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相模原障害者殺傷事件 （仮） 朝日新聞取材班 858 1 一億年ボタンを連打した俺は気付いた… 4 月島秀一 未定 図解　いちばんやさしい古事記の本 沢辺有司 750

戦場で書く 火野葦平のふたつの戦場 渡辺　考 1,210 2 姉をさがすなら姉のなか 神里大和 未定 革命家100の言葉 山口智司 730

聖刻1092神樹 1 千葉　暁 880 3 クラスのお嬢様たちはえっちなオモチャ… 秋月月日 未定 副社長サマのお気に召すまま 七福さゆり 754

聖刻1092神樹 2 千葉　暁 704 4 さよなら異世界、またきて明日 2 風見鶏 未定 イケメン石油王の溺愛 あかし瑞穂 754

断罪者の恋一輪 （仮） 斉河　燈 770 5 アサシンズプライド サブタイトル未定 12 天城ケイ 未定 俺サマ作家に書かせるのがお仕事です あさぎ千夜春 726

狡猾な被虐愛 （仮） 葉月エリカ 770 6 新米錬金術師の店舗経営 4 いつきみずほ 未定 ご飯のお友 （仮） 日向唯稀 748

10 怖すぎる実話怪談　禁忌の章 （仮） 結城伸夫 770 7 ここは墨田区向島、お江戸博士の謎解き… 相沢 泉見 726 熱砂のロイヤルアルファと孤高のつがい ゆりの菜櫻 748

次郎物語 2 下村湖人 未定 8 こちら黒宮警備、オカルト対策班 八巻にのは 未定 刑事にキケンな横恋慕 高月紅葉 770

ランボー詩集　 フランス詩人選 中地義和 未定 9 紅霞後宮物語 第十一幕 雪村花菜 未定 激甘ＣＥＯと子育てロマンス （仮） 水島　忍 754

西田幾多郎講演集 田中　裕 未定 10 後宮妃の管理人 3 しきみ彰 未定 契約離婚　離婚届は恋のはじまり （仮） 麻生ミカリ 754

真夜中の子供たち 下 S・ラシュディ 未定 11 御苑筆姫物語 喜咲冬子 未定 ｻﾝﾏｰｸ出版 15 健康の正体 小林弘幸 880

近代家族の成立と終焉　 新版 上野千鶴子 未定 12 万葉ブックカフェの顧客録 山咲　黒 未定 美人課長の手ほどき 霧原一輝 792

上方落語ノート　 第四集 桂　米朝 未定 13 西由比ヶ浜駅の神様 村瀬　健 未定 濡れる夕日の温泉郷 葉月奏太 792

遠い声　 管野須賀子 瀬戸内寂聴 未定 14 明けない夜のフラグメンツ （仮） 青海野灰 未定 Ｊﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 18 タイトル未定 橘かおる 831

101年目の孤独　 希望の場所を求めて 高橋源一郎 未定 15 おやすみの神様 鈴森丹子 未定 花嫁をガードせよ！ 赤川次郎 682

潮出版社 5 さち子のお助けごはん 山口恵以子 737 16 記憶のその先で、キミに会えたなら。 佐織えり 未定 終電の神様　台風の夜に （仮） 阿川大樹 715

二十世紀の平和論者　水野広徳海軍大佐 曽我部泰三郎 968 17 最果ての街 西村　健 880 遠州浜松殺人奏曲 私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 770

海軍攻撃機 高岡　迪 1,012 18 菓子屋横丁月光荘　文鳥の宿 ほしおさなえ 748 悪女列車 （仮） 安達　瑶 715

未　定 未　　定 未定 19 童の神 今村翔吾 748 殺された女 （仮） 草凪　優 748

未　定 未　　定 未定 20 あんの青春　春を待つ頃　お勝手のあん 2 柴田よしき 748 文豪宮本武蔵 田中啓文 770

立憲君主　昭和天皇 下 川瀬弘至 1,012 21 剣鬼と盗賊　剣客同心親子舟 7 鳥羽　亮 704 信長・秀吉・家康　天下人の夢 津本　陽 792

13 ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか? 6 望　公太 693 22 料理人季蔵捕物控 39 和田はつ子 682 秘めゆり 花房観音 715

13 俺の女友達が最高に可愛い。 2 あわむら赤光 693 23 日航123便　墜落の新事実 青山透子 880 代理人 善場圭一の事件簿 本城雅人 792

13 やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ… 1 ふか田さめたろう 737 24 改訂完全版　毒を売る女 島田荘司 968 昭和男みだらララバイ （仮） 睦月影郎 682

13 最弱無敗の神装機竜《バハムート》 20 明月千里 693 25 おばんざい　春と夏 大村しげ 792 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎 上 伊集院静 814

13 邪神官に、ちょろい天使が堕とされる日々 1 千羽十迅 737 26 おばんざい　秋と冬 大村しげ 792 琥珀の夢　小説　鳥井信治郎 下 伊集院静 880

13 落第騎士の英雄譚（キャバルリィ） 18 海空りく 693 27 樺美智子　安保闘争に倒れた東大生 江刺昭子 1,078 ありふれた祈り　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｅａｓｏｎ 9 村山由佳 638

13 天才王子の赤字国家再生術 7 鳥羽　徹 693 28 直感力を高める　数学脳のつくりかた B・オークリー 1,078 じごくゆきっ 桜庭一樹 759

13 処刑少女の生きる道 -赤い悪夢-（仮） 4 佐藤真登 704 29 23 おらおらでひとりいぐも 若竹千佐子 693 宅飲み探偵のかごんま交友録 冨森　駿 682

オークラ出版 23 奪われた記憶で愛を誓う 魂管理局シリーズ 髙月まつり 721 30 どうして？　人体のヘンな法則 （仮） こだわり倶楽部 792 よまにゃ自由帳 集英社文庫編 550

最凶の支援職【話術士】である俺は… 1 じゃき 未定 31 １日10分〈特選〉大人の脳活性ドリル 児玉光雄 792 人形たちの白昼夢 千早　茜 未定

弱小ソシャゲ部の僕らが神ゲーを作るまで 2 紙木織々 未定 32 キルタイム 26 離れ小島は桃源郷 （仮） 北條拓人 790 眠狂四郎虚無日誌 上 柴田錬三郎 未定

トラック受け止め異世界転生ッ！ 2 しもっち 未定 33 水上博物館アケローンの夜 蒼月海里 未定 眠狂四郎虚無日誌 下 柴田錬三郎 未定

絶対に働きたくないダンジョンマスター… 13 鬼影スパナ 未定 34 コンサバター 大英博物館の天才修復士 一色さゆり 未定 時代小説　ザ・ベスト2020 （仮） 日本文藝協会 未定

異世界迷宮の最深部を目指そう 14 割内タリサ 未定 35 ヒトガタさま 椙本孝思 未定 バンチョ高校クイズ研 （仮） 蓮見恭子 未定

探偵はもう、死んでいる。 3 二語十 未定 36 ほんとはかわいくないフィンランド 芹澤　桂 未定 ミス・吸血鬼に幸いあれ 赤川次郎 未定

今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。 2 涼暮　皐 未定 37 才能の正体 坪田信貴 未定 映画ノベライズ　とんかつDJアゲ太郎 折輝真透 616

宮本サクラが可愛いだけの小説。 4 鈴木大輔 未定 38 令嬢弁護士桜子 2 鳴神響一 未定 宝石商リチャード氏の謎鑑定 辻村七子 未定

チアーズ！ 6 赤松中学 未定 39 秀吉の活 木下昌輝 未定 宝石商リチャード氏の謎鑑定　限定版 辻村七子 未定

わたしの知らない、先輩の100コのこと 3 兎谷あおい 未定 40 かえり花　お江戸甘味処 谷中はつねや 倉阪鬼一郎 未定 ゆきうさぎのお品書き（仮） 小湊悠貴 未定

ぼくたちのリメイク Ｖｅｒ．β 2 木緒なち 未定 41 義賊・神田小僧 2 小杉健治 未定 平安あや解き草紙（仮） 小田菜摘 未定

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 23 長月達平 未定 42 弟切草　小烏神社奇譚 篠　綾子 未定 谷中びんづめカフェ竹善（仮） 3 竹岡葉月 未定

緋弾のアリア 33 赤松中学 未定 43 飛猿彦次人情噺 3 鳥羽　亮 未定 実写映画ノベライズ （仮） 阿部暁子 638

やがて僕は大軍師と呼ばれるらしい 3 芝村裕吏 未定 44 潮騒はるか 葉室　麟 未定 後宮染華伝 黒の罪妃と紫の寵妃（仮） はるおかりの 未定

僕のカノジョ先生 7 鏡　　遊 未定 45 頂上至極 村木　嵐 未定 若者の黒魔法離れが深刻ですが就職… 7 森田季節 未定

四大英雄の転生者 秋月煌介 未定 46 恋する魔王 愁堂れな 693 カンピオーネ！　ロード・オブ・レルムズ 丈月　城 未定

宇宙と素粒子 松岡正剛 未定 47 大富豪と新米シェフの幸せ恋旅行 伊郷ルウ 693 元勇者は静かに暮らしたい 2 こうじ 未定

仏像の秘密を読む 未　　定 未定 48 人狼彼氏と愛の蜜 西　　門 693 竜馬がくる 春日みかげ 未定

改訂新版 共同幻想論 吉本隆明 1,056 49 老　侍 吉川永青 770 その手を離すのは、私 C・ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ 1,210

日本俗信辞典 植物編 鈴木棠三 未定 50 歴史劇画　大宰相 大平正芳の決断 8 さいとう・たかを 1,034 こちら亀有幽霊相談所…ではありません 瑞山いつき 616

平野は語る 未　　定 未定 51 南柯の夢　鬼籍通覧 椹野道流 814 浅草ばけもの甘味祓い 江本マシメサ 660

日本語をどう書くか 未　　定 未定 52 月の都　海の果て 中村ふみ 715 鴨川食堂もてなし 柏井　壽 715

「職業:事務」の異世界転職！ ゆちば 726 53 地検のＳ 伊兼源太郎 858 泣き終わったらごはんにしよう 武内昌美 660

異世界に救世主として喚ばれましたが… 和泉杏花 759 54 掟上今日子の退職願 西尾維新 726 氷と蜜 佐久そるん 693

悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします 2 浜　千鳥 未定 55 東野圭吾公式ガイド　 実行委員会 704 民　警 猪瀬直樹 682

彼女が好きなものはホモであって僕で… 浅原ナオト 未定 56 ウェディング・マン 日野　草 726 勝ちたければ歴史に学べ 野村克也 792

縄文人に相談だ 未　　定 未定 57 黒い結婚　白い結婚 中島京子 792 骨を弔う 宇佐美まこと 880

ゴーストハント 旧校舎怪談 1 小野不由美 未定 58 うちの旦那が甘ちゃんで 8 神楽坂淳 671 浄瑠璃長屋春秋記 紅梅 藤原緋沙子 704

ゴーストハント 人形の檻 2 小野不由美 未定 59 布石　百万石の留守居役 15 上田秀人 748 脱藩さむらい　切り花 金子成人 704

あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続 宮部みゆき 未定 60 若君の覚悟　公家武者　信平 8 佐々木裕一 726 竜宮城と七夕さま 浅田次郎 638

青くて痛くて脆い 住野よる 748 61 札幌駅殺人事件 西村京太郎 792 董白伝～魔王令嬢から始める三国志～ 2 伊崎喬助 未定

宮廷神官物語 11 榎田ユウリ 未定 62 警視の謀略　 D・クロンビー 1,100 結婚が前提のラブコメ 2 栗ノ原草介 未定

その孤島の名は、虚 古野まほろ 未定 63 ここは、おしまいの地 こだま 726 サンタクロースを殺した。初恋が終わった 犬君　雀 未定

ドリトル先生の郵便局 H・ロフティング 未定 64 憲法問題 恒藤　恭 1,012 雨と灯とフェイクタウン 悠木りん 未定

ドリトル先生のサーカス H・ロフティング 未定 65 日本の庶民仏教 五来　重 1,221 君はヒト、僕は死者。世界はときどき… 零　真似 未定

少女は夜を綴らない 逸木　裕 未定 66 武士の町　大坂 藪田　貫 1,100 ラブコメを絶対にさせてくれないラブコメ 初鹿野創 未定

恐るべき子どもたち ジャン・コクトー 未定 67 ミシェル・フーコー　［増補改訂］ 内田隆三 1,265 令和生まれの魔導書架 小林一星 未定

鹿の王 水底の橋 上橋菜穂子 未定 68 ローマの哲人　セネカの言葉 中野孝次 1,100 仕事に効く教養としての「世界史」 出口治明 未定

鶏小説集 坂木　司 未定 69 まがいもの令嬢から愛され薬師に… 佐槻奏多 702 襲大鳳 羽州ぼろ鳶組 上 今村翔吾 未定

政界ヤクザ 一橋文哉 未定 70 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢 （仮） 紫月恵里 702 襲大鳳 羽州ぼろ鳶組 下 今村翔吾 未定

トリガー 上 真山　仁 未定 71 メリッサ文庫 27 花は淫獄へ堕ちずにすむか 永久めぐる 726 博多那珂川殺人事件 梓林太郎 未定

トリガー 下 真山　仁 未定 72 菖蒲のいろ 上絵師　律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定 十津川警部　古都千年の殺人 西村京太郎 未定

あなたが心置きなく死ぬための簡単な… 未　　定 未定 73 吟味方与力・赤尾一之進 （仮） 小杉健治 未定 謀殺同盟　ソトゴト 森　　詠 未定

吹部！ 第二楽章 赤澤竜也 未定 74 新酒番船 佐伯泰英 未定 偽　証 小杉健治 未定

花髑髏 横溝正史 未定 75 ドンナビアンカ 誉田哲也 未定 マイ・ディア・ポリスマン 小路幸也 未定

肉　弾 河崎秋子 未定 76 名作万華鏡　芥川編 （仮） 小林泰三 未定 むじな屋語蔵　世迷い蝶次 三好昌子 未定

あかん男 田辺聖子 未定 77 出張料理人ぶたぶた （仮） 矢崎存美 未定 必殺闇同心　隠密狩り 黒崎裕一郎 未定

拝み屋怪談 幽魂の蔵 郷内心瞳 未定 78 名探偵は嘘をつかない 阿津川辰海 未定 豪傑　岩見重太郎 稲田和浩 未定

業　苦 忌まわ昔 岩井志麻子 未定 79 彼女たちの事情　増補版 （仮） 新津きよみ 未定 家康の黄金　信長の軍師外伝 岩室　忍 未定

αの花嫁 天野かづき 704 80 黒　幕 強請屋稼業 南　英男 未定 新紀元社 中旬 真夜中あやかし猫茶房 （仮） 2 椎名蓮月 715

君と狸と幸せごはん 久我有加 未定 81 シンポ教授の生活とミステリー 新保博久 未定 心交社 10 未　定 宮緒　葵 759

ジュエル文庫 1 ケダモノ皇帝の子作り宣言！ 宇佐川ゆかり 748 82 白馬山荘殺人事件　新装版 東野圭吾 未定 金星特急・番外篇　花を追う旅 （仮） 嬉野　君 924

俺の妹がこんなに可愛いわけがない 14 伏見つかさ 未定 83 秋霜の撃　決定版 勘定吟味役異聞 上田秀人 未定 先輩、恋していいですか 小林典雅 748

女子高生同士がまた恋に落ちるかも… 杜奏みなや 未定 84 兄妹氷雨　決定版 研ぎ師人情始末 稲葉　稔 未定 ひと匙の恋心 可南さらさ 792

錆喰いビスコ 奇跡のファイナルカット 6 瘤久保慎司 未定 85 炎の牙　決定版 八丁堀つむじ風 和久田正明 未定 鳥類学者だからって鳥が好きだと思うなよ 川上和人 605

可愛いかがわしいお前だけが僕のこと… 鹿路けりま 未定 86 大名行列の怪 大江戸木戸番始末（仮） 喜安幸夫 未定 深夜特急 香港・マカオ 1 沢木耕太郎 605

とある魔術の禁書目録 外典書庫 1 鎌池和馬 未定 87 あしたの花 日本橋牡丹堂 中島久枝 未定 深夜特急 マレー半島・シンガポール 2 沢木耕太郎 605

声優ラジオのウラオモテ #02 二月　公 未定 88 俤斬り 若鷹武芸帖（仮） 岡本さとる 未定 ホワイトラビット 伊坂幸太郎 737

俺を好きなのはお前だけかよ 14 駱　　駝 未定 89 ほら吹き男爵の冒険 ビュルガー 未定 漱石を知っていますか 阿刀田高 880

マッド・バレット・アンダーグラウンド 4 野宮　有 未定 90 消えた心臓/マグヌス伯爵 M・R・ｼﾞｪｲﾑｽﾞ 未定 太陽と乙女 森見登美彦 880

ちっちゃくてかわいい先輩が大好きなの… 五十嵐雄策 未定 すごい時代劇ベスト150 春日太一 未定 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 737

幼なじみが絶対に負けないラブコメ 4 二丸修一 未定 知っていれば一目置かれる日本の名作… 造事務所 未定 カレーライス 教室で出会った重松清 重松　清 572

昔勇者で今は骨 5 佐伯庸介 未定 若殿はつらいよ　淫殺　逆葵凶獣団 11 鳴海　丈 715 ケーキ王子の名推理 （仮） 5 七月隆文 649

魔王の右腕になったので原作改悪します 木　　村 748 秀頼出陣！　異戦大坂の陣 2 中里融司 715 奇譚蒐集録 北の大地イコンヌプ 清水　朔 781

勿論、慰謝料請求いたします！ 4 soy 726 新地奉行　太田太田太 2 山田　剛 715 老人と海 A・ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ 572

最強の幼女の育て方 （仮） 日の原裕光 未定 秘剣の名医 蘭方検死医　沢村伊織 6 永井義男 715 小公子 F・H・ﾊﾞｰﾈｯﾄ 737

捨て猫勇者を育てよう いかぽん 未定 特選　近親相姦　母と息子 白書編集部 715 甘く見てるとこうなるよ？ （仮） Moonstone 550

『外科室』の一途 野村美月 未定 強撃の群龍 5 横山信義 715 クール王子の囁きにとろけて （仮） 雨乃めこ 550

ポーション成り上がり。 未　　定 未定 暴挙　闇裁き 4 南　英男 715 私の唇は、大好きなキミへ嘘をつく （仮） 涙　　鳴 550

二人の魔王の合体呪縛 2 久慈マサムネ 未定 99 大家族四男 7 日向唯稀 715 クールな若頭の美味しい恋慕 （仮） 藍里まめ 704

一億年ボタンを連打した俺は…　特装版 4 月島秀一 3,300 110 レストランかのん 3 一文字鈴 715 御曹司の甘い策略 （仮） 若菜モモ 704
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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

愛になるまで （仮） 砂原雑音 704 1 早川文庫ＮＦ 4 ハマりたがる脳 「好き」の科学 T・ｳﾞｧﾝﾀﾞｰﾋﾞﾙﾄ 990

嘘つきは同居のはじまり （仮） 日向野ジュン 704 2 早川ｸﾘｽﾃｨｰ文庫 18 雲をつかむ死 〔新訳版〕 A・クリスティー 968

ご懐妊！！ ～育児はツライよ～（仮） 2 砂川雨路 704 3 原書房 8 公爵の完璧な花嫁 O・ドレイク 1,320

黒旗の騎士に盗まれたいです （仮） ふじさわさほ 704 4 お芝居が終わったら H・ビアンチン 550 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

異世界和カフェ『玉響』本日開店いたします （仮） 月神サキ 704 5 運命の結婚相手 D・マッコーマー 550 ＰＥＡＣＥ　ＭＡＫＥＲ 3 皆川亮二 未定

貧乏令嬢は明るい未来を諦めない （仮） 瑞希ちこ 704 ラテン気質 ケイ・ソープ 550 ＰＥＡＣＥ　ＭＡＫＥＲ 4 皆川亮二 未定

今日、キミに恋しました （仮） miNato 660 甘い冒険 J・シャルヴィス 550 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ 12 森末慎二 950

どうして、君のことばかり。 （仮） 夜野せせり 660 ハッピーエンドの曲がり角 L・フォスター 1,020 太陽の黙示録 15 かわぐちかいじ 902

アラサーバーメイドと男子大学生 （仮） 兎山もなか 660 霧のぬくもり ヘザー・グレアム 950

あの日の夏、ｉｆの君に恋をする （仮） 冬野夜空 660 シークレット・ラブ　夜に焦がれる恋人たち L・R・ジョーンズ 880 　　　　　　　　※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。

明日、あの世に嫁ぎます！ 小春りん 660 6 古代史の謎は「海路」で解ける （仮） 長野正孝 880

オフィスの神様 （仮） 朝比奈希夜 660 7 トップアスリートたちが教えてくれた 西沢泰生 814 大垣書店グループ

いばらの姫は目覚めを望まない 柊あまる 704 8 「いい加減」なのに毎日トクしている人 川北義則 770 ■京都市

僧侶さまの恋わずらい 加地アヤメ 704 9 18 文蔵　2020.7・8 「文蔵」編集部 770 北区 　佛教大学店

魅惑のハニー・ボイス 倉多　楽 704 # 20 京都祇園もも吉庵のあまから帖 2 志賀内泰弘 770 　ビブレ店

異世界キッチンからこんにちは 1 風見くのえ 704 # 22 逃亡刑事 （仮） 中山七里 770 中京区 　二条駅店

異世界でカフェを開店しました。 11 甘沢林檎 704 # ファイナルオプション 上 未　　定 未定 　烏丸三条店

王宮書庫のご意見番 安芸とわこ 704 # ファイナルオプション 下 未　　定 未定 　四条店

黒鷹公の姉上 1 青蔵千草 704 # セブンズ！ 五十嵐貴久 759 　Kotochika御池店

のんびりＶＲＭＭＯ記 5 まぐろ猫＠恢猫 671 # 声なき叫び 小杉健治 748 　佛教大学二条キャンパス店

僕のスライムは世界最強 3 空　水城 671 # 女王は孤独を言い訳にしない 2 斉木香津 715 左京区 　高野店

魔法学校の落ちこぼれ 4 梨　　香 671 # 十三階の神 吉川英梨 715 右京区 　イオンモール京都五条店

25 金沢あまやどり茶房 （仮） 編乃肌（仮） 704 # 病院でちゃんとやってよ （サブタイトル未定） 2 小原周子 748 　京都ファミリー店

30 蹴落とされ聖女は極上王子に拾われる 1 砂　　城 704 # プラチナエイジ 3 清水有生 682 西京区 　ブックパル五条店

管理栄養士が教える　美肌スープ 森由香子 968 # 指令ゲームＸ （仮） 明利英司 638 　ブックパル桂南店

ニュースの疑問は「宗教」と「思想」で… （仮） 蔭山克秀 880 # 出雲のあやかしホテルに就職します 8 硝子町玻璃 660 下京区 　京都本店

スイカのタネはなぜ散らばっているのか 稲垣栄洋 814 # さくらい動物病院の不思議な獣医さん 5 竹村優希 660 　京都駅ビル ザ・キューブ店

地獄は克服できる ヘルマン・ヘッセ 1,034 # 42歳のＥＤ男 （仮） 乃坂　希 726 　髙島屋店

鬼谷子 高橋健太郎 814 # 銭形平次捕物控　傑作集 決死冒険篇 6 野村胡堂 715 　京都ヨドバシ店

夏目漱石の　人生を切り拓く言葉 齋藤　孝 858 # 新・知らぬが半兵衛手控帖 再縁話 10 藤井邦夫 737 南区 　イオンモールKYOTO店

頭のよさはノートで決まる 齋藤　孝 814 # 浪人奉行 9 稲葉　稔 682 　イオンモール京都桂川店

読んで、書いて、思い出す！漢字脳トレ 漢字で脳トレ委員 814 # 長屋道場騒動記 迷い熊繋ぐ（仮） 7 芝村凉也 693 伏見区 　醍醐店

深川二幸堂　菓子こよみ 3 知野みさき 748 # 三河雑兵心得 足軽小頭仁義 3 井原忠政 682 　伏見店

身近な樹木図鑑 岩槻秀明 880 # VRMMOで僕の妹と彼女が修羅場です 2 ファースト 671 山科区 　ブックパル文苑 山科店

３分で読める！　コーヒーブレイクに読む… 『このミス』編集部 748 # 隣の席になった美少女が惚れさせようと… 2 荒　三水 682

ガラッパの謎 久真瀬敏也 759 # 魔性の男を目指します 2 立　　花 660 ■京都府

カウントダウン 真梨幸子 803 # モンスターのご主人様 16 日暮眠都 671 亀岡市 　亀岡店

猫のお告げは樹の下で 青山美智子 770 # 孕ませダブル調教　未亡人兄嫁と姪 （仮） 霧野なぐも 776

『このミス』大賞作家アンソロジー （仮） 海堂　尊 748 # 美少女の淫らな露出遊戯 （仮） 高村マルス 776 ■大阪府

10 巻き込まれて異世界転移する奴は大抵チート 海東方舟 748 # ３年Ｃ組　今から皆さんは、奴隷です （仮） 桐島寿人 791 高槻市 　高槻店

竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 10 Rendezvous （原題） A・クイック 1,375 # 素人告白スペシャル　夜も働く奥様 （仮） 素人投稿編 776 豊中市 　豊中緑丘店

竹 ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 10 ヤンデレ系乙女ゲームの悪役令嬢に転生… 御影りさ 880 # 魔女の呪いは××をしないと解けません!? 白ヶ音雪 784 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

8 つゆだくお届け便 鷹澤フブキ 726 # 王女の降嫁　～秘密の鳥と騎士団長～ さえき巴菜 784 箕面市 　デューク書店　

15 たかぶりマッサージ＜新装版＞ 美野　晶 726 # 二見ｻﾞ・ﾐｽﾃﾘ 22 サムシング・アバウト・ユー （原題） J・ｼﾞｪｰﾑｽﾞ 1,188

騎士団長とえっちしたら甘い新婚生活が… 華藤りえ 880 # 同居人は猫かぶり？ バーバラ片桐 755 ■兵庫県

今度こそは幸せになります！ （仮） 春日部こみと 880 # にゃん虎パニック　～恋スル呪イ～ 真崎ひかる 693 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

恐怖箱　怪玩 （仮） 加藤　一 715 # イケメン弁護士のパパはいりませんか？ 安曇ひかる 693 　プリコ神戸店

闇塗怪談　醒メナイ恐怖 （仮） 営業のＫ 715 # ご隠居は福の神 3 井川香四郎 724

異界怪談 （仮） 3 黒　史郎 715 # 小料理のどか屋　人情帖 29 倉阪鬼一郎 724 ■滋賀県

忌印恐怖譚　くびはらい （仮） 我妻俊樹 715 # 奥小姓裏始末 （仮） 青田圭一 724 大津市 　フォレオ大津一里山店

地獄めぐり （仮） 3 神　　薫 715 # 人妻ボタン （仮） 葉月奏太 791

18 幻綺行　完全版 横田順彌 1,100 # 若返りの妙薬 （仮） 霧原一輝 776 ■静岡県

22 ゆうわく女神 （仮） 睦月影郎 726 # 初心な新任教師は甘い秘密に… （仮） 玉紀　直 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

27 蜜楽の艶肌 （仮） 橘　真児 726 # 身代わり婚前旅行（仮） 山野辺りり 未定

ジョン王 シェイクスピア 1,100 # 【新版】先生の奥さんは僕の奴隷 （仮） 麻実克人 未定 ■広島県

思索紀行 ぼくはこんな旅をしてきた 上 立花　隆 990 # 【傑作選】人妻美囚市場 （仮） 綺羅　光 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

思索紀行 ぼくはこんな旅をしてきた 下 立花　隆 990 # 百戦錬磨の騎士さまは見初めた令嬢を… （仮） 鬼頭香月 未定

住みたくない家 物件ホラー　アンソロジー 朝宮運河 990 # ティアラ文庫溺愛アンソロジー（仮） 5 月神サキ 未定 ■北海道

破壊せよ、と笑いは言った 現代マンガ選集 斎藤宣彦 880 # 不本意ですが、復讐相手の侯爵様… （仮） 斎王ことり 未定 札幌市 　マルヤマクラス店

隔離の島 ル・クレジオ 1,650 # 鬼教師が教育メイドになりました （仮） 猫又ぬこ 未定 　東光ストア円山店

必ず食える１％の人になる方法 藤原和博 792 # 姫騎士エルフと隠者ダークエルフ （仮） 鷹羽シン 未定 　東光ストア行啓通店

オリンピア 遺跡・祭典・競技 村川堅太郎 1,100 # 国王になったが妹は俺を嫌うし、国庫… （仮） わかつきひかる 未定

イタリア絵画史 ロベルト・ロンギ 1,650 # いちゃいちゃしたいの ママ、そして…（仮） 早見翔哉 未定

最初の礼砲 アメリカ独立をめぐる戦争 B・Ｗ・ﾀｯｸﾏﾝ 1,870 # 幸福崩壊【人妻拷問マンション】 （仮） 妻木優雨 未定

古伊万里図鑑 秦　秀雄 1,540 # お背中流します【貸し切り癒し温泉】 （仮） 天崎僚介 未定

いつもの寄り道 赤川次郎　 792 # 孕ませ懲罰 家政婦母娘と義母（仮） 鳴沢　巧 未定

星になれるか 生島治郎　 968 # 両隣のシングルマザー （仮） 夕貴　大 未定

昭和16年夏の敗戦 新装版 猪瀬直樹　 792 # 高慢一家、堕ちる【逆転性裁】 （仮） 堂条伊織 未定

日本書紀 上 井上光貞 1,320 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 純潔オメガの誘淫（ハニートラップ） 高月紅葉 770

日本書紀 下 井上光貞 1,320 # 前世療法探偵キセキ 深堀元文 748

女と文明 梅棹忠夫　 814 # 死の名はワルキューレ 三吉眞一郎 792

デンジャラス 桐野夏生　 726 # 極北に大隕石を探せ！ （仮） 大石英司 748

ファイト 佐藤賢一　 880 # 断罪　闇法廷 （仮） 南　英男 836

芭　蕉 高浜虚子　 990 # ひとめぼれ 畠中　恵 748

讐　雨 刑事・鳴沢了 堂場瞬一　 935 # 増山超能力師大戦争 誉田哲也 814

北条早雲 疾風怒濤篇 5 富樫倫太郎　 836 天地に燦たり 川越宗一 792

盆土産と十七の短篇 三浦哲郎　 946 メガネと放蕩娘 山内マリコ 770

わざと忌み家を建てて棲む 三津田信三　 726 風に恋う 額賀　澪 869

12 千弥の秋、弥助の冬 廣嶋玲子 792 祈　り 伊岡　瞬 979

20 龍の耳を君に デフ・ヴォイス 丸山正樹 858 チャップリン暗殺指令 土橋章宏 781

黄色い部屋の謎【新訳版】 ガストン・ルルー 1,012 # 音四郎稽古屋手控　音わざ吹き寄せ 奥山景布子 847

発火点 Ｃ・Ｊ・ボックス 1,430 # 奈緒と私の楽園 藤田宜永 792

創元ＳＦ文庫 12 第五の季節 N・K・ジェミシン 1,650 # 更衣ノ鷹　居眠り磐音 決定版 上31 佐伯泰英 803

再雇用警察官 いぶし銀 姉小路祐 803 # 更衣ノ鷹　居眠り磐音 決定版 下32 佐伯泰英 803

こわれもの 〈新装版〉 浦賀和宏 770 # 不撓不屈 高杉　良 935

ダブルジェイ 鈴峯紅也 814 # お母さんの工夫 相良敦子 792

日本遺産殺人ルート 西村京太郎 792 # 呪われた町 上 S・キング 968

短篇ベストコレクション 現代の小説2020 日本文藝家協会 1,210 # 呪われた町 下 S・キング 968

奔走虚し 牧　秀彦 737 # 文春学藝ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 9 昭和天皇の横顔 佐野恵作 1,430

警視庁公安部第二資料係天野傑 今宮　新 759 # 紙山さんの紙袋の中には 1 江ノ島アビス 681

英雄の剣 （仮） 月東　湊 660 # 覇逆のドラグーン 彷徨王国の竜機士たち 2 榊　一郎 681

きみに言えない秘密がある （仮） 月村　奎 660 # 夢見る男子は現実主義者 1 おけまる 681

君が美しすぎて （仮） 夏乃穂足 660 # 百錬の覇王の聖約の戦乙女 21 鷹山誠一 681

式神の名は、鬼 （仮） 3 夜光　花 660 # Infinite Dendrogram 13 海道左近 681

日販ｱｲﾋﾟｰｴｽ 5 サバゲにＧＯ！ 2 赤井てら 737 # 終電前のちょいごはん 標野　凪 704

アイデアは考えるな。 柳澤大輔 825 # 浜風屋菓子話　日乃出が走る 新装版 2 中島久枝 770

20代で人生の年収は９割決まる 土井英司 880 # エンディングドレス 蛭田亜紗子 748

人工知能が変える仕事の未来 野村直之 1,100 # 動物の泣ける話 ファン文庫tears 792

戦略読書 三谷宏治 1,100 # 書店であった泣ける話 ファン文庫tears 792

10歳からできる書いて鍛えるメンタル術 原田隆史 880 # くらしのやきもの図鑑ミニ マイナビ出版 1,078

4 ネガ・プシの虹 C・ダールトン 748 # くらしを彩る 日本の伝統色事典 石田結実 1,078

大気工場の反乱 Ｈ・Ｇ・ｴｰｳﾞｪﾙｽ 748 # 感じがいい人のものの言い方ハンドブック 「言葉」倶楽部 未定

地球防衛戦線 アゾス鉱山奪回指令 2 D・アレンソン 1,100 # コクヨのシンプル整理術 （仮） コクヨ株式会社 未定

掟破り　陰仕え　石川紋四郎 2 冬月　剣太郎 770 # 40代から特に効く中国古典の言葉 （仮） 田口佳史 未定

寄り添い花火　薫と芽衣の事件帖 倉本由布 770 # 数学的に考える力をつける本 （仮） 深沢真太郎 未定

構造素子 樋口恭介 880 # 精神科医が教える （仮） 保坂　隆 未定

コルヌトピア 津久井五月 880 # 神さまとお金とわたし （仮） キャメレオン竹田 未定

早川文庫ＮＶ 4 神と罌粟【けし】 ティム・ベイカー 990 # 人と自然に打ち解ける技術 （仮） 潮凪洋介 未定

早川文庫ＨＭ 4 パーキングエリア テイラー・アダムス 990 # 戦国ミステリー （仮） 博学面白倶楽部 未定
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■映画タイトル：『朝が来る』

■出演：永作博美/井浦新/蒔田彩珠/浅田美代子/利重剛

■原作：『朝が来る』 文春文庫

■著：辻村深月

■監督・脚本：河瀬直美

■2020年6月5日（金）公開（延期になる可能性があります）

■音楽：小瀬村晶・An Tôn Thât

■主題歌：C&K「アサトヒカリ」

■配給：キノフィルムズ

一度は子どもを持つことを諦めた清和と佐都子の夫婦は、「特別養子縁組」という制

度を知り、男の子を迎え入れる。それから6年、夫婦は朝斗と名付けた息子の成長

を見守る幸せな日々を送っていた。ところが突然、朝斗の産みの母親“片倉ひかり”

を名乗る女性から、「子どもを返してほしいんです。それが駄目ならお金をください」

という電話がかかってくる。当時14歳だったひかりとは一度だけ会ったが、生まれた

子どもへの手紙を佐都子に託す、心優しい少女だった。渦巻く疑問の中、訪ねて来

た若い女には、あの日のひかりの面影は微塵もなかった。いったい、彼女は何者な

のか、何が目的なのか・・・・？

■映画タイトル：『ぼくは猟師になった』

■出演：千松信也（ドキュメンタリー）

■原作：『ぼくは猟師になった』

■著・出演：千松信也

■語り：池松壮亮

■2020年6月6日（土）公開（延期になる可能性があります）

■監督：川原愛子

■製作：NHKプラネット近畿

■配給：リトルモア/ジックアワー

インスタントラーメンが、ある日の昼食だった。京都、コンビニもほど近い街の山。わ

な猟師、壮亮は自分で捕ったイノシシを、薪ストーブで煮込み、スープにした。薬味

は子供たちが畑で摘んだネギ。仕上げに飼っている鶏の卵を入れた。家の周りの

ものだけで食事ができた。「命」を食べ、「命」に変えている。直径たった12センチの

罠で、広大な山の中、まだ見ぬ獲物と知恵比べをする。捕らえられてもなお、牙を

鳴らし、洗い鼻息で抵抗するイノシシを制し、ナイフで突く。「命を奪うことに慣れるこ

とはない」・・・・。
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