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５万４千円でアジア大横断 下川裕治 990 1 角川電撃文庫 9 世界征服系妹 2 上月　司 未定 コスミック出版 21 可哀想な運命を背負った赤ちゃんに… ひなの琴莉 715

軍隊マニュアルで読む日本近現代史 一ノ瀬俊也 770 2 ドラゴンブック 20 「知識の剣」の魔神の主 （仮） 1 未　　定 未定 最新研究でここまでわかった日本史 日本史委員会 750

13歳、「私」をなくした私 山本　潤 825 3 記憶喪失の侯爵様に溺愛されています 3 春　志乃 未定 図解いちばんやさしい仏教とお経の本 沢辺有司 750

ＦＵＮＮＹ　ＢＵＮＮＹ 飯塚　健 880 4 悪役令嬢ルートがないなんて誰が言ったの 2 ぷにちゃん 未定 9 百々とお狐の本格巫女修行 4 千　　冬 836

天国までの百マイル［新装版］ 浅田次郎 814 5 ワケあり竜騎士団で子育て始めました 文里荒城 未定 刑事に悩める恋の色 高月紅葉 770

辰巳八景 山本一力 880 6 放課後の図書室でお淑やかな彼女の… 2 九　　曜 未定 異世界で王子様と子育てロマンス！？ 柚月美慧 770

ソーニャ文庫アンソロジー　化け物の恋 山野辺りり 792 7 エイス大陸クロニクル 津野瀬文 未定 Ｊﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 19 タイトル未定 義月粧子 831

王様の鳥籠 （仮） 桜井さくや 792 8 演距離カノジョの比奈森さん 恵比須清司 未定 十津川警部 愛と幻影の谷川特急 西村京太郎 836

背徳の恋の旋律 （仮） 光月海愛 792 9 魔王2099 2.幻想終焉都市・秋葉原 紫　大悟 未定 ファンクション 7 相場英雄 913

ゼロからわかる悪魔事典 かみゆ歴史編 770 10 あなたを救いに未来から来たと言う… 氷　　純 未定 天城越え殺人事件 私立探偵・小仏太郎 梓林太郎 792

ゼロからわかる幻想生物事典 かみゆ歴史編 770 11 通勤電車で会う女子高生に、なぜか… 甘粕冬夏 未定 きみを殺す、その日まで いぬじゅん 770

パサージュ論 3 V・ベンヤミン 未定 12 史上最強の大魔王、村人Ａに転生する 8 下等妙人 未定 雲雀坂の魔法使い 沖田　円 770

王の没落 イェンセン 未定 13 追放魔術教官の後宮ハーレム生活 琴平　稜 未定 お助け椀　人情料理わん屋 倉阪鬼一郎 770

法の哲学 自然法と国家学の要綱 下 ヘーゲル 未定 14 辺境都市の育成者 迷宮の蒼薔薇 3 七野りく 未定 排除　潜入捜査〈新装版〉 今野　敏 792

ペスト カミュ 未定 15 少女と血と勇者先生と 蒼木いつろ 未定 白バイガール　フルスロットル 佐藤青南 814

宗教と科学の接点 河合隼雄 未定 16 両親の借金を肩代わりしてもらう条件… 2 雨音　恵 未定 アケマン　警視庁ＬＳＰ　明田真子 沢里裕二 748

軍隊と地域 荒川章二 未定 17 王都の死神と光を秘めた少女 2 森山光太郎 未定 負けるための甲子園 谷山走太 792

オーウェルのマザー・グース 川端康雄 未定 18 それから俺はかっこいいバイクを買った 未　　定 未定 北町奉行所前腰掛け茶屋 吉田雄亮 770

人権運動の母が歩んだ勇気と自由へ… R・パークス 1,100 19 宮廷医の娘 3 冬馬　倫 未定 浮雲心霊奇譚　呪術師の宴 （仮） 神永　学 未定

おっさんたちの黄昏商店街 池永　陽 880 20 やわらかな湯気の向こう （仮） 長月天音 726 アンド・アイ・ラブ・ハー （仮） 小路幸也 未定

零戦の真実 坂井三郎 990 21 稲荷町グルメロード 行成　薫 726 TAS　特別師弟捜査員 （仮） 中山七里 未定

未　定 未　　定 未定 22 新・里見八犬伝 上 鎌田敏夫 704 大人は泣かないと思っていた （仮） 寺地はるな 未定

未　定 未　　定 未定 23 新・里見八犬伝 下 鎌田敏夫 704 会津　友の墓標 （仮） 西村京太郎 未定

未　定 未　　定 未定 24 くら姫　出直し神社たね銭貸し 櫻部由美子 748 死媒蝶 （仮） 森村誠一 未定

未　定 未　　定 未定 25 一膳めし屋丸九 5 中島久枝 726 闘鬼　斎藤一 （仮） 吉川永青 未定

忘れえぬ魔女の物語 2 宇佐楢春 770 26 ＮＯＶＡ　2021年号 （仮） 大森　望 1,100 真説・佐山サトル （仮） 田崎健太 未定

蒼と壊羽の楽園少女（アンティーク） 1 天城ケイ 770 27 ＪＡＬの心づかい 上阪　徹 792 桜色の魂 （仮） 長田渚左 未定

魔神に選ばれし村人ちゃん、都会の… 年中麦茶太郎 704 28 泣きかたをわすれていた 落合恵子 792 邂逅 （仮） 小杉健治 未定

その商人の弟子、剣につき 2 蒼機　純 770 29 ５分後に涙が溢れるラスト エブリスタ 660 和三郎江戸修行　激烈 （仮） 高橋三千綱 未定

神殺しの魔王、最弱種族に転生し… 2 えぞぎんぎつね 770 30 ５分後に慄き極まるラスト エブリスタ 660 復讐の家 （仮） ステフ・チャ 未定

俺とコイツの推しはサイコーにカワイイ 2 りんごかげき 770 31 私のモーツァルト 吉田秀和 990 わたしが恋人になれるわけないじゃん… 3 みかみてれん 未定

尽くしたがりなうちの嫁についてデレて… 2 斧名田ﾏﾆﾏﾆ 770 32 脳にはバグがひそんでる D・ﾌﾞｵﾉﾏｰﾉ 1,320 攻略難易度ハードモードの地球産… 歩谷健介 未定

やたらと察しのいい俺は、毒舌クーデレ… 3 ふか田さめたろう 770 33 「食」が変えた世界史 （仮） 玉造　潤 792 魔弾の王と凍漣の雪姫 8 川口　士 未定

居候先の三姉妹がえっちなﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを… 坂東太郎 未定 34 古今東西へんな法律 ｵﾌｨｽﾃｲｸｵｰ 792 魔弾の王と聖泉の双紋剣 5 瀬尾つかさ 未定

駅徒歩７分１ＤＫ。ＪＤ、ＪＫ付き。 1 書店ゾンビ 未定 35 心を励ます　中国名言・名詞 （仮） 河田聡美 803 元勇者は静かに暮らしたい 4 こうじ 未定

Ｄ級冒険者の俺、なぜか勇者ﾊﾟｰﾃｨｰ… 2 白青虎猫 未定 36 「はじめまして」を3000回 （仮） 喜多喜久 935 王立魔法学園の最下生 2 柑橘ゆすら 未定

ブレイドスキル・オンライン 2 馬路まんじ 未定 37 猫だからね （仮） そにしけんじ 759 これは経費で落ちません！ 8 青木祐子 未定

魔王と竜王に育てられた少年は学園… 2 熊乃げん骨 未定 38 その日、朱音は空を飛んだ （仮） 武田綾乃 979 平安あや解き草紙 （仮） 小田菜摘 未定

Ｒｅ：ＲＥ-リ：アールイー- 2 中島リュウ 未定 39 向こうの果て （仮） 竹田　新 891 ホテルクラシカル猫番館（仮） 4 小湊悠貴 未定

俺は星間国家の悪徳領主！ 3 三嶋与夢 未定 40 ドＳ刑事 （仮） 七尾与史 891 会社の裏に同僚埋めてくるけど…（仮） 夕鷺かのう 未定

ありふれた職業で世界最強　零 6 白米　良 未定 41 世にも美しき数学者たちの （仮） 二宮敦人 891 精霊指定都市（仮） 我鳥彩子 未定

死神に育てられた少女は漆黒の剣を… 6 彩峰舞人 未定 42 メガバンク　起死回生 （仮） 波多野聖 979 月の汀に啼く鵺は（仮） 長谷川夕 未定

現実主義勇者の王国再建記 14 どぜう丸 未定 43 モネのあしあと （仮） 原田マハ 660 瀬戸際のハケンと窓際の正社員 （仮） ゆきた志旗 未定

究極進化したフルダイブＲＰＧが現実… 3 土日　月 未定 44 やっぱり、僕の姉ちゃん （仮） 益田ミリ 759 未定 るろうに剣心 最終章　The Final（仮） 田中　創 未定

学戦都市アスタリスク 六花団円 17 三屋咲ゆう 未定 45 いのちの停車場 （仮） 南　杏子 891 1 小説　ホムンクルス 江波光則 704

大親友が女の子だと思春期に困る 赤福大和 未定 46 われら滅亡地球学クラブ （仮） 向井湘吾 935 桃殿の姫、鬼を婿にすること　宵の巻 深山くのえ 660

七人の魔剣姫とゼロの騎士団 2 川田両悟 未定 47 ブランケット・ブルームの星型乗車券 吉田篤弘 847 咎人の刻印　デッドマン・リターンズ 蒼月海里 616

金に余裕ができたので、騙されたふり… 砂義出雲 未定 48 自分を好きになりたい （仮） わたなべぽん 715 菜種晴れ 山本一力 990

クラスの大嫌いな女子と結婚すること… 2 天乃聖樹 未定 49 幻冬舎時代小説 8 雪見酒　居酒屋お夏 （仮） 岡本さとる 825 看取り医　独庵 根津潤太郎 726

ぼくたちのリメイク　Ｖｅｒ．β 3 木緒なち 未定 50 旦那様は恋人を拾う 間之あまの 726 私はスカーレット 4 林真理子 660

ベノム 求愛性少女症候群 城　　崎 未定 51 乙女ゲーで狼陛下の溺愛攻略対象です 松雪奈々 693 刑事特捜隊「お客さま」相談係 織姫の夜 2 鳴神響一 902

神は遊戯に飢えている。 2 細音　啓 未定 52 螢坂　香菜里屋シリーズ 新装版 3 北森　鴻 682 刑事仙道　見取り捜査 赤木京太郎 792

新妹魔王の契約者ⅩⅢ 上栖綴人 726 53 さくら、さくら　おとなが恋して　 新装版 林真理子 576 殺した夫が帰ってきました 桜井美奈 748

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを… 8 ざっぽん 704 54 グリーン・レクイエム　 新装版 新井素子 未定 豊田章男が愛したテストドライバー 稲泉　連 792

この世界、わたしに都合がいいようです！ 気がつけば毛玉 704 55 カットバック　警視庁ＦＣ 2 今野　敏 660 東京輪舞 月村了衛 1,100

スーパーカブ 7 トネ・コーケン 726 56 脳　男　 新装版 首藤瓜於 770 結婚が前提のラブコメ 4 栗ノ原草介 682

飛び降りようとしている女子高生を助… 岸馬きらく 726 57 食べるぞ！世界の地元メシ 岡崎大五 未定 剣と魔法の税金対策 2 SOW 726

あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメ… 3 桜目禅斗 770 58 下り酒一番 5 千野隆司 682 千歳くんはラムネ瓶のなか 5 裕　　夢 803

世界最速のレベルアップ 八又ナガト 726 59 覆面作家 大沢在昌 748 源平妖乱　鬼夜行　 武内　涼 未定

幼なじみからの恋愛相談。 ケンノジ 726 60 バルス 楡　周平 880 初代北町奉行　米津勘兵衛　弦月の帥 岩室　忍 未定

他人を寄せつけない無愛想な女子に… 向原三吉 704 61 花のいのち 瀬戸内寂聴 660 ひ　と 小野寺史宜 未定

仏教 松岡正剛 未定 62 いたずらにモテる刑事の捜査報告書 石川智健 715 平凡な革命家の死 樋口有介 未定

コタン　違星北斗遺稿 未　　定 未定 63 ベスト８ミステリーズ2017 推理作家協会 未定 オレと俺 水生大海 未定

東方の言葉 中村　元 未定 64 本のエンドロール 安藤祐介 未定 映画女優　吉永小百合 大下英治 未定

茶の湯の歴史 神津朝夫 未定 65 掟上今日子の婚姻届 西尾維新 682 鳶　新・戻り舟同心 長谷川卓 未定

春日坂高校漫画研究部 第5号 あずまの章 未定 66 敵討ちか主殺しか　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美 924 寝ず身の子　風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定

義理の妹が聖女だからと婚約破棄… 桜井ゆきな 未定 67 一外交官の見た明治維新 A・サトウ 1,408 世界で一番　かわいい名言 ひすいこたろう 未定

黒のグリモワールと呪われた魔女 春野こもも 未定 68 メッカ　イスラームの都市社会 後藤　明 1,012 24時間の使い方 石川和男 未定

ソーダ・ボーイ （仮） 吉村喜彦 未定 69 中国の歴史 近代中国　清末　中華民国 10 菊池秀明 1,485 新紀元社 中旬 探しものは妖怪ですか？ 霜月りつ 715

退屈のお殿さま 和久田正明 未定 70 古典について 吉川幸次郎 1,056 ソラの人 朝丘　戻 935

雪割草 横溝正史 未定 71 講談社Ｘ文庫 5 無敵の城主は恋に落ちる 春原いずみ 902 善き王子のための裏切りのラメント （仮） 片　　岡 759

血の葬送曲 （仮） 未　　定 未定 72 あの鬼教師が僕の姉になるんですか？ 3 猫又ぬこ 682 伯爵令嬢ですがゾンビになったので… 渡海奈穂 946

警視庁機動捜査隊216 仮面の十月 安井国穂 未定 73 剣帝学院の魔眼賢者 2 ツカサ 726 恋をしていたころ 安西リカ 748

フラッガーの方程式 浅倉秋成 未定 74 君たちは絶滅危惧種なのか？ 森　博嗣 未定 全裸監督 村西とおる伝 本橋信宏 1,210

みんなが、ひとりでいても寂しそうに… 39 銀色夏生 未定 75 アンデッドガール・マーダーファルス　 3 青崎有吾 759 吃　音 伝えられないもどかしさ 近藤雄生 605

産業医・渋谷雅治の事件カルテ 未　　定 未定 76 叙述トリック短編集 似鳥　鶏 825 雪ぐ人 「冤罪弁護士」今村核の挑戦 佐々木健一 649

おでん居酒屋ふみ　占い繁盛記 渡辺淳子 未定 77 にわか令嬢は王太子殿下の雇われ… 8 香月　航 702 ルポ　川崎 磯部　涼 693

妖魔なオレ様と下僕な僕 （仮） 椹野道流 未定 78 聖なる花婿の癒やしごはん 瀬川月菜 702 文豪の凄い語彙力 山口謠司 605

向島・箱屋の新吉 （仮） 3 小杉健治 未定 79 講談社一迅社ﾒﾘｯｻ 28 王子様に溺愛されて困ってます 3 月神サキ 726 大奥づとめ 永井紗耶子 693

お江戸やすらぎ飯 初恋 鷹井　伶 未定 80 探偵小説シリーズ （仮） 日下三蔵 未定 ひとつむぎの手 知念実希人 825

ドリトル先生と月からの使い ﾋｭｰ･ﾛﾌﾃｨﾝｸﾞ 未定 81 狼の牙 八丁堀つむじ風 12 和久田正明 未定 月の炎 板倉俊之 737

銀　橋 中山可穂 未定 82 三毛猫ホームズの裁きの日 赤川次郎 未定 僕とぼく 妹の命が奪われた「あの日」から 川名壮志 649

さしすせその女たち 椰月美智子 未定 83 ポストカプセル 折原　一 未定 どうやらオレたち、いずれ死ぬっつー… みうらじゅん 693

仕事のあとは江戸の町で食べ歩いて… 神楽坂淳 未定 84 ただいまつもとの事件簿 （仮） 新津きよみ 未定 死神の弟子とかなり残念な小説家。 榎田ユウリ 693

不　在 彩瀬まる 未定 85 二人の推理は夢見がち 青柳碧人 未定 テアトル・オン・アイス 椎名寅生 693

絵が殺した 黒川博行 未定 86 境内ではお静かに 七夕祭りの事件帖 天祢　涼 未定 神秘の短剣 ダーク・マテリアルズ 上2 P・プルマン 737

江戸落語奇譚 寄席と死神 未　　定 未定 87 メールヒェンラントの王子 金子ユミ 未定 神秘の短剣 ダーク・マテリアルズ 下2 P・プルマン 737

後宮の検屍女官 小野はるか 未定 88 ショコラティエ 藤野恵美 未定 花嫁修業のため幼なじみと極甘♡同居… 言ノ葉リン 550

あの夏、二人のルカ 誉田哲也 未定 89 信州・善光寺殺人事件 梓林太郎 未定 ＊あいら＊新シリーズ （仮） 1 ＊あいら＊ 550

弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇 2 喜多みどり 未定 90 射　殺 警視庁分室刑事（仮） 南　英男 未定 イジメ返し -新たな復讐- （仮） なぁな 550

新・千里眼 （仮） 松岡圭祐 未定 本懐 上田秀人 未定 最愛未満【元号旦那様シリーズ令和編】 水守恵蓮 704

ホーンテッド・キャンパス 櫛木理宇 未定 親子の絆　新装版 研ぎ師人情始末 10 稲葉　稔 未定 天才脳外科医は新妻を愛し尽くしたい 佐倉伊織 704

魔夜中の七不思議 （仮） 最東対地 未定 無暁の鈴 西條奈加 未定 愛憎エンゲージメント （仮） 吉澤紗矢 704

角川ﾙﾋﾞｰ文庫 31 もふもふ黒豹男爵の慈愛花嫁 真崎ひかる 未定 光文社古典新訳 13 小公女 バーネット 未定 クールな御曹司は二度目の初恋を… 宇佐木 704

ジュエル文庫 1 妾の後宮妃ﾗﾝｷﾝｸﾞは133番目のようです 藍杜　雫 未定 タイから始めるバックパッカー入門 藤井伸二 未定 極上エリートパイロットに契約結婚を… 未華空央 704

春夏秋冬代行者 春の舞 上 暁　佳奈 未定 隣の嵐くん 関　　修 未定 奪うよ、キミの心も身体も全部 （仮） 田崎くるみ 704

春夏秋冬代行者 春の舞 下 暁　佳奈 未定 お毒見役　みだら帖 2 睦月影郎 715 気の毒なお姫様の幸せなお話 （仮） も　　り 704

メイジアン・カンパニー 2 佐島　勤 未定 天保艶犯科帖 3 八神淳一 715 新米パパの双子ごはん （仮） 2 遠藤　遼 660

家出中不良女子小学生の妹をかくまう… 佐々山プラス 未定 最強同心　剣之介 6 早見　俊 715 龍神様と巫女花嫁の契り （仮） 2 涙　　鳴 660

わたし以外とのラブコメは許さないん… 3 羽場楽人 未定 帝の同心　八瀬三四郎 （仮） 藤村与一郎 715 明日君が死ぬことを僕だけが知っていた 加賀美真也 660

君が、仲間を殺した数 2 有象利路 未定 107 殿さま浪人幸四郎 2 聖　龍人 715 猫かぶり御曹司の契約恋人 加地アヤメ 704

魔王学院の不適合者 9 秋 未定 108 19 本土決戦1944 （仮） 上 橋本　純 715 デビルな社長と密着24時 七福さゆり 704

男女の友情は成立する？ Ｆｌａｇ 2 七菜なな 未定 109 大家族四男 9 日向唯稀 715 異世界でカフェを開店しました。 13 甘沢林檎 704

幼なじみが絶対に負けないラブコメ 7 二丸修一 未定 110 転生したので歯医者をしながら伯爵家… 亜坂たかみ 715 乙女ゲームの悪役なんてどこかで… 4 柏　てん 704

星雲社

7

9
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ケータイ小説

文庫
26
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ベリーズ文庫 9
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小学館
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小学館
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文庫
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16

16
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新書館 9
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彩図社
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20
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23
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20
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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

元獣医の令嬢は婚約破棄されましたが… 1 園宮りおん 704 1 塔の上の婚約者 J・リンジー 1,040

のんびりＶＲＭＭＯ記 8 まぐろ猫＠恢猫 671 2 淡い夢のほとりで C・マーティン 980

巻き込まれ召喚！？ 3 まはぷる 671 3 愛のソネット S・ローレンス 880 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

欠陥品の文殊使いは最強の希少職でした 3 登龍乃月 671 4 危険な億万長者 サラ・モーガン 550 中央公論新社 21 織田信長と関白秀吉 石ノ森章太郎 924

この世界で僕だけが透明の色を知って… 糸四季（仮） 726 5 秘められた絆 アン・メイザー 550

古都鎌倉おもひで雑貨店 （仮） 深月　香 726 理系的アタマの使い方（仮） 鎌田浩毅 924 　　　　　　　　※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。

恋文やしろのお猫様 織部ソマリ 726 ぼくらの仮説が世界をつくる （仮） 佐渡島庸平 792

28 女嫌い公爵はただ一人の令嬢にのみ… 南　玲子 704 日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木　誠 968 大垣書店グループ

暮らしと心の「すっきり」が続く 金子由紀子 979 日本人として知っておきたい世界史の… 中西輝政 990 ■京都市

世の中の裏がきちんとわかる！（仮） おもしろ学会 869 最強の教訓！　日本史 （仮） 河合　敦 968 北区 　佛教大学店

青心社 中旬 クトゥルー・深淵に魅せられし者 新熊　昇 770 6 鬼滅の刃で哲学する （仮） 小川仁志 748 　ビブレ店

対比列伝　ヒトラーとスターリン 3 A・ブロック 2,200 7 8 ワンルーム・ショートショート（仮） pixiv　ピクシブ 770 中京区 　二条駅店

図書館の興亡 M・バトルズ 1,320 8 19 文蔵2021.5 「文蔵」編集部 825 　烏丸三条店

絵師の魂　渓斎英泉 増田晶文 1,078 9 マローダー 上 ｶｯｽﾗｰ＆ﾓﾘｿﾝ 935 　四条店

自然という幻想 エマ・マリス 1,100 # マローダー 下 ｶｯｽﾗｰ＆ﾓﾘｿﾝ 935 　Kotochika御池店

大衆食堂へ行こう 東海林さだお 880 # カイランド ミア・シェリダン 1,265 　佛教大学二条キャンパス店

無敵の思考 ひろゆき 748 # 踊る彼女のシルエット 柚木麻子 671 左京区 　高野店

孤独と上手につきあう９つの方法 和田秀樹 770 # できそこないの世界でおれたちは 桜井鈴茂 693 右京区 　イオンモール京都五条店

勝者のゴールデンメンタル 飯山晄朗 770 # 暗色コメディ 連城三紀彦 935 　京都ファミリー店

鎌倉うずまき案内所 青山美智子 825 # 京都丸太町の恋衣屋さん 天花寺さやか 671 西京区 　ブックパル五条店

甘美なる誘拐 平居紀一 880 # おいしい診療所の魔法の処方箋 2 藤山素心 682 　ブックパル桂南店

臨床法医学者・真壁天 高野結史 792 # 蜜命係長と島のオンナたち （仮） 霧原一輝 726 下京区 　京都本店

私立図書館・黄昏堂の奇跡 岡本七緒 792 # はぐれ長屋の用心棒 鬼神の叫び 51 鳥羽　亮 693 　京都駅ビル ザ・キューブ店

静かに眠るドリアードの森で 冴内城人 836 # 藍染袴お匙帖 サブタイトル未定 13 藤原緋沙子 693 　髙島屋店

新版 必ず誰かに話したくなる心理学 岡崎博之 660 # 家請人克次事件帖 春告げ鳥〈新装版〉 3 築山　桂 693 　京都ヨドバシ店

新版 人生の指針が見つかる　座右の銘 別冊宝島編 660 # おんな与力　花房英之介 2 鳴神響一 693 南区 　イオンモールKYOTO店

12 素人手記　こわいほどキモチいい！ （仮） 愛の体験編 770 # 北の御番所検使書留帳 春の雪（仮） 1 芝村凉也 748 　イオンモール京都桂川店

16 大聖神 横田順彌 1,320 # 15分のお江戸コメディ　ことわざ時代劇 瀬尾英男 627 　イオン洛南店

19 欲望の時刻 （仮） 多加羽亮 770 # じゃりン子チエ 15 はるき悦巳 880 伏見区 　醍醐店

タルタロスの目覚め （仮） 上 J・ロリンズ 880 # 極点の炎魔術師 シクラメン 748 　伏見店

タルタロスの目覚め （仮） 下 J・ロリンズ 880 # 社畜男はＢ人お姉さんに助けられて 3 櫻井春輝 781 山科区 　ブックパル文苑 山科店

5 しくじり女上司 （仮） 美野　晶 770 # 必勝ダンジョン運営方法 15 雪だるま 748

12 なまめき地方妻 （仮） 桜井真琴 770 # わすれられない恋ならば 谷崎　泉 770 ■京都府

26 女体めぐりの出張 （仮） 伊吹功二 770 # 本気で不純な生存戦略 高月まつり 715 亀岡市 　亀岡店

龍の恋炎 （仮） ふゆの仁子 726 # 迷子のオメガはどこですか 弓月あや 715

舐め男 （仮） 西野　花 726 # 剣客大名　柳生俊平 17 麻倉一矢 724 ■大阪府

もう一度だけ円舞曲を J・クイン 1,320 # 椿平九郎　留守居秘録 2 早見　俊 770 高槻市 　高槻店

Ｗｈｏ’s　Ｔｈａｔ　Ｅａｒｌ （原題） S・クレイグ 1,210 # 大江戸けったい長屋 4 沖田正午 792 豊中市 　豊中緑丘店

国王陛下は新妻に溺愛されている （仮） 伽月るーこ 880 # 二見官能ｼﾘｰｽﾞ 26 灰色の病棟 （仮） 桜井真琴 792 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

運命の二人は何度でも恋に落ちる （仮） 如　　月 880 # コヴェット （原題） J・R・ウォード 1,518 箕面市 　デューク書店　

竹ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 12 異世界から来た賢者様はお嫁様を… 竹　　輪 924 # フロング・ハイランダー （原題） L・サンズ 1,320

凶鳴怪談 （仮） 2 岩井志麻子 748 # 訳あり令嬢の婚約破談計画 阿部はるか 784 ■兵庫県

実話奇譚　魘魅 （仮） 川奈まり子 748 # 幼なじみの騎士様の愛妻になりました 真宮藍璃 800 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

実話怪事記　怨み禍 （仮） 真白　圭 748 # 両隣の人妻 （仮） 綾野　馨 792 　プリコ神戸店

羅刹ノ国　北九州怪談行 （仮） 菱井十拳 748 # 夜行列車の君を探して （仮） 津村しおり 792

算命学怪談　占い師の怖い話 （仮） 2 幽木武彦 748 # 青い瞳の美少女 （仮） 諸積直人 792 ■滋賀県

石の文学館 時間が織りなす物語 和田博文 946 # 素人告白スペシャル （仮） 素人投稿編 792 大津市 　フォレオ大津一里山店

『新青年』名作コレクション 新青年研究会 1,870 # ヤンデレ策士な御曹司に知らないうち… 山野辺りり 未定

おれたちと大砲 井上ひさし 1,100 # スパダリ夫と若奥様、シチュエーション… 七福さゆり 未定 ■静岡県

先端で、さすわ　さされるわ　そらええわ 川上未映子 748 # Ｐｅｒｆｕｍｅ （仮） 白石さよ 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

水　瓶 川上未映子 748 # 制服奴隷市場【十匹の餌食】 （仮） 夏月　燐 未定

世界奇食大全　増補版 杉岡幸徳 880 # 肉玩具にされた隣人妻 （仮） 御前零士 未定 ■岐阜県

理不尽な進化　増補新版 吉川浩満 990 # 悪女（と誤解される私）が腹黒王太子様… 栢野すばる 未定 岐阜市 　岐阜髙島屋店

民俗地名語彙事典 松永美吉 2,200 # あやかしの恋情 （仮） 蒼磨　奏 未定

近代とホロコースト Z・バウマン 1,760 # 僕には吸血鬼狩りなお姉ちゃんがいます 青橋由高 未定 ■広島県

世界市場の形成 松井　透 1,650 # 僕は小さな淫魔のしもべ （仮） 葉原　鉄 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

フォン・ノイマンの生涯 N・マクレイ 1,870 # なんでソープに先生が！？ （仮） サエキヨウスケ 未定

フィヒテ入門講義 V・G・ヤコプス 1,320 # 逆恨み孕ませ【人妻鬼調教】 （仮） 八雲　蓮 未定 ■埼玉県

近代日本思想選　福沢諭吉 福沢諭吉 1,760 # 今すぐ入れてください （仮） 夏川　瞬 未定 所沢市 　ブックスタマ 所沢店

五郎治殿御始末 浅田次郎 572 # 奈落の美界【麗姫無惨】 （仮） 綺羅　光 未定

神を統べる者 上宮聖徳法王誕生篇 3 荒山　徹 1,012 # 妻の母の喪服姿が色っぽすぎて （仮） 高宮柚希 未定 ■埼玉県

都鄙問答 石田梅岩 1,100 # 子づくり出張【女社長と新人社員】 （仮） 美和　令 未定 羽村市 　ブックスタマ 小作店

阿呆旅行 未定 1,034 # 強制ネトラセ人妻 （仮） 大角やぎ 未定 東大和店 　ブックスタマ 東大和店

香港・濁水渓 増補版 邱永漢 1,100 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 恋は秘めたる情慾に 高月紅葉 770

教科書名短篇 家族の時間 中央公論新社 770 # ニュー・ワールズ・エンド 川口祐海 770 ■北海道

青　嵐 矢月秀作 748 # あの日、松の廊下で 白蔵盈太 748 札幌市 　マルヤマクラス店

サルと人間 サル化する人間社会 山極壽一 770 # 初詣で 照降町四季 1 佐伯泰英 858 　東光ストア円山店

ウィトゲンシュタイン家の人びと 闘う家族 A・ウォー 1,650 # 彼女は頭が悪いから 姫野カオルコ 957 　東光ストア行啓通店

チャリング・クロス街84番地 増補版 H・ハンフ 902 # 影ぞ恋しき 上 葉室　麟 825

赤い死の舞踏会 ポー作品集 E・アラン・ポー 1,100 # 影ぞ恋しき 下 葉室　麟 825

わたしの忘れ物 乾　ルカ 858 # 音　叉 髙見澤俊彦 847

見守るもの 千蔵呪物目録 3 佐藤さくら 1,100 # 赤い風 梶よう子 1,100

スタイルズ荘の怪事件【新訳版】 A・クリスティ 968 # 海を抱いて月に眠る 深沢　潮 990

殺人者の手記　 上 H・ネッセル 1,144 # 最後の相棒 歌舞伎町麻薬捜査 永瀬隼介 990

殺人者の手記　 下 H・ネッセル 1,144 # 小屋を燃す 南木佳士 726

日本ハードボイルド全集 1 生島治郎 1,650 武士の流儀 5 稲葉　稔 748

金木犀と彼女の時間 彩坂美月 880 神のふたつの貌 新装版 貫井徳郎 990

魔軍跳梁　赤江瀑アラベスク （仮） 2 赤江　瀑 1,540 バナナの丸かじり 東海林さだお 737

12 超動く家にて 宮内悠介 880 人口減少社会の未来学 内田　樹 880

30 小惑星ハイジャック R・ｼﾙｳﾞｧｰﾊﾞｰｸﾞ 858 バイバイバブリー 阿川佐和子 682

僕らの課外授業 赤川次郎 748 # 選べなかった命 河合香織 825

麻倉玲一は信頼できない語り手 太田忠司 792 # 乗客ナンバー23の消失 S・ﾌｨﾂｪｯｸ 1,100

ジャパン・ガンズ 神野オキナ 924 # 文春学藝 6 義経の東アジア 小島　毅 1,870

下町不思議町物語 香月日輪 660 # 異界心理士の正気度と意見 1 水城正太郎 681

クレインファクトリー 三島浩司 968 # 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女 22 鷹山誠一 681

暴君竜を飼いならせ （仮） 10 犬飼のの 682 # 魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだ… 12 手島史詞 681

花降る王子の婚礼 （仮） 2 尾上与一 682 # 「私と一緒に住むってどうかな？」 1 水口敬文 681

簒奪者は気高きΩに跪く （仮） 華藤えれな 682 # 魔界帰りの劣等能力者 6 たすろう 681

24の「神話」からよむ宗教 中村圭志 990 # 精霊幻想記 19 北山結莉 681

食糧と人類 R・ドフリース 1,100 # 守護霊刑事 藤崎　翔 748

Ｖ字回復の経営 増補改訂版 三枝　匡 990 # 百貨の魔法 村山早紀 880

1 法典分子大感染 P・グリーゼ 814 # ﾏｲｸﾛﾏｶﾞｼﾞﾝ社 20 海辺のカフェで謎解きを 悠木シュン 759

エルファード人の野望 H・G・ｴｰｳﾞｪﾙｽ 814 # 未　定 未　　定 未定

マザーコード C・ｽﾀｲｳﾞｧｰｽ 1,100 # 未　定 未　　定 未定

吉原美味草紙　人騒がせな蟹祭り 出水千春 858 # 質屋からすのワケアリ帳簿 6 南　　潔 748

風待ちのふたり　薫と芽衣の事件帖 倉本由布 792 # 豆腐料理のおいしい豆だぬきのお宿 江本マシメサ 748

大日本帝国の銀河 2 林　譲治 880 # 極小農園日記 荻原　浩 770

ポストコロナのＳＦ 日本ＳＦクラブ 880 # その話は今日はやめておきましょう 井上荒野 825

1 第八の探偵 A・ﾊﾞｳﾞｪｰｼﾞ 990 # マッキンゼーで学んだ段取りの技法 （仮） 大嶋祥誉 未定

14 バザールの少年探偵 D・ｱｰﾅﾊﾞｰﾗ 1,100 # 「急がない人」が、いい人生を送る （仮） 斎藤茂太 未定

早川文庫ＮＦ 1 デジタル・ミニマリスト C・ニューポート 880 # 〔新版〕一瞬で大切なことを伝える技術 三谷宏治 未定

原書房 9 復縁は甘くひそやかに B・ベネット 1,320 # ぜったい幸せになれる話し方の秘密 （仮） 佐藤富雄 未定

セクシーすぎる隣人 I・アダムス 730 # 生涯現役は、50代の人生で決まる （仮） 下重暁子 未定

淫らな子爵の欲望に無垢な令嬢は… J・バルボサ 730 # 眠れないほどおもしろい「三大宗教」 （仮） 並木伸一郎 未定

ボスへの想い D・パーマー 660 # わかりすぎて困る心理テスト （仮） 中嶋真澄 未定

花婿の誓い R・ウインターズ 550 # 気持ちのムダづかい （仮） 松本紹圭 未定
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■映画タイトル：『キネマの神様』

■出演：沢田研二/菅田将暉/永野芽郁/野田洋次郎

北川景子/寺島しのぶ/リリー・フランキー

■原作：『キネマの神様』 文藝春秋 文春文庫

■著：原田マハ

■2021年4月16日（金）公開予定

■監督：山田洋次
■脚本：山田洋次/浅原雄三

■配給：松竹

無類のギャンブル好きなゴウは、妻・淑子や家族に見放されたダメ親父。そんな彼に

もたった一つだけ愛してやまないものがあった。それは映画。行きつけの名画座の

館主・テラシンとは、かつて映画の撮影所で働く仲間だった。若き日のゴウたちは、

時代を代表する名監督やスター俳優に囲まれながら夢を追い求め、青春を駆け抜

けていた。しかしゴウとテラシンがともに食堂の娘へ恋心を抱き、運命の歯車は狂い

始める…。時代を越えて繰り広げられる、愛と友情の物語。若き日のゴウが信じ続

けた“映画の神様”が、時を越えてひとつの家族に奇跡をもたらす―。

■ドラマタイトル：『最高のオバハン 中島ハルコ』

■出演：大地真央/松本まりか/真魚/合田雅吏/高橋ひとみ

■原作：『最高のオバハン 中島ハルコの恋愛相談室』

文春文庫

■著：林 真理子

■2021年4月10日スタート

毎週土曜日23：40～ フジテレビ系列

■脚本：西荻弓絵
■監督：大谷健太郎
■音楽：辻陽

■製作：東海テレビ ジ・アイコン

中島ハルコ、52歳。本音で生きる会社経営者。金持ちなのにドケチで、口の悪さは
天下一品。嫌われても仕方がないほど自分勝手な性格なのに、なぜか悩み事を抱
えた人間が寄ってくる。高学歴ゆえに結婚できない、不倫相手がお金を返してくれな
いといった相談を、歯に衣着せぬ物言いで鮮やかに解決していく痛快エンタテインメ
ント！
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