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主君の逆鱗に触れ “蚤とり＝淫売夫” となった侍は、やがてそれが崇高な生業と知る。

「猫の蚤とりになって無様に暮らせ！」主君の逆鱗に触れた長岡藩士・小林寛之進は、猫の蚤とり
⸺実は “淫売夫” に身を落とす。下賤な生業と考えていた寛之進だが、次第に世に有用な、む
しろ崇高な仕事だと確信する。ところが政権が変わり、蚤とり稼業が禁止に。禁令の撤廃を願い出
る寛之進だが……。（表題作）江戸の浮き世を懸命に生きた愛すべき人々の物語、全六編。

蚤とり侍

4334775489
¥650

姫川玲子が挑む、新たな事件とは!?　待望の最新長編！

ノーマンズランド 誉田哲也
またしても同僚の殉職を経験し、心身に疲弊の残る姫川玲子が入ったのは、葛飾署管内で起こっ
た若い女性の殺人事件捜査本部。心機一転、捜査に集中する玲子だったが、すぐに行き詰まって
しまう。有力な被疑者がすでに別の所轄に逮捕されており、情報が流れてこないのだ。玲子は、
あらゆる伝手をたどり、事件の全体像を探りはじめるが……。累計400万部突破の超人気警察小
説シリーズ、待望の最新長編！

4334911927
¥1200

小松重男

4334744710
¥600

4334746683
¥600

4334749046
¥500

4334764339
¥700

4334766480
¥600

4334769187
¥700

4334775063
¥700

4334910939
¥1200

のみとり侍



17日発売 光文社新書 美人時間 コミック

4334043194
¥780

2015年、電通に勤めていた高橋まつりさん（当時24歳）が過労によって亡くなったことは
記憶に新しい。同社では、過去にも若手社員が過労死している。過ちは、なぜ繰り返され
るのか。日本社会は、労働者をより冷遇するような状況に進んでいるように見える。パワハ
ラを始めとする様々なハラスメントも横行している。労働弁護士が、ブラックな職場の問題
に横たわる背景を検討しつつ、ホワイトな社会の実現に向けた具体的な解決策を示す。

ブラック職場  過ちはなぜ繰り返されるのか？　　笹山尚人

4334043216
¥780

「東大文系より私立大学医学部」の時代。しかも2浪、3浪は当たり前。今、医学部志望の
受験生はどのような過酷な競争を強いられているのか？　苦手科目の偏差値を効率よく上
げる方法はあるのか？　医学部進学予備校を主宰する著者が、熾烈な偏差値競争に苦闘
する受験生の最前線を活写。また、豊富な指導経験をベースにした効果的な勉強法を提
示する。

医学部バブル  最高倍率30倍の裏側　　河本敏浩

4334043224
¥820

膝上スカート、ゆったりニット、ずり下げリボン、“なんちゃって制服” ……「だらしない」
の一言で片付けては、現象の本質は見えない。ファッションとは常に旧世代への抵抗であ
り、彼女たちは「着崩し」により自分らのスタイルを創造している。学生服メーカーの研究
員として20年、路上で直接インタビューをしてきた著者が、流行の生まれる現場、多感な
生徒たちが求めているもの、制服採用の裏側まで、10代のユニフォームの全てを明かす。

女子高生 制服路上観察　　佐野勝彦

4334043232
¥760

多くの日本人が、丁寧な暮らしや、家事をきちんとこなすこと、配慮の行き届いた子育てを
することを理想としている。しかし他方では、日本人の「完璧家事」の傾向や、昨今のシ
ンプルな暮らし（「断捨離」「ミニマリズム」など）の流行は、母親への目に見えない圧力
となると同時に、家族との分業を阻んだり、葛藤の原因ともなっている。多くの聞き取りや
国際比較などを参照しながら、気楽で苦しくない家事とのつきあい方を提案する。

「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす　　佐光紀子

スタイリスト・栗原登志恵の10年ワードローブ　　栗原登志恵
雑誌「STORY」「HERS」で活躍する、ミラノ在住人気スタイリストが、私服スタイルを大
公開。流行を追いすぎない、捨てない、を守りながらもチャーミングで人に愛されるファッ
ション哲学がわかります。たちまち3刷！

4334979165
 ¥1000

クローゼットにはワンピースが10着あればいい
「最強の10着」で着回す365日大人コーディネート帳　　福田栄華

4334979475　¥1000

1枚できちんと見えるし着心地楽ちん。ワンピース好きは多いけど、共通の悩みは「ワンパ
ターン」と「コンサバ見え」。でも、人気スタイリストの厳選した「最強の10着」をベース
にすれば、普通に着るのはもちろん、超優秀な着回し素材として四季を通じて大活躍。ワ
ンピ好きにはたまらない一冊です！



24日発売 文芸書FLASHデジタル写真集

4334808093
¥700

昭和の芸能界の光と影を描いた桜沢エリカ初の長編コミック『スタアの時代』、その「東京
ゴシップガール編」を単行本化。■“昭和の小悪魔” と謳われ、今も第一線で活躍する大女
優・梶みつ子。その半生に興味を持った『女性時代』の新人記者・林田季美子は、先輩
記者の市松たま緒や峰龍二の助けを借りながら取材を進めていく。そして、たま緒の計ら
いで人気アイドルグループ「シャインズ」のヒロトの密着取材をすることに⸺。

スタアの時代 5  東京ゴシップガール編　第二幕　　桜沢エリカ

4334911935
¥1300

巨大家電メーカー・コクデンは、企業の生死を懸け、高性能の新型電池を使った市場開
発のためにEV（電気自動車）の事業の可能性を探る。一方、経営不振にあえぐ軽自動車
メーカー・イナズミもEV開発へ動き出していた。さらに、世界的自動車メーカー・タカバ
がEV戦略転換のため、そのイナズミを飲み込もうとしていた⸺。一気に世界中が、EVに
向けて走り出し、命懸けの戦場と化した市場の最先端を鋭く先読みしたビジネス・サバイ

デッド・オア・アライブ　　楡周平

4334911943
¥1200

郊外にあるショッピングセンターのシネコンでは、学生やフリーターや主婦たち百人近くが
働いている。今日のクリスマス・イブは、日曜日で舞台挨拶やイベント上映もあるから、か
なりの人数が出勤しているようだ。恋に悩み、コンプレックスを抱え、将来に不安を感じな
がら、慌ただしく走りまわる、スタッフたちの長くて短い一日がはじまる。シネコンでのアル
バイト経験ある著者が、自らの青春を詰めこんだ連作短編集。

シネマコンプレックス　　畑野智美

4334911951
¥1200

実業団「ワトー電器」所属でオリンピックを目指していたマラソン選手・千吉良朱里は、突
然チームが休部となり、浪華女子大学で創設される駅伝部に監督として就任要請を受ける。
すでに選手としてのピークを過ぎた朱里は、指導者としての道を歩む決意をするが、新設
されたばかりの駅伝部は部員ゼロからの状態でスタートしなければならず……。スポーツ
小説の名手が大学女子駅伝の世界をリアルに描いた青春小説の傑作！

襷を我が手に　　蓮見恭子

4334979548
¥800

2017年秋、“世界一ゆるい70歳” となった漫画家・蛭子能収さんが、「世界一ゆるい自己
啓発本」を刊行しました。「人からどう思われるか」ではなく「自分がどう生きるか」のみ
に大切に考えて生きてきた蛭子さんが贈る、心が楽になりすぎる1冊。ここには、建前だら
けの世の中に生きにくさを感じているすべての現代人に効く「考え方」が満載です。
※インターネットで大反響の「ゆるゆる人生相談」の新作108本も収録しています。

笑われる勇気　　蛭子能収

work
in

progress

FLASHデジタル写真集　菊地美香　最強のNUDYヒロイン
菊地美香／松田忠雄【撮影】

00年、ミュージカル『アニー』のジャネット役でデビュー。以降、『特捜戦隊デカレンジャー』
のデカピンク役、『ニャンちゅうワールド放送局』のナビゲーターなど、多彩に活躍する彼
女が12年ぶりのグラビアに挑戦。当時より、格段に大人の色気を増した戦隊ヒロインの美
裸身を拝める唯一無二の一冊です。ファン垂涎の手ぶらも解禁！

¥1200



4334774539
¥600

心にすきま風が吹いたとき、商店街の脇道に佇む “共同台所” は、いつでも、誰でも、や
さしく迎えてくれる。恋愛に無関心なOL、誰にも言えぬ片思いに悩む高校生、シングルファ
ザーと結婚したキャリアウーマン。そして、無愛想な常連・柿本が回想する、忘れられぬ
人との出会い⸺。それぞれのあたたかな恋心と愛が溢れ出す、大人気シリーズ第3弾。
お待たせしました！

東京すみっこごはん 親子丼に愛を込めて　　成田名璃子

4334775233
¥600

「杉原爽香の娘を殺して」夜明け前の公園で交わされた契約が、危険な事件の連鎖を誘い
込む。不穏な思惑などつゆ知らず、学校行事の一環で山間のキャンプ地に赴くこととなった
爽香と娘の珠実。楽しいはずの旅行先で、殺意は着実に迫りつつあった……。新たな事
件、移ろう人間関係、それぞれの成長。登場人物が読者とともに年齢を重ねる大人気シ
リーズ第30弾！

4334775276
¥700

牡丹色のウエストポーチ  杉原爽香 四十四歳の春　　赤川次郎

8世紀後半、東北地方には蝦夷とよばれる先住民が独自の文化で生活を続けており、そこ
へ豊かな資源を求めて大和朝廷が侵略を始めていた。東北地方で滅ぼされたアビ一族の
生き残りにして鮫狩りの少年アビは、鮫狩りの師匠オンガとともに想い人宇伽の影を求め
て故郷へ。そこでアビが見たものは⸺。戦後児童文学を作り上げてきた著者が遺した感
動の大作、初文庫化。

野心あらためず  日高見国伝　　後藤竜二

4334775314
¥550

汐崎藩藩主・堀田家憲に御三家尾張藩主の姫との縁談が持ち込まれた。汐崎藩の御刀番
頭・左京之介は、その「土産」に名刀「関の孫六」が献上されると聞いて不審を抱くが、
ある旗本の所と、水戸藩にも関の孫六があることが判明する。いずれが本物なのか。そし
て水戸藩闇同心、尾張藩土居下組が「幻の名刀」を狙って襲い来る⸺。壮大なスケー
ルに引き込まれるシリーズ第八弾。

関の孫六  御刀番 左京之介（八）　　藤井邦夫

4334775225
¥750

明治維新最大の功労者でありながら、わずか10年で逆賊とされ、鹿児島にある城山の露
と消えた西郷隆盛。大久保一蔵（利通）との貧しい少年時代から、薩摩藩主島津斉彬に
引き立てられ、歴史の表舞台へ躍り出、ついには官軍の大将として江戸へ進軍⸺激動の
時代をまっしぐらに突き進んだ男の生き様を、同郷の著者が憧憬と郷愁を抱き、迫真の筆
致で綴り上げた傑作！

実録西郷隆盛　　一色次郎

二十年かけて君と出会った　　喜多嶋隆
再会は雪降る静かな夜だった。店にやって来た女性は、流葉爽太郎の中学時代の級友・
菜摘。ふと淡い思い出が蘇る。もちろん彼女の訪問には理由があった。それは日本初上陸
となる海外ファッション・ブランドの広告制作依頼。彼らの前に立ちはだかる無数の壁、少
しずつ近づく二人の距離。そして、プライドをかけた広告戦争の行方は!?　流葉シリーズの
新たなシーズンが始まる！

4334775071
¥700



4334775365
¥800

家庭には無縁と思い込んでいた小説家の愛葉條司の考えは、娘・愛の誕生で一変する。
妻の志帆と共に成長を愛しく見守る日々の中、己を必要とする存在があることを知ったの
だ。だが、愛が間もなく3歳になるころ、異変は突如降りかかる。その引き金は、志帆の
抱える深い闇だった……。親と子、妻と夫、男と女。流れていく生の中で逃れえぬ関係を
鮮烈に描く衝撃の長編。

いまのはなんだ？ 地獄かな　　花村萬月

店長がいっぱい　　山本幸久
ここは友々家。国内外に総数127店舗を展開する他人丼のチェーン店だ。ひと癖ある社長
と創業者会長の元、左遷組、転職組、離婚した主婦、家出青年と、いろんな店長たちが
奮闘中。不満は山ほど、疲れも溜まりトラブル多発。でも店長たちは今日も明日も、誰か
のために店を開けています。さあ、いらっしゃい。超絶技巧のトロトロ卵で、きっと元気に
なれますから。

4334775381
¥750

433477539X
¥700

木下勇介に第二子が誕生したその日、勤務先の証券会社が業界大手に買収された。妻が
退院するまでの間、長男の世話に追われる勇介に、過酷な必達ノルマが課せられる。残さ
れた猶予は一週間！　成果至上主義の新任部長を相手に、勇介は証券マンとしてどれだけ
の力を発揮できるのか!?　現役証券マンにして、二児の父である著者が描く、リアルお仕事
小説！

4334775403
¥650

伊勢屋の婿養子がまた死んだ！　婿をとったお嬢さんは滅法器量よし、お店は番頭任せで
昼間から二人きり。新婚は、夜することを昼間する、なんざ、それは短命だ……。ところ
がご隠居さん、次々に死んだお婿さんの死に方を聞くと、何やら考え始めて⸺。（「短命
の理由」）古典落語の裏側に隠れていた奇妙なミステリー、ご隠居さんの謎解きが始まる！

粗忽長屋の殺人　　河合莞爾

433477542X
¥650

定年退職を間近に控えた妙子は、10年前に消えた夫の行方を探すため東京にやってきた。
慣れない土地でのひょんなトラブルから、谷中にある宿泊施設、近江寮にたどりつく。個性
的な管理人や常連客の貧しい食生活を見かねた妙子は彼らの食事を作り始めるが、その料
理はやがて人々を動かし、運命を変えていく。そして彼女自身も⸺。おいしくてせつない、
感動長編。

東京近江寮食堂　　渡辺淳子

4334738087
¥470

暗闇に包まれた廃墟。地中から、光り輝く男を掘り起こす異様な女たち。城島洋介とオカ
ルト部の仲間は、救世主復活を標榜するカルト教団の秘密儀式を目撃してしまった。それ
が悪夢の始まりだった。一人、また一人と姿を消してゆく仲間たち……。そして、城島の
前にもあの女たちが⸺「見つけたよ」。恐怖が奔流のように襲いかかるアクション・ホラー
の傑作！

蠅の女　　牧野修

セブン・デイズ  崖っぷちの一週間　　町田哲也

ひとごろし



4334743528
¥500

夜の顔を持つ美人作詞家が、新宿のホテルで、薬物による死体となって発見された。浴室
の床には、ユリの花弁が敷きつめられ、備えつけの便箋には、遺書を思わせる、美しい詩
が⸺。捜査を進める牛尾、青柳ら、新宿署員が追いつめた意外な、そして哀しい真相！

（「敗れる花」）　物語の中に、人間の真実を彫り込む、森村ミステリー・ワールド、珠玉の
6編！

完全犯罪のエチュード　　森村誠一

魂の切影　　森村誠一
写真家・荒木経彦から贈られた一冊の写真歌集『乳房、花なり。』が、作家・山吉雅樹の
心を激しく揺さぶった。進行性の乳癌によって、左の乳房を切除された歌人・宮田美乃里
の凄絶な裸身と、その歌⸺。余命短い美乃里の病床を訪れた山吉は、彼女こそが、運
命の恋人であることを確信した。夭折の歌人の人生に取材し、その真実に迫った、森村誠
一文学、畢生の到達！

4334744435
¥600

4334746357
¥550

博多発東京行のひかり116号で、不動産ブローカーが刺殺された。被害者と交際していた
博多のホステスが容疑者として浮かぶが、彼女は、事件当日、死体の発見されたひかりよ
り44分遅れのひかり4号で、東京へ向かっていた⸺。鉄壁のアリバイに挑む捜査陣がた
どり着いた驚愕の真相！　本格の構造に、崩壊した家族の再生を描き込んだ、著者会心の
傑作ミステリー！

4334748139
¥1000

失恋の傷心を抱いて登った北アルプスで、夏居真由美は、運命の人・朝倉とめぐり会った。
色魔・神居法泉率いる「お告げの天使」教団の魔手に追われる真由美を守るのは、朝倉
ただ一人。邪悪な野望を実現するために、日本最大の暴力団と提携した教団と朝倉との
息づまる攻防。そして、哀切極まる慟哭のラスト。圧倒的筆力で読ませるハード推理、著
者渾身の巨編1100枚！

炎の条件　　森村誠一

4334763391
¥550

社員の裏切りに遭い自殺した中小企業社長の娘。婚約者を暴漢に拉致され轢殺された男。
暴走族によって愛娘を下半身不随にされた父。暴力団抗争の巻き添えで、幼い娘を射殺さ
れた父。愛する家族を喪った四人の犯罪被害者が一軒の喫茶店に集まった。彼らは報復を
誓っただけだったが、その後四人の加害者は次々と殺されていく。四件の殺人事件を結ぶ
接点とは何か！？

エネミイ　　森村誠一

4334764355
¥600

マイホームに恵まれた平均社員・石坂隆一の人生は愛猫・ミーを毒殺されて一変する！　
家庭の崩壊、家族や隣人の喪失、会社の倒産⸺不幸のどん底から亡き母の声に導かれ
て「人生再スタートライン」にタイムスリップ。記憶と経験を武器に凄絶な敗者復活戦に挑
む。今度こそ家族と会社を破局から救いたい！　現実と異次元世界をまたぐ石坂に明日は
微笑むのか!?

復活の条件　　森村誠一

新・新幹線殺人事件　　森村誠一

せつえい



4334748724
¥600

船越と房子は、粉雪の舞う飛騨・高山への旅に出た。5年越しの不倫の恋。その思い出の
旅は、妊娠した房子に翻意を促す清算の旅でもあった。船越の帰京後に発見された房子
の服毒死体が、船越を窮地に追いつめる。そして、冤罪を訴える船越が、事件の真相を知っ
たとき⸺。凄絶な愛のかたちを描いた表題作のほか「喪中欠礼」「花刑」など、迸る情
念を活写した傑作6編！

雪の絶唱  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一

空白の凶相  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一
団地の2DKで妻と子と暮らす井沢は幸せな日々を過ごしていた。ある時から、寝ている息
子の立てる気配が気になり、妻との夜の生活がうまく行かなくなる。夫婦の営みを覗かれ
ているという不安感は彼が子どもの時に両親から受けた酷い仕打ちが原因だった。不安は
やがて、彼が意識の深層に閉じこめた “顔のない男” の記憶に結びつき彼を破滅に導いて
いく⸺子どもの心に刻まれた傷痕を描く表題作など傑作6編！

4334748880
¥600

4334749003
¥600

北アルプスM岳山荘の一人娘・幸子と、毎年夏に登ってくる医大生の竹下は秘かに思いを
よせ合っていた。やがて医者となった竹下に有名大病院院長の令嬢との縁談が決まる。だ
が、竹下は幸子に何も言わずに他の女性と結婚することに抵抗を覚える。別れを告げるた
めに、もう一度山荘に登った竹下に幸子は⸺？　経済成長のもと爛熟する人間の業を描
く表題作など7編！

4334749100
¥600

札幌郊外の豪華マンションで発生したやり手女社長殺人事件。解決は時間の問題とみられ
ていたが、捜査は難航。現場近くの川で行われたサケの母川回帰本能の実験から捜査は
急展開していく⸺。自らの嗅覚を頼りに因縁の糸を探りあてる刑事の執念と鮮やかな着
眼によるミステリーの冴え。表題作以下傑作7編の競演！

溯死水系  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一

4334749348
¥600

根本景子は一人息子・圭一の結婚式当日、その妻となった佳枝に対する殺意を固めた。
景子に花束を贈呈する時ニヤリと笑った佳枝の顔に、自分の “同族” と感じたからだ。そ
の半生で息子を守りたい一心から “完全犯罪” による殺人を繰り返した姑と、息子を食お
うとする嫁。最後まで “神” になれなかった鬼子母の行く末を描く表題作を含む傑作6編の
凄絶なる競演！

鬼子母の末裔  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一

4334749488
¥600

生まれたばかりの長女をねずみに噛み殺され、家庭を破壊された有田修は生涯の怨敵・
ねずみを捕る会社を設立、成功する。別れた妻が轢き逃げされ、有田はねずみ捕りの知識
を駆使して犯人を突き止める。だが、その後に妻の隠された秘密が⸺。ねずみに「再復
讐」された主人公の皮肉な人生を描き切った表題作を含む傑作7編の豪華な競演！

二重死肉  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一

北ア山荘失踪事件  森村誠一ベストセレクション　　森村誠一

そ し



4334766676
¥500

「樹齢八百年のきんもくせいを見に行く」という絵葉書を最後にOL中瀬恵子は、消息を絶
つ。新宿発の最終夜行列車で旅に出たひとり娘の行方を懸命に追う父親の正治。だが、
彼も同じきんもくせいの近くで車に轢かれて亡くなる。正治と夜行列車で隣り合わせた医師
の北里は、2つの事件の背後に蠢く男女の存在を突き止めた。だが、その女性までが死体
で発見される⸺。

夜行列車　　森村誠一

サランヘヨ 北の祖国よ　　森村誠一
新人作家の永井順一は、やり手の雑誌記者だった妻・由理を殺され失意のどん底に。妻
と生前に約束していた韓国への旅に出かけた順一は老斤里で、人生の岐路に立つ4人の仲
間に出会う。彼らは思いもよらない角度から事件に光をあててくれた。妻の死は、彼女が
追っていた医大教授の黒い噂に繋がるのか？　さらに、朝鮮半島の歴史的事件にも⸺。
人間の苦悩と再生を描く傑作！

4334767818
¥600

4334772145
¥700

太平洋戦争勃発直前の昭和16年の夏、日本・中国・アメリカの5人の若者が槍ヶ岳の頂上
に立った。いつの日か平和が戻ったらこの山頂で再会しようと5つの石を持ち帰る。だが、
彼らはそれぞれ、零戦パイロット、陸軍特攻空挺隊員、対外宣伝放送アナウンサー、抗日
レジスタンス、米軍語学兵の道を歩む。戦争に引き裂かれた二度と帰らぬ青春の日々を描
く傑作大河ロマン。

4334772153
¥700

日本の敗戦が決定的となった昭和20年6月。槍ヶ岳での再会を誓った5人はそれぞれが懸
命に時代と闘っていた。米軍語学兵は上陸後の沖縄で、中国人は七三一部隊の鉄格子の
中で、そして日本人も……。8月15日、ついに戦争が終結。歴史と運命に翻弄され続けた
5人の若者は槍ヶ岳で再会し、5つの石は山頂に還るのか!?　愛と友情、生きることの意味
を問う森村文学の金字塔。

エンドレス ピーク（下）  森村誠一山岳ミステリー傑作セレクション　　森村誠一

4334773230
¥650

警視庁捜査一課刑事・山科正人には誰にも話せない秘密がある。休暇先で強盗グループ
に遭遇した女性を助け、一度きりの秘めた関係を持ったのだ。帰京して殺人事件の捜査本
部に加わった山科は新宿署の牛尾刑事とペアを組む。捜査が進展し、自身の秘密と事件
との関わりに気づき、「悪の本性」に目覚めたことを自覚した山科。彼を疑い始め苦悩す
る牛尾⸺。迫真の傑作推理！

悪の条件  牛尾刑事・事件簿　　森村誠一

4334774237
¥750

ペット専門の探偵・山中暁は失踪した妻を探して欲しいと、人探しの依頼を受ける。だが、
依頼者の本当の目的は妻が連れている猫だった。捜索を始めてほどなく、拘置所の栄養
士・山吉麻衣が当の猫を飼っていることを突き止めたが……。猫が結びつける男女の邂逅
と恋は300年前からの運命か!?　さらに猫の存在が暴く権力の邪悪な犯罪とは⸺傑作長
編推理。

ただ一人の異性　　森村誠一

エンドレス ピーク（上）  森村誠一山岳ミステリー傑作セレクション　　森村誠一

愛 す る



4334775284
¥650

平凡な人生を切り離し、新しい生き方を探そうとした3人の男が英会話教室で知り合う。そ
んな中、大物総会屋の死体が代々木の豪華マンションで発見された。痴情のもつれか金品
目的か、捜査方針が定まらないうち、3人のマドンナというべき女性も被害者となる。人生
に波紋を投げかけた事件の解決のため、彼らは棟居ら警察より先に犯人を突き止めようと
試みるが……。

棟居刑事の東京夜会　　森村誠一

雁の宿  隅田川御用帳（一）　　藤原緋沙子
自らの藩が取り潰しとなり浪人となった塙十四郎。生計を立てるのに苦労する十四郎は、
ある日、襲われていた元幕閣の大物を助けたことをきっかけに、縁切り寺「慶光寺」の御
用宿「橘屋」に雇われる。さまざまな悩みや問題を抱えて駆けこんでくる哀しき女たちを救
うため、十四郎と橘屋の女将・お登勢たちが奔走する。著者の代表シリーズが光文社文庫
に初登場！

4334773125
¥650

4334773133
¥650

縁切り寺「慶光寺」の御用宿「橘屋」に雇われた元築山藩藩士の塙十四郎。ある日、斬
られようとしていた浪人を救うが、浪人は十四郎のかつての許婚雪乃の夫だった。仇を討
たんと藩を出て江戸に出てきたかつての許婚とその夫。しかし、生活苦から身を落とした
雪乃に悪の手が迫る。はたして十四郎は許婚を救えるのか。悲喜こもごものドラマが詰
まったシリーズ第二弾。

4334773257
¥650

付火の罪で倅が火付盗賊改に捕まったと、御用宿「橘屋」を手伝うおふくが主・お登勢と
雇われ人の塙十四郎に訴えてきた。倅の無実を信じる母親おふく。十四郎は倅の忠太が火
付けの真の下手人かどうか調べ始める。すると、忠太がやっていないという証言が続出。
冤罪は晴れるのか。しかし、ついに刑の日が⸺。親子の情を切なくも愛しく描いたシリー
ズ第三弾。

螢籠  隅田川御用帳（三）　　藤原緋沙子

4334773389
¥660

縁切り寺の慶光寺に、白粉屋「紅屋」のおかみ、お新がやってきた。夫の先妻の幽霊が出
ることに悩んでの駆け込みだったが、不審を抱いた慶光寺御用宿「橘屋」の雇われ人・塙
十四郎が紅屋を調べると、浮き上がってきたのは完全に崩壊した家族の姿だった⸺。慶
光寺の寺役人で十四郎の幼馴染みでもある近藤金五のちょっとせつない恋物語も入った充
実のシリーズ第四弾。

宵しぐれ  隅田川御用帳（四）　　藤原緋沙子

4334773559
¥600

小伝馬町から囚人たちが切放しになった。囚人たちに恐れをなし、町から人気は消えた。
そんななか、縁切り寺「慶光寺」の御用宿「橘屋」の雇われ人である塙十四郎は、殴ら
れていた男を救い出す。その男の口から出てきた話は、にわかには信じられない話だった。
そして、最後に待っていた衝撃の結末……。涙なくしては読めない珠玉の作品が詰まった
シリーズ第五作！

おぼろ舟  隅田川御用帳（五）　　藤原緋沙子

花の闇  隅田川御用帳（二）　　藤原緋沙子



4334773702
¥600

縁切り寺「慶光寺」に来て半月のおきよの亭主竹次郎が亡くなった。亭主の死で離縁が叶っ
たおきよだが、寺を出た彼女に悪い噂が立つ。慶光寺御用宿「橘屋」の塙十四郎は、お
きよの周辺を調べ出したが、おきよの知られざる過去を知る。そして、待っていたのはやる
せない結末だった⸺。（「冬の鶯」）　涙なくしては読めない心に響く作品が揃った待望の
シリーズ第六弾！

冬桜  隅田川御用帳（六）　　藤原緋沙子

春雷  隅田川御用帳（七）　　藤原緋沙子
縁切り寺「慶光寺」御用宿「橘屋」の雇われ人、塙十四郎は、捨てられていた赤子を拾い、
慣れぬ子育てに悪戦苦闘していた。赤子の母親は、慶光寺に駆け込んできたお初とわかり
ひと安心。だが、お初が駆け込みに及んだ夫婦不和の背後に不審な座頭金の組織がちら
つく。十四郎の調べで判明したその正体とは⸺（「風呂屋船」）　涙と笑い溢れる作品が
詰まったシリーズ第七弾！

4334773869
¥600

4334774032
¥600

縁切り寺「慶光寺」御用宿「橘屋」に、小料理屋「鶴亀屋」の仲居お勝が駈け込んで来た。
亭主の段七は牡丹作りの名人なのだが、売れた牡丹の苗木のお金をどこかに持って行って
しまっているのだという。橘屋の用心棒・塙十四郎はその亭主のことを調べ出すのだが
⸺。（「雨上がり」）　さまざまな人の心をしっとりと描いた作品が、ぎゅっと詰まった大好
評のシリーズ第八弾！

4334774164
¥600

ならず者の弥蔵が遺体で見つかった。「慶光寺」御用宿「橘屋」の十四郎は、遺体の傍ら
に落ちていた鈴が以前、駆け込みをした女の付き添いで来たお春の物ではないかと危惧す
る。そして、お春は町方の手に落ち、岡っ引は罪を認めないお春に迫る。そこには我が子
への母の想いが。涙なくしては読めない母子の情愛を描いた「東風よ吹け」など全四話を
収録したシリーズ第九弾。

紅椿  隅田川御用帳（九）　　藤原緋沙子

4334774342
¥600

駆け込み寺「慶光寺」の御用宿「橘屋」に、寺を出て普通の暮らしに戻ったはずのお妙
が火付けの罪で捕縛されたという報せが入る。お妙を救えなかったことに傷付き悩む橘屋
の女主人お登勢は⸺。（「雨の萩」）　お登勢をはじめ橘屋の用心棒・塙十四郎や慶光寺
の主、寺役人にまで未曾有の危機が次々に訪れる。手に汗握る出色の四編を収録した、
著者の代表シリーズ第十弾。

風蘭  隅田川御用帳（十）　　藤原緋沙子

4334774458
¥600

駆け込み寺「慶光寺」に突然、侵入者が現れた。御用宿「橘屋」の用心棒・塙十四郎が
すぐに捕まえ、事情を聞いたところ、新助という檜物師で幼馴染みのおひさを救ってほしい
と訴えた。おひさは献残屋「赤松屋」へ嫁いでいたが、十四郎が探ると、夫の治兵衛に
怪しい過去が現れた⸺。（「侘助」）　親子の情愛を描いた表題作など四編を収録した、
著者の代表シリーズ第十一弾。

雪見船  隅田川御用帳（十一）　　藤原緋沙子

夏の霧  隅田川御用帳（八）　　藤原緋沙子



4334774636
¥600

「亭主のなにもかもが嫌になった」⸺そう言って「慶光寺」に駆けこんできた小間物屋の
女房、おはつ。御用宿「橘屋」の女主人のお登勢と用心棒の塙十四郎は事情を調べるが、
一向におはつが不満を持つに至った理由が分からない。しかし、おはつには人に言えない
過去があった⸺。（「ぬくもり」）　涙を堪えきれない表題作など三編を収録。著者の代表
シリーズ第十二弾。

鹿鳴の声  隅田川御用帳（十二）　　藤原緋沙子
は ぎ

さくら道  隅田川御用帳（十三）　　藤原緋沙子
駆け込み寺「慶光寺」の主・万寿院の知人の娘・お結を、京から連れ帰ってきた「橘屋」
の用心棒・塙十四郎。お結は目の前で父親が殺され口が利けなくなっていた。江戸でやっ
と静かな日々が訪れたころ、突然、お結は命を狙われる。それをきっかけに判明した衝撃
の過去とは⸺。（「さくら道」）　表題作をはじめ、ひとの温もりに癒される四編を収録。
著者の代表シリーズ第十三弾。

4334774741
¥600

4334774903
¥550

駆け込み寺「慶光寺」の御用宿「橘屋」に、大店の薬種問屋「小国屋」の内儀おきくが
駆けこんできた。橘屋用心棒の塙十四郎が事情を調べると、お金と引き換えに嫁いだおき
くは、亭主の卯之助に商売の手段に使われていたことがわかる。そして、おきくの身に危
険が迫る⸺。表題作をはじめ、弱き者への慈しみが込められた三編を収録。著者の代
表シリーズ第十四弾。

4334775012
¥600

「慶光寺」の御用宿「橘屋」に、身重の武家の妻女が駆け込んできた。亭主が酒好きで、
女を連れて帰ってくるという訴えに、橘屋用心棒の塙十四郎が調べたが、亭主の評判は逆
に意外なほどよかった。そこで、本人に質したところ、妻は夫婦が歩んできた衝撃の過去
を話す⸺。表題作をはじめ、女の弱さと強さ、深い情愛を描いた三編を収録。著者の
代表シリーズ第十五弾。

鳴き砂  隅田川御用帳（十五）　　藤原緋沙子

4334775160
¥600

「切られた縁を元に戻してほしい」⸺。縁切り寺の御用宿｢橘屋｣に駆け込んだ上総の女
おふきは、そう訴えた。珍しい駆け込みに戸惑う用心棒の十四郎と主のお登勢。十四郎
が、離縁した元亭主に会って話を聞いてみると、背後に上総の幕領を巡る事件の影がちら
つく。上総へ渡った十四郎が摑んだ恐るべき「真実」とは⸺。壮大な物語を描いた著者
の代表シリーズ第十六弾。

花野  隅田川御用帳（十六）　　藤原緋沙子

4334775322
¥600

「消息を絶った密偵を捜してほしい」⸺縁切寺慶光寺の御用宿｢橘屋｣の用心棒・塙十四
郎は、元老中の楽翁こと松平定信から密命を受けた。早速、越後入りした十四郎の前に
現れたのは、二分された藩の実態と貧困に喘ぐ民百姓の姿だった。藩政を正すために十四
郎がとった｢秘策｣とは⸺。弱き者への慈しみが溢れた著者の代表シリーズ、四年ぶりの
書下ろし第十七弾。

寒梅  隅田川御用帳（十七）　　藤原緋沙子

日の名残り  隅田川御用帳（十四）　　藤原緋沙子



鏡の前のチェス盤　　ボンテンペッリ【著】／橋本勝雄【訳】

10歳の男の子が罰で閉じ込められた部屋で、古い鏡に映ったチェスの駒に誘われる。不思
議な「向こうの世界」に入り込むと、そこには祖母や泥棒、若い男女らがいて……。哲学
対話のようでもあり、語り手の「マッシモ」のとぼけた語り口と、鬼才セルジョ･トーファノ
の挿絵との貴重なコラボが実現した、20世紀前半イタリア文学を代表する異世界幻想譚。

4334753574
¥720

4334753582
¥1150

第3巻はデカルトの存在論の誤謬を批判し、世界内存在としての現存在の空間性と手元存
在者の空間性との関係から、世界の世界性を考察する。また、「共同現存在」「世人（ひと）」
などの概念から現存在とは誰なのか、他者とは誰なのか、という実存論的な問いを考える

（第1篇第27節まで）

4334753590
¥830

「第二次世界大戦中、カリフォルニア州イサカのマコーリー家では、父が死に、長兄も出征
し、14歳のホーマーが学校に通いながら電報配達をして家計を助けている。彼は訃報を届
ける役回りに戸惑いを覚えつつも、町の人々との触れあいの中で成長していく……。大人
たちと子供たちの悲喜交々を笑いと涙で描き、懐かしさと温かさに包まれる長篇。

　　

ヒューマン・コメディ　　サローヤン【著】／小川敏子【訳】

4334911897
¥1000

蛸足大学の助教・ユーリー小松崎は、ある事件がきっかけで学問世界の危機を痛感。それ
を実証しようと、駆け出し作家の松崎有理と、内容でたらめ、嘘八百の論文をでっちあげ、
学術誌に投稿する実験を計画！　しかし、正義を振りかざし、不埒な研究者を取り締まる、
と自称する謎の機関「論文警察」の魔手が彼らに迫る!?　抱腹絶倒の架空論文満載でおく
る、著者ならではのサイエンス・ユーモア・サスペンス！

架空論文投稿計画  あらゆる意味ででっちあげられた数章　　松崎有理

存在と時間3　　ハイデガー【著】／中山元【訳】

ブレグジット秘録  英国がEU離脱という「悪魔」を解き放つまで
クレイグ・オリヴァー【著】／江口泰子【訳】

2016年6月、英国のEU離脱の是非を問う国民投票では、キャメロン首相率いる残留派を
抑え、離脱派が勝利を収めた。首相付き広報官として残留キャンペーンに奔走した著者が、
膨大な手記を元に、国民投票までの六カ月間の真実を明かす。なぜ国民投票を行うに至っ
たのか？　次期首相を狙うオズボーン、ジョンソン、ゴーヴ、メイらはいかに立ち回ったか？
英国史に残る大事件の舞台裏で繰り広げられた人間ドラマを再現した話題作。

433497953X ¥2400
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	2017年11月_05のコピー
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	2017年11月_08のコピー
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	2017年11月_11のコピー
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