き… 未　　定 未定 41 mistakeとerrorの違いを言えますか？ 牧野髙吉 792 思い出とひきかえに、君を （仮） 柴野理奈子 未定

神童勇者とメイドおねえさん 3 望　公太 未定 42 キルタイム 29 百合魔法お嬢様 （仮） あらおし悠 792 妖　虫 江戸川乱歩 1,089

アキトはカードを引くようです 2 川田両悟 未定 43 罪な秘密 愁堂れな 693 緑衣の鬼 江戸川乱歩 1,089

宮本サクラが可愛いだけの小説。 3 鈴木大輔 未定 44 溺愛関係 御曹司養成所 夢乃咲実 693 ぐるぐる問答　森見登美彦氏対談集 森見登美彦 770

何故か学校一の美少女が休み時間の… 4 出井　愛 未定 45 君主サマの難解嫉妬 真崎ひかる 693 陽だまり翔馬平学記　姫の守り人 早見　俊 770

全肯定奴隷少女：１回10分1000リン 2 佐藤真登 未定 46 センチネルバース　蜜愛のつがい 今城けい 693 脱藩さむらい　抜け文 金子成人 671

嘘ラブコメ （仮） 未　　定 未定 47 ナオミ シェミルト・ジェーン 1,078 教場０　刑事指導官・風間公親 長岡弘樹 715

探偵はもう、死んでいる。 未　　定 未定 48 黒い巨塔　最高裁判所 瀬木比呂志 990 大沼ワルツ 谷村志穂 803

角川ｼﾞｭｴﾙ文庫 1 シンデレラにはなりません！ 南咲麒麟 未定 49 半沢直樹 オレたちバブル入行組 1 池井戸潤 858 ロボット・イン・ザ・スクール D・インストール 902

公爵令嬢ティアレシアの復讐 奏　舞音 未定 50 告白　三島由紀夫未公開インタビュー 三島由紀夫 682 愛国商売 古谷経衡 825

銀龍蓮華録 増田みりん 未定 51 宮辻薬東宮 宮部みゆき 715 派遣社員あすみの家計簿 青木祐子 704

転生先が少女漫画の白豚令嬢だった 4 桜あげは 未定 52 ＱＥＤ～ｆｌｕｍｅｎ～　月夜見 高田崇史 726 やはり俺の青春ラブコメはまちがって… 14 渡　　航 815

和香様の座する世界ノベライズ （仮） みなとそふと 未定 53 大江戸ミッション・インポッシブル 山田正紀 770 史上最強オークさんの楽しい種付け… 2 月夜　涙 652

お姉さん先生は男子高生に餌づけ… 2 朱月十話 未定 54 我々の恋愛 いとうせいこう 1,155 双血の墓碑銘 2 昏式龍也 612

恋せよ天敵。 波口まにま 未定 55 悪徳の輪舞曲 中山七里 814 明日の世界で星は煌めく ツカサ 631

好きすぎるから彼女以上の、妹として愛… 2 滝沢　慧 未定 56 ＡＩ崩壊 浜口倫太郎 715 デスペラード　ブルース 3 江波光則 672

魔王討伐したあと目立ちたくないので… 8 朱月十話 未定 57 殺し屋　歌舞伎町の事情 ZIRMELI 682 友人キャラは大変ですか？ 8 伊達　康 652

同棲から始まるオタク彼女の作りかた 4 村上　凛 未定 58 新装版　京まんだら 上 瀬戸内寂聴 990 信長の軍師外伝　天狼　明智光秀 上 岩室　忍 未定

新米錬金術師の店舗経営 商売をしよう 2 いつきみずほ 未定 59 新装版　京まんだら 下 瀬戸内寂聴 1,012 信長の軍師外伝　天狼　明智光秀 下 岩室　忍 未定

冴えない彼女の育てかたＣＳ 丸戸史明 未定 60 八丁堀の忍 3 倉阪鬼一郎 770 黄金雛　羽州ぼろ鳶組　零 今村翔吾 未定

僕の先生は、放課後かわいい婚約者 草薙アキ 未定 61 半沢直樹 オレたち花のバブル組 2 池井戸潤 858 謹訳　源氏物語 改訂新修 10 林　　望 未定

お隣さんと始める節約生活。 未　　定 未定 62 カイジ　ファイナルゲーム 円居　挽 660 医療マフィア 新堂冬樹 未定

世話好きで可愛いＪＫ3姉妹だったら、… はむばね 未定 63 新装版　壺中の天　鬼籍通覧 椹野道流 814 極　夜 カタストロフィスト 2 沢村　鐵 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 64 しんがり　山一證券最後の12人 清武英利 968 辛酸なめ子の世界恋愛文学全集 辛酸なめ子 未定

姫陰陽師、安倍晴明 黒狐尾花 未定 65 森家の討ち入り 諸田玲子 693 Ｄの遺言 柴田哲孝 未定

消えてください 葦舟ナツ 未定 66 大原御幸　帯に生きた家族の物語 林真理子 682 奈落　強請屋稼業 南　英雄 未定

パーフェクトフレンド 新装版 野﨑まど 未定 67 ヒューマニズム考　人間であること 渡辺一夫 1,760 変わり朝顔 （仮） 樋口有介 未定

２ 新装版 野﨑まど 未定 68 茂吉秀歌「赤光」百首 塚本邦雄 2,090 女の厄払い　千住のおひろ花便り （仮） 稲田和浩 未定

僕が僕をやめる日 （仮） 松村涼哉 未定 69 クラシック名曲の条件 諸井　誠 1,012 金四郎の妻ですが （仮） 2 神楽坂淳 未定

クリスマスイブを終わらせろ！ （仮） 鈴森丹子 未定 70 中世の罪と罰 網野善彦 1,265 名古屋カフェ散歩 川口葉子 未定

マジカル★エクスプローラー 入　　栖 未定 71 今昔物語集　天竺篇　全現代語訳 国東文麿 2,354 ユダの謎　キリストの謎 三田誠広 未定

サイレントウィッチーズ 3 築地俊彦 未定 72 説　苑 劉向 1,441 一寸法師と私の殺伐同居生活 千　　冬 715

サイレントウィッチーズ プレミアム特装版 3 築地俊彦 未定 73 トマス・アクィナス『神学大全』 稲垣良典 968 名古屋・四間道の古民家バル 神凪　唐州 715

キリスト教でたどるアメリカ 未　　定 未定 74 28 私に効果音をつけてよ、響くん！ 有丈ほえる 704 ソムニフェルムの庭 （仮） 片　　岡 759

俳句のための基礎用語事典 角川書店 未定 75 29 快感学校のボーイ×ミーツ×ガールは… 清水　苺 770 千夜のポラリス （仮） なつめ由寿子 759

男色大鑑 富士正晴 未定 76 終わった恋、はじめました 小川晴央 759 三千世界の鴉を殺し 23 津守時生 748

秘境旅行 そこに何かがある 芳賀日出男 未定 77 ホテル・ウィンチェスターと444人の亡霊 木犀あこ 759 溺愛モラトリアム 間之あまの 792

茶室学講義 藤森照信 未定 78 お狐様の異類婚姻譚 （仮） 3 糸森　環 702 竜は将軍に愛でられる 名倉和希 748

絵で楽しむ江戸のことわざ 時田昌瑞 未定 79 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番 （仮） 2 山田　桐子 702 華は褥に咲き狂う ～兄と弟～ 5 宮緒　葵 792

五竜の国 偽りの巫女は王を択ぶ 和知杏佳 未定 80 私たちは失いながら生きている いぬじゅん 704 ロイヤル・シークレット ライラ・ペース 1,320

一華後宮料理帖 第十品 三川　みり 未定 81 あいのはなし （仮） 櫻　いいよ 693 白銀の墟　玄の月 十二国記 3 小野不由美 737

悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジ… 浜　千鳥 未定 82 クローバーナイト 辻村深月 未定 白銀の墟　玄の月 十二国記 4 小野不由美 825

銀狼の姫神子 西嶋ひかり 未定 83 死ぬより簡単 大沢在昌 未定 みみずくは黄昏に飛びたつ 川上未映子 781

角川ホラー文庫 21 記憶屋０ 織守きょうや 未定 84 囮捜査の罠 警視庁特命捜査対策室九係 渡辺裕之 未定 甲州赤鬼伝 霧島兵庫 649

うさ耳オメガは旦那様に尽くしたい 小中大豆 未定 85 底辺キャバ嬢、家を買う 黒野伸一 未定 一刀両断 櫻井よしこ 781

孤高の陛下の至宝の寵姫 貫井ひつじ 未定 86 銀行告発　新装版 江上　剛 未定 日本の聖域　シークレット 「選択」編集部 649

ロマンスドール タナダユキ 未定 87 逃亡作法 東山彰良 未定 この世の春 上 宮部みゆき 693

遠い約束 室積　光 未定 88 戦旗不倒 アルスラーン戦記 田中芳樹 未定 この世の春 中 宮部みゆき 693

完本　二人の天魔王 信長の真実 明石散人 未定 89 ＳＣＩＳ科学犯罪捜査班 中村　啓 未定 この世の春 下 宮部みゆき 781

僕と彼女の嘘つきなアルバム 高木敦史 未定 90 銀幕ミステリー倶楽部 新保博久 未定 ほのぼのお徒歩日記 宮部みゆき 825

根津権現裏 藤澤清造 未定 珈琲城　キネマと事件 井上雅彦 未定 照降町の梅 佐伯泰英 693

弁当屋さんのおもてなし 6 喜多みどり 未定 仮装の時代　新装版 西村京太郎 未定 とるとだす 畠中　恵 693

ドクター・ホワイト 神の診断 樹林　伸 未定 古着屋紅堂　よろづ相談承ります 2 玖神サエ 未定 半七捕物帳 江戸探偵怪異譚 岡本綺堂 605

遠い唇 北村　薫 未定 千手學園少年探偵團 金子ユミ 未定 朝比奈うさぎは報・恋・想で推理する 柾木政宗 693

里山奇談 よみがえる土地の記憶 coco 未定 ことぶき酒店御用聞き物語 4 桑島かおり 未定 ＨＵＮＡＮ　ＬＯＳＴ　ノベライズ 2 浅生　鴨 649

メゾン・ド・ポリス 殺人容疑の退職刑事 4 加藤実秋 未定 公事の涙 日暮左近事件帖 藤井邦夫 未定 ソドムの目ざめ （仮） ジッド 825

きまぐれエトセトラ 星　新一 未定 さらば黒き武士 岡本さとる 未定 サンタクロースくんの冒険 L・F・ボーム 605

総選挙ホテル 桂　望実 未定 ミドルマーチ 2 J・エリオット 未定 中島くん、わざとでしょ （仮） 柊　　乃 550

天上の葦 上 太田　愛 未定 憲政の本義、その有終の美 吉野作造 未定 涙鳴作品（タイトル未定） 涙　　鳴 550

天上の葦 下 太田　愛 未定 知恵の森文庫 12 戦国軍師列伝 井沢元彦 未定 お前の声が聞きたくて、仕方ないんだよ 言ノ葉リン 550

Fate/Apocrypha 「黒の輪舞/赤の祭典」 2 東出祐一郎 未定 106 おとぼけ兵庫と姫将軍 2 聖　龍人 715 スパダリ上司とデロ甘同居してますが、… 桃城猫緒 682

本と踊れば恋をする 石川智健 未定 107 酔いどれ副将軍　徳川萬次郎 （仮） 麻倉一矢 715 あなどれない御曹司 （仮） 惣領莉沙 682

新・入り婿侍商い帖 2 千野隆司 未定 108 剣豪医無双剣 4 早瀬詠一郎 715 早熟夫婦 （仮） 葉月りゅう 682

山茶花落つ （仮）赤鬼みなしご忠孝譚 小杉健治 未定 109 御側高家 誉田龍一 715 お見合い婚～スイートバトルライフ （仮） 白石さよ 682

准教授・高槻彰良の推察 3 澤村御影 未定 110 15 日中世界大戦 2 森　　詠 1,019 叶わない恋をしている 砂原雑音 682
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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

氷の王太子はお飾り妃に愛を誓う （仮） 葉崎あかり 682 1 愛だけのために L・ゴードン 550

皇帝の寵妃は、薬膳料理で陰謀渦巻く… 佐倉伊織 682 2 囚われのイヴ A・ジョハンセン 1,020

ポンコツ転生令嬢は偏食聖獣の… 江本マシメサ 682 3 砂塵きらめく果て N・ロバーツ 930

一ノ瀬くんの寝顔が可愛すぎてつらい 夏木エル 660 4 ホテル・インフェルノ L・ハワード 820 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

目が覚めたら、昨日より愛しいキスをして SELEN 660 5 京都西陣なごみ植物店 （仮） 4 仲町六絵 704 ドカベン ドリームトーナメント編 13 水島新司 1,023

Ｓｕｍｍｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｄｅａｄ （仮） 朝比奈みらい 660 かなりや荘浪漫 廃園の鳥たち （仮） 村山早紀 748 ドカベン ドリームトーナメント編 14 水島新司 1,023

その陰陽師、性悪につき。 （仮） 御守いちる 660 引き抜き屋 鹿子小穂の冒険 1 雫井脩介 902 ドカベン ドリームトーナメント編 15 水島新司 1,023

涙鳴先生新作 （仮） 涙　　鳴 660 引き抜き屋 鹿子小穂の帰還 2 雫井脩介 924 テガミバチ 9 浅田弘幸 未定

赤い月が俺たちを別つ前に （仮） 日野祐希 660 婚活食堂 （仮） 2 山口恵以子 792 テガミバチ 10 浅田弘幸 未定

いぬじゅん先生新作 （仮） いぬじゅん 660 18 文蔵2019.12 「文蔵」編集部 770 29 プレミアボックス　黒子のバスケ　ＢＯＸ 3 藤巻忠俊 未定

ご懐妊！！ ～育児はツライよ～ 2 砂川雨路 660 6 イントゥ・ザ・ファイア 上 トム・クランシー 1,045 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ 5 森末慎二 968

今宵あなたをオトします！ 桔梗　楓 704 7 イントゥ・ザ・ファイア 下 トム・クランシー 1,045 三丁目の夕日　年々歳々　 雪 8 西岸良平 754

何も、覚えていませんが あかし瑞穂 704 8 十津川警部　篠ノ井線・姨捨駅 西村京太郎 693 太陽の黙示録 8 かわぐちかいじ 902

真夜中の恋愛レッスン 七福さゆり 704 9 ときどき旅に出るカフェ 近藤史恵 682 サイバラ茸 2 西原理恵子 1,078

Ｅランクの薬師 1 雪兎ざっく 704 # 破滅の王 上田早夕里 880 ぶんか社 9 金瓶梅 43 竹崎真実 700

女神なんてお断りですっ。 5 紫　　南 704 # あなたのゼイ肉、落とします 垣谷美雨 715

勘違い魔女は討伐騎士に愛される。 更　　紗 704 # 罪のあとさき 畑野智美 759 　　　　　　　　※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。

この世界の平均寿命を頑張って伸ばし… 4 まさちち 671 # 分かれ道ノストラダムス 深緑野分 803

異世界で怠惰な田舎ライフ。 3 太陽クレハ 671 # 少年たちのおだやかな日々（新・新装版） 多島斗志之 682 大垣書店グループ

最強の異世界やりすぎ旅行記 1 萩場ぬし 671 # 左遷捜査 三つの殺人 3 翔田　寛 693 ■京都市

１秒で刺さることわざ・慣用句・四字熟語 達人倶楽部 1,045 # 悪徳刑事　ブラックディール 沢里裕二 660 北区 　佛教大学店

逆境を生き抜く「打たれ強さ」の秘密 岡本正善 759 # 神楽坂０丁目 2 桑野和明 660 　ビブレ店

心をピカピカにするおそうじ言葉 星まゆ美 814 # まぼろし科・天雫透の診療記録 風島ゆう 693 中京区 　二条駅店

精神科医が教える60歳からの人生を… 保坂　隆 748 # そして全員寝取られた （仮） 草凪　優 737 　烏丸三条店

知の整理術 pha 715 # ＯＬに手を出すな！＜新装版＞ 橘　真児 737 　四条店

これ１冊で差がつくビジネス語彙力ノート ベスト・ライフ 748 # ノベライズ　ＲｅＬＩＦＥ 3 夜宵草 660 　Kotochika御池店

やってのける H・G・ﾊﾙﾊﾞｰｿﾝ 858 # わるじい奮闘帖 いまいくぞ（仮） 風野真知雄 660 　佛教大学二条キャンパス店

〈新装版〉一冊でまるごとわかる三国志 渡邉義浩 814 # 照れ降れ長屋風聞帖[新装版] 2 坂岡　真 682 左京区 　高野店

1 大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう 山本巧次 748 # 新・浪人若さま　新見左近 桜田の悪 4 佐々木裕一 693 右京区 　イオンモール京都五条店

7 珈琲店タレーランの事件簿 6 岡崎琢磨 726 # じゃりン子チエ 3 はるき悦巳 880 　京都ファミリー店

5 人妻とレンタルおじさん （仮） 北條拓人 726 # 魔性の男を目指します 1 立　　花 638 西京区 　ブックパル五条店

11 離島のふしだらツアー （仮） 河里一伸 726 # 神眼の勇者 10 ファースト 649 　ブックパル桂南店

硝煙は溺愛の香り （仮） 奏　　多 880 # 誘淫オメガ 砂床あい 755 下京区 　京都本店

才川夫妻の恋愛事情 兎山もなか 825 # 感じないオスの美味しい召し上がり方 碧井アオ 681 　京都駅ビル ザ・キューブ店

純粋怪談　惨事現場異話 （仮） さたなきあ 715 # 花嫁蒼介、ダーリンを激愛中 逢西ひな 681 　髙島屋店

恐怖箱　怪書 （仮） 加藤　一 715 # 又右衛門まかり通る （仮） 早見　俊 713 　京都ヨドバシ店

実話怪事記　憑き柱 （仮） 真白　圭 715 # 評定所留役 秘録 4 牧　秀彦 713 南区 　イオンモールKYOTO店

怪談売買録 （仮） 黒木あるじ 715 # 剣客奉行　柳生久通 2 藤水名子 713 　イオンモール京都桂川店

18 とろめく白肌　港町の美女　新装版 霧原一輝 726 # 夢中で人妻 （仮） 葉月奏太 763 伏見区 　醍醐店

28 淫夜　究極オーディション （仮） 草凪　優 660 # あの人妻の名前を僕達はまだ知らない 橘　真児 763 　伏見店

したたかな植物たち　秋冬篇 多田多恵子 1,045 # ヒドゥン （原題） R・ザネッティ 1,298 山科区 　ブックパル文苑 山科店

青　卵 東　直子 858 # ザ・ラヴィング・デイライツ （原題） L・サンズ 1,298

家族最初の日 植本一子 1,078 # 見習い草とお屋敷の秘密 椹野道流 704 ■京都府

紙の罠 都筑道夫 836 # 甘酒の神様 牧山とも 704 亀岡市 　亀岡店

父が子に語る近現代史 小島　毅 880 # はけんねこ 中原一也 704

村上春樹の文章術 ナカムラクニオ 792 # 華天楼夢想奇譚 佐原一可 704 ■大阪府

法の原理 自然法と政治的な法の原理 トマス・ホッブズ 1,760 # 清純美少女　堕ちた天使 （仮） 羽村優希 763 高槻市 　高槻店

釈尊の生涯 高楠順次郎 1,210 # 折檻義母とご褒美実母 （仮） 星　悠輝 763 豊中市 　豊中緑丘店

日本の神話 筑紫申真 1,320 # 熟年白書　蘇った性春 （仮） 素人投稿編集部 763 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

ドゥルーズ  増補新版 檜垣立哉 1,210 # 忠犬ハチ子の恋 （仮） 麻生ミカリ 未定 箕面市 　デューク書店　

河童の日本史 中村禎里 1,760 # 君は僕のシンデレラ 山内　詠 未定

真珠湾までの経緯 石川信吾　 1,012 # あなたのすべてを支配したい 佐木ささめ 未定 ■兵庫県

巡査長　真行寺弘道―シリーズ4巻目 榎本憲男　 880 # ダークファンタジア 山口　陽 未定 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

捨てきらなくてもいいじゃない？ 岸本葉子　 792 # 天使な後輩が義妹になったらウザ可愛い 鏡　　遊 未定 　プリコ神戸店

洋菓子店アルセーヌ 2 九条菜月　 748 # 奴隷エルフ救国戦争 （仮） 内田弘樹 未定

日本の美 中井正一　 902 # マッチ売りの皇女 （仮） 柚原テイル 未定 ■滋賀県

鴎外先生 荷風随筆集 永井荷風　 1,100 # ずっとあなたを愛してた 王妃と侯爵（仮） ナ　　ツ 未定 大津市 　フォレオ大津一里山店

わが愛する土佐くろしお鉄道 西村京太郎　 660 # 少年王は年上花嫁をもっともっと… 花菱ななみ 未定

私の濹東綺譚 増補新版 安岡章太郎　 990 # 熟女温泉めぐり【もうぬるぬるよ】 （仮） なぎさ薫 未定 ■静岡県

出張料亭おりおり堂 サブタイ未定 安田依央　 770 # 家政婦母娘【奴隷性裁】 （仮） 香坂燈也 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

中公ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 21 方法序説・情念論 デカルト 1,100 # 独りはさみしくて 美原春人 未定

ＴＯブックス 1 悪鬼のウイルス 二宮敦人 770 # 身分逆転 美母、兄嫁、義妹… 但馬庸太 未定 ■北海道

僕らはみんな病んでいる 未　　定 737 # 麗人デザイナー、牝堕ち （仮） 綺羅　光 未定 札幌市　マルヤマクラス店

男のエロ知恵140 裏モノJAPAN 737 # みだら嫁【22歳と34歳】 （仮） 鷹山倫太郎 未定 　東光ストア円山店

パーフェクト・ブルー【新装版】 宮部みゆき 814 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 淫獣の楔　―生贄の花嫁― 西野　花 670 　東光ストア行啓通店

心とろかすような【新装版】 宮部みゆき 814 # 文芸社 15 バタフライは笑わない 北川ミチル 704

皇帝と拳銃と 倉知　淳 990 # 眠れない凶四郎 耳袋秘帖 3 風野真知雄 693

赤毛のレドメイン家【新訳版】 I・フィルポッツ 1,320 # あしたの君へ 柚月裕子 825

ヴァイオリン職人と消えた北欧楽器 ポール・アダム 1,188 # 壁の男 貫井徳郎 880

平成怪奇小説傑作集 3 東　雅夫 1,430 # 能登・キリコの唄 西村京太郎 770

生きるか死ぬかの町長選挙 J・デリオン 1,188 # このあたりの人たち 川上弘美 715

謎物語 あるいは物語の謎 北村　薫 880 # 夜の署長 密売者 2 安東能明 825

医療捜査官　一柳清香 （仮） 六道　慧 770 # 科学オタがマイナスイオンの部署に… 朱野帰子 847

はちまん 上 内田康夫 803 # キングレオの回想 円居　挽 935

はちまん 下 内田康夫 803 # 漂う子 丸山正樹 902

その朝お前は何を見たか 〈新装版〉 笹沢左保 781 始皇帝 中華帝国の開祖 安能　務 968

トイル 鈴峯紅也 781 僕のなかの壊れていない部分 白石一文 935

泥棒猫ヒナコの事件簿 3 永嶋恵美 737 捨雛ノ川　居眠り磐音 決定版 18 佐伯泰英 803

夢を見る男 （仮） 沙野風結子 660 梅雨ノ蝶　居眠り磐音 決定版 19 佐伯泰英 803

毎日晴天！番外編集 （仮） 菅野　彰 660 アンソロジー　隠す 大崎　梢 924

悪　食 宮緒　葵 660 # かきバターを神田で 平松洋子 913

恋の穴におちた。 日日日 737 # 古事記神話入門 三浦佑之 836

田舎暮らし始めました。 中山茂大 737 # Ｍｒ．トルネード 藤田哲也 佐々木健一 968

〈宵闇〉は誘う　藤神蒼天と地下の女王 神野オキナ 715 # 煽動者 上 J・ディーヴァー 913

君は誰に恋をする 天乃聖樹 715 # 煽動者 下 J・ディーヴァー 913

やさしい魔女の救い方 井上悠宇 693 # アンの愛情 L・M・モンゴメリ 803

吾輩はモブである 更伊俊介 715 # 百錬の覇王と聖約の戦乙女 19 鷹山誠一 681

異世界サバイバル 三門鉄狼 715 # Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ 11 海道左近 681

神籤世界（ガチャスフィア）の冒険記。 白沢戌亥 715 # 六畳間の侵略者！？ 33 健　　速 681

アニマ・ディザイア 秋堂カオル 715 # 剣と魔法とセーラー服 2 三条ツバメ 681

30の都市からよむ世界史 神野正史 918 # 八大種族の最弱血統者 2 藤木わしろ 681

渋沢栄一　人生とお金の教室 田中　渉 918 # 戦うパン屋と機械じかけの看板娘 10 SOW 681

佐藤可士和の打ち合わせ 佐藤可士和 864 # ピンク色のリトルマーメイド！ 1 鼈甲飴雨 681

白泉社花丸 21 わたしにください 樋口美沙緒 792 # 亜人さん、今日はどうされましたか？ 1 藤山素心 681

6 オクトパスの呪縛 A・エルマー 770 # よろず占い処　陰陽屋百ものがたり 天野頌子 726

マゼラン星雲への道 クルト・マール 770 # 執筆中につき後宮ではお静かに 田井ノエル 748

量子魔術師 D・クンスケン 1,100 # 開かない錠はありません! 本田久作 770

ワールドスプリッター A・フイスケス 814 # ｉ 西加奈子 748

6 ＪＫハルは異世界で娼婦になった 平鳥　コウ 880 # 湯島天神坂　上弦の巻 中島久枝 726

星系出雲の兵站 -遠征- 2 林　譲治 880 # 百鬼あやかし診療所 長尾彩子 748

1939年のアロハシャツ 碧野　圭 770 # 現世閻魔捕物帖 桔梗　楓 748

妖　都 津原泰水 880 # 毎日新聞出版 9 ストロベリーライフ 荻原　浩 825

早川文庫ＮＶ 6 スパイたちの遺産 ジョン・ル・カレ 1,210 # へんに進化してしまった生き物 （仮） N・カルーソ 未定

自撮りする女たち 上 J・A・ｵｰﾙｽﾝ 946 # 古代文明ミステリー （仮） 博学面白倶楽部 未定

自撮りする女たち 下 J・A・ｵｰﾙｽﾝ 946 # こころがラクになるごはん （仮） 溝口　徹 未定

アースクエイクバード S・ジョーンズ 990 # サプリメントの正体 （仮） 田村忠司 未定

アイリッシュマン 上 C・ブラント 792 # 60歳からの「筋活」 （仮） 久野譜也 未定

アイリッシュマン 下 C・ブラント 792 # ズボラでもラクラク！ （仮） 栗原　毅 未定

原書房 6 ほろ苦デザートの大騒動 J・ハイジー 1,012 # 明智光秀 稀代の戦国武将（仮） 外川　淳 未定

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ 8 セニョール・サタン Ｖ・ｳｨﾝｽﾞﾋﾟｱ 550 # 知的生産力が上がる「図解 仕事術」 永田豊志 未定
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■映画タイトル：『閉鎖病棟―それぞれの朝―』

■出演：笑福亭鶴瓶/綾野剛/小松菜奈/坂東龍汰

平岩紙/根岸季衣/渋川清彦/小林聡美

■原作：『閉鎖病棟』 新潮文庫

■著：帚木蓬生

■2019年11月1日（金）公開

■監督・脚本：平山秀幸

■主題歌：K 『光るソラ蒼く』

■配給：東宝

長野県のとある精神科病院。

死刑執行が失敗し、生きながらえた秀丸。幻聴に苛まされるチュウさん。DVが原因

で入院する由紀。

３人は家族や世間から遠ざけられながらもお互いに心を通い合わせる。そんな彼ら

の日常に影を落とす衝撃的な事件が発生する。事件はなぜ起きたのか。それでも、

「今」を生きていく理由は何なのか。法廷で明らかにされる真実が、壊れそうな人生

を夜明けへと導く—。

■ドラマタイトル：『赤ひげ2』

■出演：船越英一郎/中村蒼/佐津川愛美/前田公輝

鈴木康介/奈緒

■原作：『赤ひげ診療譚』 新潮文庫

■著：山本周五郎

■2019年11月1日（金）20：00スタート

NHK BSプレミアム

■脚本：尾崎将也・川﨑いづみ・牟田桂子

■演出：猪原達三、皆川智之、後藤孝太郎

■製作：NHK

江戸時代。貧しくて医者にかかれない者たちのために作られた小石川養生所。

所長の去定は、ある人には恐れを、ある人には親しみを込めて「赤ひげ」と呼ばれ

ている。保本登や津川玄三らの医師に加え、やる気だけはある新人医師・田山真

一郎も交えて今日も貧しい者たちの医療に奮闘中。だが、幕府からは常に予算を

削られて、やりくりは四苦八苦。そして養生所には赤ひげの命を狙う遊女・およねを

はじめ、つらい事情や秘密を抱えた訳ありの患者たちがやってくる・・・。


