
■09年6月期　主要新刊ｶﾚﾝﾀﾞｰ 更新日　2009/5/29

発売日 曜日 種別 出版社 書名 著者 予価 備考

6/1 書籍 宝島社 人には言えない！禁断の「腹黒」処世術 全日本世渡り研究会 500 世の中を生き抜く裏ワザ

6/2 書籍 双葉社 コミック　国防の真実　こんなに強い自衛隊 1260 「自衛隊の実力」の真実

書籍 メディアファクトリー 枯骨の恋 岡部　えつ 1365 第3回幽奇文学賞､短編部門大賞受賞作

6/3 水 文庫 電撃文庫 学園キノ（３） 時雨沢恵一 578
コミック 集英社・ジャンプC ONE　PIECE　54 尾田　栄一郎 420 TVアニメ放映中
コミック 集英社・ジャンプC BLEACH−ブリーチ−　39 久保　帯人 420 TVアニメ放映中
コミック 集英社・ジャンプC バクマン。　3 大場　つぐみ・小畑　健 420

6/4 木 書籍 小学館 ゴーマニズム宣言SPECIAL　天皇論 小林　よしのり 1575 5/29予定より延期

コミック 講談社･ライバルKC 弟キャッチャー俺ピッチャーで！　４ 兎中信志 440
6/5 金 書籍 集英社 雨宮処凛の｢生存革命｣日記 雨宮処凛 1260 貧困時代をサヴァイヴ

コミック 講談社・なかよしKC しゅごキャラ！　９ ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 440 TVアニメ放映中
コミック 講談社･プレミアムKC しゅごキャラ！特装版　特装版　９ ＰＥＡＣＨ－ＰＩＴ 990 TVアニメ放映中
コミック 講談社・ヤンマガKC ヒメアノ～ル　３ 古谷実 560
コミック 白泉社・花とゆめC ヴァンパイア騎士　１０ 樋野まつり 420

6/8 月 書籍 宝島社 田中裕二（爆笑問題）の「ザ・ガール」 田中　裕二 1260 初単行本。女性論
書籍 講談社 勝間和代　脳力ＵＰ 勝間　和代 840 携帯公式サイトのガイドブック

書籍 講談社 「エデンの東」公式ドラマガイドブック 1500 ＴＢＳドラマを完全ガイド

コミック 秋田書店・チャンピオンＣ ドロップ　７ 品川ヒロシ・高橋ヒロシ 420 映画公開中
コミック 秋田書店・チャンピオンＣ クローバー　11 平川哲弘 420
コミック 秋田書店・チャンピオンＣ クローズＺＥＲＯ　３ 高橋ヒロシ 420 クローズZEROⅡ公開中

新書 講談社・アフタヌーン新書　 ００７　達成感がごほうびだ 藤島康介　 860
上旬 書籍 文藝春秋 朝のこどもの玩具箱（仮） あさの　あつこ 1680 短篇集
6/10 水 書籍 東京創元社 贖罪 湊　かなえ 1470 本屋大賞受賞後、第一作

文庫 文春文庫 栄光なき凱旋 真保裕一 740
文庫 文藝春秋 秀吉の枷　上・中・下 加藤廣 各630 信長の棺に続く本能寺三部作第二弾

文庫 文藝春秋 栄光なき凱旋　上 真保裕一 740
6/11 木 書籍 宝島社 草食男子の診断書 一番町★草食肉食研究会 780 「草食男子」診断書

書籍 宝島社 肉食女子の診断書 一番町★草食肉食研究会 780 「肉食女子」診断書

6/12 金 文庫 祥伝社文庫 相剋　密命21 佐伯泰英 670
文庫 講談社文庫 分冊文庫版　邪魅の雫（上）(中）（下） 京極夏彦 未定
コミック 講談社・KISS KC ホタルノヒカリ　１４ ひうらさとる 440
コミック 講談社・KISS KC 本屋の森のあかり　５ 磯谷友紀 440
コミック 講談社・BE LOVE ちはやふる　５ 末次由紀 440 マンガ大賞受賞作
書籍 ダイヤモンド社 ヨーロッパ鉄道時刻表09夏・秋 地球の歩き方編集室 2200 トーマスクック時刻表シリーズ

6/15 月 書籍 小学館 ビジュアル版　逆説の日本史2　古代編　下 井沢　元彦 1365 第2弾
書籍 講談社 ドラゴン桜　公式副読本　16歳の教科書2 1050 第2弾。

6/16 火 コミック 秋田書店・プリンセスＣ 王家の紋章　５４ 細川智栄子あんど芙～みん 420
書籍 メディアファクトリー ターシャの輝ける庭 リチャードＷブラウン 2940 没後1周年記念

6/17 水 書籍 宝島社 チコっとね！～柴犬チコちゃんの写真集～ チコママ 980 犬ブログナンバーワンの写真集

コミック 講談社・マガジンKC ＤＥＡＲ　ＢＯＹＳ　ＡＣＴ３　１ 八神ひろき 440
コミック 講談社・週刊少年マガジンKC はじめの一歩　８８ 森川ジョージ 440
コミック 講談社・週刊少年マガジンKC エア・ギア　２５ 大暮維人 440
コミック 講談社・モーニングKC ンダスゲマイネ。　太宰治　蒼春篇 楠木あると 未定 太宰生誕100周年･注目

6/18 木 書籍 青春出版社 脳の地図帳 500 ワンコインシリーズ

書籍 青春出版社 段取り王 500 ワンコインシリーズ

書籍 ポプラ社 ＴＨＥ　ＱＵＩＺ　ＳＨＯＷ 及川　拓郎 1470 ドラマ原作
書籍 講談社 「東海道ライン全線・全駅・全配線」東海道ライン編4 980
新書 ＋α新書 非効率のススメ 仲代達矢 880
コミック 集英社・クイーンズＣ Ｒｅａｌ　Ｃlｏｔｈｅｓ　7 槇村さとる 440
コミック 集英社・ヤングジャンプC 風が強く吹いている　5 三浦　しをん・海野　そら太 590 2009秋映画公開予定

書籍 集英社・愛蔵版C テンパリスト☆ベイビーズ 東村　アキコ 780
書籍 集英社・愛蔵版C ママはテンパリスト　2 東村　アキコ

コミック 小学館・少年サンデーC 結界師　２５ 田辺　イエロウ 420
コミック 小学館・少年サンデーC ＭＡＪＯＲ（メジャー）　７２  満田　拓也 420 TVアニメ放映中
コミック 小学館・少年サンデーCスペシャル ＭＡＪＯＲ　吾郎語録 満田　拓也 800 TVアニメ放映中

6/19 金 書籍 徳間書店 ギャングスター 新堂　冬樹 1575 やんちゃ高校生もの。ドロップ、クローズファンへ

書籍 徳間書店 オバマ外交で沈没する日本 日高　義樹 1470 日米の安全保障
書籍 朝日新聞出版 六月の夜と昼のあわいに 恩田　陸 1680 短篇小説集
書籍 朝日新聞出版 どら焼きの丸かじり 東海林　さだお 1050 第30弾。食エッセイ。

書籍 主婦と生活社 五十嵐隼士　写真集 2100 ドラマ・映画「ROOKIES」出演

新書 文春新書 「生きる」ということ 佐野洋子 840
新書 文春新書 松本清張の「遺言」 原 武史 840

6/中 書籍 講談社 ひばり伝～蒼穹流謫～ 斎藤愼爾 1800
6/23 火 書籍 講談社 骸骨ビルの庭 宮本　輝 1575 大阪・十三が舞台

書籍 講談社 独りぼっち　飯島愛　36年の軌跡 豊田　正義 1365 ノンフィクション
コミック 講談社・モーニングKC 宇宙兄弟　６ 小山宙哉 580
コミック 講談社・モーニングKC かぶく者　５ たなか亜希夫　デビッド・宮原 560

●毎月、月末最終週発行のMD-NEWSに翌月のｶﾚﾝﾀﾞｰを添付します
●あくまで予定ですので、発売日・書名・定価など変更になる場合があります
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コミック 講談社・モーニングKC 社長　島耕作　３ 弘兼憲史 560
コミック 講談社・モーニングKC ＣＯＰＰＥＲＳ　［カッパーズ］　２ オノナツメ 未定
コミック 講談社・シリウスKC タイタニア　３ ガンテツ　田中芳樹 600 TVアニメ放映中
コミック 講談社・ヤンマガKCスペシャル みなみけ　６ 桜場コハル　 560 ３月までTVアニメ放映

コミック 講談社・ＫＣＤＸ ×××ＨＯＬｉＣ ＣＬＡＭＰ 560
6/24 水 書籍 光文社 世界を助けないオバマの正体（仮） 浜田　和幸 未定 オバマの正体を暴く

コミック 集英社・マーガレットC お嬢様はお嫁様。　6 葉月　めぐみ 420
コミック 集英社・マーガレットC ストロボ・エッジ　6 咲坂　伊緒 420
コミック 小学館・てんとう虫Cスペシャル リロ　アンド　スティッチ ディズニー 580 TVアニメ放映中

6/25 木 書籍 ベストセラーズ すべての男は消耗品である　vol.10 村上　龍 1575 シリーズ第10弾
書籍 角川ＧＰ 植物図鑑（仮） 有川浩 1360
新書 中公新書 物語  数学の歴史 加藤文元 780
新書 中公新書 皇族 小田部雄次 780
文庫 角川文庫 心霊探偵八雲（５） 神永学 590
文庫 角川文庫 ライヴ 山田悠介 580

6/26 金 書籍 新潮社 学問 山田　詠美 1470 小学校の同級生が高校になるまでを描く

書籍 新潮社 半島へふたたび 蓮池　薫 1575 新潮社ブログにて連載。韓国紀行

書籍 集英社 小説サブプライム　世界を破滅させた人間たち 落合　信彦 1785
書籍 集英社 お手伝いさんはスーパースパイ！ 赤川　次郎 840 「南条姉妹シリーズ」新作書下ろし

書籍 集英社 満点ゲットシリーズ　ちびまる子ちゃんの手作り教室 840 お料理・お菓子・手芸・工作の楽しさを紹介

文庫 集英社文庫 蜂蜜色の瞳 村山由佳 未定
文庫 集英社文庫 終末のフール 伊坂幸太郎 未定
コミック 小学館・フラワーC 今日、恋をはじめます　６ 水波　風南 420

6/27 土 書籍 青春出版社 アメリカ大崩壊（仮） ベンジャミン・フルフォード 1575 世界経済本
文庫 新潮文庫 海の都の物語（４）（５）（６） 塩野七生 各420
文庫 新潮文庫 あの歌がきこえる 重松　清 500
文庫 新潮文庫 片眼の猿 道尾秀介 500
文庫 新潮文庫 風が強く吹いている 三浦しをん 860 秋　映画公開予定
文庫 新潮文庫 レインツリーの国 有川 浩 420

6/30 火 書籍 メディアファクトリー ターシャ･テューダーのポップアップブック コーギコテージの四季 ターシャ･テューダー 3000
コミック 小学館文庫・ヤングサンデーC とめはねっ！　５ 河合　克敏 540
コミック 小学館・ビックC ＰＬＵＴＯ　８  浦沢　直樹 620 完結
コミック 小学館・ビックC 闇金ウシジマくん　１５ 真鍋　昌平 540

下旬 書籍 角川ＧＰ 植物図鑑 有川　浩 1365
下旬 書籍 文藝春秋 運命の人（四） 山崎　豊子 1600 完結
下旬 書籍 文藝春秋 その先が読めるビジネス年表 「日本の論点」編集部 1400 流れがわかるビジュアル年表

7/2 木 コミック 集英社・ジャンプC 銀魂−ぎんたま−　29 空知　英秋 420
コミック 集英社・ジャンプC 家庭教師ヒットマンREBORN！　25 天野　明 420

7/3 金 コミック 白泉社・花とゆめＣ 遙かなる時空の中で　16 水野　十子 420
コミック 白泉社・花とゆめＣ 夏目友人帳　8 緑川　ゆき 420

7/8 水 コミック 秋田書店・少年チャンピオンＣ 範馬刃牙　19 板垣恵介 420
コミック 秋田書店・少年チャンピオンＣ 荒くれＫＮＩＧＨＴ　19・20 吉田　聡 各560

7/13 月 コミック 講談社・KISS KC 海月姫　2 東村アキコ 440
7/16 木 コミック 集英社・クイーンズＣ プライド　１１ 一条　ゆかり 440

コミック 集英社・ヤングジャンプC 明日泥棒<完>　4 外薗　昌也・別天　荒人 630
7/17 金 コミック 講談社・週刊少年マガジンKC ゴッドハンド輝　47 山本航暉　 440 ＴＶドラマ化

コミック 講談社・週刊少年マガジンKC ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　16 真島ヒロ 440
コミック 講談社・なかよしKC 妖界ナビ・ルナ　3 菊田みちよ　池田美代子 420
コミック 講談社・なかよしKC 新・地獄少女　2 永遠幸　地獄少女プロジェクト 420
コミック 小学館文庫・週間少年サンデーC ハヤテのごとく！　２０ 畑　健二郎 420
コミック 小学館文庫・週間少年サンデーC クロスゲーム　１５ あだち充 420 TVアニメ放映中
コミック 小学館文庫・週間少年サンデーC お茶にごす。　９ 西森　博之 420
コミック 小学館文庫・週間少年サンデーC 絶対可憐チルドレン　１７  椎名　高志 420
コミック 白泉社・花とゆめＣ 学園アリス　19 樋口　橘 420
コミック 白泉社・花とゆめＣ 花と悪魔　5 音　久無 420

7/23 木 コミック 講談社・モーニングKC へうげもの　9 山田芳裕　 560
コミック 講談社・モーニングKC ひまわりっ　～健一レジェンド～　11 東村アキコ 560
コミック 講談社・モーニングKC エンゼルバンク　ドラゴン桜外伝　7 三田紀房 560
コミック 講談社・イブニングＫＣ もやしもん　8 石川雅之　 560
コミック 集英社・マーガレットC 青空エール　3 河原和音 420

7/24 金 コミック 小学館・ちゃおＣ きらりん☆レボリューション　１４ 中原　杏 440
コミック 小学館・フラワーC センセイと私。　３ 水瀬藍 420
コミック 白泉社・花とゆめＣ オトメン（乙男）　8 菅野　文 420 8/1よりドラマ放映予定

7/28 火 コミック 小学館・コロコロＣ でんぢゃらすじーさん　１７  曽山　一寿 410
7/30 木 コミック 小学館・ビックC ＭＯＯＮ　４ 曽田正人 540

コミック 小学館・ビックC ラストイニング　２２ 中原　裕/神尾　龍 540
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