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「御広敷用人 大奥記録」シリーズ、完結！

覚悟の虹

御広敷用人 大奥記録（十二）

上田秀人

嫡男の長福丸が毒を飼われたことに激怒した八代将軍吉宗は、背後で糸を引いた天英院に対し苛烈な処断に臨む。御広敷用
人の水城聡四郎は、吉宗の指示で大奥の刷新を始めるが、その仕打ちに天英院が暴挙に出る。はたして吉宗と竹姫の恋の行
方は、そして、聡四郎に課せられた「最後の大仕事」とはいったい―。感動に震える、超人気シリーズ最終巻の第十二弾。

4334774911
¥600

『羊と鋼の森』が2016年本屋大賞第1位！ 宮下奈都の2作品の電子版を発売！

つぼみ

書店員さんたちがツイッターにて秘密結社を結成し、たくさんの読者を魅了して話題となった『スコーレNo. 4』。その主人公麻子

の妹・紗英、叔母・和歌子、父の元恋人・美奈子。それぞれがひたむきに花と向き合い葛藤するスピンオフ3編を含む作品集。
前へ進もうともがいている若き主人公たちの、みずみずしい世界のはじまり。私たちにそっと寄り添い、ぶれない勇気を与えてくれ

る、6つのこれからの物語。
433491179X
¥1200

神さまたちの遊ぶ庭

北海道のちょうど真ん中、十勝・大雪山国立公園にあるトムラウシ。スーパーまで37キロという場所へ引っ越した宮下家。寒さや
虫などに悩まされながら、壮大な大自然、そこで生きる人々の逞しさと優しさに触れ、さまざまな経験をすることになる。『スコーレ

No. 4』の宮下奈都が「山」での1年間を綴った感動エッセイを文庫化。巻末に、｢それから｣を特別収録。

4334775055 ¥600

圧倒的な熱量で奇想が暴走する、傑作パニックサスペンス！

100億人のヨリコさん

似鳥鶏

某大学キャンパスの奥の奥、深く大きな池と農学部演習林に挟まれた未開のエリアにある「富穰寮」。個性的すぎる学生その他

（？）が住み、緑色のキノコや医療用のアルコールなど奇妙な食材を取りそろえ、夜な夜な宴会が開かれており、さらには、ヨリコ
さんという血まみれの女性が天井や窓の外に出現する。貧乏寮生たちはヨリコさんの謎に挑むことで、なぜか結果的に世界の命運
を左右するトラブルに巻き込まれることになるが……。
4334911811
¥1200

新作『100億人のヨリコさん』刊行記念！ 発売日から２週間、既刊2点の半額キャンペーンを実施！
対象商品：『レジまでの推理』『迫りくる自分』

狐と韃

知らぬ火文庫

朱川湊人

日本最古の説話集『日本霊異記』を、大胆かつ奔放に潤色！
直木賞作家・朱川湊人の新しい扉が開く奇想の短編集。
4334911803 ¥1300

GIプリン
渡辺淳子

昭和26年、僕の家の2階には、進駐軍相手の彼女が暮らしてい
た。戦後のキャンプ地周辺の暮らしを鮮やかに描く、著者の新境
地！
433491182X ¥1300

4日発売

学芸書

PC 遠隔操作事件

神保哲生

2012年、パソコンを乗っ取られた人々が、遠隔操作で飛行機の爆破予告や小学校の襲撃
予告などを書いたことにされ、うち4人が誤認逮捕されるという事件が起きた。この通称
「PC遠隔操作事件」の犯人・片山祐輔は、そもそもなぜ一文の得にもならないこのような
事件を引き起こさなければならなかったのか？ なぜ警察・検察・メディアは、片山の情
報発信にミスリードされ続けたのか？ 読んだ人の腹にズシンとくる、560ページ52万字。

反グローバリゼーションとポピュリズム

433497905X
¥1900

「トランプ化」する世界 マル激トーク・オン・ディマンドvol. 11

神保哲生／宮台真司／渡辺靖／佐藤伸行／西山隆行／木村草太／春名幹男／石川敬史

10日発売

トランプ政権の誕生で、世界はどう変わるのか？ グローバリゼーションの波が逆戻りし、
自国主義が世界を覆うのか？ 人々の不満を吸収したポピュリズム政権が広がるのか
⸺？ アメリカ政治、思想研究、憲法学者、国際ジャーナリストなど米国の動向に精通
する論客らと共に、米大統領選以降の世界情勢と未来予想図を語り尽くす。神保哲生が主
宰するビデオニュース「マル激トーク・オン・ディマンド」シリーズ、待望の新刊！
4334979246 ¥1100

インデックス

誉田哲也

裏社会の人間が次々と惨殺された「ブルーマーダー事件」。その渦中で暴力団組長・皆藤
が行方不明になっていた。組長の妻は、彼も巻き込まれたのではというのだが。（表題作）
マンションの一室で男が合成麻薬による不審死を遂げた。近くでは、車と接触事故に遭っ
た女性が、被害届も出さずにその場を去っていた⸺。（「女の敵」） ほか、姫川玲子が
様々な貌を見せる全8編！
4334775063 ¥700

18日発売

光文社新書

教養は児童書で学べ

出口治明

社会のルール、ファクトの重要性、大人の本音と建前、ビジネスに必要な教養、世の中の
渡り方まで⸺大切なことは、すべて児童書が教えてくれた。『はらぺこあおむし』
『西遊記』
『アラビアン・ナイト』『アンデルセン童話』『さかさ町』『エルマーのぼうけん』『せいめい
のれきし』『ギルガメシュ王ものがたり』『モモ』『ナルニア国物語』。これら珠玉の児童書
10冊をじっくり読み解く出口流読書論の集大成。

美しきイタリア 22 の物語

池上英洋

433404302X
¥840

イタリアは、まだまだ私たちが気づいていない魅力にあふれている。本書ではイタリアの
22の都市を訪れ、各都市で起きたエピソードを中心に読む。歴史上の人物たちは、どのよ
うに考え、暮らしていたのだろうか。城や宮殿は、そこに住んだ王家や貴族の歴史をどの
ように伝えてくれているのだろうか。イタリアが世界に誇る芸術の数々は、どのように生み
出されてきたのだろうか、etc. 尽きることのないイタリアの魅力を探る。

「代謝」がわかれば身体がわかる

大平万里

4334043038
¥980

「脂肪は燃焼する」「体温が高い人や汗っかきは代謝がいい」「酵素ドリンクは体内で何かい
いことをしてくれる」「摂りすぎた脂肪が皮下脂肪や内臓脂肪になる」⸺こんなこと、信
じていませんか？ 実は体の代謝（体内で起こる化学反応の総称）の仕組みは、一般にイ
メージされているものとちょっと違うのです。では、本当の代謝とはどんなものなのか。豊
富で絶妙なたとえ話を使った解説によって体内世界に対する認識を刷新します！

ロボットアニメビジネス進化論

五十嵐浩司

4334043046
¥920

「すべてはビジネスのために。だがそれだけではない。決して。」⸺作家・月村了衛氏推
薦！ 第一人者による、ロボットアニメと、その玩具・模型に関する進行形のビジネス史。
マーチャンダイジングがなければ、マジンガー Zもガンダムもマクロスも存在しなかった？

グーグルマップの社会学

松岡慧祐

4334043062
¥800

「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！

4334039288 ¥740

25日発売

崖っぷちの鞠子

坂井希久子

ウェブデザイナーの鞠子は不倫相手だった元上司と再会。精算した関係なのに「この男の
子供がほしい」という衝動に駆られ……。（表題作） 家出中の人妻、美佐が転がり込ん
だのは7歳年下の女の家。二人の関係を夫は知らない。（「肌恋い」） 仕事も家庭も恋も
手に入れ、それでも心と体がなにかを渇望する現代女性のぎりぎりの思いを、優しく官能
的に描き出す恋愛短編集。

リリスの娘

4334764819
¥550

坂井希久子

この女は麗しき悪魔か、それとも淫らな女神か。流行作家、会社経営者、パティシエ、前
途有望な学生……。巧みに心を弄びながら、様々な男たちの人生を幻影のように移ろって
いく凛子。欲望と波乱に満ちた流転の果てに、彼女が胸に抱いた誰もが知りえぬ願いと
は？ 夜の魔女・リリスのごとき女の、蠱惑と謎に彩られた一生を流麗に描いた七つの官
能連作短編集。

因業探偵 新藤礼都の事件簿

小林泰三

4334766404
¥600

世の中、間抜けばかり⸺あんな簡単な事件の真相も見抜けないなんて。自らの才能を
生かすべく探偵事務所開設を計画する新藤礼都だが、まずは先立つものが必要だ。資金
作りにアルバイトを掛け持ちする中、次々と奇妙な事件に遭遇して……。容赦のない発言
と冷徹すぎる推理。抜群の頭脳と最悪の性格を併せ持つ女探偵が縦横無尽に活躍する、
異色の連作ミステリー。

花散る城 戦国女城主秘話

喜安幸夫

4334774679
¥700

稲穂実る東美濃・岩村の地に、美貌の女性が輿入れした。信長の叔母、おつやの方。武
田勢を抑えるための政略結婚であった。「この地に根づきたい」と願うおつやだが、戦国乱
世の城に平穏はない。相次ぐ存亡の危機に際し、岩村城を守るための政略を巡らす度に、
逆に数奇な運命に巻き込まれていく。大河ドラマで話題の戦国女城主、もうひとりの傑物、
おつやの人生を描く。

涙の万年橋 剣客船頭（十七）

稲葉稔

4334774776
¥700

元南町奉行所の定町廻り同心で、いまは船頭を生計にしている沢村伝次郎。殺しの件で伝
次郎にしつこく話を聞いていた岡っ引きの元七が何者かに殺された。北町奉行所の定町廻
り同心は伝次郎を下手人と疑う。一方、千草がふとした縁で人助けしていた浪人夫婦の仇
討ちの手伝いもすることに⸺。江戸情緒溢れるなかで謎解きも満喫できる、傑作シリー
ズ第十七弾。

組長刑事 叛逆
デ

カ

南英男

4334774865
¥600

警視庁捜査一課の刑事でありながら『羽賀組』4代目の顔を持つ羽賀亮。白昼、羽賀組の
オフィスが銃撃された。さらに元相棒の刑事も狙撃され重傷を負ったと知り、羽賀は怒り
を滲ませる。秘書派遣会社の美人社長殺害事件を捜査するはずだった羽賀は、自分と元
相棒の命を狙った人物を追うことになるが、二つの事件は意外な接点で結ばれていく。大
ヒットシリーズ第4弾。
4334774830
¥650

第四の射手

鳴海章

来日中のアフリカ某国首相を狙った自爆テロが発生！ 公安警察特殊部隊・仁王頭勇斗ら
の警護により難を逃れたVIPだったが、さらなる刺客が。標的を狙うアンナ、阻止せんとす
るダンテと黒木。狙撃手同士の因縁めいた対決が再び展開される。緊張が極限にまで昂ま
るなか、一発の銃弾が「謎の射手」によって放たれる⸺。死地を生き抜く〈強者ども〉
を描いた傑作！

哀哭者の爆弾

鳴海章

あいこくしゃ

4334746152
¥700

日雇い仕事でわずかな賃金を得て、ネットカフェで雨露をしのぐ。ワーキングプアのアキラ
は生きる価値を確かめるため、携帯で小説を書き続けていた。その小説が彼の人生を一変
させる。訪れた出版社で出会った鵜沢からプラスチック爆弾を手渡されたアキラは、テロ集
団の一員に加わるのだった。⸺国家転覆を阻止せんと、公安警察特殊部隊「サクラ銃
殺隊」が結集した！

強行偵察

鳴海章

4334747329
¥900

2億5千万円の借金を抱える古橋に、麻薬生産地〈黄金の三日月地帯〉を支配する君主の
ネタが持ち込まれた。元警察官僚の古橋は日本政府との関わりを嗅ぎ取り、君主暗殺を企
てる。古橋は、「理由あり」の陸上自衛隊狙撃手要員・澤崎をスカウト。彼には、長女の
臓器移植手術に充てるため1億円が必要だった。アフガニスタンに渡った二人が直面する驚
愕の真実とは!?

テロルの地平

鳴海章

4334748422
¥700

眠れる龍と呼ばれる巨大な逆断層に核爆弾を仕掛けるべく、テロリストが動き出した！ 北
朝鮮工作員となった永野明は、青森県六ヶ首村に潜伏する。核燃料リサイクル工場を巻き
添えにする企てだ。一方、福井沖では、カーフェリー乗っ取り事件が勃発。警視庁公安部
「サクラ銃殺隊」が制圧に乗り出す⸺。国家存亡を賭け、狙撃手・仁王頭が最大の危機
に立ち向かう！

静寂の暗殺者

鳴海章

433474933X
¥900

老翁の黒幕・高坂が台湾に渡る。日本のエネルギー政策、領土問題において、台湾は重
要な位置にあるのだ。事前交渉にあたっていた外交官2人が相次いで死亡。毒を操る美貌
の暗殺者・桔梗の仕業だった。「大日本帝国の亡霊」高坂を抹殺するため、大陸系組織が
大軍を率いて襲撃を仕掛けてきた！ 乱戦の混迷に紛れ、桔梗の毒針が狙う標的は⸺。
『桔梗は驟雨に散る』改題。

夏の狙撃手

鳴海章

4334763952
¥700

撃針が雷管を貫き、炸薬に点火。燃焼とともに弾丸を押しだし、長い反動が来る。弾丸と
は反対に銃声は頭蓋骨を突き抜け、後方へと広がっていく。標的の頭部が爆発し、スコー
プの視野いっぱいに赤い霧がぱっと広がった。（本文より） 五輪を目指した石本はある事
件をきっかけに公安警察〈さくら銃殺隊〉の狙撃手へと変貌していく。シリーズの原点にし
て、頂点がここにある。
4334764371
¥750

路地裏の金魚

鳴海章

42歳の有馬仙太郎は、製薬会社の営業マン。別れた妻に払う養育費の捻出に四苦八苦し
ていた。ある晩、浅草での接待の後、観音裏の一杯呑み屋・金魚に立ち寄った。その店で、
仙太郎は不思議な体験をする。便所を出ると、カウンターには若かりし日の父親が⸺。
過去と現在を行き来し、仙太郎は競馬で一攫千金を狙う！ 疲弊したサラリーマンの鬱憤を
晴らす爽快作！

公安即応班

4334765467
¥600

鳴海章

「SD」特殊部門として組織された即応班は、公安部局の中では「体制の犬たち」と揶揄さ
れていた⸺。捜査一課特殊部隊を辞職し、SDに加わった木谷赫音は、名うての狙撃手
の娘だった。フィリピンの天然ガスの洋上プラントがテロリストに襲撃され、日本の経産大
臣が人質として囚われた。赫音は仲間とともに決死の戦いに挑む。著者渾身の「狙撃手
シリーズ」新展開！

旭日の代紋
きょくじつ

4334768148
¥750

鳴海章

銃身と銃床を切り落とした猟銃⸺。使われた凶器から、暴力団組長殺害の容疑者が浮
かび上がった。ハン兄弟と呼ばれる二人の中国人。彼らを内偵中、矢頭は相勤者の針尾
を失う。警察組織との繋がりを察知した矢頭は、孤立無援での復讐を決意する。特殊部隊
出身といわれる手練れを相手に、矢頭はひとり立ち向かう！ 川崎工場街の煌めく灯のな
か、決死戦の結末は!?

死の谷の狙撃手

4334774857
¥650

鳴海章

北海道東方でジャンボ機がハイジャックされた。針路は米軍三沢基地か？ 緊急発進する
自衛隊のF-15。同じ夜、福島の原子力発電所が襲撃される。阻止のため潜入した〈毒〉
と呼ばれる死を恐れない究極の狙撃手、暗号名はダンテ。事件は大規模な謀略戦の序奏
に過ぎなかった。ダンテは標的を撃ち抜けるのか!? 風を読み、息を潜めるスナイパーの
鼓動を感じる傑作！

バディソウル 対テロ特殊部隊

鳴海章

4334742688
¥850

根室花咲港に係留されたロシア船で銃撃事件が勃発。出動した北海道警察本部公安部特
殊装備隊に容赦なく銃弾が襲う！ そのころ機内で致死率90%以上の伝染病が発生したロ
シア・クリル航空機が千歳空港への緊急着陸を決めた。その伝染病はテロリストが仕掛け
た細菌兵器だった⸺。特殊装備隊隊員・仁王頭勇斗は相棒と心をひとつにし、生命を
賭けた闘いに臨む！

夜叉萬同心

藍より出でて

辻堂魁

4334744320
¥700

舟運業者らが開いたご禁制の賭場から大金が奪われたとの噂が流れ、次いで勘定奉行所
の役人が殺された。萬七蔵は事件の探索を始めるが、そんな中、かつての親友・連太郎
が訪ねてくる。七蔵は再会を喜ぶも、友の様子は微妙に変化していた。やがて友に関する
重大な事実が明らかになり……。納涼花火の夜陰に紛れ、暗躍する勢力と七蔵が対決す
る。傑作シリーズ第四弾。
433477489X
¥600

避雷針の夏

櫛木理宇

家庭も仕事も行きづまっていた梅宮正樹は、妻子と要介護の母を連れ、田舎町・睦間に
移り住む。そこは、元殺人犯が我が物顔にのさばる一方、よそものは徹底的に虐げられる
最悪の町だった。小料理屋の女将・倉本郁枝と二人の子供たちも、それ故、凄惨な仕打
ちを受けていた。猛暑で死者が相次ぐ夏、積もり積もった人々の鬱憤がついに爆発する
⸺。衝撃の暗黒小説！

逢魔が山

犬飼六岐

4334774938
¥650

世は戦国。四国のとある小さな山村を、雑兵たちが襲った。秀太・鶴吉の兄弟と村の子
供たちは、村長の家に匿われていた謎の子供二人とともに攫われてしまう。そして彼らは
「決して立ち入ってはならない」と祖父母らに教えられた禁忌の世界、逢魔が山に迷い込む。
深い闇の中、次々と襲い来る怪奇と心に巣くう恐怖に子供たちが立ち向かう。友情と勇気。
出色の冒険小説。
4334775039
¥700

