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9月

光文社電子書籍 新刊予定

https://www.facebook.com/kbs.denshi

心中旅行

四六判文芸書新刊4冊を紙と同時発売！

乗りかかった船

花村萬月

瀧羽麻子

ままならない現実から逃げるように、大量の薬と、部下との不倫に
溺れた男は、どこにたどり着くのか？ 最後の旅が始まる。

舞台は創業100年を迎える中堅造船会社。配属、異動、昇進、
左遷……人事の数だけドラマがある！ 全7編の連作短編集。

4334911838 ¥1400

4334911846 ¥1200

署長・田中健一の幸運

妖曲羅生門

御堂関白陰陽記

川崎草志

高井忍

若き警察キャリアに、次々と最悪の事件が！ 趣味の戦艦プラモ
デルは難破寸前!? 軽快な筆致の傑作ユーモア警察小説

闇深き平安の京の都、若き日の摂政関白・藤原道長が、次々に
現れる妖しき謎を解き明かす。傑作伝奇時代推理。

4334911854 ¥1200

4334911862 ¥1500

鮮やかな展開、待ち受ける衝撃と感動のラスト。傑作エンターテインメント！

屋上のテロリスト

知念実希人

1945年8月15日、ポツダム宣言を受諾しなかった日本はその後、東西に分断された。そして七十数年後の今。「バイトする気な

い？」学校の屋上で出会った不思議な少女・沙希の誘いに応え契約を結んだ彰人は、少女の仕組んだ壮大なテロ計画に巻き込
まれていく！ 鮮やかな展開、待ち受ける衝撃と感動のラスト。世界をひっくり返す、超傑作エンターテインメント！
4334774652
¥600

優しい死神の飼い方

知念実希人

犬の姿を借り、地上のホスピスに左遷……もとい派遣された死神のレオ。戦時中の悲恋。洋館で起きた殺人事件。色彩を失った
画家。死に直面する人間を未練から救うため、患者たちの過去の謎を解き明かしていくレオ。しかし、彼の行動は、現在のホス
ピスに思わぬ危機を引き起こしていた̶̶。天然キャラの死神の奮闘と人間との交流に、心温まるハートフルミステリー。
4334772897
¥650

FLASHデジタル写真集R
グラビアで定評のあるFLASH編集部が刊行す

るデジタル写真集。創刊第3弾はセクシー系。

高橋しょう子、三上悠亜、紗倉まな、凰かなめ、
初川みなみ、市川まさみの6冊！ 各1200円。

22日発売

光文社新書 四六判学芸書

御社の商品が売れない本当の理由

「実践マーケティング」による解決

鈴木隆

「19の呪縛」を解き、売れない時代に売れるしくみをつくる！⸺「目的は利益」ではない
／「営業だけの仕事」ではない／「マーケティングは売ること」ではない／「はじめに商
品ありき」ではない／「ターゲットは幅広くねらう」べきではない／「よければ売れる」も
のではない／「広告宣伝さえすればよい」わけではない／「戦略で勝負がつく」とは限ら
ない⸺石井淳蔵氏（日本マーケティング学会初代会長）推薦
4334043089
¥920

ねじ曲げられた「イタリア料理」

ファブリツィオ・グラッセッリ

ピッツァはアメリカ生まれで、トマトソースはイタリアの伝統料理ではなく、オリーブオイル
は偽装だらけ!? いまあなたたちが信じているイタリア料理の常識が、ねじ曲げられたも
のだったとしたら、どう思われるだろうか？ イタリアで最も長い歴史を持ち、世界約150
カ国に支部を持つ文化団体、ダンテ・アリギエーリ協会の東京支部会長を務める在日イタ
リア人による痛快料理エッセー。読めば、イタリアの「本当の」食文化がわかる！

誰が「働き方改革」を邪魔するのか

中村東吾

4334043097 ¥800

少子高齢化で労働力が減少する日本。その対策として打ち出されたダイバーシティ。しか
し、働き方改革による労働の多様化戦略は、なかなか浸透しない。それはなぜか？ 「長
時間労働」「待機児童」「介護離職」「ぶら下がり社員」等々、問題が山積する社会で私た
ちが持つべきビジョンとは？ 〈頑張りたくても頑張れない時代〉を生き抜くヒント。

「朝ドラ」一人勝ちの法則

指南役

4334043100
¥760

ドラマ作りで大事なことは、脚本家の名声やプロデューサーの思いつき、役者の知名度で
はない。ヒットの法則に沿ってドラマを作ることである。そして、そのノウハウは一朝一夕で
生まれたものではない。（中略）その意味では、『ゲゲゲの女房』はかつての朝ドラ全盛期
⸺ローマ時代の黄金法則を発掘した、いわばルネッサンスのような立ち位置なのだ。（本
文より）。「朝ドラ」の全96作品を分析してわかった、ヒットの法則。

「情報創造」の技術

4334043127
¥840

三浦展

時代を予測するプロが、独自のノウハウを初公開! 収集・整理だけでは、新しい価値は
生まれない。「下流社会」「ファスト風土」「シンプル族」etc.数多くのキーワードを生んだ
消費社会研究家、マーケティング・アナリストの調査・分析・プレゼンの技法とは?

東京は郊外から消えていく!

首都圏高齢化・未婚化・空き家地図

4334035639
¥660

三浦展

かつて団塊世代が東京圏にあふれ、郊外に大量の住宅が建てられた。それが今や、人口
減少社会へと転じ、ゆくゆくは40%が空き家になるという予測も出ている。そうなれば、
東京の随所にもゴーストタウンが現れるだろう⸺。これから郊外はどうなる? 住むべき
街とは? 不動産を最大限に活用するには? 独自の意識調査をもとに、これからの東京の
都市、郊外のあり方を提言する。
4334036988 ¥720

日本人はこれから何を買うのか?

「超おひとりさま社会」の消費と行動

三浦展

モノを買わない時代、人々は何を求めているのか。キーワードは「シェア」と「共費」。日
本社会のゆくえを予測。

日本の地価が3分の1になる!

首都圏高齢化・未婚化・空き家地図

4334037402 ¥660

三浦展

杉並区71%減、渋谷区70%減、新宿区51%減、横浜市66%減、大阪市61%減、仙台市
68%減、名古屋市60%減、福岡市67%減……あなたの家は大丈夫? ／全国1730市区町
村の「現役世代負担率」（20~64歳に対する65歳以上の割合）から予測する、少子高齢社
会・驚愕のシナリオ。

格差固定 下流社会10年後調査から見える実態

4334038190 ¥790

三浦展
4334037402 ¥ 未定

下流43%。昭和35年並みになった日本。上流は自民党、下流は無投票。選挙権年齢引き
下げは自民党の策略か? 下流はテレビすら見なくなった! 公務員は現代のお代官様。タ
イムマシンで行きたい時代は「バブル時代」! 衝撃のベストセラー『下流社会』から10年
⸺日本は新しい「身分社会」に突入していた!

下流老人と幸福老人

資産がなくても幸福な人

4334978312
¥1200

資産があっても不幸な人

三浦展

「お金がなくても幸せ」の条件とは？ 『下流社会』刊行から11年。現在の日本の下流社会
的状況の中から65歳以上の高齢者（シニア）の下流化の状況を分析するとともに、お金
はないが幸福な老人になる条件は何かを考える。
『投資家が「お金」よりも大切にしてい
ること』の藤野英人氏へのインタビューを収録。

毎日同じ服を着るのがおしゃれな時代
今を読み解くキーワード集

4334039138 ¥660

三浦展

かっこよかったものがかっこわるくなる。新しいものが古くさくなる。／時代の逆転⸺「消
費」
「世代」
「少子高齢化」
「家族」
「都市」の最先端の動きをわかりやすく解説。今がわかる、
一歩先がわかる、ビジネスにも役立つ一冊! ／シンプル族／クレジットカードを退会する／
ワンランクアップからワンランクダウンへ／おさがりからおあがりへ／若い男性の主婦化と
老若男女同一市場／中年男性のおうち化／表参道にいらつく
4334039499 ¥660

22日発売

乱歩城 人間椅子の国

黒史郎

裕福な親元を飛び出し、貸し間住宅・椋鹿館で気儘な一人暮らしを始めた少年コバヤシ。
この世のすべてに退屈していた彼は、屋根裏から隣人の生活を覗き見ることに、新鮮な歓
びを見出していた。そんなある日、館の住人4人が惨殺されているのを発見する！（「屋根
裏にも散歩者」） 江戸川乱歩の世界を大胆不適にアレンジ。謎と狂気に満ちた物語の
数々が幕を開ける！

居酒屋ぶたぶた

4334774814
¥600

矢崎存美

寒い冬の夜。商店街の一角に気になる店が。覗いてみると、温かな雰囲気に心が躍る。
ああ、入ってみたい、そんなとき。もし、店の隅にピンクのぶたのぬいぐるみが転がってい
たら、それは「味に間違いない店」の目印かも。見た目はぬいぐるみ、中身は心優しい中
年男性。山崎ぶたぶたが、いろんなタイプの飲み屋さんで、美味しい料理とともにあなた
を待っています。

海の家のぶたぶた

433477394X
¥480

矢崎存美

町の海水浴場に、ひと夏限定、レトロな外観の海の家ができたという。かき氷が絶品で、
店長は料理上手だが、普通の海の家とは様子が違っている。店先にピンクのぶたのぬいぐ
るみが「いる」のだとか……？ そう、ここはおなじみ、ぶたぶたさんの海の家。一服す
れば、子どもの頃の思い出がすうっと蘇ってきて、暑さも吹き飛びますよ。心に染み入る、
5編を収録。

サヨナラ、おかえり。

433477492X
¥480

牧野修

高校2年の春、ぼくに親友ができた。馬鹿話に笑い転げ、いつも一緒に過ごした最高の夏
休み。あの出来事さえなければ……。少年たちの揺れる心を濃やかに描く「夏休みを終わ
らせない方法」。豪雨で川が氾濫した日、行方不明になった孫娘。あきらめきれず探し続
ける老人と謎めいた少女の出会いを綴る「草葉の陰」。せつなくもあたたかい、優しい幽
霊（ゴースト）たちの物語6編を収録。

桑の実が熟れる頃 南蛮おたね夢料理（五）

倉阪鬼一郎

4334774946
¥600

疫病コロリ、大火……災厄続きだった安政五年が終わり、夢屋にも笑みが戻り始めていた。
そんな折り、おたねに届いた依頼は⸺。下田に入港した米国軍艦の乗組員の若者が重
い病にかかっている。彼のため、故郷の料理を再現してやってくれないかというのだ。異人
の扱いに戸惑いながらも、次第に深い情を寄せる夢屋の面々。おたねの献身が胸を打つ
好評シリーズ第五弾。

夜叉萬同心

もどり途
みち

辻堂魁

4334775020
¥600

浅草・花川戸で貸元の谷次郎が殺され、前後して唇に艶紅の塗られた若い女の死体が見
つかった⸺。夜叉萬と綽名される北町奉行所の隠密廻り方同心・萬七蔵は、内与力・
久米信孝の命により、谷次郎殺しの下手人との差口のあった「あやめの権八」なる男の裏
を探り始めるが、事態は急展開をみせる。著者の原点であるシリーズ、待望の書下ろし新
作。一寸先の闇を斬れ。
4334775004
¥600

犯行
や

ま

勝目梓

10年前、タクシー運転手の藤森は裏社会の仕事に就いた。暴力団の女に手をつけたのが
原因だった。今回の犯行は、中国マフィアの地下銀行に流れる2億円強奪。だが、ガセネ
タだったのか計画は破綻した。疑惑をもたれた彼の身に、凄絶な私刑の雨が降り注ぐ。謀
略の渦に巻き込まれた藤森は、怒り心頭に発し、真の敵を求め果敢に反撃に出るが……。
官能と暴力の世界！

陶酔への12階段

勝目梓

4334738788
¥500

人間とは、それぞれが密かに〈性〉の充実と向上を求めて切磋琢磨し、日夜研鑽を積ん
でいるものです。そして、信じられないくらいの知恵や技術を身につけている人もいるはず
……。これは、架空の雑誌に投稿された12名の手記をもとに構成された元気の出る〈物
語〉です。快楽を極めた男と女のホンネで語られた私生活。努力次第であなたにもいいこ
とがあるかも⸺。

女神たちの森

4334740219
¥450

勝目梓

青木進也とは、湯島のラブホテルだった。競艇選手を引退し、帰郷したのり子の、忘れら
れない夜だ。釣り船の故障がきっかけで知り合った大石と結ばれたのり子は、進也の面差
しと大石を重ね合わせる⸺。（「ヴィヴァ！ ボート」） さまざまなスポーツの分野で活躍
する女性たちを主人公に、健康な肢体の瑞々しいセックスを描いた11編。官能色あふれる
珠玉の短編集！

叩かれる父

4334748147
¥600

勝目梓

28歳の息子・隆一が、職を転々とした揚げ句に実家に戻ってきた。以来8 ヵ月、ひきこも
り生活を続けている。母親を階段から蹴落とした隆一に反省をうながすが……。逆上した
息子に叩かれ続けても、父親はひたすら耐える。胸中では自らの半生を振り返っていた。
（表題作） 義母の介護、熟年離婚、愛人との再会など、さまざまな夫婦の姿を通して、
人生の機微を描く。

わが胸に冥き海あり
くら

勝目梓

4334764770
¥500

下條有紀子が何者かに拉致された。恋人の矢口が「仕掛けたのはそっちだ」と脅迫電話
を受けた。犯人を探るため、矢口はフランスへ飛ぶ。有紀子との出会いの場となったパリ。
そこで彼は、有紀子と同郷の男の存在を突き止める。その男はいま、日本で怪しげな情報
屋として暗躍していた。矢口は有紀子を救い出すことが出来るのか!? 犯人からの謎めい
た言葉の真相とは!?

秘事

勝目梓

4334768466
¥600

〈純子に死に別れたのがちょうど10年前だ。幹也の母親になるといってくれた綾子さんと
の、おかしな結婚生活は9年になる〉生後8カ月の幼子を遺し、37歳の妻を亡くした有澤信
雄は、妻の親友を後添として迎えたのだが……。純子と綾子は、夫には内緒の恋人同士
だったのだ。男女3人の手記、日記から、愛や家族の有り様が浮かび上がる異色の恋愛官
能小説。
4334774989
¥700

徳川宗春 尾張葵風姿伝

高橋和島

徳川御三家でも筆頭格の尾張藩。だが、江戸中期、将軍継嗣争いで紀州に後れをとり、
公方吉宗の絶対的な天下を許した。そんな中、藩主の座に就いた宗春は、倹約令を強行
する幕府に反し、芝居の奨励、遊郭の認可など規制緩和政策をしき、魅力の乏しかった名
古屋城下を活気溢れる街に変えた。中京の礎を築き、いまなお名君と讃えられる男の波瀾
の生涯を描いた傑作!!

わたしの茶の間 新装版

沢村貞子

4334775047
¥700

贅沢はしないけれど、食卓には心づくしの料理を並べる。常にこざっぱりとして自分に合っ
た装いを心がける。そして、まわりの人に優しく、でも嫌なことは嫌といい、心ゆたかに生
きるには？ 下町育ちの気風のよさで知られた名女優・沢村貞子が折々に綴った、日々の
暮らしの楽しみ、浅草の人々の思い出、夫への愛情、老いへの心構え⸺。珠玉のエッセ
イ集が、待望の復刊。

三成の不思議なる条々

岩井三四二

4334775144
¥700

たかが20万石の身代である石田三成が、なぜ西軍の大将として指揮をとったのか？ 西軍、
東軍、どちらに道理があったのか？ 関ヶ原の合戦から30年、当時を知る人々を訪ね歩く
町人がいた。『関ヶ原合戦大名衆振舞ノ子細』としてまとめられた一冊から浮かび上がる歴
史の真相とは!? そして、敗軍の将・三成について、町人を使って調べさせた「さるお方」
の思惑は!?

雨宿り

宮本紀子

4334775152
¥800

女手ひとつで釣り宿を営むおこうの前に、一人の男が現れる。若かりし頃、二人は雨宿り
をした寺で、盗賊を殺め、50両を掠めとったのだ。そして所帯を持ったが……。二度と会
うとは思わなかった男との再会に動揺し、おこうは懐に包丁を忍ばせて⸺。第6回小説
宝石新人賞受賞の表題作を含む5つの短編、それぞれの登場人物が、複雑に絡み合う時代
小説連作集。

Giallo No. 61

4334775179
¥650

秋のつれ合い⸺佳い月、好い酒、良いミステリー ●人気シリーズ新連載！：坂木司「和
菓子のアン」、鯨統一郎「桜川東子」 ●好評連作&連載：宮部みゆき、笠井潔、恩田陸、
竹本健治、前川裕、青柳碧人、天祢涼、森晶麿、鳥飼否宇、井上雅彦、我孫子武丸、イ
クタケマコト ●特別読み切り：叶紙器 ●第17回「本格ミステリ大賞」受賞記念トーク
ショー ●「カッパ・ツー」第一期入選作『名探偵は嘘をつかない』刊行記念鼎談
¥500

