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沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか 安田浩一 990 1 海賊のツガイ 2 天野かづき 704 あしたの風（仮） 7 中島久枝 未定

お金は「教養」で儲けなさい 加谷珪一 770 2 極上御曹司の恋愛成就方程式 神香うらら 未定 新・くらがり同心裁許帳 （仮） 1 井川香四郎 未定

日本戦後史論 内田　樹 814 3 KADOKAWAｼﾞｭｴﾙ 4 サディスティックな社長とエレベーター… 草野　來 未定 左　遷 隠密船頭（仮） 6 稲葉　稔 未定

姫仕掛 吉田雄亮 792 4 キグナスの乙女たち 佐島　勤 未定 旅の果てに 大江戸木戸番始末（仮） 14 喜安幸夫 未定

風神の手 道尾秀介 990 5 つるぎのかなた 4 渋谷瑞也 未定 19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 橋本勝雄 未定

激　流 渋沢栄一の若き日 大佛次郎 770 6 男女の友情は成立する？ Flag1 七菜なな 未定 戦争と平和 4 トルストイ 未定

歪んだ名画 赤江　瀑 880 7 来タル最強ノ復讐者 哀　　歌 未定 若殿はつらいよ 12 鳴海　丈 715

没落貴公子は難攻不落 （仮） 外堀鳩子 770 8 犯罪迷宮アンヘルの難題騎士 川石折夫 未定 将軍代行　松平通春 （仮） 早見　俊 715

悪魔と二度目の初恋を （仮） 八巻にのは 770 9 わたし以外とのラブコメは許さないん… 2 羽場楽人 未定 お毒味役　みだら帖　鬼蜜の刃 1 睦月影郎 715

田舎のしたがり未亡人 （仮） 桜井真琴 792 10 先輩わたしと勝負しましょう。 西塔　鼎 未定 剣豪商売　始末屋十兵衛 中岡潤一郎 715

兄嫁のしずく （仮） 葉月奏太 792 36 Ｒｅ：スタート！転生新選組 3 春日みかげ 未定 ご隠居奉行世直し帖　大岡の密命 柳蒼二郎 715

江戸漢詩選 上 揖斐　高　 未定 37 絶対にデレてはいけないツンデレ 神田夏生 未定 16 激烈！　日英同盟艦隊 4 伊吹秀明 1,019

法の哲学 自然法と国家学の要綱 上 ヘーゲル 未定 38 神角技巧と11人の破壊者 破壊の章 上 鎌池和馬 未定 子連れ保育士 かみそう都芭 715

ゼーノの意識 上 ズヴェーヴォ 未定 39 ダークエルフの森となれ 2 水瀬葉月 未定 金獅子王と運命の花嫁 （仮） 宮本れん 715

哲おじさんと学くん 永井　均 未定 40 娘じゃなくて私が好きなの！？ 4 望　公太 未定 日本のしきたりがよくわかる本 火田博文 750

中　国 上 H・A・ ｷｯｼﾝｼﾞｬｰ 未定 41 悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される 11 ぷにちゃん 未定 知れば知るほど面白い! 日本地図の秘密 地理研究会 750

中　国 下 H・A・ ｷｯｼﾝｼﾞｬｰ 未定 42 悪役令嬢は推しが尊すぎて今日も幸せ ぷにちゃん 未定 20 アルファは薔薇を抱く 春原いずみ 770

ヴェンディエッタ・イン・デス （原題） 50 J・D・ロブ 1,078 43 31番目のお妃様 6 桃　　巴 未定 山を買う、女が来る （仮） 橘　真児 794

新装版　この悪夢が消えるまで（仮） 1 J・D・ロブ 990 44 ミストトレインガールズ 日日日 未定 となりの豊熟未亡人 （仮） 早瀬真人 794

新装版　雨のなかの待ち人 2 J・D・ロブ 1,034 45 暇人、魔王の姿で異世界へ 12 藍　　敦 未定 猫がいなけりゃ息も出来ない （仮） 村山由佳 未定

新装版　不死の花の香り 3 J・D・ロブ 1,078 46 織田信奈の学園 春日みかげ 未定 ほどほど快適生活百科 （仮） 群ようこ 未定

ジェット戦闘機対ジェット戦闘機 三野正洋 1,034 47 転生王女と天才令嬢の魔法革命 3 鴉ぴえろ 未定 闇夜の底で踊れ （仮） 増島拓哉 未定

日本戦艦の最後 吉村真武 1,012 48 1LDK、そして2JK。 4 福山陽士 未定 僕らだって扉くらい開けられる （仮） 行成　薫 未定

未　定 未　　定 未定 49 魔王2099 １．電子荒廃都市・新宿 紫　大悟 未定 波の上のキネマ （仮） 増山　実 未定

少年飛行兵「飛燕」戦闘機隊　新装版 三浦　泉 880 50 シェアハウスで再会した元カノが俺に… くろい 未定 泣きたくなるような青空 （仮） 吉田修一 未定

未　定 未　　定 未定 51 魔女と始める神への逆襲《リバーサル》 水原みずき 未定 私が作家になった理由 （仮） 阿刀田高 未定

忘れえぬ魔女の物語 1 宇佐楢春 770 52 母親がｴﾛﾗﾉﾍﾞ大賞受賞して人生詰んだ 夏色青空 未定 友の友は友だ （仮） 野口　卓 未定

貴サークルは救世主に配置されました 小田一文 770 53 氷室教授のあやかし講義は月夜にて 古河　樹 未定 サクラオト （仮） 彩坂美月 未定

ひきこまり吸血姫の悶々 4 小林湖底 770 54 附子の弁舌 未　　定 未定 短編宇宙 （仮） 集英社編集部 未定

カンスト村のご隠居デーモンさん 1 西山暁之亮 704 55 花街の用心棒 雪が宮廷の闇を照らす 2 深海　亮 未定 解放　ナンシーの闘い （仮） I・キーリー 未定

転生魔王の大誤算 2 あわむら赤光 770 56 江戸の花魁と入れ替わったので花街の… 七沢ゆきの 未定 カンピオーネ！　ロード・オブ・レルムズ 2 丈月　城 未定

たとえばラストダンジョン前の村の少年… 11 サトウとシオ 770 57 瑠璃宮の花守り人 一輪末々を知る 伊藤たつき 未定 パワハラ聖女の幼馴染と絶縁したら何… くさもち 未定

俺とコイツの推しはサイコーにカワイイ 1 りんごかげき 770 58 おとなりの晴明さん　第八集 仲町六絵 未定 俺はまだ、本気を出していない 6 三木なずな 未定

オークラ出版 22 崖っぷちΩは未来の伯爵をモノにする 若月京子 730 59 声が出なくなったので会社を辞めて… 神戸遥真 未定 王立魔法学園の最下生 柑橘ゆすら 未定

友人キャラの俺がモテまくるわけない… 4 世界一 未定 60 時効の果て　警視庁追跡捜査係 堂場瞬一 836 威風堂々惡女 （仮） 5 白洲　梓 未定

ワールド・ティーチャー 14 ネコ光一 未定 61 イダジョ！完結編 史夏ゆみ 748 京都伏見は水神さまのいたはるところ 相川　真 未定

星詠みの魔法使い 1 六海刻羽 未定 62 みんなのナポリタン　食堂のおばちゃん 9 山口恵以子 682 抗えない男 ～警視庁特殊能力係～ 愁堂れな 未定

今日から彼女ですけど、なにか？ 1 満屋ランド 未定 63 立つ鳥の舞　くらまし屋稼業 今村翔吾 726 廃墟の片隅で春の詩を歌え 仲村つばき 未定

Re：RE-リ：アールイー-  転生者を殺す者 1 中島リュウ 未定 64 宝の船　江戸菓子舗照月堂 篠　綾子 704 王女の遺言 （仮） 1 久賀理世 未定

TRPGﾌﾟﾚｲﾔｰが異世界で最強ﾋﾞﾙﾄﾞを… 3 Schuld 未定 65 松葉の想い出　神田職人えにし譚 知野みさき 704 探偵はときどきハードボイルド （仮） かたやま和華 未定

ひとりぼっちの異世界攻略　ｌｉｆｅ．6 五示正司 未定 66 猫の神さま 神さま不在の大熊あばれ 3 仲野ワタリ 726 咆　哮 A・フェーア 1,155

異世界迷宮の最深部を目指そう  15 割内タリサ 未定 67 ハーメルンの笛吹きと完全犯罪【世界篇】 仁木悦子 792 ラスト・トライアル R・ベイリー 1,210

灰と幻想のグリムガル　ｌｅｖｅｌ．17 十文字青 未定 68 カチカチ山殺人事件【日本篇】 伴野　朗 792 祇園「よし屋」の女医者 藤元登四郎 825

義妹生活 三河ごーすと 682 69 20世紀ファッション 時代をつくった10人 成実弘至 1,078 荒野の古本屋 森岡督行 594

裏社会最強の男、終末異世界を愉しむ。 水城水城 未定 70 ワインの科学 J・グッド 1,540 俺はエージェント 大沢在昌 1,155

可愛ければ変態でも好きになってくれま… 12 花間　燈 未定 71 ニューヨーク・スケッチブック ピート・ハミル 968 ロックンロール・トーキョー 木下半太 770

お嫁さんにしたいコンテスト１位の後輩… 岩波零 未定 72 ワケあって滅亡した帝国・王国 （仮） 祝田秀全 792 スギハラ・サバイバル 手嶋龍一 935

きゅうそ、ねこに恋をする 三月みどり 未定 73 最新版　アメリカの50州がわかる本 国際ｱﾅﾘｽﾂ 792 コールドウォー　DASPA　吉良大介 榎本憲男 935

聖剣学院の魔剣使い 6 志瑞　祐 未定 74 キルタイム 26 異世界エステ師の育て方 高岡智空 891 国防特行班Ｅ510 神野オキナ 814

神は遊戯に飢えている。 1 細音　啓 未定 75 奈落の底で君と見た虹 柴山ナギ 未定 春風同心十手日記 黒い染み 2 佐々木裕一 704

ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 しめさば 704 76 コンサバター 2 一色さゆり 未定 帝都の用心棒　血刀数珠丸 馳月基矢 770

回復術士のやり直し 9 月夜　涙 704 77 麦本三歩の好きなもの 住野よる 未定 新・口中医桂助事件帖　志保のバラ 和田はつ子 792

恋人代行をはじめた俺、なぜか美少女… 夏乃　実 726 78 死神さん 大倉崇裕 未定 死神の初恋　犠牲の花嫁は愛を招く 朝比奈希夜 682

元カノと今カノが俺の愛を勝ち取ろうと… はむばね 704 79 年下オオカミ君に愛情ごはん 杉原朱紀 726 蟲愛づる姫君の永遠 宮野美嘉 704

強気なお嬢様が俺の料理で甘々に 雨宮むぎ 726 80 溺愛社長と添い寝じゃ終われない 今城けい 693 弱キャラ友崎くん　Lv.9 屋久ユウキ 704

『おっぱい揉みたい』って叫んだら妹の… 凪木エコ 726 81 魔術師は野獣な貴公子に溺れる 小中大豆 693 僕を成り上がらせようとする最強女師… 2 赤城大空 704

最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い 5 タンバ 726 82 古事記異聞　鬼棲む国、出雲 高田崇史 715 そのバケツでは水がくめない 飛鳥井千砂 未定

落第賢者の学院無双 5 白石　新 770 83 奇譚蒐集家　小泉八雲　白衣の女 久賀理世 814 そして、星の輝く夜がくる 真山　仁 未定

日本古典と感染症 R・キャンベル 1,012 84 追　跡 千野隆司 836 海は見えるか 真山　仁 未定

サブカルズ 松岡正剛 未定 85 倒錯のロンド　完成版 折原　一 880 錯綜　警視庁武装捜査班 南　英男 未定

雪月花のことば辞典 宇田川眞人 1,760 86 駕籠屋春秋　新三と太十 岡本さとる 726 流星のソード 浅見光彦vs天地龍之介 柄刀　一 未定

龍の起源 未　　定 未定 87 猫のハローワーク 2 新美敬子 990 渡世人伊三郎　上州無情旅 黒崎裕一郎 未定

コタン　違星北斗遺稿 未　　定 未定 88 初めて彼を買った日 石田衣良 704 乱れ雲　風の市兵衛　弐 辻堂　魁 未定

増補 仏典をよむ 死からはじまる仏教史 末木文美士 未定 89 誰彼　新装版 法月綸太郎 1,012 心交社 9 エターナル・サマーレイン ひのもとうみ 759

悪役令嬢、ブラコンにジョブチェンジします 3 浜　千鳥 759 90 雷雲の龍　会津に吼える 吉川永青 726 声を聞かせて 魔法使いラルフの決意 2 河上　朔 946

破滅の悪役王女ですが救国エンドを… 麻木琴加 759 炎上チャンピオン 横関　大 836 ペットと恋はできません 川琴ゆい華 748

小説版　この世界の楽しみ方 香坂茉里 726 帰蝶さまがヤバい 1 神楽坂淳 682 ほほえみ喫茶の恋みくじ 海野　幸 748

彩雲国物語 十二、白虹は天をめざす 雪乃紗衣 未定 小説　ライアー×ライアー 有沢ゆう希 748 嘘　Love Lies 村山由佳 1,100

藍色の夜明け あさのあつこ 未定 神楽坂つきみ茶屋 斎藤千輪 715 草薙の剣 橋本　治 781

裏切り 江戸の御庭番 7 藤井邦夫 未定 友情　 平尾誠二と山中伸弥 平尾惠子 825 こころが挫けそうになった日に 五木寛之 572

アルプスの少女ハイジ ﾖﾊﾝﾅ･ｼｭﾋﾟﾘ 未定 新装版　スメル男 原田宗典 968 文豪ナビ　司馬遼太郎 新潮文庫 539

退屈のお殿さま 和久田正明 未定 別れの霊祠　溝猫長屋　祠之怪 輪渡颯介 704 オリンピア1936　ナチスの森で 沢木耕太郎 825

モモコとうさぎ 大島真寿美 未定 講談社文芸文庫 12 慶応三年生まれ　七人の旋毛曲り 坪内祐三 2,420 オリンピア1996 〈冠廃墟の光〉 沢木耕太郎 825

小公子 バーネット 未定 貞観政要　全訳注 呉　兢 2,574 文字渦 円城　塔 781

ブロードキャスト 湊かなえ 未定 中国の歴史 宋朝 7 小島　毅 1,430 編集長の条件 醍醐真司 長崎尚志 781

ショートショートドロップス 矢崎存美 未定 91 〈名奉行〉の力量　江戸世相史話 藤田　覚 1,056 秘録　島原の乱 加藤　廣 737

教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成 未定 92 ヴァレリー　芸術と身体の哲学 伊藤亜紗 1,298 アトラス 天命探偵　Next Gear 神永　学 781

さくら、うるわし 左近の桜 長野まゆみ 未定 93 日本人の原風景 神崎宣武 1,265 今夜、もし僕が死ななければ 浅原ナオト 737

わたしは告白ができない 櫻いいよ 未定 94 けいたん。 榊　一郎 726 ひとでちゃん、十六歳の惡魔 片岡　翔 693

棋士　透明の等身 北野新太 未定 95 君はこの悪をどう裁くのだろうか？ 二丸修一 726 俺様彼氏は甘くかみつく （仮） 小　　粋 550

作ってあげたい小江戸ごはん 3 高橋由太 未定 96 吾輩は歌って踊れる猫である 芹沢政信 726 新装版　いつわり彼氏は最強ヤンキー 香乃子 550

殺意の設計 西村京太郎 未定 97 あくまでも探偵は 如月新一 825 世界NO.1総長 （仮） 2 Neno 550

脳科学捜査官　真田夏希 ﾃﾞﾝｼﾞｬﾗｽ… 鳴神響一 未定 98 出稼ぎ令嬢の婚約騒動 3 黒湖クロコ 702 183日の契約結婚 （仮） 藍里まめ 704

脳科学捜査官　真田夏希 シルバー 鳴神響一 未定 99 クランツ竜騎士家の箱入り令嬢 （仮） 2 紫月恵里 702 大正初恋愛慕 （仮） 佐倉伊織 704

私の頭が正常であったなら 山白朝子 未定 100 講談社一迅社ﾒﾘｯｻ 29 王太子妃になんてなりたくない!! 王太子妃 3 月神サキ 770 離婚予定日のはずですが （仮） 砂原雑音 704

茶寮かみくらの偽花嫁 あさばみゆき 未定 101 名探偵ぶたぶた （仮） 矢崎存美 未定 生涯かけてキミを幸せにすると誓う （仮） 田崎くるみ 704

転生佳人伝 寵姫は二度皇帝に出会う 三川みり 未定 102 惣目付臨検仕る　抵抗 （仮） 上田秀人 未定 トツキトオカの切愛夫婦事情 （仮） 葉月りゅう 704

うちの執事に願ったならば　EX 高里椎奈 未定 103 にらみ 長岡弘樹 未定 破滅確定悪役令嬢になったので… （仮） 桃城猫緒 704

空を飛ぶパラソル 夢野久作 未定 104 蕎麦、食べていけ！ 江上　剛 未定 十回目の人生、華麗に生きてみせましょう 真崎奈南 704

刺青・少年・秘密 谷崎潤一郎 未定 105 輝け！浪華女子大駅伝部 蓮見恭子 未定 野いちご文庫 25 虹の弱いところ （仮） 灯　えま 660

剣鬼斬り 新・流想十郎蝴蝶剣 鳥羽　亮 未定 106 棟居刑事の砂漠の喫茶店 森村誠一 未定 来世喫茶店 （仮） 辻堂ゆめ 660

六畳間のピアノマン 安藤祐介 未定 107 博多殺人事件　新装版 内田康夫 未定 いつか眠りにつく日 （仮） 3 いぬじゅん 660

ぜんしゅの跫 澤村伊智 未定 108 社内保育士はじめました 5 貴水　玲 未定 縁結びの神様に求婚されています （仮） 湊　　祥 660

人外サーカス 小林泰三 未定 109 豆しばジャックは名探偵 2 三萩せんや 未定 一瞬のきらめきを、君と共に。 （仮） 音はつき 660

死相学探偵最後の事件 三津田信三 未定 110 海の牙　決定版 八丁堀つむじ風 10 和久田正明 未定 星雲社 7 10年越しの恋煩い 月城うさぎ 704

スターツ出版
ケータイ小説
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25
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28
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4
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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

過保護な警視の溺愛ターゲット 桧垣森輪 704 1 王子様は、ある日突然 ミランダ・リー 550

独占欲全開の幼馴染はエリート御曹司。 神城　葵 704 2 夢ではなしに C・モーティマー 550

異世界王子の年上シンデレラ 夏目みや 704 3 ラズベリー・デニッシュはざわめく J・フルーク 1,140 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

乙女ゲームの悪役なんてどこかで聞い… 1 柏　てん 704 4 リメンバー・ミー シャロン・サラ 900 Ｔｏ　ＬＯＶＥる　ダークネス 7 矢吹健太朗 未定

令嬢はまったりをご所望。 4 三月べに 704 5 ときめきの宝石箱 C・キャンプ 960 Ｔｏ　ＬＯＶＥる　ダークネス 8 矢吹健太朗 未定

お人好し職人のぶらり異世界旅 3 電電世界 671 旦那様はエリート外科医 小日向江麻 660 ハイキュー!!ショーセツバン!! 烏野高校・冬 古舘春一 未定

のんびりVRMMO記 7 まぐろ猫＠恢猫 671 偽装恋人のはずが極上御曹司に激愛… 春野リラ 660 ハイキュー!!ショーセツバン!!梟谷＆烏野高校・冬 古舘春一 未定

もふもふと異世界でスローライフを… 2 カナデ 671 名作なんか、こわくない 柚木麻子 792 平氏政権と後白河院政 石ノ森章太郎 924

尾道神様のレストラン（仮） 瀬橋ゆか 704 六華（りっか）後宮物語 （仮） 柏　てん 748 鎌倉幕府の成立と承久の乱 石ノ森章太郎 924

ここは裏町、私はキツネ、恋する乙女… 長月夢路 704 矜持（きょうじ） 警察小説傑作選（仮） 逢坂　剛 880

晴明さんちの不憫な大家 3 烏丸紫明 704 6 君と見つけたあの日のｉｆ いぬじゅん 792 　　　　　　　　※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。

地図とあらすじでわかる! 古事記･日本書紀 坂本　勝 1,210 7 扶桑社 8 監察医朝顔 ２上 未　　定 未定

謎と疑問にズバリ答える! 日本史の新視点 新　晴正 825 8 警察庁特命捜査官　水野乃亜 （仮） 初瀬　礼 748 大垣書店グループ

さりげない「気のつかい方」がうまい人 鹿島しのぶ 770 9 十津川警部捜査行 日本縦断殺意の軌跡 西村京太郎 803 ■京都市

一対一でも大勢でも人前で上がらずに… 森下裕道 770 # 新・珈琲屋の人々 （仮） 池永　陽 759 北区 　佛教大学店

東大現代文で思考力を鍛える 出口　汪 814 # 未来職安 柞刈湯葉 682 　ビブレ店

外国人だけが知っている美しい日本 S・ｼｬｳｴｯｶｰ 770 # 裏口は開いていますか？〈新装版〉 赤川次郎 825 中京区 　二条駅店

毒をもって毒を制す 塔山　郁 836 # 後宮の花は偽りに惑う 天城智尋 660 　烏丸三条店

警視庁特任捜査官グール　公安のエス 鷹樹烏介 825 # あやかしよろず相談承ります （仮） 伽古屋圭市 660 　四条店

筋トレで夢を叶える Testosterone 858 # 嫁さがし温泉旅 （仮） 霧原一輝 770 　Kotochika御池店

8 ふしだら嫁 （仮） 梶　怜紀 726 # 若さま同心　徳川竜之助 〈新装版〉 2 風野真知雄 693 　佛教大学二条キャンパス店

12 僕の熟女研修 （仮） 鷹澤フブキ 726 # 照れ降れ長屋風聞帖〈新装版〉 11 坂岡　真 715 左京区 　高野店

敏感乳首 （仮） 秀香穂里 726 # 木皿食堂 お布団はタイムマシーン 3 木皿　泉 682 右京区 　イオンモール京都五条店

飴と鞭も恋のうち　Ｔｈｉｒｄキス （仮） いおかいつき 726 # おい、外れスキルだと思われていた… 1 どまどま 770 　京都ファミリー店

蹴って、踏みにじって、虐げて。 （仮） 青砥あか 880 # 席替えから始まるハイスペック陰キャ… 2 城之内 737 西京区 　ブックパル五条店

濃く、甘く熟して。 （仮） 御子柴くれは 880 # 籠の小鳥は空に抱かれる 夢乃咲実 730 　ブックパル桂南店

「超」怖い話　丑　 久田樹生 715 # 高慢な狐と腹黒狸の誘惑駆け引き 真崎ひかる 710 下京区 　京都本店

純粋怪談 （仮） 2 さたなきあ 715 # 異世界でエルフと子育てしています 小中大豆 710 　京都駅ビル ザ・キューブ店

現代怪談　地獄めぐり　羅刹 （仮） 響　洋平 715 # 栄次郎江戸暦 25 小杉健治 724 　髙島屋店

怪談最恐戦2020 （仮） 最恐戦委員会 715 # 北風侍　寒九郎 6 森　　詠 724 　京都ヨドバシ店

愉悦の時間 （仮） 葉月奏太 737 # 御庭番の二代目 15 氷月　葵 724 南区 　イオンモールKYOTO店

寝取られカイカン （仮） 愛の体験編 715 # 狙われた女社長 （仮） 桜井真琴 791 　イオンモール京都桂川店

実話怪談　犬鳴村 吉田悠軌 715 # 親友の美妻 （仮） 葉月奏太 776 伏見区 　醍醐店

実話怪談　樹海村 栗原　亨 715 # 二見ザ・ミステリ 21 レッド・ホワイト・アンド・ロイヤルブルー C・マクイストン 1,518 　伏見店

樹海村〈小説版〉 久田樹生 880 # シェアハウスさざんか 葵日向子 715 山科区 　ブックパル文苑 山科店

28 とろめく女肌 （仮） 橘　真児 748 # ようこそ赤羽へ 美月りん 740

グレート・インフルエンザ 上 ジョン・バリー 1,320 # 隣のお姉さんはエッチな家庭教師 新井芳野 800 ■京都府

グレート・インフルエンザ 下 ジョン・バリー 1,430 # 超一流のSEX　僕の華麗なセレブ遍歴 竹内けん 800 亀岡市 　亀岡店

噺は生きている 「古典落語」進化論 広瀬和生 1,045 # 痴女の楽園　美少女と美熟母と僕 殿井穂太 800

幻の女 ミステリ短篇傑作選 田中小実昌 924 # 素人告白スペシャル　熟女旅 素人投稿編 800 ■大阪府

Ｂ級グルメで世界一周 東海林さだお 968 # 恋よりも甘く、愛よりも深く （仮） 井上美珠 未定 高槻市 　高槻店

コレクション 初期少女漫画傑作選 石ノ森章太郎 880 # 営業部のモテ男は孤高なリケジョに… 吉桜美貴 未定 豊中市 　豊中緑丘店

新版　自然界における左と右 上 M・ガードナー 1,430 # 意地っ張りはお互いさま！？ （仮） 玉紀　直 未定 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

新版　自然界における左と右 下 M・ガードナー 1,595 # 転生したら破滅フラグしかない悪役… 馬路まんじ 未定 箕面市 　デューク書店　

城と隠物の戦国誌 藤木久志 1,210 # ブサ勇者の帰還（仮） Y.A 未定

生の仏教　死の仏教 京極逸蔵 1,320 # 殺し屋志願のエルフさん （仮） さかきいちろう 未定 ■兵庫県

大衆の国民化 J ・L・モッセ 1,760 # 巫女姫は結婚したい！（仮） 川奈あめ 未定 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

21世紀を生きるための社会学の教科書 ケン・プラマー 1,760 # 武骨な騎士団長の過保護な溺愛 （仮） 柚原テイル 未定 　プリコ神戸店

利休の死 戦国時代小説集 井上　靖 990 # こんな私でよかったら【美姑風呂】 （仮） 天崎僚介 未定

軍国日本の興亡 日清戦争から日中戦争へ 猪木正道 1,100 # 若妻と調教電車【まさぐる】 （仮） 曽根崎鋭 未定 ■滋賀県

たらふくつるてん　江戸落語事始 奥山景布子 792 # 隣家のシングルマザー （仮） 香坂燈也 未定 大津市 　フォレオ大津一里山店

死香探偵 生死の狭間で愛は香る 喜多喜久 704 # 人妻拉致 （仮） 夏月　燐 未定

受難華 菊池　寛 924 # 三密母娘と僕【とろけ合いたい】 （仮） 美原春人 未定 ■静岡県

茶の湯 わび茶の心とかたち 熊倉功夫 880 # 報復孕ませ （仮） 八雲　蓮 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

美味礼讃 上 B=サヴァラン 990 # 淫心　-身代わりオメガは愛に濡れる- 高月紅葉 800

美味礼讃 下 B=サヴァラン 990 # 氷の王子と魔法使いは花の褥で恋を… 水樹ミア 770 ■岐阜県

片隅の人たち 常盤新平 924 # 文芸社 15 猫目堂 心をつなぐ喫茶店 水名月けい 660 岐阜市 　岐阜髙島屋店

四季のうた　第13集 （仮） 長谷川櫂 880 # 警視庁公安部・片野坂彰 紅旗の陰謀 濱　嘉之 803

ジ　ウ 警視庁特殊犯捜査係 1 誉田哲也 814 # 幼なじみ 新・居眠り磐音 佐伯泰英 803 ■広島県

奇貨居くべし 飛翔篇 4 宮城谷昌光 858 # インフルエンス 近藤史恵 726 広島市 　ジ アウトレット広島店

砂塵の掟 オッドアイ 渡辺裕之 814 # 修羅の都 伊東　潤 990

チャリング・クロス街84番地 増補版 H・ハンフ 880 # 宇喜多の楽土 木下昌輝 847 ■北海道

9 平凡すぎる犠牲者 ﾚｲﾌ・GW・ﾍﾟｰｼｮﾝ 1,430 # 北条政子 〈新装版〉 永井路子 1,067 札幌市 　マルヤマクラス店

20 星空のパレット 安萬純一 880 # 飼う人 柳美里 924 　東光ストア円山店

危険な男 R・クレイス 1,496 # 廃墟ラブ 閉店屋五郎 2 原　宏一 814 　東光ストア行啓通店

深夜の博覧会 昭和12年の探偵小説 辻　真先 990 # 草にすわる 白石一文 869

密室から黒猫を取り出す方法 北山猛邦 902 # 空蝉ノ念　居眠り磐音 決定版 45 佐伯泰英 803

9 6600万年の革命 P・ワッツ 1,034 # 弓張ノ月　居眠り磐音 決定版 46 佐伯泰英 803

20 半分世界 石川　宗生 924 # 旅　路 〈新装版〉 上 池波正太郎 847

20 死体は嘘をつかない V・ディ・マイオ 1,320 # 旅　路 〈新装版〉 下 池波正太郎 891

28 十二章のイタリア 内田洋子 880 # メディアの闇 「安倍官邸 VS.NHK」 相澤冬樹 957

カブ探 新美　健 759 # 2011年の棚橋弘至と中邑真輔 柳澤　健 1,023

ユタが愛した探偵 〈新装版〉 内田康夫 770 # 女と骨盤 片山洋次郎 715

緋友禅 北森　鴻 770 # 監禁面接 P・ルメートル 968

桜大の不思議の森 〈新装版〉 香月日輪 682 # インド人の論理学 問答法から帰納法へ 桂　紹隆 1,430

Ｗ県警の悲劇 葉真中顕 759 # 未　定 未　　定 未定

騎虎の将　太田道灌 上 幡　大介 880 # お知らせ：最強魔王はダンジョン経営… 2 坂本一馬 681

騎虎の将　太田道灌 下 幡　大介 880 # 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女 22 鷹山誠一 681

足りないくらし 深沢　潮 770 # 元勇者の公務員はゆっくり暮らしたい 1 すえばしけん 681

罠に落ちろ 影の探偵’87 藤田宜永 902 # 最弱無能が玉座へ至る 2 坂石遊作 681

暴君竜を飼いならせ （仮） 9 犬飼のの 660 # 聖剣士さまの魔剣ちゃん 2 藤木わしろ 681

催淫姫 （仮） 西野　花 660 # 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだ… 12 手島史詞 681

竜頭町三丁目まだ四年目の夏祭り 外伝 菅野　彰 660 # その冬、君を許すために いぬじゅん 726

《ラヴリー・ボシック》発進！ P・グリーゼ 814 # 小早志少年と売れない名探偵 愁堂れな 704

生まれ変わり ケン・リュウ 1,056 # ギフト 原田マハ 682

21 疫病惑星の女神 H・G・ﾌﾗﾝｼｽ 814 # 余命一年と宣告された僕が、余命半年… 森田　碧 726

大日本帝国の銀河 1 林　譲治 968 # ﾏｲクﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ 20 神様のお膳　毎日食べたい江戸ごはん タカナシ 759

そいねドリーマー 宮澤伊織 814 # 上旬 京都であった泣ける話 ファン文庫Tears 792

イン・ザ・ダスト 長沢　樹 1,144 # 下旬 未　定 未　　定 未定

エゴに捧げるトリック 矢庭優日 990 # 絶体絶命ラジオスター 志駕　晃 748

早川文庫ＮＶ 21 燃える川 P・ヘラー 1,232 # 永遠のおでかけ 益田ミリ 660

早川文庫ＨＭ 7 刑事失格 J・マクマホン 1,188 # クックパッドなのにキッチンを使わない… クックパッド 未定

シーラという子〔新版〕 T・ヘイデン 1,144 # 神さまと前祝い （仮） ｷｬﾒﾚｵﾝ竹田 未定

タイガーと呼ばれた子〔新版〕 T・ヘイデン 1,188 # 眠れないほど面白い『枕草子』 （仮） 岡本梨奈 未定

津波の霊たち 3・11　死と生の物語 R・L・パリー 1,100 # 孔子　成功者の人間学 （仮） 渋沢栄一 未定

放蕩者を改心させるには D・ハーモン 1,100 # 人の２倍見抜く本 （仮） 渋谷昌三 未定

英国ひつじの村 巡査さんを惑わす映画 5 R・ボウエン 1,320 # トヨタの「非常識」な考え方 （仮） 原マサヒコ 未定

冷酷な口づけ D・パーマー 660 # 結局、「まじめ」な人が一番強い！ （仮） 和田秀樹 未定

穏やかな彼 P・ジョーダン 550 # おしゃれな人には理由がある （仮） 石田純子 未定

075-366-8991

075-491-5500

075-813-2208

075-212-5050

075-253-0111

コミック文庫新刊案内 1月

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

星雲社

7

12

21

青春出版社 9

中旬大和書房

宝島社 8

竹書房
ラブロマン文庫

竹書房
ﾗｳﾞｧｰｽﾞ文庫 29

竹書房
蜜夢文庫 22

竹書房
怪談文庫 28

竹書房
文庫

18

21

筑摩書房
ちくま文庫

筑摩書房
ちくま

学芸文庫

9

9

中央公論新社
中公文庫 20

東京創元社
創元推理

文庫
28

東京創元社
創元SF文庫

東京創元社
創元ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

徳間書店
徳間文庫 15

徳間書店
キャラ文庫 27

早川書房
ハヤカワ文庫

ＳＦ

7

早川書房
ハヤカワ文庫

ＪＡ

7

21

早川書房
ハヤカワ文庫

ＮＦ
21

原書房 8

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ 14

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ
ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ文庫

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ

ﾊｰﾚｸｲﾝ
文庫

14

9

PHP研究所
文芸文庫 12

双葉社
双葉文庫 14

29
双葉社

モンスター文庫

25
二見書房

シャレード文庫

二見書房
時代小説

文庫
26

二見書房
官能シリーズ 26

二見書房
サラ文庫 12

15

二見書房
ﾏﾄﾞﾝﾅﾒｲﾄ

文庫
12

26

フランス書院

7

18

ポプラ社 4

マイナビ出版

毎日新聞出版 1

13
フロンティア

ワークス

文藝春秋
文春文庫 4

法藏館

三笠書房
王様文庫 1

三笠書房
知的生きかた

文庫
20

集英社
文庫

コミック版
18

中央公論新社
コミック版 20

ホビー
ジャパン 28

■映画タイトル：『名も無き世界のエンドロール』
■出演：岩田剛典/新田真剣佑/山田杏奈/中村アン

石丸謙二郎/大友康平/柄本明
■原作：『名も無き世界のエンドロール』 集英社文庫
■著：行成 薫
■2021年 1月29日（金）公開予定
■監督：佐藤祐市
■脚本：
■音楽：
■配給：エイベックス・ピクチャーズ

淋しさを抱えて生きてきたキダとマコトは幼なじみ。そこに芸能界で活躍するモデルのリサ
が現れる。興味を持ったマコトは、リサに全く相手にされない。キダは諦めろと忠告するが、
マコトは姿を消してしまう。2年後、マコトを捜すために裏社会にまで潜り込んだキダは、
リサと再会を果たす。マコトは、リサにふさわしい男になるために、死に物狂いで金を稼い
でいた。マコトの執念とその“理由”を知ったキダは、親友のため命をかけて協力すること
を誓う。キダは「交渉屋」として、マコトは「会社経営者」として、裏と表の社会でのし上
がっていく。そしてマコトはキダの力を借りてプロポーズを決行しようとする。しかしそれ
は、10年もの歳月を費やして２人が企てた、日本中を巻き込む“ある壮大な計画”だった―。

■ドラマタイトル：『青のSP（スクールポリス）

―学校内警察・嶋田隆平―』

■出演：藤原竜也/真木よう子/山田裕貴/鈴木梨央

鈴木悠仁/荒木飛羽/明日海りお

■原作：『スクールポリス』 ポプラ社文庫

■著：佐々木充郭

■2021年1月12日スタート 毎週火曜日21：00～フジテレビ系列
■脚本：大石哲也/山岡潤平

■演出：国本雅広/白川士
■音楽：菅野祐悟

■製作：カンテレ・ケイファクトリー

東京都では公立中学校にスクールポリス制度を試験的に導入されることが決定し、警視庁捜
査一課の刑事・嶋田隆平は日本初のスクールポリスに志願した。区立赤嶺中学校に配属され
ることになり、表向きはごく平凡な赤嶺中学校であったが、嶋田が配属されたことでSNSト
ラブル、生徒の薬物使用疑惑、盗撮事件、教師のマタハラ、セクハラなど、世間を騒がせる
社会問題が次々とあぶりだされていく。罪を犯した生徒に対し、無情にも手錠をかける嶋田
に対し、スクールポリス制度に関し反対の意見を持つ熱血国語教師・浅村は生徒の側に立ち、
嶋田と衝突を繰り返す。
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