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世界のエリートはなぜ、「この基本」を… 戸塚隆将 770 1 嘘嘘嘘、でも愛してる 2 川田戯曲 未定 光文社古典新訳 6 フランス革命についての省察 Ｅ・バーク 未定

歴史の中で語られてこなかったこと 網野善彦 880 2 幼馴染の妹の家庭教師をはじめたら… 未　　定 未定 無敵の殿様　さらば江戸 10 早見　俊 715

吉原の舞台裏のウラ 永井義男 770 3 メイデーア転生物語 3 友麻　碧 未定 ひらり圭次郎　腕貸し稼業　乱心の罠 2 氷月　葵 715

大江戸魔方陣 加門七海 880 4 計画的失恋とワンダーラブ 時本紗羽 未定 天保妖怪犯科帖 八神淳一 715

世界最悪の鉄道旅行 下川裕治 1,100 5 竜神めおと絵巻 小野上明夜 未定 乱愛五十三次 鳴海　丈 715

司馬遼太郎の街道 愛した辺境 3 週刊朝日編 880 6 旺華国後宮の薬師 3 甲斐田紫乃 未定 豪剣　お庭番竜之介 笹沢佐保 715

毒皇子の求婚 （仮） 貴原すず 770 7 真夜中のペンギン・バー 横田アサヒ 未定 特選　近親相姦　母と息子 白書編集部 715

皇帝は淫夢の魔女を愛したい （仮） 八巻にのは 770 8 転生魔女は滅びを告げる 柚原テイル 未定 獅子の鉄槌 原　俊雄 715

12 性の体験手記 （仮） 8 夕刊フジ 825 9 暁花薬殿物語 4 佐々木禎子 未定 異世界でちびドラゴンを手料理で育てる… 2 ひなの琴莉 715

梁啓超文集 岡本隆司 未定 10 新米編集者・春原美琴はくじけない 和泉弐式 未定 異世界メシまず革命 3 加賀見彰 715

シンボルの哲学 Ｓ・Ｋ・ランガー 未定 11 学芸員・西紋寺唱真の呪術蒐集録 （仮） 峰守ひろかず 未定 植物ヲタな料理男子が、異世界で王立… 遠坂カナレ 715

精神分析の四基本概念 上 ジャック・ラカン 未定 12 座敷童子の代理人 8 仁科裕貴 未定 教科書には載せられない　暴君の素顔 山口智司 730

企業中心社会を超えて 大沢真理 未定 13 いらっしゃいませ　下町和菓子 2 似鳥航一 未定 美しい日本の名俳句1000 今井義和 713

「戦争経験」の戦後史 成田龍一 未定 14 始末屋 池袋てるてる坊主殺人事件 青木杏樹 未定 7 こぎつね、わらわら （仮） 4 松幸かほ 748

聖路加病院　生と死の現場 早瀬圭一 未定 15 おとなりの晴明さん　第七集 仲町六絵 未定 虎皇帝の墜ちてきた花嫁 今井茶環 770

ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 28 コネクション・イン・デス 49 J・D・ロブ 1,078 16 散歩するネコ　れんげ荘物語 群ようこ 572 沼の竜宮城で、海皇様がお待ちかね 綺月　陣 770

戦争映画館 瀬戸川宗太 990 17 修学旅行は世界一周！ 吉田友和 748 子ども嫌いなパパと幸せな家庭を作る… 七福さゆり 754

秋月型駆逐艦 山本平弥 1,012 18 親子十手捕物帳 5 小杉健治 748 ＣＥＯの恋愛対象外シンデレラ （仮） 玉紀　直 754

未　定 未　　定 未定 19 妻紅　神田職人えにし譚 2 知野みさき 660 マジで中出し五秒前 桜井真琴 792

未　定 未　　定 未定 20 差別の近現代史 人権再考 塩見鮮一郎 880 ばてれん少女　拷問いんへるの 綿引　海 792

未　定 未　　定 未定 21 柳生十兵衛死す 室町篇 上 山田風太郎 1,100 タイトル未定 義月粧子 831

友達の妹が俺にだけウザい 5 三河ごーすと 737 22 柳生十兵衛死す 室町篇 下 山田風太郎 1,100 タイトル未定 葵居ゆゆ 831

レベル０の魔王様、異世界で冒険者を… 3 瑞智士記 737 23 いつも夢を見ていた（仮） 石井好子 880 終電の神様　台風の夜に 阿川大樹 770

魔王と聖女が導く冒険者ライフ 1 有澤　有 737 24 ヨコハマメリー 中村高寛 1,078 彩菊あやかし算法帖　からくり寺の怪 青柳碧人 864

最弱無敗の神装機竜《バハムート》 20 明月千里 737 25 果てまで走れ！ 小口良平 858 婚活中毒 秋吉理香子 715

痴漢されそうになっているＳ級美少女を… 2 ケンノジ 737 26 育ちのいい人が身につけているちょっと… 菅原　圭 792 襲撃犯 安生　正 858

栽培チートで最強菜園 2 九頭七尾 737 27 本当は恐ろしい儒教（仮） 内藤博文 792 桃太郎姫　望郷はるか 井川香四郎 748

りゅうおうのおしごと！ 13 白鳥士郎 792 28 ルゴーム砦の脱出 伊吹泰郎 792 湘南桃色ハニー 沢里裕二 748

処刑少女の生きる道（仮） 4 佐藤真登 737 29 異世界ハーレム物語 2 黒名ユウ 792 御徒の女 中島　要 737

七つの魔導書と再臨英雄 1 年中麦茶太郎 737 30 練習カレシ催眠 （仮） 大角やぎ 790 盗撮コネクション　復讐代行屋・矢島香澄 葉月奏太 748

オークラ出版 25 Ｆｉｎｄ　Ｍｅ A・アシマン 1,067 31 無花果様の、仰せの通りに 懺　　悔 790 脅迫　強請屋稼業 南　英男 880

友人キャラの俺がモテまくるわけない… 3 世界一 未定 32 80’ｓ　エイティーズ 橘　　玲 未定 みだら女剣士 睦月影郎 715

小悪魔だけど恋愛音痴なセンパイが… 1 遊歩新夢 未定 33 レッドリスト　絶滅進化論 安生　正 未定 雷神　草同心江戸鏡 吉田雄亮 770

ＴＲＰＧプレイヤーが異世界で最強… 2 Schuld 未定 34 夏の手 大橋裕之 未定 映画にまつわるＸについて 2 西川美和 770

ラグナロク：Ｒｅ 4 安井健太郎 未定 35 口笛の上手な白雪姫 小川洋子 未定 アキラとあきら 上 池井戸潤 未定

王女殿下はお怒りのようです 5 八ツ橋皓 未定 36 花村遠野の恋と故意 織守きょうや 未定 アキラとあきら 下 池井戸潤 未定

死神に育てられた少女は漆黒の剣を… 5 彩峰舞人 未定 37 こういう旅はもう二度としないだろう 銀色夏生 未定 ペトロバグ　禁断の石油生成菌 （仮） 高嶋哲夫 未定

信者ゼロの女神サマと始める異世界… 5 大崎アイル 未定 38 十五の夏 上 佐藤　優 未定 結果を出す男はなぜ服にこだわるのか 戸賀敬城 未定

ぼくらのフィクションはＧ戦場で競い合う 永菜葉一 未定 39 十五の夏 下 佐藤　優 未定 お迎えに上がりました。 5 竹林七草 未定

殺戮者の英雄譚 赤月カケヤ 未定 40 森瑶子の帽子 島﨑今日子 未定 桜小町　宮中の花 篠　綾子 未定

西野 9 ぶんころり 未定 41 凍てつく太陽 葉真中顕 未定 葬儀屋　プロレス刺客伝 黒木あるじ 未定

英雄教室の超越魔術士 2 月夜　涙 未定 42 インジョーカー 深町秋生 未定 本日はどうされました？ 加藤　元 未定

竜と幼女と一つ屋根の下 林　星悟 未定 43 美しいものを見に行くツアーひとり参加 益田ミリ 未定 トイレの輪 佐藤満春 未定

なぜ僕の世界を誰も覚えていないのか？ 9 細音　啓 未定 44 風は西から 村山由佳 未定 噂--殺人者のひそむ町 レスリー・カラ 未定

極道さんは運命のパパで愛妻家 佐倉　温 未定 45 ウォーターゲーム 吉田修一 未定 リーリエ国騎士団とシンデレラの弓音 瑚池ことり 未定

若社長とおいしい子育て日記 chi-co 未定 46 吹上奇譚　第一話 ミミとこだち 吉本ばなな 未定 法律は嘘とお金の味方です。（仮） 3 永瀬さらさ 未定

戦闘員、派遣します！ 6 暁なつめ 704 47 家　康 三方ヶ原の戦い 2 安部龍太郎 未定 許せない男（仮） 愁堂れな 未定

エロゲの友人キャラに転生したけど… 3 入　　栖 未定 48 山くじら　居酒屋お夏 11 岡本さとる 未定 九天に鹿を殺す（仮） はるおかりの 未定

悪役令嬢、セシリア・シルビィは死にたく… 2 秋桜ヒロロ 未定 49 昨日の恋敵は今日の恋人 愁堂れな 660 ベアトリス、お前は廃墟の鍵を持つ王女 仲村つばき 未定

厨病激発ボーイ プライド超新星 藤並みなと 未定 50 運命のオメガはミルクの香り 高峰あいす 693 魔弾の王と聖泉の双紋剣 3 瀬尾つかさ 未定

物語の函 世界名作選 松岡正剛 未定 51 アルファ同士の恋はままならない ナツ之えだまめ 693 わたしが恋人になれるわけないじゃん… 2 みかみてれん 未定

古事記を読む 三浦佑之 未定 52 だってそんなの知らない 椎崎　夕 693 社畜、ダンジョンだらけの世界で固有… 相野　仁 未定

大相撲史入門 （仮） 池田雅雄 未定 53 六星占術による土星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 俺はまだ、本気を出していない 5 三木なずな 未定

方言漢字 笹原宏之 未定 54 六星占術による金星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 パーフェクト・クオーツ　北の水晶 五條　瑛 880

大河の剣 （仮） 稲葉　稔 未定 55 六星占術による火星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 セイレーンの懺悔 中山七里 880

正義の天秤 アイギスの盾 大門剛明 未定 56 六星占術による天王星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 海が見える家　それから はらだみずき 715

対話篇 金城一紀 未定 57 六星占術による木星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 勘定侍　柳生真剣勝負 闇討 2 上田秀人 715

ナルニア国物語 1 C・S・ルイス 未定 58 六星占術による水星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 浄瑠璃長屋春秋記　雪燈 藤原緋沙子 704

ナルニア国物語 2 C・S・ルイス 未定 59 六星占術による霊合星人の運命[2021年版] 細木かおり 660 駆け込み船宿帖　ぬくもり湯やっこ 澤見　彰 715

天使・雲雀 佐藤亜紀 未定 60 六星占術による運命 開運の箱[2021年版] 細木かおり 4,620 咎人の刻印 蒼月海里 616

政略結婚 高殿　円 未定 61 汚　名 上 M・コナリー 968 蟲愛づる姫君の純潔 宮野美嘉 660

事故調 伊兼源太郎 未定 62 汚　名 下 M・コナリー 968 喪われた少女 R・ヨナソン 880

お江戸やすらぎ飯 芍薬役者 鷹井　伶 未定 63 神の島のこどもたち 中脇初枝 924 明日の世界で星は煌めく 2 ツカサ 未定

ヒストリア 上 池上永一 未定 64 ７人の名探偵 綾辻行人 902 クラスメイトが使い魔になりまして 4 鶴城　東 未定

ヒストリア 下 池上永一 未定 65 本格王2020 結城真一郎 814 育ちざかりの教え子がやけにエモい 2 鈴木大輔 未定

内偵捜査 刑事に向かない女 山邑　圭 未定 66 歴史劇画　大宰相 中曽根康弘の野望 10 さいとう・たかを 1,034 ホラー女優が天才子役に転生しました 鉄　　箱 未定

白き面に、囚わるる 陰陽師・安倍晴明 結城光流 未定 67 Gone Tomorrow（仮） 上 リー・チャイルド 1,100 魔女と猟犬 ｶﾐﾂｷﾚｲﾆｰ 未定

最後の晩ごはん 地下アイドルと筑前煮 椹野道流 未定 68 Gone Tomorrow（仮） 下 リー・チャイルド 1,100 Ｓ＆Ｓ探偵事務所　最終兵器は女王様 福田和代 未定

妖怪の宴　妖怪の匣 京極夏彦 未定 69 永遠の旅人　天地の理 中村ふみ 715 内閣裏官房 安達　瑶 未定

キマイラ 堕天使変 21 夢枕　獏 未定 70 新本格魔法少女りすか 2 西尾維新 770 天を灼く あさのあつこ 未定

怪盗不思議紳士 我孫子武丸 未定 71 空白の家族　警視庁犯罪被害者支援課 7 堂場瞬一 924 必殺闇同心　四匹の殺し屋 黒崎裕一郎 未定

ある晴れた日に、墓じまい 堀川アサコ 未定 72 スター・ウォーズ デレク・コノリー 1,078 はないちもんめ　福と茄子 有馬美季子 未定

天使の牙 新装版 上 大沢在昌 未定 73 大友二階崩れ 赤神　諒 748 残照の剣　風の市兵衛　弐 辻堂　魁 未定

天使の牙 新装版 下 大沢在昌 未定 74 紅のアンデッド　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒 924 頭がよくなる本の読み方 福井義高 未定

うちの執事に願ったならば 9 高里椎奈 未定 75 Cocoon 修羅の目覚め 夏原エヰジ 693 知性だけが武器である 白取春彦 未定

弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇 喜多みどり 未定 76 戦の国 冲方　丁 858 口癖の断捨離 やましたひでこ 未定

高校事変 8 松岡圭祐 未定 77 アンマーとぼくら 有川ひろ 792 新紀元社 中旬 犬神様のお気に召すまま 三萩せんや 715

向島・箱屋の新吉 （仮） 小杉健治 未定 78 本格力 喜国雅彦 1,320 恋の奴隷 （仮） 高遠琉加 759

TURN 東京駅おもてうら交番・堀北恵平 内藤　了 未定 79 喋る男 樋口卓治 660 未　定 名倉和希 759

るんびにの子供 宇佐美まこと 未定 80 講談社文芸文庫 11 ヒナギクのお茶の場合/海に落とした名前 多和田葉子 1,980 つないで イエスかノーか半分か番外篇 4 一穂ミチ 748

バチカン奇跡調査官 王の中の王 藤木　稟 未定 81 上杉謙信 井上鋭夫 1,265 僕が終わってからの話 砂原糖子 792

屍体でも愛してる 大石　圭 未定 82 日本の修史と史学　歴史書の歴史 坂本太郎 1,221 可愛い猫には旅をさせよ　 安西リカ 748

はたらく魔王さま！ 21 和ヶ原聡司 未定 83 ベートーヴェン　巨匠への道 門馬直美 1,221 ゴッホの手紙 小林秀雄 649

落第魔術師を伝説にするまでの果て… 榎本快晴 未定 84 朝鮮仏教史 鎌田茂雄 1,298 信長を生んだ男 霧島兵庫 825

異世界よ、俺が無敵の吸血鬼だ！ 猪野志士 未定 85 ＶＩＰ　流星 高岡ミズミ 792 樽とタタン 中島京子 605

さいはての終末ガールズパッカー 藻野多摩夫 未定 86 炎の侯爵令嬢 火崎　勇 968 カーテンコール！ 加納朋子 737

とある魔術の禁書目録　外典書庫 2 鎌池和馬 未定 87 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？ 2 猫又ぬこ 693 毒母ですが、何か 山口恵以子 737

豚のレバーは加熱しろ（２回目） 逆井卓馬 未定 88 すぐぎゅっとしてくるギャルのお姉さん… 草薙アキ 704 わかって下さい 藤田宜永 693

せかいは今日も冬眠中！ 石崎とも 未定 89 7 ニシキタにゃんこの保育園（仮） 烏丸紫明 704 祇園白川　小堀商店　いのちのレシピ 柏井　壽 825

ストライク・ザ・ブラッド 暁の凱旋 22 三雲岳斗 未定 90 お狐様の異類婚姻譚 （仮） 4 糸森　環 702 深夜特急 トルコ・ギリシャ・地中海 5 沢木耕太郎 649

ダークエルフの森となれ 水瀬葉月 未定 獣人神父の求愛騒動 （仮） 百門一新 702 深夜特急 南ヨーロッパ・ロンドン 6 沢木耕太郎 649

Ｒｅ：スタート！転生新選組 2 春日みかげ 未定 ヘッド・ハンター 大藪春彦 未定 変見自在 トランプ、ウソつかない 髙山正之 605
角川ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾞｯｸ 20 魔域からの脱出 清松みゆき 未定 天涯無限 アルスラーン戦記 田中芳樹 704 天久鷹央の診断カルテ （仮） 知念実希人 649

乙女ゲームの世界で私が悪役令嬢！？ 2 蒼　　月 未定 もののけ騒ぎ （仮） 霜島けい 未定 スクールカースト殺人教室 リベンジ 堀内公太郎 693

弱気ＭＡＸ令嬢なのに、辣腕婚約者様… 小田ヒロ 未定 満月の泥枕 道尾秀介 未定 オニキス 2 古野まほろ 737

悪役令嬢ルートがないなんて、誰が… ぷにちゃん 未定 海馬の尻尾 荻原　浩 未定 君と漕ぐ 3 武田綾乃 649

俺氏、伝説のオーガ皇帝はじめます 氷上慧一 未定 Ｔ島事件 詠坂雄二 未定 笑う死体 マンチェスター市警 J・ノックス 1,045

孤高のはずの天才少女に好かれて… 藍月　要 未定 小鳥冬馬の心像 石川智健 未定 クールな北原くんの右手になった私 純奈こう 550

暇人、魔王の姿で異世界へ 藍　　敦 未定 つぼみ 宮下奈都 未定 欲しがりなオオカミ （仮） 柊　　乃 550

社畜、ヘルモードの異世界でホワイト… 波口まにま 未定 ＫＡＭＩＮＡＲＩ 最東対地 未定 可愛すぎて独占したい （仮） 言ノ葉リン 550

デート・ア・ライブ　アンコール 10 橘　公司 未定 91 ぞぞのむこ 井上　宮 未定 蝶々結び （仮） 夏雪なつめ 704

堕天の狗神 4 石踏一榮 未定 92 ビューティー・ホライズン （仮） 仲野ワタリ 未定 お見合い激愛婚 （仮） 佐倉伊織 704

世界最高の賢者は時の牢獄で最強を… 2 三原みつき 未定 93 殺人現場は雲の上　新装版 東野圭吾 未定 求愛マスカレード （仮） 宝月なごみ 704

異世界でチート能力を手にした俺は現… 6 美　　紅 未定 94 相剋の渦　決定版 勘定吟味役異聞 上田秀人 未定 つれない君に、愛と太陽の花を捧ぐ（仮） 伊月ジュイ 704

スパイ教室 《忘我》のアネット 3 竹　　町 未定 95 迷い鳥　決定版 研ぎ師人情始末 稲葉　稔 未定 私だけの騎士様（仮） 立花美咲 704

たとえば俺が、チャンピオンから王女の… 藍藤　唯 未定 96 春風そよぐ 父子十手捕物日記（仮） 鈴木英治 未定 平凡な私の獣騎士団モフモフライフ（仮） 百門一新 704

１ＬＤＫ、そして２ＪＫ。 3 福山陽士 未定 97 家康の遠き道 岩井三四二 未定 悪役王妃の秘密 （仮） 吉澤紗矢 704

恋愛する気がないので隣の席の女友達… 岬かつみ 未定 110 遠　雷 鬼役（仮） 坂岡　真 未定 ｽﾀｰﾂ出版野いちご 25 オレンジ色の校舎 （仮） 由　　侑 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

金曜日のおつまみごはん （仮） 栗栖ひよ子 660 1 花嫁は一万ポンド Ｌ・ゴードン 550

明日、きみの世界が～ （仮） 此見えこ 660 2 砂漠よりも熱く D・パーマー 550

鳥居坂署の御堂さん （仮） 砂川雨路 660 3 公爵令嬢の恋わずらい C・キャンプ 1,090

龍神様の押しかけ嫁 （仮） 忍　　丸 660 4 バラのざわめき L・ハワード 900 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

Sweet Secret 栢野すばる 704 5 エレノア・オリファントは今日も元気です G・ハニーマン 1,010 11 君主論 マキャベリ 858

はにとらマリッジ 桔梗　楓 704 10代からの論理ノート 「考える」ための… 小野田博一 682 12 現象学の理念 フッサール 858

年上幼なじみの若奥様になりました 葉嶋ナノハ 704 ［小川式］突然英語がペラペラになる… 小川仁志 836 PEACE MAKER 7 皆川亮二 未定

異世界キッチンからこんにちは 2 風見くのえ 704 11 東京カウガール （仮） 小路幸也 792 PEACE MAKER 8 皆川亮二 未定

王太子様の子を産むためには 秋風からこ 704 20 文蔵2020.9 「文蔵」編集部 770 小学館文庫ｺﾐｯｸ版 12 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ 14 森末慎二 968

私は言祝の神子らしい ※ただし監禁中 1 矢島　汐 704 4 龍神的人生がうまくいく講義 小野寺Ｓ一貴 880

のんびりVRMMO記 6 まぐろ猫@恢猫 671 6 アンサングシンデレラ 上 百瀬しのぶ 未定 　　　　　　　　※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。

異世界で怠惰な田舎ライフ。 5 太陽クレハ 671 7 ＳＵＩＴＳ２ 上 蒔田陽平 未定

超越者となったおっさんはマイペース… 1 神尾　優 671 8 タイタニック 上 C・カッスラー 未定

20 居酒屋ぼったくり 11 秋川滝美 737 9 タイタニック 下 C・カッスラー 未定 大垣書店グループ

蹴落とされ聖女は極上王子に拾われる 2 砂　　城 704 # スイム！スイム！スイム！ 五十嵐貴久 770 ■京都市

聖女が脱走したら、溺愛が待っていました 悠月彩香 704 # 遥かに届くきみの聲 大橋崇行 693 北区 　佛教大学店

図説 眠れないほど怖くなる！日本の妖怪 志村有弘 1,210 # イザベルに薔薇を 伊集院静 880 　ビブレ店

世界一 小さい「柱」を 知ってますか 日本語研究会 770 # グレイゴースト 本城雅人 770 中京区 　二条駅店

声に出して読みたい親鸞 齋藤　孝 1,034 # 知られざるわたしの日記 （仮） 南　綾子 693 　烏丸三条店

私はヒトラーの秘書だった T・ユンゲ 1,320 # 劇団42歳♂ 田中兆子 660 　四条店

ドイツ現代史の正しい見方 S・ハフナー 1,100 # 動機探偵 喜多喜久 715 　Kotochika御池店

雨かんむり漢字読本 円満字二郎 792 # 感染シンドローム 初瀬　礼 814 　佛教大学二条キャンパス店

人生が自由自在になる本 ｷｬﾒﾚｵﾝ竹田 770 # 京都寺町三条のホームズ 劇中劇の悲劇 15 望月麻衣 682 左京区 　高野店

50歳からの語彙力・漢字 菅原　圭 748 # 今宵はジビエを召し上がれ 三上康明 682 右京区 　イオンモール京都五条店

リーダー論 覚悟を持って道を示せ 野村克也 748 # 長崎眼鏡橋　カフェよりどころ （仮） 端島　凛 682 　京都ファミリー店

最強の独学術 本山勝寛 770 # 盲目の織姫は後宮で皇帝との恋を紡ぐ 2 小早川真寛 682 西京区 　ブックパル五条店

ポジティブガールの教科書 K・W・ブラウン 770 # 桃尻プリン 草凪　優 748 　ブックパル桂南店

平安・陰陽うた恋ひ小町　言霊の陰陽師 遠藤　遼 770 # むらむらマンション 橘　真児 737 下京区 　京都本店

ラストスタンド　感染領域 2 くろきすがや 715 # はぐれ長屋の用心棒 遠い面影 49 鳥羽　亮 682 　京都駅ビル ザ・キューブ店

５分でときめく！　意外な恋の物語 『このミス』編 748 # 照れ降れ長屋風聞帖 濁り鮒 〈新装版〉 8 坂岡　真 715 　髙島屋店
竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 11 The Elusive Wife （原題） C・ハットン 1,210 # 大富豪同心 タイトル未定 25 幡　大介 715 　京都ヨドバシ店

5 艶めき商店街 ＜新装版＞ （仮） 北條拓人 726 # おれは一万石 商武の絆（仮） 14 千野隆司 682 南区 　イオンモールKYOTO店

11 おねだり民宿 （仮） 美野　晶 726 # 神田まないたお勝手帖 八重ちらし 4 槇あおい 682 　イオンモール京都桂川店

17 豊熟の柔肌 （仮） 庵乃音人 726 # じゃりン子チエ 9 はるき悦巳 880 伏見区 　醍醐店

寡黙な公爵は純愛を貫く すずね凜 880 # モンスターのご主人様 16 日暮眠都 671 　伏見店

皇帝陛下のスキャンダル☆ベイビー （仮） 藍杜　雫 880 # 席替えから始まるハイスペック陰キャの… 1 城之内 660 山科区 　ブックパル文苑 山科店

竹ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 11 海に眠る真珠 （仮） 月乃ひかり 880 # 宝くじで40億当たったんだけど異世界… 12 すずの木くろ 682

怪談社ベストセレクション （仮） 伊計　翼 715 # いじわるな義兄にいびられると思ったら… 臣　　桜 784 ■京都府

琉球奇譚 （仮） 4 小原　猛 715 # 皇帝陛下は御厨の華を喰らう 北條三日月 784 亀岡市 　亀岡店

ごまだんごの怪奇なチャンネル （仮） ごまだんご 715 # 名門女子校生メイド （仮） 深山幽谷 814

怪談天中殺 （仮） 幽木武彦 715 # 僕の家政婦さん　母×娘　同居ハーレム 綾野　馨 791 ■大阪府

社畜怪談 （仮） 久田樹生　 715 # ときめき修学旅行 （仮） 露峰　翠 776 高槻市 　高槻店

12 変身／オーバードーズ 草上　仁 1,100 # 素人告白スペシャル　ご近所奥様の恥態 素人投稿編 776 豊中市 　豊中緑丘店

女子高生探偵ｼｬｰﾛｯﾄ･ﾎｰﾑｽﾞ最後の挨拶 上 B・ｶｳﾞｧｯﾗｰﾛ 792 # 二見ｻﾞ･ﾐｽﾃﾘ 21 ザ・ヴァニッシング （原題） J・アン・クレンツ 1,298 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

女子高生探偵ｼｬｰﾛｯﾄ･ﾎｰﾑｽﾞ最後の挨拶 下 B・ｶｳﾞｧｯﾗｰﾛ 792 # アルファの執愛 ゆりの菜櫻 693 箕面市 　デューク書店　

28 禁惑の夜 （仮） 霧原一輝 737 # モフリーノ先生とないしょのなつやすみ かわい恋 693

異形の未来　現代マンガ選集 中野晴行 880 # ミルクとダイヤモンド 弓月あや 693 ■兵庫県

思い立ったら隠居 週休5日の快適生活 大原扁理 814 # 剣客大名　柳生俊平 16 麻倉一矢 724 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

私の箱子 一青　妙 880 # 大江戸けったい長屋 2 沖田正午 724 　プリコ神戸店

飛田残月 黒岩重吾 858 # 目利き芳斎　事件帖 二階の先生（仮） 1 井伊和継 724

落語を聴いて面白くなかった人へ 頭木弘樹 946 # 老人よ、淫気を抱け （仮） 睦月影郎 776 ■滋賀県

近代日本思想選　九鬼周造 田中久文 1,870 # 既婚者だからヤレること （仮） 蒼井凜花 776 大津市 　フォレオ大津一里山店

アレクサンドロス大王物語 カリステネス 1,650 # ※ここから先は有料です！（仮） 兎山もなか 未定

新版　数学プレイ・マップ 森　　毅 1,320 # 恋愛カウンセリング （仮） 水城のあ 未定 ■静岡県

ありえないことが現実になるとき J・P・デュピュイ 1,650 # 甘い恋人 （仮） 七福さゆり 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

夜に迷って 赤川次郎 748 # 【完全版】美臀おんな剣士・美冬（仮） 御堂　乱 未定

お腹召しませ 浅田次郎 638 # 七大肛姦【人妻拷問実験】 （仮） 結城彩雨 未定 ■岐阜県

女誡扇綺譚 佐藤春夫 1,100 # 騎士王さまと甘恋旅行（仮） 2 蒼磨　奏 未定 岐阜市 　岐阜髙島屋店

サド侯爵の生涯 新版 澁澤龍彦 1,540 # はねっかえり令嬢、堅物騎士の花嫁に… 花菱ななみ 未定

宇宙からの帰還 新版 立花　隆 946 # 好きな人に惚れ薬を飲まされました。 （仮） 月神サキ 未定 ■広島県

檀流クッキング入門日記 檀　晴子 880 # 今日から可愛い後輩ちゃんのペットに… 烏川さいか 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

ぱりとろ秋の玉手箱 高田在子 770 # エルフが孕み薬を依頼してきたので、全力… 肥前文俊 未定

事件の予兆 文芸ミステリ短篇集 中央公論新社 880 # 僕には調教志願（エロエロぐいぐい）な… 青橋由高 未定 ■北海道

ぼくが戦争に行くとき 寺山修司 946 # 三穴奴隷 義母、義姉、女子学生を… 夏月　燐 未定 札幌市 　マルヤマクラス店

被　匿 刑事・鳴沢了 堂場瞬一 935 # 独り占めしてください（仮） 鷹羽　真 未定 　東光ストア円山店

疾風に折れぬ花あり 上 中村彰彦 990 # 二人っきり【ほしがり義母と僕】 （仮） 美原春人 未定 　東光ストア行啓通店

疾風に折れぬ花あり 下 中村彰彦 990 # 薔薇と蛇 美人弁護士と女探偵、牝堕ち 夢野乱月 未定

パリ・東京殺人ルート 新装版 西村京太郎 682 # 夢の婿入り 妻の母が夜這いしてきます 鏡　龍樹 未定

演劇入門 増補版 福田恆存 1,100 # 新妻拷問檻【奈落の14日間】 （仮） 舞条　弦 未定

一杯のおいしい紅茶 J・オーウェル 946 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 11 エリート王子が専属ご指名 髙月まつり 750

園芸家12カ月 新装版 K・チャペック 770 # つかまり屋 千野修市 770

密室と奇蹟 芦辺　拓 1,320 # アポカリプスの花 黒淵　晶 682

死の快走船 大阪圭吉 1,056 # 生殺人映画 猟犬稼業 南　英男 836

短編ミステリの二百年 3 ｴﾘﾝ､ﾏｸﾛｲ 1,540 # 殺されざる者 鳴海　丈 836

悪女の品格 辻堂ゆめ 836 # ガーデン 千早　茜 693

ニャン氏の憂鬱 松尾由美 836 悪左府の女 伊東　潤 979

苦悩する男 上 H・マンケル 1,320 送り火 高橋弘希 682

苦悩する男 下 H・マンケル 1,320 偽久蔵　新・秋山久蔵御用控 8 藤井邦夫 748

指差す標識の事例 上 E・ペアーズ 1,386 寝台特急「ゆうづる」の女　クラシックス 西村京太郎 836

指差す標識の事例 下 E・ペアーズ 1,386 お局美智　経理女子の特命調査 明日乃 814

12 ウォーシップ・ガール （仮） G・Ｌ・パウエル 1,320 # 泣き虫弱虫諸葛孔明　第伍部 酒見賢一 1,430

31 ランドスケープと夏の定理 高島雄哉 924 # 贄門島 上 内田康夫 814

誰？ 明野照葉 847 # 贄門島 下 内田康夫 814

鬼の首を奪れ 倉阪鬼一郎 770 # 姥捨ノ郷　居眠り磐音 決定版 35 佐伯泰英 803

沈黙の追跡者 笹沢左保 700 # 紀伊ノ変　居眠り磐音 決定版 36 佐伯泰英 803

平戸から来た男 西村京太郎 748 # ユニクロ潜入一年 横田増生 946

耀蔵動く 牧　秀彦 748 # 続々・怪談和尚の京都怪奇譚 三木大雲 704

癌病船 西村寿行 792 # 文藝春秋学芸 5 特攻の思想　大西瀧治郎伝 草柳太蔵 1,430

恋に無縁なんてありえるか （仮） 秀香穂里 660 # お知らせ：最強魔王はダンジョン経営で… 2 坂本一馬 681

小説家先生の犬と春 砂原糖子 660 # 覇逆のドラグーン 2 榊　一郎 681

獣の王子 （仮） 渡海奈穂 660 # 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女 21 鷹山誠一 681

イラッとさせない話し方 梶原しげる 880 # 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだ… 11 手島史詞 681

企画は、ひと言。  石田章洋 880 # 魔界帰りの劣等能力者 4 たすろう 681

ブロックチェーン革命［新版］ 野口悠紀雄 990 # 精霊幻想記 17 北山結莉 681

知らないと損する経済とおかねの超基本… 大江英樹 880 # クロの戦記 4 サイトウアユム 681
早川ｸﾘｽﾃｨｰ文庫 20 ポケットにライ麦を〔新訳版〕 A・クリスティー 990 # 最強魔法師の隠遁計画 11 イズシロ 681

5 十戒の《マシン》船 P・グリーゼ 748 # 最弱無能が玉座へ至る 1 坂石遊作 681

夢見者カッツェンカット クルト・マール 748 # 吉原水上遊郭　まやかし婚姻譚 一色美雨季 726

伝説の艦隊 〈コンスティテューション〉 1 ニック・ウェブ 1,100 # さよならノーチラス 優衣羽 726

宇宙【そら】へ 上 M・R・コワル 880 # 跡を消す 前川ほまれ 770

宇宙【そら】へ 下 M・R・コワル 880 # 臆病同心もののけ退治 田中啓文 770

7 悪魔道人　影がゆく 2 稲葉博一 968 # マイクロマガジン社 20 陰陽師と天狗眼 歌峰由子 759

アメリカン・ブッダ 柴田勝家 1,100 # 幸せが授かる　日本の神様事典 CR&LF研究所 1,078

星系出雲の兵站―遠征― 5 林　譲治 924 # 「献立」と「段取り」 渡辺有子 1,023

憎悪人間は怒らない 上遠野浩平 682 # あやかしトリオのごはんとお酒と珍道中！ 桔梗　楓 748

ハンターキラー　最後の任務 上 J・ウォーレス 990 # 自分を人間だと思っているレッサーパンダ… 鳩見すた 748

ハンターキラー　最後の任務 下 J・ウォーレス 990 # 心理戦にちょっとだけ強くなる本 内藤誼人 未定

三分間の空隙【くうげき】 上 A・ルースルンド 1,100 # 大人の気くばり練習ノート （仮） 吉原珠央 未定

三分間の空隙【くうげき】 下 A・ルースルンド 1,100 # アドラー流　自分をHAPPYにする励まし方 岩井俊憲 未定

早川文庫NF 5 なぜ今、仏教なのか ロバート・ライト 880 # 読むだけでやせる女医の言葉 （仮） 浅原哲子 未定

原書房 5 コクと深みの名推理 18 クレオ・コイル 1,320 # 血流をよくすれば、不調は消えていく （仮） 大島宏明 未定

3 征服王の略奪花嫁 すずね凜 715 # 「知識」と「ひらめき力」がいっきに身につく QuizKnock 未定

あの暑い夏の日に C・ジョージ 550 # 人生100年を「不安ゼロ」で生きる法 倉園佳三 未定

スペインのシンデレラ リン・グレアム 550 # 知れば知るほど得する領収証の本 出口秀樹 未定
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■ドラマタイトル：『半沢直樹』

■出演：堺 雅人/上戸 彩/及川光博/片岡愛之助/賀来賢人

今田美桜/池田成志/北大路欣也

■原作：『半沢直樹3ロスジェネの逆襲』

『半沢直樹4銀翼のイカロス』 講談社文庫

■著：池井戸潤

■2020年7月19日（日）21:00スタート TBS系

■脚本：丑尾健太郎

■演出：福澤克雄

■製作：TBS

大仕事を片付けるも出向の憂き目にあう半沢直樹。子会社・東京セントラル証券で
の初仕事は、大きな収益が見込まれるＩＴ企業の買収案件だった。しかしそれを小
狡く横取りに来たのは、まさかの親会社・東京中央銀行だった。世の中以上に、会
社をアテにできないピンチ連続の半沢は、若い部下らと奴らに何倍返しできるの
か？

■映画タイトル：『罪の声』

■出演：小栗旬/星野源/市川実日子/梶目衣子/宇崎竜童 他

■原作：『罪の声』 講談社文庫

■著：塩田武士

■2020年 秋公開予定

■監督：土井裕康

■脚本：野木亜紀子

■配給：東宝

新聞記者の阿久津英士は、昭和最大の未解決事件を追う特別企画班に選ばれ、

残された証拠を元に取材を重ねる毎日を過ごしていた。そして30年以上前の事件

の真相を追い求める中で、どうしても気になることがあった。なぜ犯人グループは、

脅迫テープに3人の子どもの声を吹き込んだのか・・・・・。

京都でテーラーを営む曽根俊也は、父の遺品の中にカセットテープを見つける。何

となく気に掛かり再生すると聞こえてきたのは、幼いころの自分の声。それは30年

以上前に複数の企業を脅迫して、日本中を震撼させた昭和最大の未解決事件で犯

行グループが使用した脅迫テープと全く同じ声だった！やがて運命に導かれるよう

に2人は出会い、ある大きな決断へと向かう・・・・・。
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