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つくおき3 時短、かんたん、パターンいろいろ
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FLASHデジタル写真集

少年の視線で色彩豊かに描いたノスタルジックSF

新作『風待町医院 異星人科』刊行記念！　発売日から２週間、同著者の既刊４点の半額キャンペーンを行います。
対象商品：『ストーンエイジCOP』『ストーンエイジKIDS』『ストーンエイジCITY』『遠乃物語』

風待町医院異星人科
藤崎慎吾

ベストセラー、つくおきの第３弾！

週末にまとめて１週間分のおかずを作る大ヒットレシピ本『つくおき』が、様々なライフスタイルに
合わせて使えるようにさらなる進化。例えば、週末は時間短め作り置き、平日の暇を見つけてちょ
こっと作り足しする「つくおき」+「つくたし」プランなら、料理にかける時間の効率がアップして、
自由時間がもっと増える。ひとり暮らしもちょこっと作り置き例や、お弁当にも入れやすいレシピが
勢ぞろい！

グラビアでは定評のあるFLASH編集部が、デジタル・オリジナルの写真集を刊行開始！　初回刊行は、橋本マナミ、朝比
奈彩、葉加瀬マイ、おのののか、塩地美澄、玉置成実、都丸紗也華、柳ゆり菜！　各1200円。

海にも山にも近く自然に恵まれた風待町。小学五年の久延丕彦は、左足が不自由で、大抵一人
で遊ぶ。ある日、砂浜の漂着物から宝物を探していた丕彦は、水平線の向こうに太陽の雫が落ち
るのを目撃する。誰にも言えない、異星人との交流は、その日から始まった―。小さな港町にあ
る病院を訪れる異星からの旅人との顚末を、少年の視線で色彩豊かに描いたノスタルジックSF。 4334911722

¥1400

433497922X
¥900



16日発売

23日発売 文芸書 翻訳書

「夜遊び」の経済学
世界が注目する「ナイトタイムエコノミー」　　木曽崇

水素分子はかなりすごい
生命科学と医療効果の最前線　　深井有

ナイトタイムエコノミーは日が落ちた以降、夜から翌朝までの間に行われる経済活動の総
称である。これまで「夜の経済」は必ずしも社会から正当な評価を受けて来なかった。し
かし近年、諸産業におけるナイトタイムエコノミー振興の必要性が世界的に重要視され始
めており、日本においてもその手法に注目が集まっている。「夜の経済」はどう日本経済に
影響を与えるのか？　豊富な実例を交えながら「夜」の新たな経済成長戦略を探る。

残念なことに水素分子の医療効果についての膨大な研究結果はほとんど知られておらず、
医学の専門家の間でさえ水素分子の医療効果に懐疑的な人が少なくありません。このよう
な地道な研究の成果が水素水の誇大宣伝と混同されて正しく評価されないのはまことに残
念なことです。（中略）この本ではこのような立場から、水素分子の生理作用と医療応用
の可能性について、現在までに調べられた結果をできるだけ客観的に紹介します。

4334039928 ¥740

4334039936 ¥900

経済学は決して浮世離れした理論ではない。情勢を冷静に分析し、未来を予測するために
拠って立つ礎となる。景気のトレンド、国の政策の是非、勤めている会社や業界の先行き、
賃金は適正か、貯蓄か投資かなど、自分で判断し正しく行動するためには、マクロ経済学
の知識が不可欠だ。注目を集める著者独自のナビゲートで、現代を生き抜く知性の力を手
に入れろ！

マクロ経済学の核心　　飯田泰之

4334039839 ¥840

光文社新書

関東随一の犯罪都市と噂される《烏賊の都・烏賊川市》では、連日、奇妙な事件が巻き
起こります。時には、私立探偵・鵜飼杜夫が駆けつけられないことも。でも大丈夫。この
街では事件もたくさん起こるけど、探偵もたくさんいるのです。ひょっとしたら、探偵がい
なければ事件も起こらないのかも……。推理作家協会賞にノミネートされた佳編「ゆるキャ
ラはなぜ殺される」など、安定感抜群のユーモアミステリ5編を収録した傑作集！

探偵さえいなければ　　東川篤哉

4334911706 ¥1200
　

「ただいまより、本邦初の探偵弾劾裁判を開廷する！」彼が本当に嘘をついていないのか、
それは死者を含めた関係者の証言によって、あきらかにされる！　名探偵・阿久津透。そ
の性格、傲岸不遜にして冷酷非情。妥協を許さず、徹底的に犯人を追い詰める。しかし、
重大な疑惑が持ちあがった。それは、彼が証拠を捏造し、自らの犯罪を隠蔽したというも
のだった⸺。ミステリファン必読の、新人発掘プロジェクトKAPPA-TWO第一弾！

名探偵は嘘をつかない　　阿津川辰海

4334911633 ¥1600

鬱で引きこもり、親の遺産だけが頼りの小鳥冬馬。強迫神経症を患う彼は、安楽椅子に
座ると不安が高まり、異様なまでの集中力を発揮し、事件を解決へと導く〈不安椅子探偵〉
だ。先輩刑事から、彼を受け継いだ青山陽介。冬馬とは同級生だった。あるとき起こった
夫婦間の殺人事件。妻の浪費癖や浮気が原因と思われ、事件は解決したかに見えたが、
行方不明事件、さらには連続頭部遺棄事件が発生する。不安椅子探偵たちの活躍やいか
に！

小鳥冬馬の心像　　石川智健

4334911714 ¥1300



433407734X
¥700

十津川班の新米刑事・津村の両親が殺され、容疑が彼に。十津川は津村の無実を信じ、
捜査を進める。津村は、11年前、五能線沿線の不老ふ死温泉の殺人現場から消えた「謎
の女」の唯一の目撃者だった。過去と現在の殺人事件の関係を疑う津村に「謎の女」か
ら手紙が！　女の誘いで五能線「リゾートしらかみ」に乗った津村を狙う周到な罠？　重な
る殺人事件の奥には、日本政界を激動させる、策謀と欲望が⸺十津川の名推理が迫る！

リゾートしらかみの犯罪　　西村京太郎

4334773141
¥600

八代将軍・吉宗の命を受け、竹姫を継室とする根回しのため京へ上った御広敷用人の水
城聡四郎。その帰路、新たな吉宗の命で尾張名古屋に寄った聡四郎は、尾張徳川の｢秘事
｣に触れる。御三家筆頭の運命を決める事実を握った聡四郎に、新たな刺客が放たれた。
未曽有の危難を乗り越えるために聡四郎がとった秘策とは⸺。大人気を誇るシリーズ、
待望の第十弾。

情愛の奸  御広敷用人　大奥記録（十）　　上田秀人

4334774695
¥650

茉祐子は火山の麓で100年以上続く温泉旅館を営んできた。30代半ばだが、年より若く美
しい彼女が深い仲になったのは、新聞の支局員、火山の研究者、新任の教師。時が来れ
ば、彼女の元から去って行く男たちばかりだった。旅先のNYで出会った初老の夫婦の言葉
に彼女の凍りついていた心が解きほぐされる表題作など男女の深淵を描く傑作揃いの短編
集！

ボルケイノ・ホテル　　谷村志穂

4334774687
¥700

俳句の価値を主張して国語教師と対立した茜。友人の東子に顛末を話すうち、その悔しさ
を晴らすため、俳句甲子園出場を目指すことに。ふたりのもとには、鋭い音感の持ち主の
理香や論理的な弁舌に長けた夏樹らの個性的な生徒が集う。そして、大会の日はやって来
た！　少女たちのひたむきな情熱と、十七音で多彩な表現を創り出す俳句の魅力に満ちた
青春エンタテインメント！

春や春　　森谷明子

サッカーマティクス  数学が解明する強豪チーム「勝利の
方程式」　　デイヴィッド・サンプター【著】／千葉敏生【訳】

シュート決定率やリーグ戦での勝敗数といった統計から、パスやフォーメーションの幾何学、
はたまたスタジアムの観客の動きにいたるまで、サッカーは数学的要素に溢れるスポーツ
だ。それらの要素を最新の技法で追跡・分析すれば、一流選手や強豪チームの動き、名
監督の戦略や采配が、驚くほど「数学的に正しい」ことが明らかになる。サッカー愛溢れ
る数学者による話題の書。

4334979335 ¥1440

ナルニア国物語4  
カスピアン王子　　C・S・ルイス【著】／土屋京子【訳】

ナルニアでの冒険から1年。再び不思議な力で異世界へと引きずりこまれたピーター、スー
ザン、エドマンド、ルーシーは、やがてそこが廃墟と化したケア・パラヴェル城だと気づく。
そして偶然に助け出したドワーフから、4人がナルニアに呼び戻された驚くべき事情を聞い
たのだった！　現在ナルニアを支配している人間たちと古くからのナルニアの住人たちの争
いを描く第4作。

4334753566 ¥680



4334740987
¥600

笹谷美緒が宿泊する壱岐のペンションで、男性客三人組のうち一人が殺害され、一人が姿
を消した。三日後、失踪した男の溺死体が平戸港に上がり、「俺たちはもう逃げられない」
と書かれた遺書が発見された。そして、残る一人も……。完全犯罪の裏に隠された、驚
愕の真相とは？　美緒と黒江壮の名コンビが、鉄壁のアリバイとトリックを崩す、傑作旅情
サスペンス。

長崎・壱岐殺人ライン　　深谷忠記

4334741673
¥650

傲慢、奇矯な若き天才画家が、自宅駐車場で刺殺死体となって発見された。その恋人は
同夜、別の場所で毒死を遂げていた。無理心中かと見えた事件の裏に画家への殺意を抱く
多くの容疑者が浮かぶ。刑事・勝俊作は、娘に自殺された高校の同窓生と事件の因縁に
心ざわめく……。名探偵コンビ・壮と美緒は鉄壁のアリバイを崩せるのか!?　島崎藤村の
詩が彩る究極の不可能犯罪！

千曲川殺人悲歌  小諸・東京＋－の交差　　深谷忠記

4334743544
¥650

真っ赤な文字で《殺》と書かれた車が発見され、トランクから女性の死体が⸺。殺され
たのは女優の矢野礼子。彼女は現在不倫関係にある塩沢裕一、その妻と話し合いをする
予定だった。以前、恋人だった礼子に頼まれ、その場に立ち会うことになっていた作家・
春木真之に嫌疑がかけられる。“完全密室” と化した佐渡島を舞台に壮と美緒コンビが堅
牢なアリバイ崩しに挑む。

佐渡・密室島の殺人　　深谷忠記

4334744192
¥600

十和田湖畔に立つ乙女像の近くで、若い女性の死体が発見された。被害者は大学院生の
田中春菜。容疑者の一人として、彼女の指導教授だった岸佳彦の名が上がる。岸には、
春菜へのセクハラが元で大学を辞任するという過去が⸺。岸は事件を想起させるメッ
セージを関係者に送り姿を消してしまう。岸が残した「謎」を解き明かし、壮＆美緒コンビ
が事件を解決へと導く！

十和田・田沢湖殺人ライン　　深谷忠記

4334745865
¥700

女優から画家に転身した日下部沙織が東京・多摩湖畔の自宅寝室で殺された。第一発見
者は夫の稔。彼の経営する人材派遣会社は資金繰りに窮していた。妻に一億円の生命保
険をかけていた稔を警察がマークしているさなか、第二の殺人事件が北海道の洞爺湖畔で
発生⸺。編集者の笹谷美緒が、恋人の黒江壮とともに事件の謎を追う。二人は鉄壁の
アリバイを崩せるのか!?

多摩湖・洞爺湖殺人ライン　　深谷忠記　

安曇野・箱根殺人ライン　　深谷忠記
製薬会社社長・倉上秀代が、田圃に脱輪した車のトランクから遺体となって発見された。
秀代の甥・肇が中学時代、家庭教師を務めた壮は美緒とともに、事件の謎を追うことに。
別れた夫の小沢敏正は秀代に付きまとい、犯行現場と目される別荘へも出入りしていた。
その小沢も殺され、事件は混沌の渦へ。血縁で経営する会社の後継問題も絡み、それぞ
れの思惑が交差する。

4334747809
¥700



4334749267
¥700

夫・耕一と別居中の泉恵理は、交際している藤波鉄郎から結婚を迫られていた。離婚につ
いて三人で話し合うため、恵理は耕一の住む北海道に向かったが⸺。数日後、恵理は
釧路湿原に放置された車のトランクから死体となって発見される。動機が思い当たる二人
の男性には、それぞれアリバイがあった。恵理の友人、笹谷美緒が恋人の壮とともに、事
件の解明に乗り出す！

釧路・札幌 1/10000 の逆転  新装版　　深谷忠記

4334767699
¥650

函館・赤レンガ倉庫群近くの海で発見された水死体。水産会社を経営する一ノ瀬祐二だっ
た。遺産相続で祐二と揉めていた兄の和雄が容疑者として浮上するなか、札幌でさらなる
殺人が！　和雄の教え子の美緒は恩師の妻に乞われ、壮とともに真相解明に乗り出す。三
年前、東京で起こった事件と、二つの殺人の共通点に着目した二人は、凶行に隠された死
角を炙り出す。

遺産相続の死角  東京～札幌殺人ライン　　深谷忠記

4334769349
¥650

友人の藤堂純に会うため京都へ向かうとき、美緒は純の叔母・熊谷由季子を見かけた。
その後、由季子が東京立川の自宅で殺害される。由季子は京都行きを否定していたのだ
が……。美緒が壮と共に真相解明に乗り出すと、今度は、かつて中学の教師だった由季
子の教え子が殺される。ジキルとハイドの物語に閃きを得て、壮が死角に隠れた犯人の悪
意を抉り出す。

悪意の死角  東京～京都殺人ライン　　深谷忠記

4334769934
¥600

雅江と英理佳は、小学4年生の頃、まるで双子のように仲良しだった。ともに31歳となっ
た二人が、20年の歳月を経て、殺人事件の法廷で再会する。一方は裁く側、一方は裁か
れる側の人間として⸺。その後、二人の運命は二転三転。思いもよらないかたちに捩
れ、絡み合っていく……。人の心の謎と葛藤を精緻に描いた心理ミステリーの傑作！

評決の行方  母親殺し事件の深層　　深谷忠記

4334772536
¥600

東京の郊外で、3歳の女児・海老沢美菜が誘拐された。犯行に使われたと見られる赤いセ
ダンを乗り回している男が、捜査線上に浮上。男は、18年前に起こった連続幼女誘拐殺人
事件でも容疑者として名前が挙がっていた。その忌まわしい過去には、美菜の母親も関
わっていた⸺。2つの事件が絡み合い、真実が浮かび上がる！　“有罪宣告” への怒りを
描く逆転のミステリー。

共犯  幼女誘拐事件の行方　　深谷忠記　

愛の死角  京都～東京殺人ライン　　深谷忠記
京都・鴨川の河川敷で、女の変死体が発見された。4日後、東京・清澄白河のマンション
で男の腐乱死体が見つかる。共に青酸ソーダによる中毒死。2人は愛人関係にあったこと
が判明する。女が男を殺して自殺したのか!?　同一犯によって2人は殺されたのか!?　壮の
弟・洋をきっかけにして、事件に関わることになった壮と美緒。愛の死角に隠れた真実を
解き明かす！

4334773176
¥700



433477430X
¥700

推理作家の荒木とともに向かった信州・穂高の別荘で、編集者の笹谷美緒は、荒木の妻
の絞殺死体を発見する。数日後、奥多摩で若い女性の全裸死体が。2人の女性と関わりの
ある男が容疑者として浮かぶが……。美緒の恋人・黒江壮は、慶明大学に勤める数学者。
端整な顔立ちで、とても無口な「名探偵」である。寡黙にして、精緻な推理で、壮が導き
出した真相とは!?

信州・奥多摩殺人ライン　　深谷忠記

4334773540
¥550

あたしって、ついてない。三つ目の働き口をなくし、るいは途方に暮れていた。母を早くに
亡くし、左官をしていた父もぽっくり逝き、天涯孤独の身だ。その死んだはずの父が困りも
のなのだが……。ふと入った路地で見つけた「働き手を求む」の貼り紙⸺。この世なら
ぬ者が見える少女が、ちょっと迷惑な父とともに、人助けならぬ亡者助けに奔走する！痛快
時代小説。

ぬり壁のむすめ  九十九字ふしぎ屋 商い中　　霜島けい

4334774474
¥550

古道具屋で買った枕が、夜な夜な赤子のように大声で泣き喚く。八幡様の祭りの絵に描か
れた人物がいつの間にか増えていた⸺。「不思議」を売買する九十九字屋には、今日も
怪しい品々が持ち込まれて……。るいは、憑きものの正体を求め、気はいいがちょっと迷
惑な『ぬりかべ』の父親らとともに奔走する。切なくてほっこりとあたたかい、新感覚時代
小説シリーズ第二弾！

憑きものさがし  九十九字ふしぎ屋 商い中　　霜島けい

4334774415
¥650

警視庁の捜査一課から捜査三課のスリ係へ左遷された羽賀亮。同僚から “組長刑事” と
呼ばれる羽賀は、鳶職人や家屋解体工などを抱える『羽賀組』社長の息子だった。父親
の事故死で実質的に四代目となった羽賀は、父の死因に不審を覚え、単独捜査を始める。
すると、背後に暴力団同士の熾烈な抗争の陰にある巨大組織の闇が浮かび上がった⸺。
骨太な傑作シリーズ第1弾。

組長刑事　　南英男

4334774563
¥650

羽賀亮は『羽賀組』4代目にして警視庁捜査一課の刑事である。大物経済マフィアがマン
ションの一室で殺害され、捜査に乗り出した羽賀だったが、突然自首してきた犯人はなん
と『羽賀組』の幹部だった！　しかし、要領を得ない証言に、身替り出頭を疑う羽賀。真
犯人はいったい⸺。真相を追い求め、羽賀は邪淫教団と暴力団へ乗り込む！　好調シ
リーズ第2弾。

組長刑事  凶行　　南英男　

ディッパーズ　　建倉圭介
母親が買った仏像が2000万円!?　不当な借金を背負い、銀行員の職も失った武史は、亡
き父が興したIT企業を相手に、自社買収詐欺を仕掛ける。小心者の詐欺師、酒浸りの会
計士、いくつもの声色を操る声優、変装の達人、コミュニケーション不全の友人。彼らが、
チーム・ディッパーズを結成し、20億円の略奪を狙う！　そして、IT企業には、隠された闇
もあった！

4334774547
¥850



4334774733
¥800

ミステリー文学資料館は、日本の探偵・推理小説の書籍や雑誌を収集保存し、研究者や
一般読者の利用に供するために1999年4月に開館しました。本書は “遺産” ともいえるそ
の膨大なコレクションより、戦前から人気作家として活躍した大下宇陀児と、トリックに執
着し続けた楠田匡介のレアな長編2作を選りすぐり、さらには2人の共作も加えた傑作アン
ソロジー !!

大下宇陀児  楠田匡介  ミステリー・レガシー　　ミステリー文学資料館【編】

¥500

夏の日、世俗を忘れMysteryに遊ぶ⸺　●第17回「本格ミステリ大賞」決定＆全選評掲
載　●特別読み切り＆新連載：宮部みゆき、笠井潔、前川裕、嶺里俊介　●好評連作&
連載：西澤保彦、青柳碧人、天祢涼、森晶麿、鳥飼否宇、井上雅彦、我孫子武丸、竹
本健治、イクタケマコト　●「カッパ・ツー」受賞作刊行・第二期募集　●ニコニコ超会
議潜入　他
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