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揉まれて、ゆるんで、癒されて ジェーン・スー 726 1 真ハイスクールD×D 4 石踏一榮 未定 風の牙　 八丁堀つむじ風 和久田正明 未定

春に散る 上 沢木耕太郎 946 2 キルタイム・オンライン 渡葉たびびと 未定 美女と竹林のアンソロジー 森見登美彦 未定

春に散る 下 沢木耕太郎 946 3 堕天の狗神-SLASHDOG-ハイスクール… 4 石踏一榮 未定 博奕のアンソロジー 宮内悠介 未定

私をくいとめて 綿矢りさ 660 4 転生魔王のジュリエット 久慈マサムネ 未定 平林初之輔・佐左木俊郎 ﾐｽﾃﾘｰﾚｶﾞｼｰ 山前　譲 未定

クラウドガール 金原ひとみ 704 5 我が弟子が最も強くてカワイイのである 赤石赫々 未定 モーセと一神教 フロイト 未定

縛られて濡れる （仮） 宇奈月香 726 6 俺がラブコメ彼女を絶対に奪い取るまで 戸塚　陸 未定 共産党宣言 マルクス 未定

英明公の溺愛ご隠居計画 （仮） 栢野すばる 726 7 一億年ボタンを連打した俺は気付いた… 3 月島秀一 未定 5 誰かに教えたくなる科学の雑学300 池田圭一 未定

ソーニャ文庫アンソロジー （仮） 富樫聖夜 748 8 おいしいベランダ。 竹岡葉月 未定 5 日本史は逆から学べ 《江戸・戦国編》 河合　敦 未定

12 性の体験告白 （仮） 11 ｻﾝｹｲｽﾎﾟｰﾂ 880 9 香港シェヘラザード 蕾の義 未　　定 未定 秘剣の名医 吉原裏典医　沢村伊織 5 永井義男 715

前方後円墳の時代 近藤義郎 未定 10 香港シェヘラザード 花の奸 未　　定 未定 艶お庭番 3 八神淳一 715

日本の中世国家 佐藤進一 未定 11 わたしの幸せな結婚 3 顎木あくみ 未定 新装版　同心亀無剣之介 恨み猫 3 風野真知雄 715

花見車・元禄百人一句 雲英末雄 未定 12 あやかし双子のお医者さん 8 椎名蓮月 未定 若殿はつらいよ 魔剣美女地獄 10 鳴海　丈 715

近代家族の成立と終焉 新版 上野千鶴子 未定 13 旺華国後宮の薬師 2 甲斐田紫乃 未定 新地奉行見参！お屋敷改め申す （仮） 山田　剛 715

兵士たちの戦後史 吉田　裕 未定 14 後宮の夜叉姫 2 仁科裕貴 未定 特選 近親相姦 母と息子 白書編集部 715

貨幣システムの世界史 黒田明伸 未定 15 ふしぎ荘で夕食を （仮） 2 村谷由香里 未定 絶海戦線 （仮） 上 横山信義 1,045

一粒の柿の種 科学と文化を語る 渡辺政隆 未定 16 そして、遺骸が嘶く。 （仮） 未　　定 未定 新米女医ですが、異世界では活躍して… 3 亜坂たかみ 715

ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 29 レバレッジ・イン・デス 原題 J・D・ロブ 1,078 17 今夜、世界からこの恋が消えても 未　　定 未定 異世界でマイペース医療ライフ始めま… 夢咲まゆ 715

昭和天皇の艦長 恵隆之介 935 18 君は地獄に堕ちるだろうから （仮） 斜線堂有紀 未定 異世界購買部！ 学生食堂はじめました 須藤裕美 715

ナポレオンの軍隊 木元寛明 869 19 博多豚骨ラーメンズ 9 木崎ちあき 未定 封印された国家プロジェクト 歴史研究会 730

陸軍カ号観測機 玉手榮治 1,012 20 イーグルドライバーと人生リセット婚 綾藤安樹 未定 ヒトラーの大衆扇動術 許成準 750

駆逐艦「神風」電探戦記　新装版 「丸」編集部 1,001 21 おとなりの晴明さん 6 仲町六絵 未定 10 龍仁庵のおもてなし 藍川竜樹 748

台湾に水の奇跡を呼んだ男　鳥居信平 平野久美子 880 22 博物戦艦アンヴェイル （仮） 小川一水 880 よろず屋、人気俳優の猫を探す 真式マキ 748

変態奴隷ちゃんと堅物勇者さんと 1 中村ヒロ 660 23 うちのカレー　食堂のおばちゃん 7 山口恵以子 704 偽りのオメガと愛の天使 柚月美彗 748

ゴブリンスレイヤー 12 蝸牛くも 693 24 雪ひとひら　江戸菓子舗照月堂 篠　綾子 682 愛を信じない傲慢御曹司 （仮） 華藤りえ 754

痴漢されそうになっているS級美少女を… 1 ケンノジ 682 25 あきない世傳　金と銀 瀑布篇 8 髙田　郁 660 潜入メイドは愛欲に溺れる （仮） 森本あき 754

レベル０の魔王様、異世界で冒険者を… 2 瑞智士記 660 26 昼行燈　阿蘭陀女　布引左内影御用 和久田正明 748 あの世に聞いた、この世の仕組み 雲　黒斎 880

小泉花音は自重しない 2 高町　京 704 27 かわいい夫 山崎ナオコーラ 880 もっと、あの世に聞いた、この世の仕組み 雲　黒斎 880

女同士とかありえないでしょと言い張る… 1 みかみてれん 660 28 出会い系サイトで70人と実際に会って… 花田菜々子 660 週末賄賂　週末調教 （仮） 八神淳一 792

ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか 5 望　公太 660 29 瓦礫のなかから、本を出す 土方正志 1,045 しっぽり隠れ宿 （仮） 庵乃音人 792

俺の女友達が最高に可愛い。 1 あわむら赤光 660 30 八本脚の蝶 二階堂奥歯 1,320 Jﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 18 禁断ロマンス 妃川　螢 754

転生幼女魔王 1 葉月　双 660 31 奥さまは愛国 （仮） 北原みのり 1,045 ぼくとおれ 朝倉かすみ 737

処刑少女の生きる道（バージンロード） 3 佐藤真登 704 32 クライバー、チェリビダッケ、バーンスタ… 吉田秀和 924 おれも百歳、あんたも百歳 （仮） 沖田正午 726

綾瀬さんは貢ぎたい！ 2 空上タツタ 704 33 イヴの七人の娘たち B・サイクス 1,100 処女刑事　性活安全課VS世界犯罪連合 沢里裕二 715

りゅうおうのおしごと！ 12 白鳥士郎 671 34 アダムの運命の息子たち B・サイクス 1,320 スローバラード　Slow ballado 小路幸也 781

りゅうおうのおしごと！ 小冊子付き 12 白鳥士郎 1,089 35 本当は恐ろしいヨーロッパの歴史 （仮） 謎を探る会 792 嫁の家出 中得一美 770

超人高校生たちは異世界でも余裕で生… 10 海空りく 660 36 老けないのはどっち？ （仮） 山岸昌一 792 盗聴 強請屋稼業 南　英男 880

天才王子の赤字国家再生術 6 鳥羽　徹 660 37 28 蒼百合館の夜明け 人間無骨 792 騙し花　草同心江戸鏡 吉田雄亮 748

オークラ出版 7 あなたの笑顔が眩しくて （仮） マヤ・バンクス 1,048 38 学園ラブバトル （仮） 早瀬真人 790 アンカー （仮） 今野　敏 未定

ひとりぼっちの異世界攻略　ｌｉｆｅ．3 五示正司 未定 39 サグラレ堕メ （仮） 089タロー 790 浮雲心霊奇譚　白蛇の理 （仮） 神永　学 未定

犬と勇者は飾らない 1 あまなっとう 未定 40 阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ヶ谷姉妹 未定 意識のリボン （仮） 綿矢りさ 未定

追放されたS級鑑定士は最強のギルド… 2 瀬戸夏樹 未定 41 ついに、来た？ 群ようこ 未定 天龍院亜希子の日記 （仮） 安壇美緒 未定

本能寺から始める信長との天下統一 2 常陸之介寛浩 未定 42 獏の耳たぶ 芦沢　央 未定 絆　～走れ奇跡の子馬～ （仮） 島田明宏 未定

黒の召喚士 角笛響く深淵 11 迷井豆腐 未定 43 女盛りは不満盛り 内館牧子 未定 私の彼氏は吸血鬼 （仮） 赤川次郎 未定

14歳とイラストレーター 8 むらさきゆきや 未定 44 情　人 花房観音 未定 日本近現代史入門　（仮） 広瀬　隆 未定

この男子校には俺以外女子しかいない 塀流通留 未定 45 日本人はもうセックスしなくなるのかも… 湯山玲子 未定 旅人の表現術 （仮） 角幡唯介 未定

てのひら開拓村で異世界建国記 7 星崎　崑 未定 46 読書で離婚を考えた 円城　塔 未定 心の除染 （仮） 黒川祥子 未定

学園最強の異能ハッカー、異世界魔術… 2 真野真央 未定 47 だからね、「少し距離を置こう」は「もう… DJあおい 未定 パラ・スター　第１部 （仮） 阿部暁子 未定

そうだな、確かに可愛いな 刈野ミカタ 未定 48 ザ・原発所長 上 黒木　亮 未定 和三郎江戸修行　開眼 （仮） 高橋三千綱 未定

わたしの知らない、先輩の100コのこと 2 兎谷あおい 未定 49 ザ・原発所長 下 黒木　亮 未定 オキナワ　（仮） 山之口獏 未定

なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？ 8 細音　啓 未定 50 正しい週末の過ごし方 小川　糸 未定 魔弾の王と聖泉の双紋剣 2 瀬尾つかさ 未定

ライアー・ライアー 3 久追遥希 未定 51 続・僕の姉ちゃん 益田ミリ 未定 はてな☆イリュージョンＲ 2 松　智洋 未定

僕のカノジョ先生 6 鏡　　遊 未定 52 どこでもいいからどこかへ行きたい pha 未定 魔弾の王と凍漣の雪姫 5 川口　士 未定

やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい 2 芝村裕吏 未定 53 もっと、やめてみた わたなべぽん 未定 わたしが恋人になれるわけないじゃん… みかみてれん 未定

異世界拷問姫 9 綾里けいし 未定 54 鳥居の向こうは、知らない世界でした。 4 友麻　碧 未定 鬼恋語リ （仮） 永瀬さらさ 未定

宇宙と素粒子 松岡正剛 未定 55 一緒に絶望いたしましょうか 狗飼恭子 未定 君がいて僕はいない （仮） くらゆいあゆ 未定

心とストレス （仮） 松岡正剛 未定 56 離婚しそうな私が結婚を続けている29… アルテイシア 未定 モノノケ踊りて、絵師が狩る。（仮） 水守糸子 未定

世にもふしぎな化け猫騒動 今井秀和 未定 57 この街でわたしたちは 加藤千恵 未定 死神のノルマ （仮） 宮田　光 未定

絶滅野生動物事典 今泉忠明 未定 58 スーパーマーケットでは人生を考えさせ… 銀色夏生 未定 線香花火のような恋だった （仮） 櫻井千姫 未定

国のうた 未　　定 未定 59 幻冬舎時代小説 6 花伏せて　江戸の闇風 2 山本巧次 未定 あの日に消えたエヴァ ﾚﾐｷﾞｳｼｭ･ﾑﾙｽ 1,100

諸子百家 渡辺精一 未定 60 草原の王は花嫁を征服する 夢乃咲実 693 小説　映画ドラえもん　のび太の新恐竜 涌井　学 594

悪役令嬢？　いいえ、極悪令嬢ですわ 2 浅名ゆうな 未定 61 冬色ドロップス 尾上与一 693 国会議員基礎テスト 黒野伸一 825

アルビオンの伝令 橘むつみ 未定 62 教官は無慈悲な覇王サマ 真崎ひかる 693 ひなたストア 山本甲士 715

かんちがい令嬢は転生先を間違える さ　　き 未定 63 淫　具 愁堂れな 693 妹さえいればいい。 14 平坂　読 未定

完本　二人の天魔王 信長の真実 明石散人 未定 64 嫌な奴 木原音瀬 748 俺、ツインテールになります。 19 水沢　夢 未定

根津権現裏 藤澤清造 未定 65 池魚の殃　鬼籍通覧 椹野道流 836 先日助けていただいたＮＰＣです。 2 秀　　章 未定

キトラ・ボックス 池澤夏樹 未定 66 レイトショー 上 M・コナリー 968 襲大鳳 羽州ぼろ鳶組 上 今村翔吾 未定

かわうそ堀怪談見習い 柴崎友香 未定 67 レイトショー 下 M・コナリー 968 100円の男　ダイソー矢野博丈 大下英治 未定

ＡＸ　アックス 伊坂幸太郎 未定 68 凜 蛭田亜紗子 902 断崖の愛人 笹沢左保 未定

Ｆａｔｅ／Ａｐｏｃｒｙｐｈａ 「熾天の杯」 4 東出祐一郎 未定 69 伴走者 浅生　鴨 748 必殺闇同心　人身御供 黒崎裕一郎 未定

本の花 料理も、小説も、写真も 平松洋子 未定 70 神の時空　京の天命 高田崇史 748 壬生の淫ら剣士 睦月影郎 未定

新・入り婿侍商い帖 3 千野隆司 未定 71 ビギナーズ・ラボ 喜多喜久 902 はないちもんめ　世直しうどん 有馬美季子 未定

彼女の色に届くまで 似鳥　鶏 未定 72 ニャンニャンにゃんそろじー 有川ひろ 704 日本史の謎は地政学で解ける 兵頭二十八 未定

だから、そばにいて カフカ 未定 73 歴史劇画　大宰相 4 さいとう・たかを 1,034 日本の城の謎　伝説編 井上宗和 未定

紙屋ふじさき記念館 麻の葉のカード ほしおさなえ 未定 74 世界の混沌を歩く　ダークツーリスト 丸山ゴンザレス 858 新紀元社 中旬 フルーツパーラー『宝石果店』の憂鬱 江本マシメサ 715

ドリトル先生アフリカへ行く ﾋｭｰ･ﾛﾌﾃｨﾝｸﾞ 未定 75 帝の刀匠　公家武者　信平 7 佐々木裕一 726 心交社 10 義弟の好きな人 藍生　有 759

ドリトル先生航海記 ﾋｭｰ･ﾛﾌﾃｨﾝｸﾞ 未定 76 お京危うし　鶴亀横丁の風来坊 鳥羽　亮 693 カンパネルラの恋路の果てに 糸森　環 836

手蹟指南所「薫風堂」 5 野口　卓 未定 77 五郎丸の生涯 三浦明博 748 蜂蜜と眼鏡 岩本　薫 792

虚　神 （仮） 三好昌子 未定 78 量子人間からの手紙 加藤元浩 902 鳥籠の扉は閉じた 宮緒　葵 748

汝、ふたつの故国に殉ず 門田隆将 未定 79 雨あがる　映画化作品集 山本周五郎 715 恋はまさかでやってくる 渡海奈穂 748

家と庭 畑野智美 未定 80 エウレカの確率 石川智健 836 ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた 青山　通 572

敵の名は、宮本武蔵 木下昌輝 未定 81 西鹿児島駅殺人事件 西村京太郎 770 ライムスター宇多丸の映画カウンセリング 宇多丸 781

東京クルージング 伊集院静 未定 82 鷹の砦　警視庁殺人分析班 麻見和史 858 移植医たち 谷村志穂 880

チェス盤の少女 （仮） 未　　定 未定 83 院内刑事　フェイク・レセプト 濱　嘉之 814 動物たちのまーまー 一條次郎 649

天涯の楽土 篠原悠希 未定 84 講談社文芸文庫 10 庭の山の木 庄野潤三 1,980 魂でもいいから、そばにいて 奥野修司 649

江戸の御庭番 （仮） 5 藤井邦夫 未定 85 伊勢神宮と出雲大社 新谷尚紀 1,265 古都再見 葉室　麟 693
角川ホラー文庫 21 義眼堂 一田和樹 未定 86 今昔物語集　震旦篇　全現代語訳 国東文麿 1,969 三島由紀夫を巡る旅 悼友紀行 徳岡孝夫 649
角川ルビー文庫 1 竜騎士は最愛を捧げる 佐竹　笙 未定 87 暦と占い　秘められた数学的思考 永田　久 1,298 いまひとたびの 志水辰夫 693

エロティクス・ミカド 水戸　泉 未定 88 ドゥルーズ　流動の哲学　［増補改訂］ 宇野邦一 1,386 変見自在　朝日は今日も腹黒い 髙山正之 605

砂漠のシークレットベビー しみず水都 未定 89 南朝全史　大覚寺統から後南朝へ 森　茂暁 1,177 神仙の告白　僕僕先生 旅路の果てに 仁木英之 781
角川中経の文庫 17 古関裕而　応援歌作曲の神様 青山　誠 未定 90 ハーバードで恋をしよう　テイク・マイラブ 小塚佳哉 858 オペレーションＺ 真山　仁 1,100

創約　とある魔術の禁書目録 1 鎌池和馬 未定 3泊4日の恋人 小塚佳哉 858 Ａクライ・プリンセス （仮） 梶尾真治 649

青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を… 鴨志田一 未定 フェロモン探偵　蜜月のロシア 丸木文華 825 銀座ともしび探偵社 （仮） 2 小松エメル 649

賢勇者シコルスキ・ジーライフの大いな… 有象利路 未定 講談社ﾗﾉﾍﾞ文庫 3 やりすぎた魔神殲滅者の七大罪遊戯 3 上栖綴人 836 ベラのワンダフル・ホーム （仮） W・B・ｷｬﾒﾛﾝ 825

幼なじみが絶対に負けないラブコメ 3 二丸修一 未定 キャサリンはどのように子供を産んだのか 森　博嗣 792 試しに同居してみたら恋が始まりました 花菱ありす 550

魔法も奇跡もない、この退屈な世界で 未　　定 未定 レディ・ヴィクトリア 篠田真由美 880 学校一の人気者に告白されました （仮） acomaru 550

シノゴノ言わずに私に甘えていればいー 2 旭　蓑雄 未定 王女付きメイドと黒豹騎士 さ　　き 702 アティックシンデレラ （仮） 雨乃めこ 550

声優ラジオのウラオモテ （仮） 未　　定 未定 亡国の王女 （仮） 伊月十和 702 涙で海ができるまで （仮） 永良サチ 550

七つの魔剣が支配する （仮） 5 宇野朴人 未定 講談社一迅社ﾒｿﾞﾝ 10 新宿もののけ図書館利用案内 2 峰守ひろかず 693 不器用な溺愛 （仮） 高田ちさき 704

モンスター娘ハンター 2 折口良乃 未定 身代わりの娘 大江戸木戸番始末 喜安幸夫 未定 敏腕パイロットの独占愛 （仮） 若菜モモ 704

不思議の国のハートの女王 長月　遥 未定 雲の果 あさのあつこ 未定 【極上旦那様シリーズ】Like a Princess 西ナナヲ 704

婚約回避のため、声を出さないと決め… 2 soy 未定 102 逃げる 永井するみ 未定 復縁する気はありません！ （仮） きたみまゆ 704

私はご都合主義な解決担当の王女で… 3 まめちょろ 未定 103 松本・梓川殺人事件 梓林太郎 未定 いいなり同居 （仮） 宝月なごみ 704
ビーズログアリス 15 Ａ３！ めざめる月 ト　　ム 未定 104 霧島から来た刑事 永瀬隼介 未定 寡黙な騎士団長の秘密の箱入り… （仮） 朧月あき 704

ワガママだけど、きれいなお姉さんは好… 九　　曜 未定 105 だからあなたは殺される 水生大海 未定 しあわせ食堂の異世界ご飯 （仮） 6 ぷにちゃん 704

暇人、魔王の姿で異世界へ 藍　　敦 未定 106 クリーピー　ラバーズ （仮） 前川　裕 未定 ニコニコ弁当届けます！ （仮） 涙　　鳴 704

氷川先生はオタク彼氏がほしい。2時間目 篠宮　夕 未定 107 凪待ち 加藤正人 未定 こんなにも美しい世界で君に出会えた… 小鳥居ほたる 660

監獄勇者のやり直し 2 瀬尾つかさ 未定 108 霧の会議 松本清張プレミアム・ミステリー 上 松本清張 未定 化け神さん家のお嫁ごはん （仮） 忍　　丸 660

さよなら異世界、またきて明日 風見鶏 未定 109 犯人のいない殺人の夜　新装版 東野圭吾 未定 彩堂かすみの謎解きフィルム （仮） 騎月孝弘 660

女神に騙された俺の異世界ハーレム生活 4 回復師 未定 110 うろこ雲　決定版 研ぎ師人情始末 稲葉　稔 未定 真夜中の植物レストラン （仮） 春田モカ 660
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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

もっと俺を、好きになれ。 （仮） miNato 660 1 消えない愛のしるしを マヤ・バンクス 1,020

俺の隣にいてほしい。 （仮） 青山そらら 660 2 伯爵とシンデレラ C・キャンプ 900

Ｓ系エリートの御用達になりまして 砂原雑音 704 3 古代史は知的冒険 （仮） 関　裕二 924

私と彼のお見合い事情 幸村真桜 704 4 世界史・10の「都市」の物語 出口治明 1,078 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

天下無敵のＩ　ｌｏｖｅ　ｙｏｕ 桧垣森輪 704 5 新装版　目からウロコのコーチング 播摩早苗 880 講談社漫画学術 7 君主論 中川　真 858

Ｅランクの薬師 3 雪兎ざっく 704 古関裕而　激動の昭和を勇気づけた男 長尾　剛 858 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ 8 森末慎二 968

女神なんてお断りですっ。 8 紫　　南 704 やばい老人になろう （仮） さだまさし 792 三丁目の夕日　年々歳々 桃 11 西岸良平 754

婚約破棄系悪役令嬢に転生したので、… 1 灯　　乃 704 6 ねこだまり 〈猫〉時代小説傑作選 宮部みゆき 748 太陽の黙示録 11 かわぐちかいじ 902

のんびりＶＲＭＭＯ記 3 まぐろ猫@恢猫 671 17 文蔵　2020.3 「文蔵」編集部 770

僕のスライムは世界最強 1 空　水城 671 愛の深層で抱きしめて 上 N・ロバーツ 1,155 　　　　　　　　※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。

魔法学校の落ちこぼれ 2 梨　　香 671 6 愛の深層で抱きしめて 下 N・ロバーツ 1,155

柊木さんちの絆ごはん かんのあかね 704 7 たちの悪い夫 未　　定 未定

鎌倉であやかしの使いっぱしりやってます 葉嶋ナノハ 704 8 猫まみれ 未　　定 未定

コノツキ （仮） 上野そら 704 9 31 奪い愛　夏 未　　定 未定 大垣書店グループ

居酒屋ぼったくり 9 秋川滝美 737 # 夜明けまで眠らない 大沢在昌 880 ■京都市

28 獣人殿下は番の姫を閉じ込めたい 文月　蓮 704 # 負け犬と、決まったわけじゃないからさ。 三羽省吾 682 北区 　佛教大学店

青春出版社 10 日本人の9割がつまずく日本語 話題の達人 880 # 図書室のピーナッツ 竹内　真 759 　ビブレ店

百目鬼の謎 「目」のつく地名の古代史 藤井耕一郎 880 # 背中、押してやろうか？ 悠木シュン 660 中京区 　二条駅店

勝海舟　歴史を動かす交渉力 山岡淳一郎 1,320 # ＴＥＮＧＵ 柴田哲孝 748 　烏丸三条店

結局、自分のことしか考えない人たち S・ホチキス 858 # ダブル＜新装版＞ 永井するみ 880 　四条店

ライト兄弟 イノベーション・マインドの力 D・マカルー 1,760 # 病院がちゃんとやってよ （仮） 小原周子 748 　Kotochika御池店

図解でわかるスタンフォードの自分を… K・ﾏｸｺﾞﾆｶﾙ 880 # 京都寺町三条のホームズ 摩天楼の誘惑 14 望月麻衣 682 　佛教大学二条キャンパス店

日本語の技法 齋藤　孝 770 # 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ 小早川真寛 682 左京区 　高野店

貯められる人は、超シンプル 横山光明 748 # 鎌倉あやかしシェアハウス 遠藤　遼 682 右京区 　イオンモール京都五条店

いつでもどこでも鼻がよくなる小さな習慣 今野清志 748 # 区民課浅草分室あやかし交渉係 紅原　香 693 　京都ファミリー店

叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本 奥田健次 748 # 萌え肌フェロモン （仮） 睦月影郎 715 西京区 　ブックパル五条店

覚えておきたい気持ちが伝わることば 日本の言葉研究所 748 # ノベライズ　ＲｅＬＩＦＥ 4 夜宵草 682 　ブックパル桂南店

縁結び神社の恋占い 鹿ノ倉いるか 770 # 銭形平次捕物控　傑作集 八五郎大変篇 4 野村胡堂 726 下京区 　京都本店

そして、ユリコは一人になった 貴戸湊太 770 # 照れ降れ長屋風聞帖 富の突留札 4 坂岡　真 682 　京都駅ビル ザ・キューブ店

京都伏見のあやかし甘味帖 柏　てん 715 # 長屋道場騒動記 迷い熊黙す（仮） 6 芝村凉也 693 　髙島屋店

怪物の木こり 倉井眉介 748 # 三河雑兵心得　足軽仁義 井原忠政 682 　京都ヨドバシ店

17 欲望百貨店 （仮） 沢里裕二 726 # じゃりン子チエ 5 はるき悦巳 880 南区 　イオンモールKYOTO店

欲しがり妻たちと宅配青年 （仮） 霧原一輝 726 # 僕のクラスには校内一有名な美人だけ… 2 識原佳乃 704 　イオンモール京都桂川店

邪神（メシア）の覚醒 （仮） 上 E・ｼﾞｬｺﾒｯﾃｨ 1,012 # 宝くじで40億当たったんだけど異世界… 11 すずの木くろ 660 伏見区 　醍醐店

邪神（メシア）の覚醒 （仮） 下 E・ｼﾞｬｺﾒｯﾃｨ 1,012 # 覇王の誓い～囚われた奇跡のオメガ～ 早乙女彩乃 723 　伏見店

3 よくばり嫁の村 （仮） 上原　稜 726 # 九尾狐家双葉恋日記　～掌中の珠～ 鈴木あみ 681 山科区 　ブックパル文苑 山科店

10 つゆだく食堂　京都の雪肌 （仮） 伊吹功二 726 # おうちとごはんと愛をください 夕映月子 681
竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 10 公爵令嬢を“淑女”にする方法 （仮） S・ﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 1,320 # 北風侍　寒九郎 3 森　　詠 713 ■京都府

公爵閣下の小さな花嫁 （仮） クレイン 869 # 小料理のどか屋　人情帖 28 倉阪鬼一郎 713 亀岡市 　亀岡店

悪役令嬢はバッドエンドからが… （仮） 花菱ななみ 869 # ご隠居は福の神 2 井川香四郎 713
ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ文庫 10 偽物バンパイアが本物になるまで （仮） イシクロ 880 # 魔女の呪いは××をしないと解けません 白ヶ音雪 784 ■大阪府

実話怪談　毒気草 （仮） 神沼三平太 715 # 未亡人ではありません！ 栢野すばる 784 高槻市 　高槻店

高崎怪談会　ベストセレクション （仮） 戸神重明 715 # ビトレイド 原題 シャロン・サラ 1,100 豊中市 　豊中緑丘店

贄怪談　長男が死ぬ家 （仮） 斉木　京 715 # ライズ 原題 K・スコット 1,100 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

京都大阪の怖い話  （仮） 田辺青蛙 715 # 人妻ペット （仮） 葉月奏太 763 箕面市 　デューク書店　

恐怖実話　狂禍  （仮） 渋川紀秀 715 # 熟女は一日にしてならず （仮） 橘　真児 776

太陽にほえろ！伝説 岡田晋吉 990 # 爆乳ママと艶尻ママ （仮） あすなゆう 763 ■兵庫県

鴻上尚史のごあいさつ1981－2019 鴻上尚史 1,210 # 美人講師の誘惑 （仮） 真島雄二 763 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

内田百閒アンソロジー 内田百閒 968 # 禁断白書　ヤリたがりの女たち （仮） 素人投稿編集 763 　プリコ神戸店

トキワ荘の時代 梶井　純 880 # Ｓ系御曹司の淫らなご褒美 （仮） 佐々千尋 未定

次の時代を先に生きる ローカル、半農… 髙坂　勝 968 # エリート国際弁護士にロックオンされま… 蘇我空木 未定 ■滋賀県

企業・市場・法 R・H・コース 1,430 # 婚約者はこの人です！ （仮） 東万里央 未定 大津市 　フォレオ大津一里山店

折口信夫伝 その思想と学問 岡野弘彦 1,760 # 星詠み師は自分の恋は占えない （仮） 悠月彩香 未定

パワー・エリート C.W.ミルズ 2,090 # 溺愛催眠 （仮） 柚原テイル 未定 ■静岡県

数学と文化 赤　攝也 1,100 # 騎士皇子の蜜と罰 （仮） 桜しんり 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

走　狗 伊東　潤　 902 # アサシンメイドとスパイ卿 （仮） わかつきひかる 未定

愛して生きて 宇野千代伝 工藤美代子　 880 # 催眠性指導 （仮） おくとぱす 未定 ■北海道

血 新堂冬樹　 968 # クールでエロい生徒会長 （仮） 箕崎　准 未定 札幌市　マルヤマクラス店

駐在日記 小路幸也　 726 # 僕には英国王道なメイドがいます （仮） 青橋由高 未定 　東光ストア円山店

さむらい道 最上義光　表の合戦・奥の… 上 高橋義夫　 1,034 # 通い看護 （仮） 深月久遠 未定 　東光ストア行啓通店

さむらい道 最上義光　もうひとつの関ヶ原 下 高橋義夫　 1,078 # インテリ女、堕ちる （仮） 一柳和也 未定

夜を統べる王と六つの輝晶 多崎　礼　 858 # 美しいだけじゃない未亡人 （仮） 尾木俊平 未定

破　弾 刑事・鳴沢了 堂場瞬一　 880 # 上品だけど淫らな姑 （仮） 桜庭春一郎 未定

北条早雲 青雲飛翔篇 1 富樫倫太郎　 946 # 人妻子宝温泉 （仮） 山口　陽 未定

宮島・伝説の愛と死 西村京太郎　 660 # 孕ませ折檻 （仮） 鳴沢　巧 未定

五輪の十字架 西所正道　 924 # 人妻と誘拐犯【特別版】 （仮） 結城彩雨 未定

強運な女になる 林真理子　 660 # 奴隷職員室【女教師・真由と涼子】 （仮） 夢野乱月 未定

御蔵入改事件帳 早見　俊　 704 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 溺愛社長と子育てスケッチ 雨月夜道 780

百鬼園先生雑記帳 附・百閒書簡註解 平山三郎　 1,056 # 新編　日本朝鮮戦争　第11部 （仮） 森　　詠 924

装丁物語 和田　誠　 880 # フェルメール・コネクション 宇賀神修 770

日本の文学 D・キーン 未定 # 愛犬アミ 村上アキ子 660

鉄の門 M・ミラー 1,144 # 闘犬刑事 （仮） 南　英男 836

シトロン坂を登ったら 白鷺あおい 792 # 不倶戴天の敵 坂岡　真 759

スコットランドの危険なスパイ S・I・マクニール 1,496 # 酒合戦　 新・酔いどれ小籐次 佐伯泰英 803

臨床探偵と消えた脳病変 浅ノ宮遼 748 # ファーストラヴ 島本理生 781

大忙しの蜜月旅行 D・Ｌ・ｾｲﾔｰｽﾞ 1,540 ネメシスの使者 中山七里 770

汚れた雪 （仮） A・マンジーニ 1,210 ダブルマリッジ 橘　　玲 924

クララ殺し 小林泰三 814 象は忘れない 柳　広司 792

流転の峠 〈新装版〉 稲葉　稔 748 水に眠る 〈新装版〉 北村　薫 792

ダブルトーン 梶尾真治 792 朧夜ノ桜　居眠り磐音 決定版 24 佐伯泰英 803

天狗の鼻を討て 倉阪鬼一郎 748 # 白桐ノ夢　居眠り磐音 決定版 25 佐伯泰英 803

刑罰０号 西條奈加 781 # 女と男の品格。 伊集院静 704

半蔵女難 牧　秀彦 748 # 夫・車谷長吉 高橋順子 836

紅の掟 矢月秀作 781 # 日々是口実 土屋賢二 693

魔人、恋に落ちる （仮） 秀香穂里 660 # 死体は語る 上野博士の法医学ノート 2 上野正彦 693

タイトル未定 （仮） 樋口美沙緒 660 # 余話として 〈新装版〉 司馬遼太郎 715

式神の名は、鬼 （仮） 2 夜光　花 660 # ハトシェプスト 〈新装版〉 山岸凉子 847

こうして僕らは獣医になる 蒼空チョコ 715 # ファインダーズ・キーパーズ 上 S・キング 946

甲冑男子 ゆうきりん 693 # ファインダーズ・キーパーズ 下 S・キング 946

石垣島であやかしカフェに転職しました 小椋正雪 737 # 文春学藝ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 5 日本人の戦争　 作家の日記を読む D・キーン 1,430

孤島の学園迷宮 三嶋与夢 737 # ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ 17 宝石吐きのおんなのこ 10 なみあと 715

デザイア・オーダー　-生存率1％の戦場- 波　　摘 715 # お知らせ：最強魔王はダンジョン経営で… 2 坂本一馬 681

6 〈つむじ風〉ミュータント Ｈ・Ｇ・ﾌﾗﾝｼｽ 770 # 最強魔法師の隠遁計画 10 イズシロ 681

オクストーン人と提督 H・G・ｴｰｳﾞｪﾙｽﾞ 770 # 魔王を倒した俺に待っていたのは、世… 5 かじいたかし 681

書架の探偵 ジーン・ウルフ 1,100 # 〈Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ〉 12 海道左近 681

永遠の世界 F・ボルシュ 858 # 百錬の覇王と聖約の戦乙女 20 鷹山誠一 681

21世紀ＳＦ1000　ＰＡＲＴ２ 大森　望 1,430 # 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたん… 10 手島史詞 681

2010年代SF傑作選 1 大森　望 1,100 # エロティカル・ウィザードと12人の花嫁 1 太陽ひかる 681

2011年代SF傑作選 2 大森　望 1,100 # 金沢古妖具屋くらがり堂にて 峰守ひろかず 748

星系出雲の兵站 -遠征- 3 林　譲治 924 # 失せ物屋お百 廣嶋玲子 704

探偵は絵にならない 森　晶麿 836 # けものよろず診療お助け録 澤見　彰 770

錬金術師の密室 紺野天龍 770 # 未定 未　定 未定 未定

早川文庫ＮＦ 6 だれもわかってくれない 傷つかないため… H・G・ﾊﾙｳﾞｧｰｿﾝ 880 # 未定 未　定 未定 未定

早川文庫ＮＶ 20 七つ目の墓 E・ﾃﾞ･ｱﾐｰﾁｽ 990 # 未定 未　定 未定 未定

ザ・チェーン　連鎖誘拐 上 A・マッキンティ 990 # 未定 未　定 未定 未定

ザ・チェーン　連鎖誘拐 下 A・マッキンティ 990 # 人に愛に運に恵まれる人の話し方 （仮） 野口　敏 未定

6 束の間のバカンスを伯爵と メアリ・バログ 1,210 # 神様とつながる開運ごはん （仮） 料理人ちこ 未定

6 英国ひつじの村 4 リース・ボウエン 1,034 # 心が軽くなる「しぐさ」 （仮） 中井信之 未定

1 完璧な旦那さまの淫らな慾求 舞　姫美 715 # 60歳からの「筋活」　 （仮） 久野譜也 未定

黄金の鳥籠 C・ジョージ 550 # なぜ「粗食」が体にいいのか （仮） 帯津良一 未定

妹と恋人の間 S・ケンドリック 550 # 朝から晩までつぶやくだけでペラペラ 清水建二 未定

タンゴは踊れない ミランダ・リー 550 # カエルにキスをしろ！ （仮） B・トレーシー 未定

ウエディングの夜 C・モーティマー 550 # 遠慮なくお金を手に入れる創造の法則 （仮） MACO 未定
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ﾎﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ

■映画タイトル：『静かな雨』

■出演：仲野太賀/衛藤 美彩/三浦透子/坂東龍汰/

古舘寛治/河瀨直美/萩原聖人/でんでん

■原作：『静かな雨』 文春文庫

■著：宮下奈都

■2020年2月7日（金）公開

■監督：中川龍太郎

■脚本：梅原英司

■音楽：高木正勝
■配給：キグー

大学の研究室で働く行助は、たいやき屋を営むこよみと出会う。だがほどなく、こよ

みは事故に遭い、新しい記憶を短時間しか留めておけなくなってしまう。

こよみが明日になったら忘れてしまう今日という一日、また一日を、彼女と共に生

きようと決意する行助。絶望と背中合わせの希望に彩られた2人の日々が始まった。
たとえ記憶が消えてしまっても、ふたりの世界は少しずつ重なってゆく・・・・・。

■映画タイトル：『グッド・バイ～嘘から始まる人生喜劇～』

■出演：大泉洋/小池栄子/水川あさみ/橋本愛

緒川たまき/木村多江/戸田恵子/濱田岳

■原作：ケラリーノ・サンドラビッチ

（『グッド・バイ』 太宰 治 新潮文庫より）

■2020年2月14日（金）公開

■監督：成島 出

■脚本：奥寺佐渡子

■音楽：安川午朗

■配給：キノフィルムズ

戦後の混乱から復興へ向かう昭和のニッポン。闇稼業で小金を稼いでいた文芸誌

編集長の田島周二は、優柔不断なくせに、なぜか女にはモテる。気づけば何人もの

愛人を抱え、ほとほと困っていた。
そろそろまっとうに生きようと、愛人たちと別れる決心をしたものの、別れを切り出

すのは至難の業。一計を案じた田島は、金にがめつい担ぎ屋・キヌ子に「嘘（ニセ）
の妻を演じてくれ」と頼み込む。そう、キヌ子は泥だらけの顔を洗えば誰もが振り返
る女だったのだ！

男は女と別れるため、女は金のため。こうして、水と油のような二人による『嘘（ニ
セ）夫婦』の企みが始まった・・・・・。
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