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人類は何を失いつつあるのか 山極寿一 880 1 角川ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ 25 探偵は最強の殺し屋 （仮） 木崎ちあき 未定 19 転生ドクターは聖なる御子を孕む 春原いずみ 770

人生相談　谷川俊太郎対談集 谷川俊太郎 968 2 相棒はＪＫ 2 榎本憲男 858 人妻弁天祭り （仮） 橘　真児 794

まだまだ　身の下相談にお答えします 上野千鶴子 726 3 我々は、みな孤独である 貴志祐介 968 義母は未亡人アイドル （仮） 桜井真琴 794

お客様のご要望は 水生大海 814 4 救いの森 小林由香 748 Jパブリッシング 18 異世界チートで、イケメン獣人と森暮らし 小中大豆 836

カザアナ 森　絵都 1,089 5 雪に撃つ 佐々木譲 792 てのひらの未来（仮） 村山由佳 未定

富子すきすき 宇江佐真理 880 6 創　生 鳴神響一 814 空をゆく巨人 （仮） 川内有緒 未定

未亡人村 （仮） 霧原一輝 825 7 おいしくて泣くとき 森沢明夫 880 失踪．ｃｏｍ　東京ロンダリング （仮） 原田ひ香 未定

旧家の熟れ嫁 （仮） 早瀬真人 825 8 グッバイ　マイヒーロー 山田宗樹 770 アタラクシア （仮） 金原ひとみ 未定

咎人の花 （仮） 山野辺りり 814 9 転生シートン動物記 蒼空チョコ 770 かわいい見聞録 （仮） 益田ミリ 未定

滅びゆく世界で宿命の恋を （仮） 青井千寿 814 10 転生とりかえばや物語 空野　進 770 冴子の母娘草 （仮） 氷室冴子 未定

ロシア・インテリゲンツィヤの誕生 他五篇 バーリン 未定 11 風待ちの四傑　 くらまし屋稼業 今村翔吾 748 春だから　めおと相談屋奮闘記 （仮） 野口　卓 未定

サラゴサ手稿 上 ヤン・ポトツキ 未定 12 日雇い浪人生活録 （仮） 13 上田秀人 726 乙女の教室 （仮） 美輪明宏 未定

仰臥漫録 正岡子規 未定 13 生命式 村田沙耶香 693 学校の怪談アンソロジー （仮） 集英社文庫編 未定

鷗外追想 宗像和重 未定 14 一の糸 有吉佐和子 1,089 沖縄多面体 （仮） 森本浩平 未定

悪役レスラーは笑う 「卑劣なジャップ」… 森　達也 未定 15 復讐　三島由紀夫×ミステリ 三島由紀夫 792 スケートラットに喝采を （仮） 樹島千草 未定

ほんとうのリーダーのみつけかた 増補版 梨木香歩 未定 16 生きてしまった　太宰治×ミステリ 太宰　治 792 元禄八犬伝　完結編 （仮） 田中啓文 未定

未　定 未　　定 未定 17 我が尻よ、高らかに謳え、愛の唄を 浅暮三文 1,089 ポピーのためにできること （仮） J・ハレット 未定

未　定 未　　定 未定 18 ダーク・ヴァネッサ　 上 K・E・ラッセル 1,045 《魔力無限》のマナポーター アトハ 未定

未　定 未　　定 未定 19 ダーク・ヴァネッサ　 下 K・E・ラッセル 1,045 異世界蹂躙　-淫靡な洞窟のその奥で- 4 ウメ種 未定

未　定 未　　定 未定 20 バレたら恥ずかしい　覚え違い大全 （仮） こだわり倶楽部 792 君は僕の後悔 3 しめさば 未定

未　定 未　　定 未定 21 30分500円の生ビール飲み放題でなぜ… ビジネス研究班 792 異世界最高の貴族、ハーレムを増やす… 2 三木なずな 未定

ルーン帝国中興記 2 あわむら赤光 770 22 孤独という道づれ （仮） 岸　惠子 未定 エルフ奴隷と築くダンジョンハーレム 4 火野あかり 未定

私のほうが先に好きだったので。 2 佐野しなの 770 23 ホームドアから離れてください （仮） 北川　樹 未定 京都伏見は水神さまのいたはるところ 8 相川　真 未定

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間… 6 佐伯さん 770 24 60歳　女、ひとり、疲れないごはん （仮） 銀色夏生 未定 葬儀屋にしまつ民俗異聞 鬼のとむらい 夕鷺かのう 未定

小悪魔少女は、画面の向こうでデレている 2 只木ミロ 770 25 新・おぼっちゃまくん （仮） 全 小林よしのり 未定 この恋が、かなうなら （仮） いぬじゅん 未定

痴漢されそうになっているＳ級美少女を… 6 ケンノジ 770 26 緊急事態宣言の夜に（仮） さだまさし 未定 あやかし華族の妖狐令嬢、陰陽師と政略… 江本マシメサ 未定

優等生のウラのカオ 海月くらげ 704 27 ブラック・マリア （仮） 鈴川紗以 未定 時をかける眼鏡 宰相殿下と学びの家（仮） 椹野道流 未定

ひきこまり吸血姫の悶々 8 小林湖底 814 28 野良犬の値段 （仮） 上 百田尚樹 未定 春陽堂書店 2 忘れるが勝ち！ 外山滋比古 770

オークラ出版 27 救ってくれたのは超人気俳優でした 釘宮つかさ 766 29 野良犬の値段 （仮） 下 百田尚樹 未定 鴨川食堂しあわせ 柏井　壽 814

無気力ニートな元神童、冒険者になる 1 ぺもぺもさん 未定 30 共感SNS 丸く尖る発信で仕事を創る （仮） ゆうこす 未定 うかれ堂騒動記　恋のかわら版 吉森大祐 770

カメラ先輩と世話焼き上手な後輩ちゃん 2 美月　麗 未定 31 ほねがらみ （仮） 芦花公園 未定 あやかし斬り　千年狐は綾を解く 霜月りつ 704

技巧貸与＜スキル・レンダー＞のとりかえし 2 黄波戸井ショウリ 未定 32 皇帝アルファのやんごとなき溺愛 高峰あいす 693 あやかし姫の良縁 宮野美嘉 660

百合の間に挟まれたわたしが、勢いで… 2 としぞう 未定 33 月の砂漠に愛を注ぐ ～獣と水神～ 野原　滋 693 燃えよ、あんず 藤谷　治 1,034

異世界混浴物語  神泉七女神の湯 7 日々花長春 未定 34 猫の従者は王子の愛に溺れたい 金坂理衣子 693 舌の上の散歩道 團伊玖磨 770

ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強に… 9 篠崎　芳 未定 35 Cocoon 京都・不死篇　-蠢- 夏原エヰジ 748 飲むぞ今夜も、旅の空 太田和彦 682

灰と幻想のグリムガル　ｌｅｖｅｌ．19 十文字青 未定 36 鬼統べる国、大和出雲　古事記異聞 高田崇史 748 青春絶対つぶすマンな俺に救いはいらない。 2 境田吉孝 726

純白と黄金 2 夏目純白 未定 37 東京棄民 赤松利市 748 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。結 2 渡　　航 726

ラブコメインザダーク （仮） 鈴木大輔 未定 38 神楽坂つきみ茶屋 遠い記憶の仕出し料理 4 斎藤千輪 726 呪剣の姫のオーバーキル 4 川岸殴魚 682

ベノム 求愛性少女症候群 3 城　　崎 未定 39 湯けむり食事処　ヒソップ亭 秋川滝美 770 高嶺の花には逆らえない 冬条　一 704

クラスの大嫌いな女子と結婚することに… 5 天乃聖樹 未定 40 料理沖縄物語 古波蔵保好 726 転生で得たスキルがＦランクだったが… 3 虹元喜多朗 682

いっしょに一人旅、しませんか？ 三月みどり 未定 41 高架線 滝口悠生 715 初代北町奉行　米津勘兵衛　荒原の盃 岩室　忍 未定

また殺されてしまったのですね、探偵様 3 てにをは 未定 42 湘南夫人 石原慎太郎 682 邦人救出　傭兵代理店・改 渡辺裕之 未定

僕たちは勉強がしたい （仮） 庵田定夏 未定 43 動乱の刑事 堂場瞬一 924 首都決壊 安生　正 未定

不朽の十大交響曲 中川右介 未定 44 決戦！賤ヶ岳 天野純希 792 友を待つ 本城雅人 未定

カビの取扱説明書 浜田信夫 未定 45 謀聖　尼子経久伝　風雲の章 武内　涼 902 伏流捜査 安東能明 未定

犬ほど素敵な商売はない 榎田尤利 未定 46 瓦礫の死角 西村賢太 704 戦争の値段 加谷珪一 未定

心霊探偵八雲 魂の深淵 12 神永　学 未定 47 密告の件、Ｍへ 加茂隆康 858 倫敦花幻譚 ミュゲ～天国への階～ 5 篠原美季 990

心霊探偵八雲 COMPLETE FILES 神永　学 未定 48 世界鉄道文化史 小島英俊 1,353 嫌いな男 安西リカ 748

東京―金沢　69年目の殺人 西村京太郎 未定 49 儒教・仏教・道教　東アジアの思想空間 菊地章太 968 カゲロボ 木皿　泉 649

後宮の検屍女官 3 小野はるか 未定 50 グリム兄弟とアンデルセン 高橋健二 1,012 俺たちは神じゃない 麻布中央病院外科 中山祐次郎 737

遺産相続を放棄します 木元哉多 未定 51 ベルクソンの哲学　生成する実在の肯定 檜垣立哉 1,298 短歌と俳句の五十番勝負 穂村　弘 605

櫻子さんの足下には死体が埋まってい… 太田紫織 未定 52 俺のクラスに若返った元嫁がいる 猫又ぬこ 726 焔 星野智幸 693

ザ・フォックス F・フォーサイス 未定 53 冰剣の魔術師が世界を統べる 5 御子柴奈々 770 別れの季節 お鳥見女房 諸田玲子 693

新・大江戸定年組 （仮） 3 風野真知雄 未定 54 探偵は御簾の中　白桃殿さまご乱心 汀こるもの 781 百田尚樹の新・相対性理論 百田尚樹 605

ＪＫ／復讐 松岡圭祐 未定 55 偏愛執事の悪魔ルポ 綾里けいし 748 手のひらの楽園 宮木あや子 737

三毛猫ホームズの十字路 赤川次郎 未定 56 引きこもり令嬢は話のわかる聖獣番 6 山田桐子 730 あたしたち、海へ 井上荒野 649

一私小説書きの日乗　憤怒の章 西村賢太 未定 57 皇帝陛下の専属司書姫 （仮） 2 やしろ慧 730 （やまいだれ）の歌 西村賢太 605

死仮面 横溝正史 未定 58 31 海王の娘 須東きりこ 770 正岡子規 D・キーン 781

角川ホラー文庫 24 白昼夢の森の少女 恒川光太郎 未定 59 ぶたぶたのお引越し （仮） 矢崎存美 未定 清　明 隠蔽捜査 8 今野　敏 781

学園の聖女が俺の隣で黒魔術をして… 和泉弐式 未定 60 見番　決定版 吉原裏同心 3 佐伯泰英 未定 エナメル -安楽寝台探偵- 彩藤アザミ 649

チルドレン・オブ・リヴァイアサン… 新　八角 未定 61 清掻　決定版 吉原裏同心 4 佐伯泰英 未定 おもいでマシン 40の短くて意外なお話 梶尾真治 572

妹はカノジョにできないのに 鏡　　遊 未定 62 落ちぬ牡丹 上絵師律の似面絵帖（仮） 知野みさき 未定 オペラ座の怪人 G・ルルー 990

わたし、二番目の彼女でいいから。 3 西　条陽 未定 63 飯田線・愛と殺人と 西村京太郎 未定 再婚なんて、絶対にしませんからね！（仮） 田崎くるみ 715

サキュバスとニート ～くえないふたり～ 2 有象利路 未定 64 或るエジプト十字架の謎 柄刀　一 未定 タイトル未定 若菜モモ 704

私の初恋相手がキスしてた 2 入間人間 未定 65 殺人犯対殺人鬼 早坂　吝 未定 志筑家の新婚夫婦は離婚したいし…（仮） 砂川雨路 704

メイジアン・カンパニー 4 佐島　勤 704 66 野守虫 柴田哲孝 未定 俺様外科医と契約結婚 （仮） 立花実咲 704

天使は炭酸しか飲まない 2 丸深まろやか 未定 67 須美ちゃんは名探偵!? 浅見光彦番外（仮） 2 内田康夫財団 未定 溺愛圏外 （仮） ふじさわさほ 704

豚のレバーは加熱しろ（6回目） 逆井卓馬 未定 68 十七歳 小林紀晴 未定 強面騎士団長の愛猫から愛妻にジョブ… 友野紅子 704

今日も生きててえらい！ 2 岸本和葉 未定 69 捨身捜査 新・強請屋稼業 南　英男 未定 「悪役令嬢」なのに、最強の守護騎士に… 櫻井みこと 704

ひとつ屋根の下で暮らす完璧清楚委員… 西塔　鼎 未定 70 喧騒の夜想曲 最新ベスト・ミステリー 上 推理作家協会 未定 溺れて、乱されて （仮） -KAHO- 550

一身上の都合で（悪辣）侯爵様の契約… 深見アキ 未定 71 ケーキ嫌い 姫野カオルコ 未定 みゅーな**新シリーズ （仮） 1 みゅーな** 550

お飾り王妃になったので、こっそり働きに… 富樫聖夜 未定 72 遺　恨　 鬼役●新装版 4 坂岡　真 未定 溺愛ルーム （仮） ゆいっと 550

デスゲ脳なヒロインにラブコメは無理ゲ… 進九郎 未定 73 さまよう人 父子十手捕物日記 鈴木英治 未定 スターツ野いちご 25 たとえ声にならなくても君への想いを… 小春りん 660

史上最強の大魔王、村人Aに転生する 10 下等妙人 未定 74 後家の一念 くらがり同心裁許帳（仮） 井川香四郎 未定 後宮雪華医伝 ～偽りの転生花嫁～（仮） 涙　　鳴 660

VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説… 4 七斗　七 未定 75 永代橋 隅田川御用日記（仮） 2 藤原緋沙子 未定 きみの雨がやむまで、嘘をつこう （仮） 此見えこ 660

幼馴染だった妻と高二の夏にタイムリープ… kattern 未定 76 当確師　十二歳の革命 真山　仁 未定 一週間ごとに季節が巡っていく世界で 春田モカ 660

かまって新卒ちゃんが毎回誘ってくる 2 凪木エコ 未定 77 光文社古典新訳 11 ゴルギアス プラトン 未定 龍神様の神隠し（仮） 琴織ゆき 660

グールが世界を救ったことを私だけ…01. 下等妙人 未定 78 子どもは40000回質問する イアン・レズリー 未定 ワケありシンデレラは敏腕社長に売約済 水守真子 704

隣の席の元アイドルは俺のプロデュース… 飴　　月 未定 79 世界は宗教で動いてる 橋爪大三郎 未定 今宵、あなたへ恋物語を ととりとわ 704

【朗報】俺の許嫁になった地味子、家で… 5 氷高　悠 未定 80 人情めし江戸屋 3 倉阪鬼一郎 715 暴君専務は溺愛コンシェルジュ 玉紀　直 704

龍に恋う 贄の乙女の幸福な身の上 4 道草家守 未定 81 伝説の隠密 しあわせ長屋人情帖 3 中岡潤一郎 715 悪役令嬢らしく嫌がらせをしているので… 新山さゆり 704

青薔薇アンティークの小公女 道草家守 未定 82 仇討ち包丁 2 氷月　葵 715 外れスキルをもらって異世界トリップした… 風見くのえ 704

拝啓、桜守の君へ。 未　　定 未定 83 乱愛御殿 鳴海　丈 715 転生しました、脳筋聖女です 2 香月　航 704

死の森の魔女は愛を知らない 3 浅名ゆうな 未定 84 17 無条約戦艦「大和」 激戦！ ハワイ攻防 下 原　俊雄 1,019 のんびりＶＲＭＭＯ記 10 まぐろ猫＠恢猫 671

あやかし極道「鬼灯組」に嫁入りします 未　　定 未定 85 灼熱の国でママと愛妾兼任します 樹生かなめ 715 最弱職の初級魔術師 3 カタナヅキ 671

15秒のターン （仮） 紅玉いづき 未定 106 ワイルド系イケボ俳優は子煩悩 有実ゆひ 715 変わり者と呼ばれた貴族は辺境で自由… 3 塩分不足 671

宮廷医の娘 5 冬馬　倫 未定 107 僕、はまじ 浜崎憲孝 750 18 祇園七福堂繁盛記 神様の御用達はじめ… 卯月みか 726

水の後宮 （仮） 2 鳩見すた 未定 110 文豪たちが書いた　笑う名作短編集 彩図社文芸部 750 静山社 12 ハリー・ポッターと秘密の部屋 〈文庫新装版〉 ２-Ⅰ J.K.ローリング 748
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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

静山社 12 ハリー・ポッターと秘密の部屋 〈文庫新装版〉 2-Ⅱ J.K.ローリング 693 1 億万長者と無垢な家政婦 J・ルーカス 690

最新版 「がん」が消えていく 希望の食事術 済陽高穂 880 2 忘却のかなたの楽園 マヤ・バンクス 690

奇跡の　脳トレ大全 話題の達人 1,100 3 不機嫌な後見人 A・ハンプソン 690 出版社 発売日 書名 巻数 著者名 税込予価

影響力の心理 H・フェキセウス 858 4 無口なイタリア人 H・ビアンチン 690 風光る 15 渡辺多恵子 880

リラックスのレッスン 鴻上尚史 814 5 さめた愛 M・ライアンズ 690 風光る 16 渡辺多恵子 880

読みトレ 吉田裕子 814 天方家の女中さん （仮） 黒崎リク 858 中央公論新社 24 大正デモクラシーと政党政治の没落 石ノ森章太郎 924

貸し物屋お庸謎解き帖　桜と長持 平谷美樹 814 風神館の殺人 石持浅海 880 二見書房 2 メイドイン赤塚不二夫 六つ子（仮） 1 赤塚不二夫 880

小説バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場 たかせしゅうほう 750 いい湯じゃのう 吉宗のご落胤 3 風野真知雄 825

観覧車は謎を乗せて 朝永理人 770 婚活食堂 7 山口恵以子 803 　　　　　　　　※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。

ただいま神様当番 青山美智子 780 贋物霊媒師 櫛備十三のうろんな除霊譚 阿泉来堂 968 大垣書店グループ

京都伏見のあやかし甘味帖 柏　てん 750 6 小説の読み方 （仮） 平野啓一郎 946 ■京都市

３分で読める!誰にも言えない○○な物語 『このミス』編 750 7 20 文蔵2022.6 「文蔵」編集部 825 北区 　佛教大学店

一瞬で片づく！ ずるいパソコン仕事術 中山真敬 880 8 十津川警部　呉・広島ダブル殺人事件 西村京太郎 803 　ビブレ店

23 とろり蜜嫁 ＜新装版＞ 霧原一輝 770 9 コヨーテの翼 五十嵐貴久 704 上京区 　堀川新文化ビルヂング店

疫禍神記 （仮） 上 C・ウェンディグ 1,848 # 謎掛鬼 沢村　鐵 693 中京区 　二条駅店

疫禍神記 （仮） 下 C・ウェンディグ 1,848 # 今宵も喫茶ドードーのキッチンで。 標野　凪 660 　烏丸三条店

30 情艶の時間 （仮） 葉月奏太 770 # やがて飛び立つその日には 石野　晶 704 　Kotochika御池店

31 いずれすべては海の中に S・ピンスカー 1,540 # ホテル・ピーベリー 〈新装版〉 近藤史恵 682 　佛教大学二条キャンパス店

9 女囚捜査官 （仮） 八神淳一 770 # 道後温泉　湯築屋（仮） 9 田井ノエル 704 左京区 　高野店

16 種付け商店街 （仮） 葉原　鉄 770 # 大学生からヤリ直し 草凪　優 792 右京区 　イオンモール京都五条店

竹書房ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 9 夢の乙女に永遠の誓いを ジュリア・クイン 1,320 # はぐれ又兵衛例繰控 サブタイトル未定 5 坂岡　真 759 　京都ファミリー店

鬼畜刑事 （仮） 青砥あか 880 # 新・知らぬが半兵衛手控帖 隙間風（仮） 16 藤井邦夫 748 西京区 　ブックパル五条店

社長、それは忘れて下さい！？ （仮） 紺乃　藍 880 # 若さま同心〈新装版〉 9 風野真知雄 693 　ブックパル桂南店

実話怪談　黒異譚 （仮） 黒　史郎 748 # 浪人若さま　新見左近　決定版 将軍の死 4 佐々木裕一 704 下京区 　京都本店

千粒怪談　雑穢 （仮） 神沼三平太 825 # 湯屋のお助け人 待宵の芒舟〈新装版〉 4 千野隆司 704 　京都駅ビル ザ・キューブ店

「幎」怖い話 （仮） 加藤　一 748 # じゃりン子チエ 28 はるき悦巳 880 　髙島屋店

大阪怪談 （仮） 2 田辺青蛙 748 # 平安算術がーる 遠藤　遼 748 　京都ヨドバシ店

奥羽怪談 （仮） 2 黒木あるじ 748 # 屋敷神様の縁結び 瀬王みかる 770 南区 　イオンモールKYOTO店

ロシア文学の食卓 沼野恭子 1,045 # ナマイキJCのスパルタ性教育！ （仮） 澄石　蘭 792 　イオンモール京都桂川店

クマのプーさん　フィットネス・ブック A.A.ミルン 814 # 俺の姪が可愛すぎる （仮） 東雲にいな 792 　イオン洛南店

ふしぎなお金 赤瀬川原平 748 # 田舎の秘湯三姉妹 （仮） 鮎川りょう 792 伏見区 　醍醐店

こころを病んだ母親とその子どもたち 岡田尊司 990 # 素人告白スペシャル（仮） 素人投稿編集部 792 　伏見店

お江戸暮らし 杉浦日向子エッセンス 杉浦日向子 924 # マイ・ポリスマン （原題） B・ロバーツ 1,430 山科区 　ブックパル文苑 山科店

20ヵ国語ペラペラ 種田輝豊 880 # シェルター・マウンテン （原題） ロビン・カー 1,540 ■京都府

圏外編集者 都築響一 880 # 今宵殺し屋とキスを 火崎　勇 737 亀岡市 　亀岡店

衣服のアルケオロジー P・ペロー 1,650 # 初恋の傷跡 ～あの日、菩提樹の下で～ 吉田珠姫 743 ■大阪府

歴史学の擁護 R・J.エヴァンズ 1,870 # 神田のっぴき横丁 （仮） 氷月　葵 770 高槻市 　高槻店

ヴァンデ戦争 フランス革命を問い直す 森山軍治郎 1,650 # 会津武士道 2 森　　詠 770 豊中市 　豊中緑丘店

琉球の富 柳　宗悦 1,320 # 北の爺様 （仮） 牧　秀彦 770 堺市 　イオンモール堺鉄砲町店

文天祥 梅原　郁 1,320 # 二見書房（官能） 26 極悶島 （仮） 睦月影郎 792 箕面市 　デューク書店　

もぐら新章 （仮） 4 矢月秀作 748 # きみを愛するためだけに （仮） 麻生ミカリ 未定 ■兵庫県

敗れても　敗れても 門田隆将　 880 # 幼馴染み婚 （仮） 東万里央 未定 神戸市 　神戸ハーバーランドumie店

寄り添って老後 沢村貞子　 792 # 背徳の檻 （仮） 山野辺りり 未定 　プリコ神戸店

しみしみがんもとお犬道中 高田在子　 770 # 殺戮皇帝と聖女 （仮） 臣　　桜 未定 ■滋賀県

京都感情案内 新装版 上 西村京太郎　 660 # 国王陛下は女神（な侍女）を絶対手放さ… しみず水都 未定 大津市 　フォレオ大津一里山店

京都感情案内 新装版 下 西村京太郎　 660 # 新米教師の舞衣さんと始める同棲生活 雨音　恵 未定 ■静岡県

御蔵入改事件帳 消えた隠居資金 早見　俊　 880 # 俺の妹が最高のオカズだった （美少女文庫版） 風見源一郎 未定 富士宮市 　イオンモール富士宮店

スカイ・クロラ The Sky Crawlers 森　博嗣　 814 # 年下の私じゃだめですか （仮） 青橋由高 未定 ■岐阜県

おかえり横道世之介 吉田修一　 792 # 四穴無惨 （仮） 御堂　乱 未定 岐阜市 　岐阜髙島屋店

評伝　ナンシー関 横田増生 1,100 # 隣のギャル姉妹とシンママ （仮） 綾森かなと 未定 ■広島県

TOブックス 2 ある殺人鬼の独白 二宮敦人 715 # 金持ち母娘と家政婦 （仮） 鷹羽　真 未定 広島市 　ジ アウトレット広島店

鉄人社鉄人文庫 20 小悪党とガチ対決 裏モノJAPAN 825 # 素敵な初体験 義母、寮母、女教師（仮） 秋芳さつき 未定 ■埼玉県

12 図書館島 S・サマター 1,430 # 継母と悪魔息子 （仮） 北野剛雲 未定 所沢市 　ブックスタマ 所沢店

嘘の木 F・ハーディング 1,320 # 文芸社 16 チューニング！！ 風祭　千 682 ■東京都

南の子供たち （仮） S・J・ローザン 1,386 # 南町奉行と餓舎髑髏 風野真知雄 748 羽村市 　ブックスタマ 小作店

決断の刻 堂場瞬一 858 # 風に訊け  空也十番勝負 7 佐伯泰英 814 東大和市 　ブックスタマ 東大和店

壊れた世界で彼は （仮） フィン・ベル 1,144 # 傑作はまだ 瀬尾まいこ 715 ■北海道

たまさか人形堂それから 津原泰水 792 # 夢見る帝国図書館 中島京子 891 札幌市 　マルヤマクラス店

18 ブルー・プラネット 星のパイロット 4 笹本祐一 836 # おまえの罪を自白しろ 真保裕一 858 　東光ストア円山店

31 銀河帝国の興亡 回天編 3 A・アシモフ 880 # 出世商人 5 千野隆司 704 　東光ストア行啓通店

最終標的　所轄魂 笹本稜平 924 # 朱に交われば 坂井希久子 781

魚影島の惨劇 大石　圭 770 # まよなかの青空 谷　瑞恵 880

もうこれ以上君が消えてしまわないために 鹿ノ倉いるか 792 # 小　隊 砂川文次 836

マトリョーシカ・ブラッド 呉　勝浩 891 # 禿鷹の夜 逢坂　剛 902

二刀の竜 志木沢郁 814 # 百歳までにしたいこと 曽野綾子 770

龍の袖 藤原緋沙子 803 # アメリカ紀行 千葉雅也 737

天海の秘宝　 上 夢枕　獏 836 # 歳月がくれるもの  まいにち、ごきげんさん 田辺聖子 825

天海の秘宝　 下 夢枕　獏 825 # 生まれた時からアルデンテ 平野紗季子 880

本物しかいらない すとう茉莉沙 715 # そして、ぼくは旅に出た。 はじまりの森 大竹英洋 1,122

暴君竜を飼いならせ番外編 2 犬飼のの 715 # 死亡告示  トラブル・イン・マインドⅡ J・ディーヴァー 1,320

お子様には負けるもんか！ 火崎　勇 715 # わたしたちの登る丘 A・ゴーマン 792

死者のハーモニー M・シドウ 836 # 劉　裕 江南の英雄 宋の武帝 吉川忠夫 1,100

最後の宇宙飛行士 D・ウェリントン 1,320 # 一遍語録を読む 金井清光 1,320

24 ハイブリッド植物強奪 E・ヴルチェク 836 # 祭祀と供犠 日本人の自然観・動物観 中村生雄 1,650

2084年のSF 日本SFクラブ 1,320 # 俺は知らないうちに学校一の美少女を… 3 午前の緑茶 693

掃除機探偵の推理と冒険 そえだ信 880 クロの戦記 9 サイトウアユム 693

ターミナル・リスト 上 ジャック・カー 1,100 才女のお世話 3 坂石遊作 693

ターミナル・リスト 下 ジャック・カー 1,100 追放された落ちこぼれ辺境で生き抜いて… 4 御子柴奈々 693

10 とむらい家族旅行 S・ダウニング 1,320 英雄と賢者の転生婚 1 藤木わしろ 693

三日間の隔絶 上 A・ルースルンド 1,144 英雄王、武を極めるため転生す 7 ハヤケン 693

三日間の隔絶 下 A・ルースルンド 1,144 # 最凶の魔王に鍛えられた勇者、異世界… 2 紺野千昭 693

早川文庫NF 10 大戦略論 J・L・ギャディス 1,210 # 陰キャの僕に罰ゲームで告白してきた… 3 結　　石 693

原書房 9 新米フロント係、支配人を憂う 2 O・キーオン 1,100 # 僕は、さよならの先で君を待つ 優衣羽 836

お見合い夫婦は契約結婚でも極上の愛… 白妙スイ 693 # 天秤の護り人 安澄加奈 836

離婚したいのに、旦那様の溺愛が凄すぎ… 夢野美紗 693 # うちのにゃんこは妖怪です 高橋由太 792

政略結婚のスパダリ弁護士はママとベビー… 有坂芽流 693 # 夕闇通り商店街　コハク妖菓子店 栗栖ひよ子 836

離婚覚悟の政略身ごもり婚 望月沙菜 693 # 夢かうつつの雪魚堂　紙雪の舞う百鬼夜行 世津路章 814

熱い罠 リン・グレアム 660 # 一緒に剣の修行をした幼馴染が奴隷に… 3 笹塔五郎 748

夜ごとの情熱 H・ビアンチン 550 # 反逆の勇者 2 川崎　悠 759

過去への扉 エマ・ダーシー 550 # 緑の箱庭レストラン 編乃肌 748

潮　騒 S・ラム 550 # 相棒の泣ける話 鳩見すた 792

死線のヴィーナス A・ジョハンセン 1,100 # 「敏感すぎて苦しい」は解決する！ （仮） 高田明和 未定

この手を離してしまえば マヤ・バンクス 880 叩かれるから今まで黙っておいた…（仮） ひろゆき 未定

永遠の旋律 C・マーティン 1,040 聴くだけで「残り97％の脳」が目覚める法 山岡尚樹 未定

王城から逃げ出したら騎士となった国王… 藍井　恵 704 地図から読み解く　日本の歴史 （仮） ライフサイエンス 未定

エリート署長は幼馴染を溺愛したい （仮） にしのムラサキ 704 # あなたはいつでも神さまに試されています 暁　玲華 未定

ＣＩＴＹ　ＯＮ　ＦＩＲＥ （原題） D・ウィンズロウ 1,440 # 眠れないほど面白い『伊勢物語』 （仮） 岡本梨奈 未定

27 危険なハネムーン D・パーマー 690 # うまく言おうとすればするほどヘンになる… 野口恵子 未定

◆◆メディア化原作文庫◆◆
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■映画タイトル：『死刑にいたる病』

■出演：阿部サダヲ/岡田健史/岩田剛典/中山美穂/他

■原作：『死刑にいたる病』 早川書房 ハヤカワ文庫

■著：櫛木理宇

■２０２２年５月６日（金）公開予定

■監督：白石和彌

■脚本：高田亮

■配給：クロックワークス

鬱屈した日々を送る大学生、筧井雅也に届いた一通の手紙。それは稀代の連続殺

人鬼・榛村大和からのものだった。「罪は認めるが、最後の一件だけは冤罪だ。それ

を証明してくれないか？」パン屋の元店主にして自分のよき理解者だった大和に頼

まれ、事件を再調査する雅也。その人生に潜む負の連鎖を知るうち、雅也はなぜか

大和に魅せられていく。一つ一つの選択が明らかにする残酷な真実とは。

■映画タイトル：『ハケンアニメ！』
■出演：吉岡里帆/中村倫也/柄本佑/尾野真千子 他
■原作：『ハケンアニメ！』 マガジンハウス文庫
■著：辻村深月
■２０２２年５月２０日（金）公開予定
■監督：吉野耕平
■脚本：政池洋佑
■配給：東映

1クールごとに組む相手を変え、新しい作品に挑む日本のアニメ業界、その制作現

場では最も成功したアニメの称号=「覇権」を取るため、日夜熾烈な闘いが繰り広げ

られている。そんな世界に飛び込んだ斎藤瞳は、監督デビュー作で憧れのスター監

督・王子千晴と覇権を争うことに。天才として名を馳せる王子は、プロデューサー・有

科香屋子とタッグを組み、8年ぶりに監督復帰を果たす。瞳は、クセ者プロデュー

サー・行城理や個性的な仲間たちと共に、その称号を手にすべく奮闘を重ねる――。


