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いいことから始めよう A・J・ﾂﾜﾙｽｷｰ 726 1 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界… 12 細音　啓 未定 あなたは世界に愛されている 小鳥居ほたる 770

酔いどれ鳶 江戸人情短編傑作選 宇江佐真理 770 2 一億年ボタンを連打した俺は気付いた… 8 月島秀一 未定 臨界　潜入捜査  〈新装版〉 今野　敏 792

ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子 990 3 異世界でチート能力を手にした俺は、… 9 美　　紅 未定 処女総理 沢里裕二 770

相棒 season19 上 碇　卯人 1,012 4 ロクでなし魔術講師と追想日誌 9 羊太郎 未定 嫁の甲斐性 中得一美 770

愛しの領主様の監禁愛 （仮） 水野恵無 792 5 女子寮の管理人をすることになった俺、… 夏乃実 未定 妻の罪状 新津きよみ 792

奪われた結婚 （仮） 春日部こみと 792 6 俺のお嫁さん、変態かもしれない くろい 未定 十津川警部　出雲伝説と木次線 西村京太郎 770

12 あらすじとイラストでわかる君主論 知的発見探検隊 770 7 古き掟の魔法騎士 3 羊太郎 未定 ５時過ぎランチ 羽田圭介 759

黒島伝治作品集 紅野謙介 891 8 クールな月城さんは俺にだけデレ可愛い 村田　天 未定 淫ら新入社員 睦月影郎 748

まっくら　 女坑夫からの聞き書き 森崎和江 814 9 放課後の聖女さんが尊いだけじゃない… 2 戸塚　陸 未定 尼子姫十勇士 （仮） 諸田玲子 未定

梵文和訳　華厳経入法界品 下 梶山雄一 1,111 10 花街の用心棒 隣国の琥珀は皇帝を導く 3 深海　亮 770 絶　声 （仮） 下村敦史 未定

丹下健三都市論集 豊川斎赫 924 11 王子様なんていりません！ 村田　天 726 高天原―厩戸皇子の神話 （仮） 周防　柳 未定

キリスト信徒のなぐさめ 内村鑑三 638 12 氷室教授のあやかし講義は月夜にて 2 古河　樹 770 暗夜鬼譚　空蝉挽歌 （仮） 後 瀬川貴次 未定

六代目圓生コレクション　寄席楽屋帳 三遊亭圓生 1,672 13 死の森の魔女は愛を知らない 2 浅名ゆうな 660 捜し物屋まやま （仮） 2 木原音瀬 未定

ドストエフスキーとの旅 亀山郁夫 1,452 14 大正着物鬼譚 花街の困り事、承ります 相沢泉見 726 星月夜の鬼子母神 （仮） 篠　綾子 未定

彼らの犯罪 樹村みのり 1,320 15 君と過ごした透明な時間 丸井とまと 未定 主権なき平和国家（仮） 伊勢﨑賢治 未定

ミッドナイトサン （原題） 上 S・メイヤー 1,078 16 Ｍｉｓｓｉｎｇ 生贄の物語 8 甲田学人 未定 8050問題（仮） 黒川祥子 未定

ミッドナイトサン （原題） 中 S・メイヤー 1,078 17 宮廷医の娘 4 冬馬　倫 未定 明智小五郎事件簿　戦後篇（仮） 1 江戸川乱歩 未定

ミッドナイトサン （原題） 下 S・メイヤー 1,078 18 純黒の執行者 青木杏樹 未定 時は殺人者 （仮） 上 M・ビュッシ 未定

シャドウ・イン・デス　イヴ＆ローク （原題） 52 J・D・ロブ 1,078 19 親王殿下のパティシエール 5 篠原悠希 748 時は殺人者 （仮） 下 M・ビュッシ 未定

未　定 未　　定 未定 20 すみれ飴　花暦　居酒屋ぜんや 坂井希久子 660 異世界蹂躙　-淫靡な洞窟のその奥で- 3 ウメ種 未定

未　定 未　　定 未定 21 お気楽長屋にはるが来て （仮） 佐々木禎子 704 わたしが恋人になれるわけないじゃん… 4 みかみてれん 未定

未　定 未　　定 未定 22 一膳めし屋丸九 ねぎ坊の天ぷら 6 中島久枝 726 エルフ奴隷と築くダンジョンハーレム 3 火野あかり 未定

未　定 未　　定 未定 23 無根の樹 三好昌子 704 パワハラ聖女の幼馴染みと絶縁したら… 3 くさもち 未定

未　定 未　　定 未定 24 選んだ孤独はよい孤独 山内マリコ 748 逃げられない男 （仮） 愁堂れな 未定

お兄ちゃんとの本気の恋なんて誰にも… 1 保住　圭 770 25 ポリフォニック・イリュージョン 飛　浩隆 869 後宮戯華伝（仮） はるおかりの 未定

痴漢されそうになっているS級美少女を… 5 ケンノジ 770 26 官報複合体 牧野　洋 990 京都伏見は水神さまのいたはるところ 相川　真 未定

ラブコメ嫌いの俺が最高のヒロインに… 2 なめこ印 770 27 情報隠蔽国家 青木　理 847 ベビーシッターは眠らない （仮） 松田志乃ぶ 未定

君は初恋の人、の娘 2 機村械人 726 28 日本迷信集 今野圓輔 990 水の剣と砂漠の海 アルテニア戦記（仮） 森　りん 未定

私のほうが先に好きだったので。 1 佐野しなの 770 29 官能小説「絶頂」表現用語用例辞典 永田守弘 990 消えた初恋 （仮） 宮田　光 未定

〆切前には百合が捗る 2 平坂　読 770 30 イチョウ　奇跡の2億年史 ﾋﾟｰﾀｰ･ｸﾚｲﾝ 1,562 咎人の刻印　ダイブ・トゥ・スカイハイ 蒼月海里 616

転生魔王の大誤算 4 あわむら赤光 770 31 性と淫蕩の中国史 内藤博文 792 死神の初恋　永久の命、それぞれの愛 朝比奈希夜 693

辺境伯アルファと目覚めた眠り姫 釘宮つかさ 740 32 日本の呪術大全 秋山眞人 792 看取り医　独庵　漆黒坂 根津潤太郎 704

未来視Ωは偽聖女から婚約者を救う 若月京子 730 33 キルタイム 13 放課後代理妻　養父は娘を孕ませたい 空　　蝉 790 孫むすめ捕物帳　かざり飴 伊藤尋也 792

ひとりぼっちの異世界攻略　ｌｉｆｅ.8 五示正司 未定 34 血の雫 （仮） 相場英雄 未定 クソみたいな理由で無人島に遭難した… すずの木くろ 792

技巧貸与〈スキル・レンダー〉のとりかえし 1 黄波戸井ｼｮｳﾘ 未定 35 ライトマイファイア （仮） 伊東　潤 未定 ホープ・ネバー・ダイ A・ｼｪｰﾌｧｰ 1,122

ネトゲの嫁が人気アイドルだった 2 あボーン 未定 36 誰そ彼の殺人 （仮） 小松亜由美 未定 ダンデライオン 中田永一 770

黒鳶の聖者 3 まさみティー 未定 37 真夜中の底で君を待つ （仮） 汐見夏衛 未定 いちからはじめる 松浦弥太郎 550

月50万もらっても生き甲斐のない隣の… 3 黄波戸井ｼｮｳﾘ 未定 38 仁義なき絆 （仮） 新堂冬樹 未定 逆説の日本史 明治躍進編 24 井沢元彦 990

俺は星間国家の悪徳領主！ 4 三嶋与夢 未定 39 ヘブン （仮） 新野剛志 未定 幼なじみが妹だった景山北斗の哀と愛 野村美月 660

ブラックな騎士団の奴隷がホワイトな… 5 寺　　王 未定 40 ひねもすなむなむ （仮） 名取佐和子 未定 結婚が前提のラブコメ 5 栗ノ原草介 682

信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略 8 大崎アイル 未定 41 善人と天秤と殺人と （仮） 水生大海 未定 こんな小説、書きたくなかった。 悠木りん 704

灰と幻想のグリムガル　level.18 十文字青 未定 42 山田錦の身代金 （仮） 山本　薫 未定 剣と魔法の税金対策 4 SOW 726

グッバイ宣言 三月みどり 未定 43 花人始末　旅立ちの江戸菊 （仮） 和田はつ子 未定 月とライカと吸血姫 7 牧野圭祐 759

迷探偵の条件 日向　夏 未定 44 寵姫のたくらみ 愁堂れな 693 変人のサラダボウル 平坂　読 660

聖剣学院の魔剣使い 8 志瑞　祐 未定 45 キスの魔法で狼王子と恋始めます 雨月夜道 693 パパ活JKの弱みを握ったので犬の… 2 持崎湯葉 704

今はまだ「幼馴染の妹」ですけど。 4 涼暮　皐 未定 46 永遠の二人は運命を番う 夢乃咲実 726 ソトゴト　梟が目覚めるとき 森　　詠 未定

ようこそ実力至上主義の教室へ　2年生 5 衣笠彰梧 未定 47 京都船岡山アストロロジー 望月麻衣 704 荒原の巨塔　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定

女子高生の放課後アングラーライフ 井上かえる 704 48 ピエロがいる街 横関　大 880 ねじれびと 原　宏一 未定

宅録ぼっちのおれが、あの天才美少女… 石田灯葉 748 49 されど私の可愛い檸檬 舞城王太郎 748 僕は金になる 桂　望実 未定

真の仲間じゃないと勇者のパーティーを… 9 ざっぽん 726 50 夏と冬の奏鳴曲　　 新装改訂版 麻耶雄嵩 1,320 タイトル未定　 風の市兵衛（仮） 2 辻堂　魁 未定

他人を寄せつけない無愛想な女子に説… 2 向原三吉 726 51 ムーミン　ぬりえダイアリー ﾄｰﾍﾞ・ﾔﾝｿﾝ 693 恩がえし　 風烈廻り与力・青柳剣一郎 小杉健治 未定

高嶺の花の今カノは絶対元カノに負け… 2 とーわ 770 52 日輪の遺産　 新装版 浅田次郎 935 竹笛　 橋廻り同心・平七郎控 藤原緋沙子 未定

恋人代行をはじめた俺、なぜか美少女… 3 夏乃実 748 53 飛べないカラス 木内一裕 726 金四郎の妻ですが 4 神楽坂淳 未定

『おっぱい揉みたい』って叫んだら妹の… 3 凪木エコ 748 54 凜として弓を引く 碧野　圭 770 冗談じゃねえや 浮世絵宗次日月抄 上 門田泰明 未定

あなたを諦めきれない元許嫁じゃダメ… 4 桜目禅斗 792 55 どんまい 重松　清 968 冗談じゃねえや 浮世絵宗次日月抄 下 門田泰明 未定

鎌倉殿と執権北条130年史 岡田清一 未定 56 友達未遂 宮西真冬 814 柳生神妙剣 長谷川卓 未定

三十六歌仙 日本の古典 吉海直人 未定 57 海から何かがやってくる 田中芳樹 814 初代北町奉行　米津勘兵衛　雨月の怪 岩室　忍 未定

全然アート 松岡正剛 未定 58 エムエス　 継続捜査ゼミ 2 今野　敏 858 日本人が知らない最先端の「世界史」… 福井義高 未定

鬼むかし 昔話の世界 五来　重 未定 59 亡命者　ザ・ジョーカー　 新装版 大沢在昌 770 世界史を動かした　思想家たちの格闘 茂木　誠 未定

厨病激発ボーイ プライド超新星 3 藤並みなと 726 60 サリエルの命題 楡　周平 990 心交社 8 さよなら、運命の人（アルファ） 小中大豆 759

悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました 9 永瀬さらさ 未定 61 十津川警部　両国駅3番ホームの怪談 西村京太郎 770 お聞かせしましょう、カクトワールの… 糸森　環 990

異世界から聖女が来るようなので邪魔… 3 蓮水　涼 未定 62 噛みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 660 作家令嬢は舞踏会でロマンスを綴る 春奈　恵 990

あやかし専門縁切り屋 雨宮いろり 未定 63 雲雀の太刀　 公家武者　信平 11 佐々木裕一 737 知らえぬ恋は愛（かな）しきものぞ 久我有加 748

厨二な姉が創った異世界でオレは… 藤並みなと 未定 64 講談社文芸文庫 11 鳥獣戯画/我が人生最悪の時 磯崎憲一郎 1,980 経理部員、恋の仕訳はできません 栗城　偲 748

明日へつながる５つの物語 あさのあつこ 未定 65 日本の古式捕鯨 太地五郎作 968 4 美徳のよろめき 新装版 三島由紀夫 572

八号古墳に消えて 黒川博行 未定 66 中世イタリアの都市と商人 清水廣一郎 924 うちのレシピ 瀧羽麻子 649

東京アクアリウム 小池真理子 未定 67 言語的思考へ　脱構築と現象学 竹田青嗣 1,386 蟻の棲み家 望月諒子 781

新・入り婿侍商い帖　古米三千俵 2 千野隆司 未定 68 日本人の死生観 五来　重 1,221 臆病な詩人、街へ出る。 文月悠光 605

モンスターと食卓を 3 椹野道流 未定 69 「知の商人」たちのヨーロッパ近代史 水田　洋 1,298 一汁一菜でよいという提案 土井善晴 935

札術士見習いと黒炎の獣 （仮） 未　　定 未定 70 講談社Ｘ文庫 6 アラビアン・ファーストラブ ゆりの菜櫻 935 方丈の孤月 鴨長明伝 梓澤　要 781

初秋の剣 大江戸定年組 風野真知雄 未定 71 ゲーム部はじめました。 浜口倫太郎 781 常設展示室 Permanent Collection 原田マハ 605

虚　談 京極夏彦 未定 72 虚構推理短編集　岩永琴子の純真 城平　京 792 ゴリラの森、言葉の海 山極寿一 605

検事の信義 柚月裕子 未定 73 アイの歌声を聴かせて 乙野四方字 759 日本の聖域 6 「選択」編集部 649

ひとり旅日和 秋川滝美 未定 74 歌うたいの不本意な婚約 （仮） かいとーこ 730 もう一つの「流転の海」 宮本　輝 605

朝ごとに死におくべし 葉隠物語 安部龍太郎 未定 75 孤高のぼっち令嬢スピンオフ （仮） 藍川竜樹 730 生き抜くためのドストエフスキー入門 佐藤　優 605

水曜日の手紙 森沢明夫 未定 76 メリッサ文庫 29 悪役令嬢と鬼畜騎士 猫　　田 770 限界病院 久間十義 825

皇帝の薬膳妃 紅き棗と再会の約束 尾道理子 未定 77 黒衣聖母 探偵くらぶ 芥川龍之介 未定 今日、何食べよっか？ 千早　茜 605

魂のままに生きれば今日やることは… 40 銀色夏生 未定 78 陰の人 吉原裏同心 36 佐伯泰英 未定 人間の絆 上 S・モーム 1,045

夜　汐 東山彰良 未定 79 焼跡の二十面相 辻　真先 未定 人間の絆 下 S・モーム 1,045

まれびとパレード 越谷オサム 未定 80 ＰＩＴ　特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐貴久 未定 追放された令嬢は呪われ公爵の最愛に… 吉澤紗矢 704

忍法剣士伝 山田風太郎 未定 81 クリーピー・ゲイズ 前川　裕 未定 離婚前提の契約結婚のはずですが！？ 紅カオル 704

迷路の花嫁 横溝正史 未定 82 星詠師の記憶 阿津川辰海 未定 極上悪魔なスパダリシリーズ　弁護士 佐倉伊織 704

キマイラ 望郷変 22 夢枕　獏 未定 83 なぜ、そのマッカランが死を招いたのか 三沢陽一 未定 離婚からはじめましょう （仮） 高田ちさき 704

江戸落語奇譚 始まりと未来 奥野じゅん 未定 84 凶銃ワルサーＰ38 続・みな殺しの歌 大藪春彦 未定 サレ妻の私を幼馴染の御曹司が奪い… 砂川雨路 704

王様ランキング 1 八奈川景晶 未定 85 追い込み 警視庁分室刑事 南　英男 未定 大好きな旦那様 （仮） 宝月なごみ 704

心霊探偵八雲 魂の代償 11 神永　学 未定 86 白い陥穽 鮎川哲也のチェックメイト 鮎川哲也 未定 平凡な私の獣騎士団もふもふライフ 4 百門一新 704

弁当屋さんのおもてなし しあわせ宅配篇 3 喜多みどり 未定 87 女　神 新装版 明野照葉 未定 わるい熱はきみで秘して （仮） 雨 550

エクリチュール （仮） 松岡圭祐 未定 88 鎌倉殿騒乱 菊池　仁 未定 極上男子は、地味子を奪いたい。 （仮） 4 ＊あいら＊ 550

こわい本 怪物 6 楳図かずお 未定 89 父の形見　決定版 研ぎ師人情始末 13 稲葉　稔 未定 野いちご文庫 25 私の彼氏は親友とデキていました。 （仮） かなゆな 660

母と死体を埋めに行く 大石　圭 未定 90 刺客　鬼役 新装版 2 坂岡　真 未定 散りゆく君に贈る花言葉 （仮） 木村　咲 660

逡巡の二十秒と悔恨の二十年 （仮） 小林泰三 未定 光文社古典新訳 13 フォンタマーラ シローネ 未定 交換ウソ日記 （仮） 3 櫻いいよ 660

角川ﾙﾋﾞｰ文庫 1 竜人皇帝の溺愛花嫁 市川紗弓 792 光文社知恵の森 13 隠れた名建築ぶらぶら歩き 矢野和代 未定 鬼の若頭と生贄花嫁 ～魂の伴侶～ 湊　　祥 660

彼なんかより、私のほうがいいでしょ？ アサクラネル 未定 秘剣の名医 蘭方検死医　沢村伊織 10 永井義男 715 大正蜜恋政略結婚 朝比奈希夜 660

琴崎さんがみてる 五十嵐雄策 未定 最強同心　剣之介 7 早見　俊 715 今宵、彼は紳士の仮面を外す 結祈みのり 704

ホヅミ先生と茉莉くんと。 Day.3 葉月　文 未定 お毒見役みだら帖 3 睦月影郎 715 今夜、君と愛に溺れる 砂原雑音 704

魔王学院の不適合者 10下 秋 未定 乱愛修業 （仮） 鳴海　丈 715 発情上司と同居中！ 藍川せりか 704

隣のクーデレラを甘やかしたら、ウチ… 3 雪　　仁 未定 波動大戦 （仮） 1 橋本　純 1,019 超越者となったおっさんはマイペースに… 6 神尾　優 671

へヴィーオブジェクト　人が人を滅ぼす日 下 鎌池和馬 770 鳥辺野心中 花房観音 715 王太子妃殿下の離宮改造計画 4 斎木リコ 704

ｿｰﾄﾞｱｰﾄ・ｵﾝﾗｲﾝ ユナイタル・リングＶ 26 川原　礫 未定 異世界料理で子育てしながらレベルアップ 桑原伶依 715 甘味女子は異世界でほっこり暮らしたい 黒辺あゆみ 704

死なないセレンの昼と夜 早見慎司 未定 異世界で双子の腹ぺこ神獣王子を… 遠坂カナレ 715 皇太子の愛妾は城を出る 小鳥遊郁 704

シャインポスト ねえ知ってた？ 駱　　駝 未定 105 8 花屋の倅と寺息子　柄沢悟と迷い猫 6 葛来奈都 792 ゲート SEASON2　自衛隊　3．熱走編 上 柳内たくみ 660

豚のレバーは加熱しろ（５回目） 逆井卓馬 未定 106 18 霧幻の異界の白虎と朱雀 真式マキ 770 ゲート SEASON2　自衛隊　3．熱走編 下 柳内たくみ 660

ただのコスプレイヤーなので聖女は… soy 未定 107 Ｊﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 18 タイトル未定 義月粧子 836 のんびりVRMMO記 9 まぐろ猫＠恢猫 671

薄幸な公爵令嬢（病弱）に、残りの人生… 夕鷺かのう 未定 108 フーガはユーガ 伊坂幸太郎 792 前世は剣帝。今生クズ王子 2 アルト 671

嘘つき皇后様は波乱の始まり 淡湊世花 未定 109 真夜中のメンター　死を忘れるなかれ 北川恵海 748 あやかし鬼嫁婚姻譚 選ばれし生贄の娘 朧月あき 726

陛下、心の声がだだ漏れです！ 2 シロヒ 未定 110 夜になっても走り続けろ　 倉阪鬼一郎 814 余命-24h 安崎依代 726
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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

それは、欲望という名の海 （仮） （仮）筑前筑後 737 1 英国貴族と結婚しない方法 J・マクイストン 1,090

王国騎士になるはずがお妃候補になり… 佐倉　紫 704 2 ニューヨークへ愛をこめて S・フォックス 550

図説　日本仏教の聖地を訪ねる！ 池田宗讓 1,375 3 ビンテージ・ラブ L・ゴードン 550 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

誰も言わなかった古代史 瀧音能之 968 4 真夜中のあとに D・パーマー 900 中央公論新社 19 寛政の改革と化政文化 石ノ森章太郎 924

成美堂出版 15 孤独にならない老い方 高田明和 660 5 狼大公は偽物花嫁を逃がさない 桃城猫緒 704

江戸時代の罪と罰 氏家幹人 1,100 囚われ令嬢でしたが一途な王子様の… 小出みき 715 　　　　　　　　※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。

蜥蜴の尻っぽ とっておき映画の話 野上照代 990 通い猫アルフィーの贈り物 R・ウェルズ 900

世界の見方が変わる50の概念 齋藤　孝 825 A SONG FOR THE DYING （原題） S・ﾏｸﾌﾞﾗｲﾄﾞ 1,465 大垣書店グループ

言葉の園のお菓子番　孤独な月 ほしおさなえ 770 イケメンの異常な執着愛に溺れそうです A・ヴェルデ 730 ■京都市

ことばのごちそう 東海林さだお 1,100 聖なる愛情物語 B・ニールズ 710 北区 　佛教大学店

遊行を生きる 鎌田　實 814 6 ふたりのジョアンナ S・マートン 690 　ビブレ店

自分の構造 加藤諦三 880 7 誓いのティアラ D・パーマー 690 中京区 　二条駅店

前略、今日も事件が起きています 福田　悠 803 8 愛は止まらない L・フォスター 710 　烏丸三条店

元彼の遺言状 新川帆立 750 9 クリスマス狂想曲 S・モーガン 690 　四条店

小説ＣＵＢＥ　コンティニュード 黒崎リク 770 # 愛されたくて P・ジョーダン 690 　Kotochika御池店

4 とろめきクルーズ船 葉月奏太 770 # 知の操縦法 （仮） 佐藤　優 814 　佛教大学二条キャンパス店

11 もうガマンの限界です！（仮） 愛の体験編 770 # 戦国合戦のリアル （仮） 鈴木眞哉 1,034 左京区 　高野店

18 たかぶり女肌 （仮） 橘　真児 770 # コーヒーと楽しむ （仮） 西沢泰生 770 右京区 　イオンモール京都五条店

29 Dahlia Black （仮） K・トーマス 1,320 # PHP文芸文庫 18 文蔵2021.11 「文蔵」編集部 825 　京都ファミリー店

11 禁欲お姉さんの誘惑　 八神淳一 770 # タイムスリップしたら、また就職氷河期… 南　綾子 781 西京区 　ブックパル五条店

25 なぐさみ温泉の肉接待 永瀬博之 770 # 彼女が私を惑わせる （仮） こかじさら 792 　ブックパル桂南店

蜜言弄め （仮） 西野　花 770 # 青い棘のジレンマ 悠木シュン 660 下京区 　京都本店

ラブコレ17thアニバーサリー ふゆの仁子 770 # 後宮の百花輪 2 瀬那和章 792 　京都駅ビル ザ・キューブ店

竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 8 EVERY BIT A ROGUE （原題） A・バッソ 1,430 # 平安後宮の洋食シェフ 遠藤　遼 715 　髙島屋店

転生した（と気づいた）ら3日で結婚!? 御厨　翠 880 # 部長の妻と京都で （仮） 霧原一輝 770 　京都ヨドバシ店

孤高の軍人皇帝の一途な純愛 （仮） すずね凜 880 # わるじい慈剣帖 どこいくの（仮） 7 風野真知雄 671 南区 　イオンモールKYOTO店

竹ﾑｰﾝﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 11 母性が溢れて止まりません！？ （仮） 臣　　桜 924 # 新蔵唐行き 志水辰夫 748 　イオンモール京都桂川店

湘南怪談 （仮） 神沼三平太 748 # 新・知らぬが半兵衛手控帖 天眼通 14 藤井邦夫 737 　イオン洛南店

一〇八怪談　飛縁魔　 （仮） 川奈まり子 748 # 三河雑兵心得 伊賀越仁義 7 井原忠政 693 伏見区 　醍醐店

呪術怪談　 （仮） 怪談文庫編 748 # おんな与力　花房英之介 3 鳴神響一 715 　伏見店

実話怪談　蜃気楼　 （仮） 鈴木　捧 748 # 拙者、妹がおりまして 3 馳月基矢 671 山科区 　ブックパル文苑 山科店

怪談社　ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　邪の章 （仮） 伊計　翼 858 # 湯屋のお助け人 桃湯の産声〈新装版〉 2 千野隆司 682

空想亭の苦労咄 「自伝」のようなもの 安野光雅 924 # じゃりン子チエ 21 はるき悦巳 880 ■京都府

文庫手帳2022 安野光雅 748 # 双葉社モンスター 29 必勝ダンジョン運営方法 16 雪だるま 759 亀岡市 　亀岡店

北京の台所、東京の台所 ウー・ウェン 968 # 目指すは円満な破談ですが旦那様… 秋野真珠 800

鬼 文豪怪談ライバルズ！ 東　雅夫 1,210 # バツイチ子持ち令嬢の新たなる縁談 御子柴くれは 800 ■大阪府

「世間」心得帖 嵐山光三郎 858 # 美少女変態怪事件 （仮） 柚木郁人 792 高槻市 　高槻店

言語・真理・論理 A・J・エイヤー 1,320 # アイドル姉と女優姉 （仮） 綾野　馨 792 豊中市 　豊中緑丘店

着眼と考え方　現代文解釈の基礎 遠藤嘉基 1,650 # ときめき文化祭　ヤリまくりの三日間 （仮） 露峰　翠 792 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

レストランの誕生 パリと現代グルメ文化 R・L・スパング 2,090 # 素人告白スペシャル （仮） 素人投稿編 792 箕面市 　デューク書店　

〈日本美術〉誕生 佐藤道信 1,320 # エニグマ （原題） C・コールター 1,705

フーコー文学講義 大いなる異邦のもの M・フーコー 1,430 # ﾏｲ・ﾜﾝｽ・ｱﾝﾄﾞ・ﾌｭｰﾁｬｰ・ﾃﾞｭｰｸ C・リンデン 1,430 ■兵庫県

本牧亭の灯は消えず 石井英子　 902 # 二見ﾎﾗ-ﾐｽﾃﾘｰ 21 蝶が羽ばたいたら　沼の底 （仮） 宮田　光 880 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

王将・坂田三吉 織田作之助 902 # 王子と護衛 ～俺は貴方に縛られたい～ 海野　幸 715 　プリコ神戸店

悪党の裔 新装版 上 北方謙三　 726 # 君がいなきゃ涙さえ出ない 沙野風結子 715

悪党の裔 新装版 下 北方謙三　 726 # 鬼神様は過保護 ～恋する生贄花嫁～ 松幸かほ 715 ■滋賀県

ラバウル戦線異状なし 草鹿任一　 990 # かけだし騎士はアルファの王子の愛を… 墨谷佐和 715 大津市 　フォレオ大津一里山店

酔人・田辺茂一伝 立川談志　 968 # ご隠居は福の神 7 井川香四郎 770

風のない日々/少女 野口冨士男　 1,100 # 小料理のどか屋　人情帖 33 倉阪鬼一郎 770 ■静岡県

歌舞伎町ゲノム 誉田哲也　 770 # 奥小姓裏始末 5 青田圭一 770 富士宮市 　イオンモール富士宮店

剣闘士 血と汗のローマ社会史 本村凌二　 1,056 # 二見官能ｼﾘｰｽﾞ 26 ガーター姿の女性キャリア （仮） 雨宮　慶 792

科学者の創造性 雑誌『自然』より 湯川秀樹　 1,100 # あなたの子どもですが絶対に秘密です！ 涼川　凛 未定 ■岐阜県

子供の領分 吉行淳之介　 946 # 淫魔な社長にヤバいくらい執着されて… 蘇我空木 未定 岐阜市 　岐阜髙島屋店

寄宿学校の天才探偵 3 M・ジョンソン 1,540 # ホストクラブのオーナーに捧げられた… 斉河　燈 未定

霊魂の足 加賀美捜査一課長全短篇 角田喜久雄 1,100 # 拉致監禁【八匹の生贄】 （仮） 蘭　光生 未定 ■広島県

アルファベット荘事件 北山猛邦 814 # 社内交尾【奴隷秘書と人妻課長】 （仮） 御前零士 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

亡霊ふたり 詠坂雄二 836 # 落ちこぼれ騎士は魔滅の刃で反撃… 朱月十話 未定

星巡りの瞳 松葉屋なつみ 1,034 # エルフに淫紋を付ける本 （仮） 山口　陽 未定 ■埼玉県

野獣死すべし/無法街の死 2 大藪春彦 1,650 # 北欧美少女のルナさんと一緒に暮らす… 雨音　恵 未定 所沢市 　ブックスタマ 所沢店

名探偵の証明　蜜柑花子の栄光 市川哲也 946 # 騎士王さまと甘恋旅行 （仮） 3 蒼磨　奏 未定

湖畔荘 上 ケイト・モートン 1,210 # 幼なじみ騎士は、姫様の恋心に抗えない 鬼頭香月 未定 ■埼玉県

湖畔荘 下 ケイト・モートン 1,210 # 君は一年後に破滅する悪役令嬢だから… 日車メレ 未定 羽村市 　ブックスタマ 小作店

母の日に死んだ N・ノイハウス 1,760 # 全裸謝罪 （仮） 藤崎　玲 未定 東大和店 　ブックスタマ 東大和店

12 ネットワーク・エフェクト M・ウェルズ 1,430 # 初体験風呂 （仮） 朝倉ゆうき 未定

29 星のパイロット 笹本祐一 836 # 四穴孕ませ （仮） 八雲　蓮 未定 ■北海道

泥棒たちの十番勝負 赤川次郎 814 # 隣人母娘とエリート女課長 （仮） 秋芳さつき 未定 札幌市 　マルヤマクラス店

降格警視 安達　瑶 836 # 長男の嫁、次男の嫁 （仮） 青橋由高 未定 　東光ストア円山店

流葉断の太刀 上田秀人 792 # 八匹の生贄【調教アルバム】 （仮） 仁賀奈 未定 　東光ストア行啓通店

公共考査機構 〈新装版〉 かんべむさし 990 # ﾌﾛﾝﾃｨｱﾜｰｸｽ 13 花のオメガと溺愛王子 葵居ゆゆ 750

デイ・トリッパー 梶尾真治 858 # さいはてたい 山本陽子 704

見知らぬ明日／アメリカの壁 小松左京 1,320 # ブラッドライン 黒澤伊織 682

招かれざる客 笹沢左保 880 # 陰陽師　女蛇ノ巻 夢枕　獏 748

ジェームス山の李蘭 樋口修吉 924 # 剣樹抄 冲方　丁 858

妖鳥 山田正紀 1,166 # 剣と十字架 空也十番勝負　決定版 3 佐伯泰英 814

ぼくたちの正義 （仮） 楠田雅紀 682 # 初夏の訪問者 紅雲町珈琲屋こよみ 吉永南央 660

夜間飛行 （仮） 2 遠野春日 682 こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保裕一 847

二重螺旋 （仮） 14 吉原理恵子 682 武士の流儀 6 稲葉　稔 792

日経BP 5 「不確実性」超入門 田渕直也 935 白魔の塔 三津田信三 836

ネットウォーカー E・ヴルチェク 814 神さまを待っている 畑野智美 836

町かどの穴 ラファティ・ベスト・コレクション 1 R・A・ラファティ 1,540 三途の川のおらんだ書房 野村美月 792

19 エイレーネの行方 H・G・ｴｰｳﾞｪﾙｽ 814 # ドッペルゲンガーの銃　 倉知　淳 1,023

ホイール・オブ・タイム　竜王伝説 上 R・ジョーダン 1,430 # 猫はわかっている 村山由佳 759

ホイール・オブ・タイム　竜王伝説 中 R・ジョーダン 1,430 # 創意に生きる 中京財界史 城山三郎 902

ホイール・オブ・タイム　竜王伝説 下 R・ジョーダン 1,430 # ざんねんな食べ物事典 東海林さだお 715

5 月の落とし子 穂波　了 1,078 # 極夜行 角幡唯介 880

芭蕉の娘 佐藤恵秋 990 # コンプレックス文化論 武田砂鉄 902

初花（ういか）　斬剣のさだめ 平茂　寛 880 # CRISPR（クリスパー） J・ダウドナ 1,056

異常論文 樋口恭介 1,276 # 文春学藝 6 真珠湾作戦回顧録 源田　實 1,650

大日本帝国の銀河 4 林　譲治 1,056 # 百錬の覇王の覇王と聖約の戦乙女 23 鷹山誠一 693

ハンターキラー　東京核攻撃 上 J・ウォーレス 1,056 # 魔王使いの最強支配 1 空埜一樹 693

ハンターキラー　東京核攻撃 下 J・ウォーレス 1,056 # 夢見る男子は現実主義者 5 おけまる 693

早川文庫HM 19 ブラックサマーの殺人 M・W・ｸﾚｲｳﾞﾝ 1,320 # 宮廷のまじない師 2 顎木あくみ 770

早川文庫NF 5 反逆の神話〔新版〕 ジョセフ・ヒース 1,364 # 新装版　ラブオールプレー 小瀬木麻美 792

原書房 6 愛を知らない君へ メアリ・バログ 1,320 # おまわりさんと招き猫 植原　翠 759

アイカギ アフターデイズ もみあげﾙﾊﾟﾝR 891 # 霜月さんはモブが好き 八神　鏡 715

拾われ爆乳ギャルとおじさん 未　　定 891 # 一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷に… 笹塔五郎 693

催眠種付け授業 田中　珠 891 # 暴食のベルセルク 1 一色一凛 759

寝取られ委員長幸乃 高栖　計 891 # 13 横浜・神戸であった泣ける話 鳩見すた 792

伝説の恋人 リン・グレアム 690 # ラクする台所 一田憲子 1,078

遅れてきた花嫁 ミランダ・リー 690 # 住まいと暮らしのサイズダウン 柳澤智子 1,078

縛られない関係 H・ビアンチン 690 # 22 あやかしトリオのごはんとお酒と珍道中 2 桔梗　楓 748

涙をふいて P・レイク 690 # やっぱり食べにいこう 原田マハ 770

試験結婚 アン・メイザー 690 # 島のエアライン 上 黒木　亮 880

今ふたたびの愛 S・ラム 690 # 島のエアライン 下 黒木　亮 880

4 塩対応な御曹司ドクターはめちゃくちゃ… 田沢みん 726 # 謎解き！3分間心理テスト （仮） 亜門虹彦 未定

無敵の最強弁護士と懐妊契約いたします 真彩-mahya- 660 # 使って聞いて心に残る優しい言葉選び 渡辺由佳 未定

身体から始まる極上蜜愛 西條六花 660 # いつまで「いい人」を続けるの？ （仮） 片田珠美 未定

シークレットベビーが発覚したら、天才… 一ノ瀬千景 660 # ズボラでもラクラク血管・血流が… （仮） 板倉弘重 未定

極愛婚 ～（元）極道社長に息子ごと溺愛されてます～ 麻生ミカリ 660 # 優秀な人がこっそりやっている仕事の… 木部智之 未定

愛の審判 P・ジョーダン 550 # よくわかる　世界の紛争地図 （仮） ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 未定

恋するアリス D・パーマー 660 # 半分、減らす。 （仮） 川野泰周 未定
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■ドラマタイトル：『ドクターX外科医・大門未知子7』
■出演：米倉涼子/西田敏行/岸部一徳/内田有紀/遠藤憲一
■原作：『Doctor-X 外科医・大門未知子』 （7冊刊行中）

宝島社文庫
■著：百瀬しのぶ（ノベライズ）
■2021年10月12日スタート 毎週木曜日21：00～テレビ朝日系
■脚本：：中園ミホ/他
■監督：内山聖子
■演出：田村直己/山田勇人
■音楽：沢田完
■製作：テレビ朝日/ザ・ワークス

100年に一度のパンデミックによって世界中で医療崩壊が起こる中、日本最高峰の
大学病院「東帝大学病院」。東帝大は今や感染治療と内科を最優先し、不要不急
の外科手術は延期する方針を採用。そんな感染危機と新たな権力が渦巻く東帝大
に舞い戻った未知子は、まるで戦場のように疲弊しきった医療現場でも怯むことなく、
確実に目の前の命を救うべくまい進するのだが…。はたして未知子はこの2年、どこ
で何をしていたのか!? そして、彼女の前に立ちはだかる“新たな敵”とは一体…。

■映画タイトル：『護られなかった者たちへ』
■出演：佐藤健/阿部寛/清原果耶/林遺都/緒方直人

三宅裕司/鶴見辰吾/倍賞美津子
■原作：『護られなかった者たちへ 』 宝島社文庫
■著：中山七里
■2021年10月1日（金）公開予定
■監督：瀬々敬久
■脚本：林民夫/瀬々敬久
■音楽：村松崇継
■配給：松竹

誰もが口を揃えて「人格者」だと言う、仙台市の福祉保険事務所の課長・三雲忠勝
が、身体を拘束された餓死死体で発見された。怨恨が理由とは考えにくく、物盗りに
よる犯行の可能性も低く、操作は暗礁に乗り上げる。しかし、事件の数日前に一人
の模範囚が出所しており、男は過去に起きたある出来事の関係者を追っているらし
い。そして第二の被害者が発見される----。社会福祉と人々の正義が交差したとき
に、あなたの脳裏に浮かぶ人物像はだれか。


