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「セシルのもくろみ」7月13日夜10時より連続ドラマスタート！（フジテレビ系）

セシルのもくろみ

唯川恵

平凡な生活を送る専業主婦・宮地奈央の生活は一変した。友人に誘われ軽い気持ちで応募した
女性誌『ヴァニティ』の読者モデル募集で思いがけず採用されたのだ。華やかなファッションの世
界に渦巻くモデルたちの様々な思惑に困惑しながらも、奈央は “負けたくない” という自分の中の
「女（セシル）」に気付く̶̶。

四六判文芸書新刊6点を同時発売！

ニュータウンクロニクル
中澤日菜子

433476553X
¥550

T 島事件

絶海の孤島でなぜ六人は死亡したのか

詠坂雄二

1971年から2021年までの10年ごとをニュータウンの住人たちの
視点で紡ぐ、全6編の連作短編集！

映画のロケハンで島に渡った6人、全員死亡。事件性なし。本
当？ この真相は、名探偵にしか辿り着けない。

4334911730 ¥ 未定

4334911749 ¥1600

月夜に溺れる
長沢樹

神奈川県警・真下霧生。捜査も子育ても新たな恋愛も、決して
手は抜かない。警察小説にニューヒロイン現る！
4334911757 ¥1300

南風（みなみ）吹く

俺たちはそれを奇跡と呼ぶ
のかもしれない
水沢秋生

目覚めるたび時間も場所も飛び越えて別人になってしまう「俺」。
不可解な現象の鍵は、カップル連続惨殺事件？
4334911765 ¥ 未定

うなぎ女子

森谷明子

加藤元

瀬戸内海の島で生まれ育った高校生5人が俳句甲子園を目指す、
青春エンタテインメント！

甘辛いたれと香ばしい匂いは、いつも私たちの心を満たしてくれる。
鰻屋を舞台にひとりの男が繋ぐ女たちの物語。

4334911773 ¥ 未定

4334911781 ¥1200

FLASHデジタル写真集
グラビアでは定評のあるFLASH編集部が、デジタル写真
集を刊行開始！ 創刊第2弾は、早瀬あや、久松郁実、本
郷杏奈、浅川梨奈の4冊！ 各1200円。

work
in
progress

work
in
progress

work
in
progress

7日発売

にんじん

ルナール【著】／中条省平【訳】

赤茶けた髪とそばかすだらけの肌で「にんじん」と呼ばれる少年は、母親や兄姉から心な
い仕打ちを受けている。それにもめげず、時に自分と向き合ったり、時にユーモアを発揮
したりしながら日々をやり過ごすうち、少年は大人へと成長していく⸺。著者が自身の子
供時代を冷徹に見つめ直し、断章を重ねて綴った自伝的小説。

21日発売

4334753515 ¥720

美人時間 光文社新書

marimari の女子キャン

松尾真里子

別荘みたいに快適で、おしゃれなキャンプスタイルが人気のインスタグラマー、松尾真里子
さん。TVにも出演し話題のカリスマキャンパーの素敵なアウトドアスタイルが1冊にまとまり
ました。
ヴィンテージテントとウッド系のアイテムでそろえたスタイルは自然にマッチして、そ
の場を素敵な空間に変えてしまいます。そんな彼女のサイトを作り上げているギアや小物を
丸ごと紹介！ ちょっとの工夫であなたのアウトドアもおしゃれに大変身！
4334979294 ¥1000

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？
経営における「アート」と「サイエンス」 山口周

これまでのような「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた経営、いわば「サイエンス重視
の意思決定」では、今日のように複雑で不安定な世界においてビジネスの舵取りをするこ
とはできない⸺「直感」と「感性」の時代⸺組織開発・リーダー育成を専門とするコー
ン・フェリー・ヘイグループのパートナーによる、複雑化・不安定化したビジネス社会で勝
つための画期的論考！
4334039960 ¥760

本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を読んできた
横尾忠則

「書評の経験は全く初めてだった。僕が読書嫌いだということを知ってか知らずか、今まで
誰一人として僕に書評を依頼したものはなかった。（中略）だからといって嫌々書いた本は
一冊もない。どの本も誰かに読んでもらいたいと思う本ばかりだ。読書後の記憶はほとん
ど忘却しているが、これらの本を選択した意志は何らかの形で僕の創作と人生とは無縁で
はないように思う」。朝日新聞に掲載された8年分の人気書評を書籍化。全133冊。

うつ・パニックは「鉄」不足が原因だった

4334039979 ¥840

藤川徳美

めまいやふらつき、倦怠感、イライラ、朝起きられない、冷え性、頭痛……あなたの不調は、
「鉄・タンパク不足」の症状かもしれない⸺。日本女性の大半は、貯蔵鉄（フェリチン）
が空っぽの状態で、深刻な鉄不足だが、多くの人が自分の鉄欠乏に気付いていない。近
年、「高タンパク・低糖質食＋鉄剤」療法によって多くのうつ・パニック患者を完治させて
いる精神科医が、多数の症例を交えながら、鉄・タンパク摂取の重要性を伝える。

灯台はそそる

不動まゆう

4334039987 ¥740

海の安全を守る灯台。役割が重要なのはもちろんだが、ポツンと立つ姿は、人工物ながら
風景を邪魔せず、むしろ趣を与える。実はファンは多く、好みのあり様も豊富。ところが今、
灯台はまさに “崖っぷち” だ。GPSの台頭と省エネの流れの中、減少の一途……。その
灯火を絶やさぬよう一人でもサポーターを増やすため、“灯台女子” が魅力と愛し方を余す
ところなく綴る。
4334039995 ¥920

アウトローのワイン論

勝山晋作 writing 土田美登世

「いいブドウを使ってその力を引き出すように発酵させ、酸化防止剤をゼロか、本当に少し
しか使っていないナチュラルなワインは、赤なのに淡い色のニュアンスを持っていて、熟成
感のある色っぽい香りがする。（中略）
ヴァン・ナチュールもグラン・ヴァンも、ワインの理
想として行き着くところは一緒なんだと思う」⸺昭和の時代から活躍するワインの伝道師
が初めて語る、固定観念に縛られないワインの楽しみ方と、その行き着く先。
4334043011 ¥740

延期

グーグルマップの社会学

松岡慧祐

「見たいものしか見ない」地図は、社会を、わたしを、どう変えるのか？⸺グーグルマッ
プによって、わたしたちの世界は本当に広がったのか？ 社会は、よく見えるようになった
のか？ 新進気鋭の社会学者による、新しい地図論！

28日発売

4334039288 ¥740

文芸書 ノベルス
わたしたちの、小さな家

水沢秋生

大学生の片倉希は高台の上にある、赤い屋根の古い二階家に、翻訳家の祖母と二人で暮
らしている。両親は物心つく前に事故で死んだと聞いているが、写真すら残っておらず、顔
も知らないままに生きてきた。希の部屋の隣には母親が使っていたという部屋があるのだ
が、希はその部屋が少し、怖い……。平凡で平穏な日常を送る希だが、彼女を捜し回って
いるという男の出現をきっかけに、大きな変化が訪れようとしていた⸺。

わたしはここにいます

4334910696
¥ 未定

篠田真由美

火事で家族を失った須崎鷹哉は、伯父・刀根尚都の依頼で、彼が家令を務める屋敷のお
嬢様・常磐井文乃の旅に同行することになった。行き先は北の果て、稚内。くわしい事情
も知らされないまま辿り着いたのは、希代の霊媒・九条紫姫音の館だった。文乃の目的は、
16年前に紫姫音の後継者選びに参加した母・芙美乃に何があったのか知ることで、館に
は当時の参加者・関係者が呼び集められているというのだが……。

すべてのものをひとつの夜が待つ

篠田真由美

433407717X
¥ 未定

本州最南端の半島沖の孤島に建つ巨大な洋館。ここに集められたのは、館を所有する満
喜家の血を引く人間とそのパートナー、5組10人の男女だった。10日の間に館内から巨大
ダイヤを発見した者だけが、莫大な財産を相続できるというのだ。外部との接触を断たれ
た中、謎に満ちた宝探しが始まる。そして幕を開ける連続殺人。壮麗にして昏く艶やかな、
物語の迷宮へ⸺。

美しきもの見し人は

うるわ

篠田真由美

4334744605
¥800

探偵である「私」は、長崎のはるか沖合に浮かぶ波手島を訪れる。孤高のカトリック作家・
蘭堂叡人が晩年を過ごした館には、いまも彼の養女ほか、ゆかりの女たちが住んでいた。
そこに、蘭堂の隠し子で唯一の相続人と名乗る女が現れたのだ。私の仕事は女の素性を
暴くこと。彼女の正体は？ さらに、密室から「昇天」して消えたという蘭堂の最期⸺そ
の驚愕の真相とは？
4334749259
¥700

呪詛の文 御広敷用人 大奥記録（十一）

上田秀人

八代将軍吉宗の世子・長福丸が病に倒れたという知らせが入る。吉宗の命を受けて西の
丸へ入った御広敷用人の水城聡四郎は、毒が盛られたことに気付く。一方、竹姫が長福
丸の病平癒祈願で寺社を参詣することとなった。狙われる竹姫を聡四郎は守りきれるのか。
そして、関わりの者たちを苦しめられた吉宗が、ついにとった行動とは……。大人気シリー
ズ、待望の第十一弾。

いつかの花 日本橋牡丹堂 菓子ばなし

中島久枝

4334774067
¥600

なんて、きれいでおいしいんだろう。江戸の菓子に魅せられた小萩は、遠戚の日本橋の菓
子屋で働き始める。二十一屋⸺通称「牡丹堂」は家族と職人二人で営む小さな見世だ
が、菓子の味は折り紙付きだ。不器用だけれど一生懸命な小萩も次第に仕事を覚えていっ
て……。仕事に恋に、ひたむきに生きる少女の一年を描く、切なくて温かい江戸人情小説。
シリーズ第一弾！

夜叉萬同心

冬かげろう

辻堂魁

4334774644
¥600

北町奉行所の隠密廻り方同心、萬七蔵は、目的遂行のためには手段を選ばぬやり方から、
「夜叉萬」と呼ばれ密かに恐れられていた。脂粉の香りを残し去ってゆく辻斬りの探索の過
程で七蔵が見た卑劣な真実とは⸺。七蔵のふるう豪剣は、誰を斬り、何を裁くのか？
悪道を歩む人間を見つめ、その因果や定めを鮮やかに描き出す、名手による時代小説、超
絶の醍醐味ここにあり。

夜叉萬同心

冥途の別れ橋

辻堂魁

433477444X
¥600

北町奉行所の隠密廻り方同心・萬七蔵は、「夜叉萬」と恐れられる存在だ。永代橋崩落
の大惨事に揺れる江戸で、押しこみ強盗の末に一家を惨殺する卑劣な窃盗団「赤蜥蜴」
の探索をすることに。直近の襲撃のみ、一味のやり口が変化していることに七蔵は戸惑う
が、そこから導き出されるのは意外な真実だった。人間の業や情愛、運命を鮮やかに描き
出す、シリーズ第二弾。

夜叉萬同心

親子坂

辻堂魁

433477461X
¥600

中越・永生藩の山村から、奇妙な男が江戸に送り込まれた。無垢な心を持ち、鷹のように
一瞬に獲物に止めを刺す、森で育った忍びの者、西上幻影。北町奉行所の隠密廻り方同
心・萬七蔵は相次ぐ豪商の不審死を調べるうち、ある腹黒い商人と永生藩国家老周辺との
癒着に気づく。巻き込まれる誇り高い鷹、幻影の運命に、七蔵はどう立ち向かうか。傑作
シリーズ第三弾。

組長刑事
デ

カ

跡目

南英男

4334774768
¥600

羽賀亮は、警視庁捜査一課の刑事でありながら『羽賀組』四代目を務める “組長刑事”
である。上野の雑居ビルのエレベーターで発見された射殺体。被害者は、博徒集団『城
戸組』の組長だった。羽賀が捜査に乗り出した矢先、組長の妹・真奈美が現れる。兄を
亡くした妹が口にした、城戸組と羽賀組の浅からぬ縁、そして驚くべき依頼とは⸺。大
波乱のシリーズ第3弾。
4334774717
¥650

九字兼定 御刀番 左京之介（七）

藤井邦夫

汐崎藩の御刀番頭・左京之介は、対立している水戸藩江戸家老から、京之介の友である
水戸藩御刀番頭・神尾兵部の行方がわからなくなったと告げられる。頼みを受け友の行方
と水戸藩から奪われた「九字兼定」を捜す京之介の眼前に謎の集団が立ちはだかる。闇
同心、影目付……「九字兼定」を狙う者たちとの壮絶な闘いが始まった⸺。手に汗握る
渾身のシリーズ第七弾。

槐

エンジュ

4334774741
¥550

月村了衛

水楢中学校野外活動部の弓原公一らが合宿で訪れた湖畔のキャンプ場で、惨劇は起こっ
た。隠された大金を捜す半グレ集団・関帝連合がキャンプ場を封鎖し、宿泊客を虐殺し始
めたのだ。囚われの身となった公一たち。だが絶体絶命の状況下、突然何者かが凶悪集
団に反撃を開始した！ 謎の闘士と中学生たちが決死の脱出に挑む。今最も旬な著者によ
る戦慄と興奮の物語。

プラットホームの彼女

水沢秋生

4334774784
¥700

駅のホームの端に立ち、風にスカートを翻す少女。彼女は、まっすぐにこちらを見ていた
⸺。喧嘩した親友に転校を告げぬまま夏休みを迎えてしまった少年。地味な同級生がバ
ンドをやっていると聞き、心がざわつく女子高生。様々な思いを抱える人の前に少女は現
れ、心の奥に隠した本当の声を聞く。青春の記憶を紡ぐ物語の先に驚きと感動のラストが
待つ、6篇の傑作。

西郷星

4334774806
¥600

岡本綺堂

明治10年、西南の役で西郷隆盛が没した後に、帝都の夜空に箒星がいく度も流れた。人々
はこれを西郷星と呼び大騒動になったという⸺。著者の幼少時の記憶をもとに綴られた
ユーモア溢れる表題作をはじめ、切れ味鋭い掌編から、読み応え充分な中編まで、稀代
のストーリーテラーの才筆を存分に堪能できるヴァラエティ豊かな作品集。全11編のうち8
編が初文庫化！

白痴 2

ドストエフスキー【著】／亀山郁夫【訳】

4334774873
¥650

あのドラマチックな夜会から半年。白夜の季節の到来とともに、相続の手続きを終えたム
イシキン公爵がモスクワに戻ってくる。炎の友ロゴージンと再会したとき、愛のトライアング
ルが形を変えはじめた。謎の女性ナスターシヤはどこに？ 絶世の美少女アグラーヤの不
思議な思惑は……。

人生の短さについて 他 2 篇

セネカ【著】／中澤務【訳】

4334753485
¥810

人生は浪費すれば短いが、過ごし方しだいで長くなると説く表題作。逆境にある息子の不
運を嘆き悲しむ母親を、みずからなぐさめ励ます「母ヘルウィアへのなぐさめ」。仕事や友
人、財産との付き合い方をアドヴァイスする「心の安定について」。2000年読み継がれてき
た古代ローマの哲学者セネカの “人生の処方箋”。
4334753507
¥850

ケンジントン公園のピーター・パン

バリー【著】／南條竹則【訳】

かつて鳥だったころのことが忘れられず、母親と別れてケンジントン公園に住むことになっ
た赤ん坊のピーター。妖精たちを率いて葦笛で音楽を奏でたり、公園内の小さい家での一
夜の出来事など、妖精たちや少女メイミーとの出会いと悲しい別れを描いたファンタジー。
バリーがいちばん初めに書いた、神話的な世界と幻想の世界が織り交ざった魅力あふれる
「ピーター・パン物語」。挿絵アーサー・ラッカム。

哲学書簡

ヴォルテール【著】／斉藤悦則【訳】

4334753531
¥640

イギリスにおける信教の自由や議会政治を賛美し、ロックの思想、ニュートンの科学、シェ
イクスピア演劇など文化、科学の分野における考察を、書簡形式で綴ったヴォルテールの
初期の代表作。絶対王政下のフランス社会の遅れを痛烈に批判し、発禁処分にされたこと
で大ベストセラーとなった。のちの啓蒙思想家たちに大きな影響を与えた、
ヴォルテールの
思想の原点ともいえる著作。

デーミアン

ヘッセ【著】／酒寄進一【訳】

433475354X
¥930

些細な嘘をついたために不良に強請られていたエーミール。だが転校してきたデーミアン
と仲良くなるや、不良は近づきもしなくなる。デーミアンの謎めいた人柄と思想に影響され
たエーミールは、やがて真の自己を求めて深く苦悩するようになる。少年の魂の遍歴と成
長を見事に描き、世界中で “悩める若者たち” に読み継がれる青春小説。
4334753558
¥680

