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信長研究の最前線（仮） 日本史研究会 880 1 魔王の右腕になったので原作改悪します 2 木　　村 未定 光文社 知恵の森 8 まだまだ知られていない信長の真実 （仮） 渡邊大門 未定

うたの動物記 小池　光 726 2 お伽話のつづき、はじめました。 6 汐邑　雛 未定 東海道快速便　十万両を守れ！ （仮） 麻倉一矢 715

江戸旨いもの尽くし （仮） 今井絵美子 968 3 王太子殿下は後宮に占い師をご所望です 夢見るライオン 未定 特命！　重蔵組 （仮） 山田　剛 715

461個のおべんとう 丸山　智 770 4 身代わり聖女は、皇帝陛下の求婚に… 汐邑　雛 未定 最強同心　剣之介 5 早見　俊 715

風のかたみ 葉室　麟 814 5 KADOKAWAアリス 15 Ａ３！ Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔｅｓｔ　Ｊｏｕｒｎｅｙ ト　　ム 847 秘剣の名医 蘭方検死医 沢村伊織 6 永井義男 715

病　巣 巨大電機産業が消滅する日 江上　剛 990 6 角川ファミ通文庫 30 魔力ゼロだけど伝説の大魔法使いの… 三門鉄狼 未定 特選　近親相姦　母と息子 （仮） 白書編集部 715

相棒　ｓｅａｓｏｎ18 上 碇　卯人 990 7 堕天の狗神ハイスクールD×D Universe 4 石踏一榮 未定 帝国大海戦 1 伊吹秀明 715

偽　王 （仮） 春日部こみと 770 8 ジョブホッパーの魔導譚 2 フェアリーP 未定 悪役令嬢に転生したら姐さんと呼ばれて… 鳴澤うた 715

不埒な復讐者 （仮） 鳥下ビニール 770 9 神々に育てられしもの、最強となる 4 羽田遼亮 未定 断罪イベ回避のために、悪役令嬢から… 夢咲まゆ 715

ゼロからわかる英雄伝説　中世～近世 かみゆ歴史編 770 10 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界… 10 細音　啓 未定 私は組長の息子でした 若井凡人 713

ゼロからわかる英雄伝説　古代ローマ かみゆ歴史編 770 11 ロクでなし魔術講師と追想日誌 7 羊太郎 未定 教科書には載っていない！戦国時代の大誤解 熊谷充晃 730

岡本太郎の見た日本 赤坂憲雄 未定 12 たとえば俺が、チャンピオンから王女… 2 藍藤　唯 未定 9 北鎌倉の豆だぬき （仮） 和泉　桂 748

石の肺 僕のアスベスト履歴書 佐伯一麦 未定 13 魔王が如く 絶対強者の極道魔王、… なめこ印 未定 花嫁は秘色に弄される 水瀬結月 770

冬の蕾 ベアテ・シロタと女性の権利 樹村みのり　 未定 14 一億年ボタンを連打した俺は気付いた… 5 月島秀一 未定 スパダリ社長に拾われました 安曇ひかる 770

詩人・菅原道真 うつしの美学 大岡　信 未定 15 人工痴能と始める人生デバッグ入門 霧山よん 未定 未　定 御厨　翠 754

源氏物語 早蕨―浮舟 8 柳井　滋 未定 16 異世界で最強の装備は、全裸でした 初美陽一 未定 溺愛禁止 （仮） 天ヶ森雀 754

精神分析の四基本概念 下 ジャック・ラカン 未定 17 人生∞周目の精霊使い 師走トオル 未定 5 君にそばにいて欲しい 2 井上美珠 831

戦艦十二隻 小林昌信 1,012 18 富士見Ｌ文庫 15 彩柏寺の神様見習いたち 時田とおる 未定 17 未　定 橘かおる 831

未　定 未　　定 未定 19 レッドスワンの混沌 赤羽高校サッカー部 綾崎　隼 未定 野球盲導犬チビの告白 井上ひさし 1,100

三島由紀夫 楯の会事件 岡村　青 968 20 座敷童子の代理人 8 仁科裕貴 未定 彼方の友へ 伊吹有喜 847

未　定 未　　定 未定 21 王立士官学校の秘密の少女 森山光太郎 未定 きずな水　人情料理わん屋 倉阪鬼一郎 748

未　定 未　　定 未定 22 愛に殺された僕たちは （仮） 野宮　有 未定 極道刑事　キングメーカーの野望 沢里裕二 748

踊る星降るレネシクル 7 裕時悠示 990 23 大凶ちゃんと太陽くん 星奏なつめ 未定 崩れる脳を抱きしめて 知念実希人 770

きみって私のこと好きなんでしょ？ 2 望　公太 737 24 異常心理犯罪捜査官・氷膳莉花 久住四季 未定 1934年の地図 堂場瞬一 880

ゴブリンスレイヤー 13 蝸牛くも 792 25 宮廷医の娘 （仮） 2 冬馬　倫 未定 相勤者　浅草機動捜査隊 鳴海　章 792

僕の軍師は、スカートが短すぎる 七条　剛 737 26 たそがれ御堂筋　バー堂島 2 吉村喜彦 638 二つの首相暗殺計画 西村京太郎 770

きれいなお姉さんに養われたくない男… 3 柚本悠斗 737 27 希望　熱血一刀流 3 岡本さとる 682 ぐるぐる博物館 三浦しをん 748

厳しい女上司が高校生に戻ったら俺に… 1 徳山銀次郎 737 28 一膳めし屋丸九 4 中島久枝 726 緑の庭で寝ころんで　完全版 宮下奈都 825

ダンジョンに出会いを求めるのは間違… 16 大森藤ノ 792 29 寒紅と恋　小間もの丸藤看板姉妹 3 宮本紀子 748 くちぶえカルテット モノカキ・アエル 748

家族ならいっしょに住んでも問題ないよね 2 高木幸一 737 30 30 立つ鳥の舞　くらまし屋稼業 今村翔吾 726 猫は神さまの贈り物＜小説編＞ 星　新一 836

婚約破棄されてから聖女の力が覚醒… 1 少年ユウシャ 未定 31 メモリーを消すまで 山田悠介 979 死神と道連れ　怪異名所巡り （仮） 9 赤川次郎 未定

Ｄ級冒険者の俺なぜか勇者パーティー… 1 白青虎猫 未定 32 婆沙羅/室町少年倶楽部 傑作選　室町篇 山田風太郎 1,320 腐れ梅 （仮） 澤田瞳子 未定

最凶の支援職話術士である俺は世界… 2 じゃき 未定 33 日本書紀が抹殺した　古代史謎の真相 関　裕二 968 東京日記３＋４ ナマズの幸運。（仮） 川上弘美 未定

月50万もらっても生き甲斐のない隣の… 2 黄波戸井ｼｮｳﾘ 未定 34 魚の水（ニョクマム）はおいしい 開高　健 968 「若見え」の呪い （仮） 地曳いく子 未定

ひとりぼっちの異世界攻略　ｌｉｆｅ．5 五示正司 未定 35 し　き 町屋良平 792 辺境の怪書、歴史の驚書 （仮） 高野秀行 未定

黒の召喚士 竜王の加護 13 迷井豆腐 未定 36 ぴぷる 原田まりる 858 下町やぶさか診療所　いのちの約束 （仮） 池永　陽 未定

探偵くんと鋭い山田さん 2 玩具堂 未定 37 知っておきたい日本の神様 武光　誠 792 みんなで一人旅 （仮） 遠藤彩見 未定

転生ごときで逃げられるとでも、兄さん？ 2 紙城境介 未定 38 ＦＡＣＴがわかる（仮） ビジネス研究班 792 地下芸人 （仮） おぎぬまＸ 未定

今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。（仮） 3 涼暮　皐 未定 39 思わず興奮する！（仮） 玉造　潤 792 東京藝大　仏さま研究室 （仮） 樹原アンミツ 未定

七人の魔剣姫とゼロの騎士団 川田両悟 未定 40 宿命と真実の炎 貫井徳郎 未定 和三郎江戸修業　愛憐 （仮） 高橋三千綱 未定

自称Ｆランクのお兄さまがゲームで評価… 10 三河ごーすと 未定 41 探偵少女アリサの事件簿 東川篤哉 未定 風に吹かれて旅の酒 （仮） 太田和彦 未定

僕のカノジョ先生 8 鏡　　遊 未定 42 引火点　組織犯罪対策部マネロン室 笹本稜平 未定 「不屈の冒険魂」 雑用積み上げ最強へ。 漂　　鳥 未定

劇場版ハイスクール・フリート（仮） 姫ノ木あく 未定 43 明日なき暴走 歌野晶午 未定 スキルトレーダー【技能交換】 伏（龍） 未定

ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生編 3 衣笠彰梧 未定 44 家　康 4 安部龍太郎 未定 『ショップ』スキルさえあれば、ダンジョン化… 十本スイ 未定

サイレントウィッチーズ 4 築地俊彦 770 45 秘録・公安調査庁　アンダーカバー 麻生　幾 未定 コキ使われて追放された元Ｓランクパーティ… LA軍 未定

フリーライフ　～異世界何でも屋奮闘記～ 9 気がつけば毛玉 未定 46 殺人依存症 櫛木理宇 未定 ホテルクラシカル猫番館（仮） 小湊悠貴 未定

戦翼のシグルドリーヴァ Ｓａｋｕｒａ 長月達平 未定 47 辻宮朔の心裏と真理 織守きょうや 未定 神招きの庭 五色の矢は嵐つらぬく（仮） 奥乃桜子 未定

魔王学園の反逆者 4 久慈マサムネ 未定 48 寄生リピート 清水カルマ 未定 新米占い師はそこそこ当たる （仮） きりしま志帆 未定

あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメ… 2 桜目禅斗 未定 49 メガバンク最後通牒 執行役員・二瓶正平 波多野聖 未定 たとえあなたが骨になっても（仮） 菱川さかく 未定

会社員とＪＫ、お隣さん歴１年目。 ナナシまる 未定 50 またもや片想い探偵　追掛日菜子 辻堂ゆめ 未定 一等星の恋 中澤日菜子 781

天才美少女な幼馴染のくせに、なんで… 五木友人 未定 51 人類滅亡小説 山田宗樹 未定 ジゼル 秋吉理香子 880

方法文学 世界名作選 松岡正剛 未定 52 幼なじみ甘やかしロジック 間之あまの 693 私はあなたの記憶のなかに 角田光代 770

有職装束の魅力 詳説 未　　定 未定 53 初恋契約 御曹司養成所 夢乃咲実 693 私はスカーレット 3 林真理子 660

読書と人生 寺田寅彦 未定 54 風の神とびいどろの歌声 安曇ひかる 726 十津川警部　殺しはトロッコ列車で 西村京太郎 704

幕末武家の回想録 未　　定 未定 55 さよならは言わせない 真崎ひかる 693 「ななつ星」九州をゆく 一志治夫 880

論　語 上 未　　定 未定 56 子煩悩な旦那さんと恋色弁当 伊郷ルウ 693 逆説の日本史 明治揺藍編 23 井沢元彦 946

論　語 下 未　　定 未定 57 アマゾンの料理人 太田哲雄 715 若殿八方破れ 木曽の神隠し 2 鈴木英治 737

やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 2 永瀬さらさ 未定 58 不機嫌な婚活 安本由佳 770 たまもかる　万葉集歌解き譚 篠　綾子 759

世界で一番甘い毒 たちばな立花 未定 59 師　弟 野村克也 704 付添い屋・六平太　猫又の巻　 祟られ女 金子成人 693

しがない転生令嬢は平穏に暮らしたい タイラ 未定 60 翼竜館の宝石商人 高野史緒 770 札幌夜パフェ「紅うさぎ」の裏メニュー 浅水ハヅキ 594

新訳　リア王 シェイクスピア 未定 61 地下鉄に乗って　新装版 浅田次郎 792 猫に嫁入り ～黄泉路横町の縁結び～ 沖田　円 704

エチュード春一番 第一曲 荻原規子 未定 62 さいとう市立さいとう高校野球部 あさのあつこ 770 魔女と猟犬 ｶﾐﾂｷﾚｲﾆｰ 704

モンスターと食卓を 2 椹野道流 未定 63 江戸は浅草 （仮） 3 知野みさき 748 友人キャラは大変ですか？ 10 伊達　康 660

わが家は祇園の拝み屋さん 13 望月麻衣 未定 64 高倉健　七つの顔を隠し続けた男 森　　功 726 襲大鳳 羽州ぼろ鳶組 下 今村翔吾 未定

丸の内で就職したら幽霊物件担当でした 8 竹村優希 未定 65 いのち 瀬戸内寂聴 704 天使のアイディア 青柳碧人 未定

ＦＡＫＥな日本 森　達也 未定 66 十津川警部　山手線の恋人 西村京太郎 704 ＴＡＣネームアリス　地の果てから来た怪物 上 夏見正隆 未定

本　性 伊岡　瞬 未定 67 公家武者　信平 （仮） 9 佐々木裕一 726 ＴＡＣネームアリス　地の果てから来た怪物 下 夏見正隆 未定

雨にも負けず 小説ITベンチャー 高杉　良 未定 68 静かに、ねぇ、静かに 本谷有希子 649 波濤の城 五十嵐貴久 未定

革命テーラー 川瀬七緒 未定 69 ハゲタカ シンドローム 5 真山　仁 1,100 ランチ酒 原田ひ香 未定

平成ストライク 未　　定 未定 70 ハゲタカ シンドローム 5 真山　仁 1,078 Ｓ＆Ｓ探偵事務所　いつか夜は明けても 福田和代 未定

天使の爪 新装版 上 大沢在昌 未定 71 狐のちょうちん　信平　オリジナル （仮） 1 佐々木裕一 814 人殺しの血 草凪　優 未定

天使の爪 新装版 下 大沢在昌 未定 72 図書室で暮らしたい 辻村深月 726 Ｓｈｅｌｔｅｒ（新装版） 近藤史恵 未定

雲神様の箱 名もなき王の進軍 円堂豆子 792 73 忌物堂鬼談 三津田信三 748 霧に溶ける 笹沢左保 未定

早替わりの音次郎 よんどころない事件簿 吉橋通夫 未定 74 講談社文芸文庫 12 数奇伝 田岡嶺雲 1,980 白菊の声　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉建治 未定

私立シードゥス学院 小さな紳士の名推理 高里椎奈 未定 75 魂から心へ　心理学の誕生 E・S・リード 1,672 剣鬼攻防　介錯人　父子斬日譚 鳥羽　亮 未定

笑え、シャイロック 中山七里 未定 76 メルロ＝ポンティ　可逆性 鷲田清一 1,386 人を乞う あさのあつこ 未定

暗殺者、野風 川中島を駆ける 武内　涼 未定 77 中国の歴史 神話から歴史へ 1 宮本一夫 1,485 必殺闇同心　娘供養 黒崎裕一郎 未定

つれづれノート （仮） 38 銀色夏生 未定 78 中国の歴史 都市国家から中華へ 2 平勢隆郎 1,705 継承のとき　新・軍鶏侍 野口　卓 未定

ドアの向こうに 黒川博行 未定 79 僧侶と海商たちの東シナ海 榎本　渉 1,298 結びの甘芋　読売屋お吉甘味帖 五十嵐佳子 未定

７月７日の奇跡 喜多嶋隆 未定 80 「民都」大阪対「帝都」東京 原　武史 1,331 斎藤一人　男を上げる女　女を上げる男 斎藤一人 未定

向日葵のある台所 秋川滝美 未定 81 白衣をまとう守護者 春原いずみ 935 日本人は何を考えてきたのか 齋藤　孝 未定

高校事変 9 松岡圭祐 未定 82 凍った恋の溶かしかた 藍生　有 880 ホンネを隠すと仕事はうまくいく 内藤誼人 未定

水神様がお呼びです 佐々木匙 未定 83 愚者たちの輪舞曲　欧州妖異譚 24 篠原美季 792 医者いらず、老いしらず 三石　巌 未定

浪花千栄子 青山　誠 未定 84 勇者になりたい魔人の冒険 箕崎　准 726 終末少女たち、または恋愛心中論 糸森　環 902

2 小説　ドラマ恐怖新聞 乙　　一 未定 85 それでも、好きだと言えない 赤月カケヤ 726 獣はかくして交わる 沙野風結子 748

23 おどろしの森 滝川さり 未定 86 失恋後、険悪だった幼なじみが砂糖… 七烏未奏 704 悪党のロマンス　 彩東あやね 748

風帝に捧げる純情花嫁 貫井ひつじ 未定 87 死者と言葉を交わすなかれ 森川智喜 814 運命の逆流 ソナンと空人 沢村　凜 737

もふもふ狼王の寵愛花嫁 真崎ひかる 未定 88 九重家献立暦 白川紺子 726 紅く照る丘 ソナンと空人 沢村　凜 649

角川ｼﾞｭｴﾙ文庫 1 狂　獣 冷酷なる執着愛 御厨　翠 未定 89 壁の花令嬢のおかしな結婚 柏　てん 702 か「」く「」し「」ご「」と「 住野よる 693

異世界の底辺料理人は絶頂調味料で… 未　　定 未定 90 竜騎士のお気に入り 8 織川あさぎ 702 妻は忘れない 矢樹　純 649

安達としまむら 9 入間人間 未定 もののけ騒ぎ（仮） 霜島けい 未定 手長姫・英霊の声 新選傑作短篇集 三島由紀夫 649

メイジアン・カンパニー 佐島　勤 未定 乱癒えず 新・吉原裏同心抄（仮） 佐伯泰英 未定 文豪ナビ　司馬遼太郎 新潮文庫 605

女子高生声優・橋本ゆすらの攻略法 浅月そら 未定 シネマコンプレックス 畑野智美 未定 小説イタリア・ルネサンス フィレンツェ 2 塩野七生 990

ねえ、もっかい寝よ？ 未　　定 未定 諦めない女 桂　望実 未定 高校生ワーキングプア NHK取材班 605

オーバーライト -クリスマス・ウォーズの炎 2 池田明季哉 未定 銀幕のメッセージ 鯨統一郎 未定 ヴェネツィア便り 北村　薫 693

女子高生同士がまた恋に落ちるかも… 2 杜奏みなや 未定 隠蔽人類 鳥飼否宇 未定 へんろ宿 藤原緋沙子 649

幼なじみが絶対に負けないラブコメ 5 二丸修一 未定 ＳＣＩＳ 天才科学者・最上友紀子の挑戦 3 中村　啓 未定 それでも、貴方は回すのか （仮） 紙木織々 693

午後九時、ベランダ越しの女神先輩は… 岩田洋季 未定 りら荘事件　増補版 鮎川哲也 未定 宇宙ラテを探す放課後 （仮） 中西　鼎 693

バケモノたちが嘯く頃に 竜騎士07 未定 回廊亭殺人事件　新装版 東野圭吾 未定 俺のことだけ考えてて。 （仮） 天瀬ふゆ 550

魔力を統べる、破壊の王と全能少女 2 手水鉢直樹 未定 暁光の断　決定版 勘定吟味役異聞 上田秀人 未定 総長さま、溺愛中につき。番外編集 （仮） ＊あいら＊ 550

魔王学院の不適合者 8 秋 未定 107 おしどり夫婦　決定版 研ぎ師人情始末 稲葉　稔 未定 クラスメイトは婚約者 （仮） SAKU 550

アポカリプス・ウィッチ 3 鎌池和馬 未定 108 蒼い月 父子十手捕物日記 鈴木英治 未定 御曹司の策略と偽りフィアンセ （仮） 惣領莉沙 704

君が、仲間を殺した数 有象利路 未定 109 氷の牙　決定版 八丁堀つむじ風 和久田正明 未定 ひかれ愛 （仮） 滝井みらん 704

角川ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾞｯｸ 17 放浪貴公子のはてしない家路 杉浦武夫 未定 110 光文社 古典新訳 8 現代の英雄 レールモントフ 未定 お見合いしたつもりはありません！ （仮） 皐月なおみ 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

蜜月政略結婚 （仮） 砂川雨路 704 1 1 ダーティペアの大跳躍 高千穂遙 836

恋に恋したっていいじゃない！ （仮） 田崎くるみ 704 2 吉原美味草紙　懐かしのだご汁 出水千春 792

転生ナースは異世界でゆるゆる過ごしたい 真　　彩 704 3 オランダ宿の娘 葉室　麟 770

10 絶対に逃がしてやらない （仮） 紅カオル 704 4 姉さま河岸見世相談処 志坂　圭 748 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

極上の結婚 （仮） 白石さよ 660 5 ハヤカワ文庫ＮＶ 1 毒花を抱く女 R・B・A・ｲｴﾝﾅｽ 1,210 ＴｏＬＯＶＥるダークネス 1 矢吹健太朗 未定

明治蜜恋浪漫 （仮） 佐倉伊織 660 ハヤカワ文庫ＨＭ 15 ガン・ストリート・ガール E・マッキンティ 1,210 ＴｏＬＯＶＥるダークネス 2 矢吹健太朗 未定

屋上前で、また君と （仮） 加賀美真也 660 ハヤカワ文庫ＮＦ 1 アレックスと私 A・Ｍ・ﾍﾞﾊﾞｰﾊﾞｰｸﾞ 880 小学館 ｺﾐｯｸ版 15 ガンバ！Ｆｌｙ　ｈｉｇｈ　 16 森末慎二 968

鬼の花嫁は愛されたい （仮） 夢羽音 660 ハヤカワｅｐｉ文庫 15 地下鉄道 C・ﾎﾜｲﾄﾍｯﾄﾞ 990

ｽﾀｰﾂ出版野いちご 26 あんた、バカだろ （仮） ☆*ココロ 660 クリスティー文庫 15 葬儀を終えて〔新訳版〕 A・クリスティー 1,100 　　　　　　　　※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。

愛され上手は程遠い！？ 雪兎ざっく 704 原書房 7 チョコ職人と書店主の事件簿 1 C・アーロン 1,012

婚約破棄から始まるふたりの恋愛事情 葉嶋ナノハ 704 6 遅すぎた初恋 D・パーマー 660 大垣書店グループ

辣腕上司の甘やかな恋罠 綾瀬麻結 704 7 幸せに続く道 P・ジョーダン 550 ■京都市

追放された最強聖女は街でスローライフ… 2 やしろ慧 704 8 こわれかけた愛 H・ビアンチン 550 北区 　佛教大学店

妃は陛下の幸せを望む 1 池中織奈 704 9 美しき誤解 アン・メイザー 550 　ビブレ店

緑の魔法と香りの使い手 1 兎希メグ 704 # 狂獅子陛下と猫かぶり姫の、なんて… 藍井　恵 715 中京区 　二条駅店

超越者となったおっさんはマイペースに… 2 神尾　優 671 # 胸さわぎのバケーション R・フォスター 1,030 　烏丸三条店

魔物をお手入れしたら懐かれました 3 羽智遊紀 671 # 妄　執 E・スピンドラー 1,030 　四条店

魔法学校の落ちこぼれ 5 梨　　香 671 # 磯野家の相続 （仮） 長谷川裕雅 880 　Kotochika御池店

23 深川 悪女の深情け（仮） （仮）みお 737 # この漢字が読めますか？ （仮） 加納喜光 902 　佛教大学二条キャンパス店

29 聖獣様に心臓と身体を狙われています。 富樫聖夜 704 # 寝てもとれない疲れをとる本 （仮） 中根　一 814 左京区 　高野店

語彙力がどんどん身につく　語源ノート 話題の達人 1,100 # 「悪知恵」のすすめ （仮） 鹿島　茂 858 右京区 　イオンモール京都五条店

世界は「経済危機」をどう乗り越えたか 島崎　晋 792 # PHP文芸文庫 17 文蔵2020.11 「文蔵」編集部 770 　京都ファミリー店

「うつ」は炎症で起きる E・ブルモア 990 # ひかりの魔女　さっちゃんの巻 山本甲士 748 西京区 　ブックパル五条店

操られる民主主義 J・バートレット 1,045 # 虹の向こう 池田久輝 693 　ブックパル桂南店

新釈　猫の妙術 佚斎樗山 660 # 読心刑事・神尾瑠美 藤崎　翔 693 下京区 　京都本店

中国の産業スパイ網 W・Ｃ・ハンナス 1,320 # １日10分のぜいたく あさのあつこ 616 　京都駅ビル ザ・キューブ店

絶品！白いご飯の食べ方 東海林さだお 880 # 線路上の殺意　鉄道ミステリ傑作選〈国鉄編〉 鮎川哲也 660 　髙島屋店

80字世界史 祝田秀全 748 # あやかし商品開発部 （仮） 鈴鹿千秋 671 　京都ヨドバシ店

おうち時間のつくり方 柳沢小実 715 # おいしい診療所の魔法の処方箋 藤山素心 671 南区 　イオンモールKYOTO店

健康法はウソだらけ 奥田昌子 770 # 女体、洗います 霧原一輝 770 　イオンモール京都桂川店

強運のつかみ方 橋本京明 770 # 秘密の花めぐり （仮） 乃坂　希 715 伏見区 　醍醐店

谷中レトロカメラ店の謎日和 柊サナカ 792 # わるじい慈剣帖 4 風野真知雄 682 　伏見店

大江戸科学捜査　八丁堀のおゆう 山本巧次 748 # 新・知らぬが半兵衛手控帖 古傷痕 11 藤井邦夫 715 山科区 　ブックパル文苑 山科店

殺人事件が起きたので謎解き配信してみました 越尾　圭 792 # はぐれ又兵衛　例繰方控 駆込み女（仮） 1 坂岡　真 726

ここからは、オトナのはなし LiLy 792 # 長屋道場騒動記 迷い熊笑う（仮） 8 芝村凉也 715 ■京都府

三島由紀夫事件 別冊宝島編 880 # 蘭方医・宇津木新吾 奇病 12 小杉健治 726 亀岡市 　亀岡店

竹書房ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 10 女魔王ですがイケニエはイケメン… （仮） 日車メレ 880 # ごんげん長屋つれづれ帖 （仮） 1 金子成人 693

社長に就任したら秘書課に調教されました 西野　花 726 # じゃりン子チエ 10 はるき悦巳 880 ■大阪府

ラブコレ16ｔｈアニバーサリー （仮） ふゆの仁子 726 # 双葉社モンスター 30 社畜男はＢ人お姉さんに助けられて- 2 櫻井春輝 726 高槻市 　高槻店

竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 10 Ｍｙ　Ｄａｒｌｉｎｇ　Ｄｕｋｅ （原題） ステイシー・リード 1,320 # 二見書房 ﾊﾆｰ文庫 12 どん底令嬢の取り違えお見合い騒動… 真下咲良 784 豊中市 　豊中緑丘店

5 ふしだら近所づきあい （仮） 梶　怜紀 726 # 熟義母と若叔母　南国リゾートハーレム （仮） あすなゆう 776 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

12 艶仕置き人 （仮） 八神淳一 726 # 美叔母と少年 （仮） 星名ヒカリ 776 箕面市 　デューク書店　

28 とろける蜜園 （仮） 桜井真琴 726 # 青春Ｒ18きっぷ　みちのくいやし旅 （仮） 津村しおり 776

北縁怪談 （仮） 匠　　平 715 # 素人告白スペシャル　年上の女 （仮） 素人投稿編 776 ■兵庫県

奇譚百物語　鳥葬 （仮） 丸山政也 715 # 時のかなたの恋人 J・デヴロー 1,298 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

手繰り怪談　零レ糸 （仮） 緒方あきら 715 # ゼン・シー・ワズ・ゴーン （原題） リサ・ジュエル 1,298 　プリコ神戸店

怪談標本箱　毒ノ華 （仮） 戸神重明 715 # 鬼に嫁入り　～黄金鬼と輿入れの契り～ 牧山とも 693

追悼奇譚　禊萩 （仮） 神沼三平太 715 # 六花の騎士と雪の豹　～冬実る初恋～ 柄十はるか 693 ■滋賀県

お探しの聖女はここにはいません （仮） クレイン 880 # ご隠居は福の神 4 井川香四郎 724 大津市 　フォレオ大津一里山店

離縁された悪妻王妃は皇帝陛下… （仮） 華藤りえ 880 # 小料理のどか屋　人情帖 30 倉阪鬼一郎 724

最後の巡礼者 上 ガード・スヴェン 1,320 # 奥小姓裏始末 2 青田圭一 724 ■静岡県

最後の巡礼者 下 ガード・スヴェン 1,320 # 人妻ナースと僕 （仮） 葉月奏太 776 富士宮市 　イオンモール富士宮店

悦楽の女肌 （仮） 橘　真児 737 # 初めてモテた夜 （仮） 睦月影郎 776

素人手記 （仮） 愛の体験編 715 # 愛囚　危険な獣 （仮） 山野辺りり 未定 ■岐阜県

23 オルガスマシン （仮） イアン・ワトスン 1,320 # 理想の婚活 （仮） 桜しんり 未定 岐阜市 　岐阜髙島屋店

悪の愉しみ　現代マンガ選集 山田英生 880 # どうしたら推しと結婚できますか！？ （仮） 立花実咲 未定

私たちはどこから来て、どこへ行くのか 森　達也 1,045 # 狂気の純愛 （仮） 臣　　桜 未定 ■広島県

文庫手帳2021 安野光雅 726 # 三十六歳の義母【贄】 （仮） 藤崎　玲 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

ゴシック文学神髄 東　雅夫 1,430 # 【完全増補版】潔白夫人・媚肉尋問 （仮） 甲斐冬馬 未定

開高健：生きた、書いた、ぶつかった！ 小玉　武 1,045 # とびきり甘い政略結婚 （仮） 宮小路やえ 未定 ■北海道

母のレシピノートから 伊藤まさこ 880 # 罪深き堅物伯爵の渇愛 （仮） 宇奈月香 未定 札幌市 　マルヤマクラス店

中東全史 イスラーム世界の二千年 B・ルイス 2,090 # 豊穣の隷属エルフ （仮） 山口　陽 未定 　東光ストア円山店

十五年戦争小史 江口圭一 1,430 # 援助交配　夢の亜人少女ハーレム （仮） 葉原　鉄 未定 　東光ストア行啓通店

バロック音楽 豊かなる生のドラマ 礒山　雅 1,320 # 兄妹ですが異世界で結婚しました。 （仮） 沙桐好佳 未定

武家文化と同朋衆 生活文化史論 村井康彦 1,650 # 孕むまで【鬼畜調教】 （仮） 鳴沢　巧 未定

内村鑑三交流事典 鈴木範久 1,430 # 本当はしたかった （仮） 音梨はるか 未定

素子の碁 未　　定 990 # 尽くさせてください （仮） 深月久遠 未定

眠れない夜は体を脱いで 彩瀬まる 682 # 嫁飼育【息子の美臀妻】 （仮） 藤崎　玲 未定

生と死をめぐる断想 岸本葉子　 880 # 和服の似合う未亡人の信じられ… （仮） 鷹山倫太郎 未定

嘘ばっか 新釈・世界おとぎ話 佐野洋子　 748 # 女体破壊（仮） 二階堂京平 未定

千の扉 柴崎友香　 836 # 瑠璃ノムコウ 河畑孝夫 726

すごい宇宙講義 多田　将　 990 # 入門フリーメイスン全史 偏見と真実 片桐三郎 1,100

久　遠 刑事・鳴沢了 上 堂場瞬一　 814 # 耳袋秘帖　眠れない凶四郎 4 風野真知雄 693

久　遠 刑事・鳴沢了 下 堂場瞬一　 814 # ハグとナガラ 原田マハ 627

夜ふかしの本棚 中村文則 704 # 牛天神　損料屋喜八郎始末控え 山本一力 748

野呂邦暢ミステリ集成 野呂邦暢 1,100 宗麟の海 安部龍太郎 1,089

御蔵入改事件帳 見返り橋 早見　俊 770 出世商人 1 千野隆司 704

奇貨居くべし 春風篇 1 宮城谷昌光 未定 武士の流儀 4 稲葉　稔 770

燃える波 村山由佳 770 夢で逢えたら 吉川トリコ 891

チャリング・クロス街84番地 増補版 H・ハンフ 未定 おもちゃ絵芳藤 谷津矢車 858

中公プレミアム 22 国富論 2 アダム・スミス 1,430 # 秋思ノ人　居眠り磐音 決定版 39 佐伯泰英 803

ＴＯブックス 1 夜までに帰宅 二宮敦人 660 # 春霞ノ乱　居眠り磐音 決定版 40 佐伯泰英 803

死者はよみがえる【新訳版】 J・ﾃﾞｨｸｽﾝ･ｶｰ 1,012 # 野ばら 林真理子 913

手のひらアストラル 吉野　泉 792 # オッパイ入門 東海林さだお 704

新宿なぞとき不動産 内山　純 836 # 表参道のセレブ犬とカバーニャ要塞の野良犬 若林正恭 748

願いの桜 千蔵呪物目録 佐藤さくら 880 # 字が汚い！ 新保信長 759

森の中に埋めた N・ノイハウス 1,760 # 「自分メディア」はこう作る！ ちきりん 847

図書室の怪 四編の奇怪な物語 M・ﾄﾞｽﾞﾜｰｽ･ｸｯｸ 1,012 # マイル81　わるい夢たちのバザール 1 S・キング 1,078

22 記憶翻訳者　いつか光になる 門田充宏 968 # 夏の雷鳴　わるい夢たちのバザール 2 S・キング 1,078

30 銀河英雄伝説列伝 1 田中芳樹 990 # 文春学藝ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 7 シベリア最深紀行 中村逸郎 1,540

禁裏付雅帳 11 上田秀人 726 # 異界心理士の正気度と意見 水城正太郎 681

わらわがゆるさぬ 沖田正午 759 # 〈Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ〉 14 海道左近 681

奥只見温泉郷殺人事件 中町　信 803 # 常勝魔王のやりなおし 1 アカバコウヨウ 681

日本遺産に消えた女 西村京太郎 803 # こちら後宮日陰の占い部屋 田井ノエル 748

セカンドライフ 新津きよみ 737 # 隠れ町飛脚　三十日屋 鷹山　悠 770

一抹の福 牧　秀彦 737 # 捕り物に姉が口を出してきます 神楽坂淳 726

赤い瞳は闇夜で歌う （仮） 久我有加 660 # ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社 20 妖しいご縁がありまして 汐月　詩 759

恋の吊り橋効果、試しませんか？ （仮） 2 神香うらら 660 # 12 コンビニであった泣ける話 ファン文庫Tears 792

二重螺旋 （仮） 13 吉原理恵子 660 # ゆるく暮らす マキ 1,078

ＣＡＳＥ革命 ＭａａＳ時代に生き残るクルマ 中西孝樹 990 # スーパーフードの図鑑ミニ 生活の木 1,089

ヤバい決算書 長谷川正人 935 # 芦屋ことだま交渉譚 （仮） 石田　空 748

リクルートのすごい構“創”力 杉田浩章 935 # 天神さまの突撃モノノケ深夜ごはん （仮） 烏丸紫明 748

株が上がっても下がってもしっかり稼ぐ… 太田　忠 935 # 毎日新聞出版 10 英龍伝 佐々木譲 858

やりたいことを全部やる！言葉術 臼井由妃 880 # なぜか引き立てられる人の話し方 （仮） 野口　敏 未定

危機と人類 上 J・ダイアモンド 1,100 # 敏感すぎる人が快適に生きる本 （仮） 苑田純子 未定

危機と人類 下 J・ダイアモンド 1,100 # 日本人がこだわってきた「しきたり」の知恵 博学面白倶楽部 未定

ダークサイド・スキル 木村尚敬 935 # 日本の駅名　おもしろ雑学 （仮） 浅井建爾 未定

「運動しなさい」と言われたら最初に読む本 中野ｼﾞｪｰﾑｽﾞ修一 880 # マッキンゼーのエリートが大切にしている… 大嶋祥誉 未定

1 異銀河のストーカー E・ヴルチェク 770 # 感情的にならない話し方 （仮） 和田秀樹 未定

地球防衛戦線 スカム皇帝殺戮指令 3 D・アレンソン 1,100 # 50代、もう一度「ひとり時間」 （仮） 中道あん 未定

希望なき惑星 クルト・マール 770 # リーダーの禅語 （仮） 枡野俊明 未定

三笠書房
王様文庫 30

三笠書房
知的生きかた

文庫
22

集英社
文庫コミック版 16

ホビー
ジャパン 1

6ポプラ社

マイナビ出版
21

フランス書院
文庫 26

文芸社
文庫 5

文藝春秋
文春文庫 7

フランス書院
文庫Ｘ 12

フランス書院
ティアラ文庫 17

フランス書院
美少女文庫 20

二見書房
時代小説文庫 26

二見書房
官能シリーズ 26

フランス書院
オパール文庫 6

15

二見書房
マドンナメイト

文庫
12

二見書房
ザ・ミステリ

二見書房
シャレード文庫 26

21

早川書房
ハヤカワ文庫

SF 15

早川書房
ハヤカワ文庫

ＪＡ 10

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ
ジャパン 9

PHP研究所
PHP文庫 5

双葉社
双葉文庫

東京創元社
創元SF文庫

徳間書店
徳間文庫 9

徳間書店
キャラ文庫 27

日経BP
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ビジネス人

文庫

5

筑摩書房
ちくま

学芸文庫
10

中央公論新社
中公文庫 22

東京創元社
創元推理

文庫

10

22

30

竹書房
蜜猫文庫 22

竹書房
文庫 20

1

筑摩書房
ちくま文庫 10

宝島社 6

竹書房
ラヴァーズ文庫 30

竹書房
ラブロマン

文庫

竹書房
怪談文庫 29

青春出版社 10

6草思社

大和書房 中旬

スターツ出版
ベリーズ文庫

5

スターツ出版
文庫 28

星雲社

8

12

コミック文庫新刊案内 10月

075-366-8991

075-491-5500

075-813-2208

075-212-5050

075-253-0111

075-708-8655

075-692-3331

075-223-0726

075-468-1548

075-746-2211

075-925-1717

075-575-2520

075-706-6678

075-326-8710

075-326-6660

075-381-0232

075-392-1230

075-371-1700

075-741-7722

075-924-3717

075-593-8864

0771-23-8038

072-684-8700

06-6855-7576

072-724-0476

072-247-8610

078-382-7112

078-599-7457

◆◆メディア化原作文庫◆◆

077-547-1020

0544-25-5794

011-622-7285

011-688-9008

011-522-8397

082-208-3680

058-262-5661

■映画タイトル：『望み』

■出演：堤真一/石田ゆり子/岡田健史/清原果耶/

加藤雅也/市毛良枝/松田翔太/竜雷太

■原作：『望み』 角川文庫

■著：雫井脩介

■2020年 10月公開予定

■監督：堤幸彦

■脚本：奥寺佐渡子

■主題歌：森山直太朗「落日」
■配給：KADOKAWA

一級建築士の石川一登と校正者の妻・貴代美は、自らデザインを手掛けたお洒落な

邸宅で高校生の息子・規士と中3の娘・雅と共に平和に暮らしていた。規士は怪我で

サッカー部を辞めて以来、遊び仲間が増え無断外泊が多くなっていた。ある晩、家を

出たきり帰ってこず、連絡すら途絶えてしまう。一登と貴代美が警察に通報すべきか

心配していると、高校の同級生が殺害されたというニュースが流れる。警察の調べに

よると、規士が事件へ関与した可能性が高いという。行方不明は3人。そのうち犯人

だと見られる逃走中の少年は2人。息子は犯人なのか、それとも…。

■映画タイトル：『スパイの妻』

■出演：蒼井優/高橋一生/坂東龍汰/恒松祐里

みのすけ/玄理/東出昌大/笹野高史

■原作：『スパイの妻』 講談社文庫

■著：行成 薫

■2020年10月16日（金）公開予定

■監督：黒沢清

■脚本：濱口竜介

■音楽：長岡亮介

■配給：ビターズ・エンド

選ぶべきは愛か、大儀か。第二次大戦時、混沌する運命に翻弄される男女の愛憎を

描く、究極の歴史サスペンス！1940年、太平洋戦争前夜の神戸。満州事変以降、国

内外で不穏な空気が漂う最中、福原聡子は仕事で満州へ赴いた貿易商の夫・優作

の帰国を待ちわびていた。しかし、帰国後の優作は人が変わったようで、憲兵隊から

も目をつけられ始める。満州で何があったのか、夫は何を隠しているのか。優作と家

庭の幸福を守るため、夫の秘密を探る聡子が目にした驚愕の真実とは―？
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