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「スマホで読めるVERY｣が登場！ 第一弾は表紙モデル･滝沢眞規子さんの連載。

mini VERY vol.1

タキマキのプライベートフォト連載

滝沢眞規子

「スマホで読めるVERY」mini VERYシリーズが新たに登場！ 第一弾は大人気の表紙モデル・滝
沢眞規子さんの連載「タキマキのプライベートフォト」です。滝沢さんのご主人がスマホで撮影し、

テキストもご夫婦という完全にプライベートなページ。滝沢家の日常が覗ける人気連載を、第1回
〜15回まで一冊のデジタルブックにまとめました。滝沢さんのファッションだけでなく、出かける場

¥200

所や店等のライフスタイルにも注目です！

4人のママであるタレント・東原亜希さんの人気連載『カートでさんぽ』が登場！

mini VERY vol. 2

東原亜希のカートでさんぽ 1

東原亜希

ご自身も4人のお子さんのママであるタレントの東原亜希さん。彼女の人気連載『カートでさんぽ』
がmini VERYシリーズに登場！ 実際に東原さんがカートを押して、歩いて調べた「ママのための

リアルな」街ガイドです。第一弾では葉山、代官山、自由が丘、丸の内、新宿、原宿をご紹介。
単なるショップガイドでなく、授乳室やおむつ替えスペース等々、今すぐ役立つ情報が満載です。

¥100

第二弾以降は2018年1月発売予定！

予約が半年待ち。そんな出雲の漢方医が教える「ヤセる食べ方」の極意を伝授。

漢方医が教えてくれた

ズルしてもヤセる秘密の食べ方
下手公一

「必ずヤセる」「リバウンドしない」。モデルや女優、ヘア・メークなど、美に関わる業界人の口コミ
から火が付き、今や半年以上予約が取れなくなってしまったのが出雲にある斐川中央クリニックの
下手先生です。「とんかつはどんどん食べなさい」「炭水化物抜でもパスタだったら食べてもいいよ」
というように、その理論は我慢することが苦手な人にこそ試してほしいものばかり。そんな食べ方の
極意を一冊の本にまとめました。

4334978983
¥900

1日発売

FLASH デジタル写真集

FLASHデジタル写真集
菊地美香／松田忠雄【撮影】

菊地美香

最強のNUDYヒロイン

2000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！

15日発売

¥1200

コミック

まんが ケトン体入門

糖質制限をするとなぜ健康になるのか

おちゃずけ／宗田哲男【監修】

2016年上半期Amazonランキング大賞3位の新書『ケトン体が人類を救う 糖質制限でな
ぜ健康になるのか』
（宗田哲男著・光文社）が、さらにわかりやすくパワーアップしてコミッ
ク化。ダイエットのほか、糖尿病、ガン、アルツハイマー病、うつ病治療などの分野でも
注目をあびるケトン体とはいったい何か？ なぜケトン体で健康になれるのか？ どうすれ
ばケトン体質になれるのか？ そのメカニズムを日本一やさしく読み解く。

スタアの時代 6

東京ゴシップガール編

4334979327 ¥800

第三幕

桜沢エリカ

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。■今も第一線で活躍する “元祖ゴシップガール” 梶みつ
子の半生に魅かれた新人記者・林田季美子。先輩・市松たま緒や峰龍二の助けを借りな
がらみつ子への取材を進めるうちに「シャインズ」のヒロトと気心の知れる仲に。しかし、
アイドル好き編集者・吉沢容子が「ヒロトへの取材は自分が担当する」と主張し⸺。
4334808107 ¥700

22日発売

光文社新書 文芸書

結論は出さなくていい

丸山俊一

「正解のない時代」の生きづらさの正体とは？ 「切れ味」「スピード」「無難な正解」ばか
り求められる中で、強迫観念に悩む人に送る思考のヒント。『ニッポンのジレンマ』『欲望
の資本主義』『英語でしゃべらナイト』『爆笑問題のニッポンの教養』……時代のテーマを
掬い取り、異色のコンセプトで企画化し続けるプロデューサーの、ものの見方、考え方。
あえてジレンマを楽しむ思考法で、過剰適応社会を越えていくアイデアを伝える。

精神鑑定はなぜ間違えるのか？
再考

昭和・平成の凶悪犯罪

4334043240
¥840

岩波明

附属池田小事件、新宿・渋谷セレブ妻夫バラバラ殺人事件、池袋通り魔殺人事件、連続
射殺魔・永山則夫事件、帝銀事件⸺ベストセラー『発達障害』の著者が、昭和・平成
の凶悪犯罪の精神鑑定をもとに明らかにする精神医学の限界と忖度。
4334043259 ¥760

ラーメン超進化論

「ミシュラン一つ星」への道

田中一明

1000円以下で食べられる庶民的料理のラーメンが、ミシュランを賑わせる存在になってい
る。店内のセンスもグッとよくなり、行列のなかに女性や外国人を見かけることも珍しくな
くなった。日本に35000店あると言われるラーメン店でも、特に素晴らしい一杯を作る店が
いくつかある。そういった店主たちは常軌を逸した努力で他にはない、オリジナルの味をも
がき苦しみながら作り上げる。最高峰の作り手たちに、「ラーメン官僚」が迫った。

コミュニティー・キャピタル論

近江商人、温州企業、トヨタ 、長期繁栄の秘密

4334043267 ¥780

西口敏宏／辻田素子

最新の社会ネットワーク理論と綿密なフィールド調査に基づき、特定のコミュニティーにお
けるメンバー間の「同一尺度の信頼」がもたらす “つながり力” に着目。「三方よし」で
知られた近江商人、近年、国際的に大活躍する温州人企業家のネットワーク、さらに、高
い競争力を維持するトヨタのサプライチェーンなど、優れたパフォーマンスを示すコミュニ
ティーの特徴とは？ ビジネスのヒントを探る一冊。

手を洗いすぎてはいけない
超清潔志向が人類を滅ぼす

4334043275 ¥860

藤田紘一郎

手洗いに石鹸はいらない。流水で10秒間だけでいい。過度の手洗いやうがい、マスクやさ
まざまな消毒・衛生グッズなど、現代の日本人は異常なほど「清潔志向」に傾倒している。
しかしその異常な清潔志向こそが、日本人を感染症にかかりやすくしていると名物医師の著
者は説く。きれい好きをやめて、もっと免疫を強くする術を徹底伝授。あなたの常識をガラ
リと変える、目からウロコの健康法が満載の一冊。

雲を愛する技術

荒木健太郎

4334043283 ¥780

みなさんは覚えているでしょうか。いかにも夏という感じの、青空に映えるモクモクした雲
の壮大さを。みなさんは見たことがあるでしょうか、激しい雷雨の過ぎ去った空にかかった、
心打たれるような美しい虹を。（「はじめに」より）豊富な写真・図版と雲科学の知見から、
身近な存在でありながら本当はよく知られていない「雲」の実態に迫り、その心を読み解
いていく。雲研究者である著者の、雲への愛にあふれた一綴りのラブレター。
4334043291
¥1200

卑劣犯 素行調査官

笹本稜平

警視庁生活安全部少年育成課の国枝警部補が、夜のランニング中に轢き殺された。轢い
たのは、上司である生活安全部長の車だが、その車は事件の2日前に盗難に遭っていたと
いう。国枝が死の直前までかかわっていた児童ポルノサイト摘発の妨害が目的か!? 本郷
岳志たち警務部監察係は内部犯を疑い、国枝の部下だった荒井と木川の協力を得て、調
査をはじめるが、事件には思わぬウラが……。警察組織の闇に迫る好評シリーズ、第4弾！

分かったで済むなら、名探偵はいらない

林泰広

4334911978
¥1300

居酒屋『ロミオとジュリエット』では皆、かの名作になぞらえながら、嘆き、怒り、酔っ払っ
ている。そこで、いつもひとりで飲んでいる、「名探偵」の俺。今夜も謎を抱えた酔っぱら
いが俺の前で、勝手に事件を語り出す⸺。デビュー長編『The unseen 見えない精霊』
から15年、やっとカッパ・ワンの奇才が帰ってきた！ “みえていたこと” の “真実” に気づ
いた時、心が癒やされている……不思議な魅力のミステリー。

あとひき萬月辞典 花村萬月ベスト・アンソロジー

4334911986
¥1200

花村萬月

〈物書き〉とは？ 〈匂い〉とは？ 〈鬱屈〉とは？ 〈音楽〉とは？ 〈表現〉とは？ 奇才・
花村萬月が、あなたのすべての〈問〉に答える！ 表現することに焦がれる人、ナイフを買っ
てしまった人、家庭で、仕事場で息苦しい人、そんなあなたは必読です！ エッセイと初期
の短編を集め、いろんな「萬月」を楽しめる “闇鍋” のような貴重本！

私の庭

浅草篇（上）

花村萬月

4334733573
¥450

時代は幕末、両親を早くに亡くした権介は浮浪の身となって浅草の小屋で生活していた。
幼い頃に虐げられていた権介は、彼の集落に住みついた徳川幕府の元高位幕臣と思われ
る「爺」の薫陶を受け成長する。浅草吉原界隈で勝手気儘に暮らす権介だが、ある日侍
狩りで奪った刀を友人にあげたことで自身の生活に陰りが生じ始める⸺著者初の時代小
説にして大河青春小説！

私の庭

浅草篇（下）

花村萬月

4334763243
¥750

年号が明治となり、江戸が東京となる頃、権介は新門辰五郎親分の賭場で坂崎という浪
人と知り合う。やがて権介は、坂崎と彼を慕う若い夜鷹の夢路を「爺」の小屋においても
らうことに。だが新門の親分に大きな借りがある坂崎を良く思わない子分たちが小屋に火
を放つ。坂崎は刀で突き殺され、夢路は顔に大火傷を負う。その首謀者を調べ上げた権
介が刀を手にむかったのは⸺。

私の庭

蝦夷地篇（上）

花村萬月

4334763251
¥800

江戸を捨てた権介は、蝦夷地へ渡るため立ち寄った漁村で浮浪の少年・茂吉と出会う。
茂吉が殺した漁師の仲間たちに追われた二人は、荒れ狂う海峡に小舟で逃げ出す。命か
らがら入り江に漂着した彼らに、北の大地の過酷な生活が待っていた。権介は叉木経験も
ある茂吉に自然の中で生き抜く術を教わり、茂吉は権介に剣を習う。義兄弟の契りまで交
わした二人だったが⸺。
433476357X
¥850

私の庭

蝦夷地篇（下）

花村萬月

箱館で茂吉と別れた権介は、三本脚の白狼オイヌサマ、アイヌのパセクルと出会い山で暮
らしていた。やがてパセクルの死を看取った権介は、羆との死闘で傷を負ったところをアイ
ヌの娘イポカシに救われる。一方、剣の腕を見込まれた茂吉はヤクザの一家を構え、札幌
にまでその勢力を伸ばす。アイヌに心を通わせた男と、無頼に生きる男。蝦夷地を舞台に
迸る二人の運命を描く！

私の庭

北海無頼篇（上）

花村萬月

4334763588
¥800

アイヌの妻、幼い息子、白き巨狼と共に山中で暮らしていた権介が、突然放浪の旅に出た。
その旅先で砂金掘りをしている女性アキカゼと出会い、苦労の末に伝説の金塊を手に入れ
る！ だが、執着を知らない権介は金塊を妻の父に預け、アキカゼを連れて妻子との生活
に戻るのだった。やがて、成長した息子・元介は、やくざの親分・鐵五郎との仲を深め、
権介から離れていく⸺。

私の庭

北海無頼篇（下）

花村萬月

4334763847
¥950

やくざの親分・鐵五郎の養子となった元介は、札幌に向かい騒動を巻き起こす。やがて飛
蝗の害を軽減する方法を入植者に伝えるため女郎の琴浦と旅へ。結局、飛蝗は防げなかっ
たが、父・権介の元を訪れた元介は、困窮するアイヌや入植者のために祖父のもとにある
黄金を使おうと決心する。幕末から明治の北海道を舞台に男たちの躍動する人生を描き
切った巨編、完結！

洋食セーヌ軒

神吉拓郎

4334763855
¥950

うまい牡蠣フライが食べたくなって、10年ぶりに訪れた洋食屋「セーヌ軒」。店構えも味も
当時のままだが、時の移ろいはたしかにそこにあった。（「洋食セーヌ軒」） 虹鱒のムニエ
ルや車海老の天ぷらなど、極上の料理に滲む淡い人間模様。忘れがたい味わいは、いつ
かの記憶も妙味に変える……。直木賞作家の洗練された軽妙な筆が、人生の機微を洒脱
に描き出す17の掌編集。

二ノ橋

柳亭

神吉拓郎

4334772447
¥700

雑誌で取り上げられた小料理屋〔二ノ橋 柳亭〕の場所は誰も知ることができない。なぜ
なら、食味評論家が書いた架空の店だからだ。ところが、「柳亭を探し当てた」という読
者からの手紙が編集部に届き……。（表題作） 代表作「ブラックバス」など全7篇を収録。
繊細と洒脱が織りなす物語の妙に酔う、直木賞作家の粋が詰まった極上の短篇集。（『ブ
ラックバス』改題）

おふるなボクたち

中島たい子

4334775217
¥650

「古いもの」が好きなケンは、古代遺物の『レコード』が奏でる魅惑的な調べに聴き入る
毎日を送っていた。そんな彼が恋をしたのはジャケット写真の中で微笑む女性。「彼女に会
いたいんだ」大それた願いは思いがけぬ出来事を招き……。（「ボクはニセモノ」） 中古品
やおさがり、古いものに宿る思いが巻き起こす物語を、ユーモアとシニカルで包み込んだ
すこし不思議な短編集。
4334775101
¥650

魔家族

明野照葉

OA機器を扱う会社で働く西原早季。彼女には憧れの上司がいた。佐藤恭平⸺イケメン
で気さく、営業成績トップの社のスター的存在だ。妻を亡くし、幼い娘と暮らす彼の魅力に
のめりこんでゆく早季。だが、彼の家には、もう一人の女性がいた。信じられぬほど若く
美しい亡き妻の母・温子。いつしか女たちの中で殺意が膨れあがってゆく……。戦慄のサ
スペンス長編！

マンガハウス！

4334775373
¥650

桜井美奈

超人気漫画家・神野拓が指導する新人育成プロジェクトに、ワケありの3人が集まった！
再デビューを目指すが伸び悩む滝川あさひ。会社を辞めて漫画家を志す林一樹。絵は下
手だが発想力は人一倍の星塚未来。しかし、彼らが共同生活を送る一軒屋には、編集者
や家族らが入り乱れ、騒々しいことこの上なし。それでも切磋琢磨の日々を送る3人はデ
ビューできるのか!?

雪華燃ゆ

上絵師 律の似面絵帖

知野みさき

4334775411
¥650

上絵師として、初めて着物を手がけることになった律。粋人として名を馳せる雪永が親し
い女に贈るものだ。張り切って下描きを仕上げる律だが、なかなか良い返事がもらえない。
そんな中、ある女から金を騙し取ったという男の似面絵を引き受けるのだが⸺。涼太と
の恋、仕事への矜恃。心を揺らしながらもひたむきに生きる女職人の姿を描く、人気シリー
ズ第三弾。

くらがり同心裁許帳（一）精選版

井川香四郎

4334775462
¥600

「くらがりに落ちた」。解決できなかった事件を奉行所ではそう言う。それらの事件を書き留
めておくのが、南町奉行所永尋書留役である角野忠兵衛の役目。奉行所の角に忘れ去ら
れた事件を、地道な探索でくらがりから引きずりだす忠兵衛を、仲間の同心はいつしか “く
らがり同心” と呼ぶ⸺。窓際同心の人情味溢れる活躍を描いた人気シリーズから、著者
自ら厳選した「精選版」！

縁切り橋 くらがり同心裁許帳（二）精選版

4334766722
¥650

井川香四郎

両替商の主人が、後ろ手に縛られ、心の臓を一突きにされて殺された。その残忍な手口は、
一年前の庖丁鍛冶職人・房蔵殺しと同じだった。“くらがり同心” こと永尋書留役の角野
忠兵衛が房蔵殺しを洗い直すと、思いもよらぬ真実が……（表題作）。くらがりに落ちた事
件に明かりをあて、男と女、親と子の哀しい想いをも救い出す窓際同心の活躍を描く、精
選シリーズ第二弾！

夫婦日和 くらがり同心裁許帳（三）精選版

4334769039
¥650

井川香四郎

震災による大火事に見舞われた江戸の町で、油問屋「和泉屋」の主・清兵衛と女房のお
千津は、焼け出された人の面倒を見ていた。だが、知らない男からもらった心の臓の薬を
飲んだ清兵衛は急死。そこへ清兵衛の兄と名乗る男が突如現れ、店の権利を主張する
……。正直に生きてきた夫婦の思いを、角野忠兵衛と大岡越前はいかにして救うのか!?
（表
題作） 精選シリーズ第三弾！
4334769152
¥650

見返り峠 くらがり同心裁許帳（四）精選版

井川香四郎

遊び人の鎌吉が辻斬りに殺された事件が、角野忠兵衛のもとに回ってきた。妹のお仙から、
兄を逆恨みする女がいると訴えられ、忠兵衛は八王子宿を訪れる。だが、事件の鍵を握る
千人同心の妻・和枝は、自分の子供が鎌吉のせいで川で溺れて死んだという。二つの事
件を繋ぐ糸はどこに!?（表題作） 人情の探索で “くらがり” から真相を見つけ出す、精選
シリーズ第四弾！

花の御殿 くらがり同心裁許帳（五）精選版

4334769284
¥600

井川香四郎

南町奉行・大岡越前は、汐留沖の島に四季の草花が咲く行楽地を作った。島に巣くう犯罪
者を一掃し、江戸の庶民の遊楽地とするためだった。だがその島に、老中を襲撃して逃亡
した浪人・宮坂玄九郎が潜伏しているという。大岡より玄九郎探索の命が、なぜか忠兵衛
に下るが、その理由を大岡は語ろうとしない……。（表題作） 人情同心・角野忠兵衛の
活躍を描く精選シリーズ第五弾！

彩り河 くらがり同心裁許帳（六）精選版

井川香四郎

4334769446
¥600

両替商「肥後屋」の娘が拐かされた。監禁されたお小夜は、見張り役の又八の顔を見知っ
ていた。かつて、どぶ川で溺れかけた子猫を、お小夜の求めに応じて又八が助けたのだ。
金持ちの蔵屋敷と、日々の暮らしもままならない者たちの街を隔てるどぶ川。その川が引
き離す大店の娘と貧しき若者の淡い恋を、角野忠兵衛は救うことができるか!?（表題作）
精選シリーズ第六弾！

ぼやき地蔵 くらがり同心裁許帳（七）精選版

4334769551
¥600

井川香四郎

普請請負問屋「丹後屋」の娘を殺めた咎で捕まっていた、大工の磯吉が処刑された。磯
吉は北町奉行所に無実を訴えていたのにもかかわらず、突然の執行であった。「事件の裏
には何かある」。北町奉行のやり方が腑に落ちない忠兵衛の勘が騒ぎ、磯吉の娘おりつを
訪ねるが……。（表題作） くらがり同心・角野忠兵衛と南町奉行・大岡越前が正義と人
情で裁く、精選シリーズ第七弾！

裏始末御免 くらがり同心裁許帳（八）精選版

433476973X
¥600

井川香四郎

「ましら平蔵」を名乗る盗賊に蔵を荒らされた油問屋「淡路屋」の夫婦が心中をした。角
野忠兵衛は事件の裏に、浅草の熊蔵親分に操られる、天平ら身寄りのない子供たちがいる
ことに気づく。子供を救おうとする忠兵衛だが、町名主の丹兵衛とさらに大物の影も蠢き
始め……。（「鋳放し銭」・表題作） 詩織、新八郎、五郎蔵ら忠兵衛の仲間に最大の危機
が訪れる、精選シリーズ完結編！

おっとり聖四郎事件控（一）

井川香四郎

433476987X
¥550

将軍家御料理番・四条流の流れをくむ備前宝楽流の庖丁人・乾聖四郎。津軽藩と南部藩
の婚儀の料理を任された聖四郎は、その席に乱入してきた賊たちを鮮やかな剣で斬り伏せ
た。否応なしに事件に巻き込まれた聖四郎だが、その裏には幕府の巧妙で非情な謀略が
隠されていた……。庖丁と剣の達人 “おっとり聖四郎” が、人情の料理で人の心を救い悪
を斬る、シリーズ第一弾！ 『「飛蝶幻殺剣」
』改題。
4334772803
¥600

情けの露 おっとり聖四郎事件控（二）

井川香四郎

乾聖四郎の許に、かつて共に庖丁人の修業をした貞吉が訪れる。五年前に借りた金に多
額の利子を付けて返した貞吉は、聖四郎を怨んでいると告げた。貞吉は庖丁の道を捨て呉
服問屋を営んでいたが、短期間でのし上がった裏に、密かに阿片を扱っているという噂が。
旧友のため、聖四郎は探索を始めるが……。（表題作） 備前宝楽流の庖丁人・聖四郎が
悪を斬る、シリーズ第二弾！ 『「飛燕斬忍剣」』改題。

あやめ咲く おっとり聖四郎事件控（三）

井川香四郎

4334772978
¥650

霧雨に煙る汐見橋の上で、泣きくずれる若い娘を助けた乾聖四郎。女は記憶を失っていた。
あやめと名づけた女の昔には、何が隠されているのか。過去を辿り始めた矢先、あやめは
情夫殺しの嫌疑をかけられてしまう。徐々に明らかになる哀しい人生とは!?（表題作） 天
下御免のお墨付きを戴く、備前宝楽流の庖丁人・聖四郎の人情の剣が一筋の涙を斬り払う、
シリーズ第三弾！

落とし水 おっとり聖四郎事件控（四）

井川香四郎

4334773087
¥650

美しい肌になると江戸の娘たちに評判の “化粧水” を商う『吉野屋』。その女主・桜香に
呼び出された聖四郎は、三月の間彼女の食事を作り、若さを取り戻させて欲しいと依頼さ
れる。だが聖四郎は、桜香の容貌の衰えは、人を信じられない心の病から来ていると看破
する。（表題作） 庖丁人・聖四郎の魂の料理が、人の心を、そして家族の繋がりを救う、
人気シリーズ第四弾！

鷹の爪 おっとり聖四郎事件控（五）

井川香四郎

4334773265
¥600

勘定吟味役の山川徳馬が路上で殺された。現場を目撃していた油問屋の奉公人・菊松は、
下手人と勘違いして隠居暮らしの女・百合を訪ねる。人々から “生きる観音様” と慕われ
る百合こそ、乾聖四郎のかつての乳母だった……。（表題作） 幕府中枢で進行する米手
形をめぐる陰謀に、否応なく巻きこまれていく聖四郎。その封印された秘密がついに明らか
になるシリーズ第五弾！

天狗姫 おっとり聖四郎事件控（六）

井川香四郎

4334773400
¥600

自らの秘密を知った聖四郎は、しがらみから逃れるため庖丁修業の旅に出た。だが八王子
宿で、天狗の長兵衛一家と大岩亀五郎一家の、やくざ同士の喧嘩に巻きこまれる。千人同
心頭と組んで無法を働く大岩一家に憤りを感じた聖四郎は、敵地である遊郭に乗り込むが、
彼の前に現れたのは松姫と名乗る不思議な遊女だった……。美女が聖四郎を新たな地へ
と導く新展開！

甘露の雨 おっとり聖四郎事件控（七）

井川香四郎

4334773575
¥600

乾聖四郎は、長崎奉行の朝比奈千晶に請われ、オランダ商館で庖丁を振るうため長崎に
やってきた。朝比奈は聖四郎と共に、長崎に巣食い利権を貪る悪党どもを一掃しようと考
えていたのだ。しかし、長崎奉行に会わせまいと画策する者たちが、聖四郎の行く手を阻
もうとしていた……。庖丁旅を続ける聖四郎が九州を駆け抜け、人々の心に明かりを灯す
シリーズ第七弾！
4334773710
¥600

菜の花月 おっとり聖四郎事件控（八）

井川香四郎

聖四郎に弟子入りを懇願していた煮売り屋の権助の娘・お菊が何者かに拐かされた。しか
し権助は届け出ようとせず、何も話さない。その様子に不信を抱いた聖四郎の調べで、お
菊を連れ去ったのは加賀藩の手の者と判明した。だがその背後では、またも一橋治済が陰
謀を企てていた。出生の秘密という逃れられない運命に聖四郎が立ち向かう、シリーズ最
終巻！

ふろしき同心御用帳

4334773885
¥600

井川香四郎

奉行所に出仕するのが大嫌いな定町廻り同心の近藤信吾。代わりに決まって行く先は船宿
の「千成」で、瓦版屋の栄吉や医者の八朔、女将のお蔦らに大げさな自慢話を聞かせて
過ごす。されど騒ぎが出来すれば、己の義と情をたぎらせて、刀と大法螺で一件落着。広
げた風呂敷は必ず畳む！ 粋な男の活躍と江戸の町に住む個性豊かな人びとが織りなす痛
快無比の時代シリーズ第一弾！ 『ふろしき同心御用帳 恋の橋、桜の闇』改題。

姫夜叉 隠目付江戸秘帳

4334775470
¥600

鳥羽亮

船宿の亭主をしながら駿河国江崎藩の隠目付を務める海野洋之介の許に、釣り仲間の孫
が何者かに攫われたという報せが入る。そして、おみつの息子仙太までが攫われてしまう。
なんとか救い出したい洋之介だが、その前に手練れの刺客「闇猿」たちが現れる。洋之
介の怒りを込めた一刀は幼い命を救えるか⸺。甲源一刀流の豪剣が煌めく、震撼のシ
リーズ第四弾。

美森まんじゃしろのサオリさん

小川一水

4334775497
¥550

「まんじゃしろ」に祭られている美森さま。過疎が進む山村、美森町の守り神だ。去年越し
てきたなんでも屋・岩室猛志と、地元出身の大学生・貫行詐織は、町で起こる事件を解
決すべく探偵ユニット〈竿竹室士〉を結成した。事件の数々は、美森さまのお使いが起こ
していると言うが、それって本当……？ 不思議な存在と民俗学、SFが交錯する、新感覚
のミステリー！

さよならは明日の約束

西澤保彦

433477556X
¥600

祖母の蔵書に挟まっていた一通の手紙。宛名はヒッチコック。差出人は祖母の旧姓だが、
心当たりはない。誰が何のために挟んだ手紙なのか。開けて読んでみると、祖母のかつて
のルームメイトからのメッセージで……。（「恋文」） 大食い・本好き美少女エミールと、
ジャンク映画フリーク男子のユキサキが、解かれないままになっていた謎を読み解いていく!

「他人の目」が気になる人へ
自分らしくのびのび生きるヒント

4334775578
¥700

水島広子

「友人が少ない人、つまらない人と思われたくない」「みんな自分のことを、ブスだと思って
いるに違いない」「キャラを演じなくては嫌われる」「メールには即返信しなくては」……。
現代人はなぜこうも「他人の目」を気にするのか？ 要因となる “プチ・トラウマ” とその
正体、克服法を精神科医が語る。『「見た目」が気になる！症候群』改題。
4334787037 ¥700

もっとハゲしく声に出して笑える日本語

立川談四楼

大好評、抱腹絶倒シリーズの第3弾！ 「同じ釜飯を食った仲じゃないか」「あぐらをこいて」
「今日は熊が出やすいでしょう」……。アナウンサーがやらかしたほんの一瞬の言い間違い
も聞き漏らさず、俳優・タレント・落語仲間・市井の人々の滋味に富んだ言葉を脳裏に焼
き付ける。そんな師匠の日々のコレクションの中から、選りすぐりの言葉を一冊にまとめま
した！

オイディプス王

ソポクレス【著】／河合祥一郎【訳】

4334787282
¥700

危機に瀕する都市国家テーバイを救うためオイディプス王は神託を請う。結果は、「先王ラ
イオス殺害の犯人を罰せよ」だった。真相が明らかになるにつれ、みずからの出生の秘密
を知ることになる彼を待ち受けていた運命とは？ 「エディプス・コンプレックス」のもとに
なるなど、後世の文学、思想に大きな影響を与え、今も全世界で読み継がれ、上演され
つづけるギリシャ悲劇の最高傑作。

君主論

マキャヴェッリ【著】／森川辰文【訳】

4334753604
¥700

傭兵ではなく自前の軍隊をもち、人民を味方につけ、時には道徳的な悪をもためらわない。
フィレンツェ共和国の官僚で外交軍事の実務を担ったマキャヴェッリが、君主に必要な力量
（徳）を示し、キリスト教的モラルから脱却した新しい君主像を提言した主著。マキャヴェッ
リのいうリアリズムとは現状追随ではなく、理想を実現するためにリアリストに徹するという
ことである。近代政治学における最重要古典。

Giallo No. 62

4334753612
¥810

●小説特集・げに恐ろしきは人の心なり⸺人間の内側に潜む闇を描く！：若竹七海、長
岡弘樹、深水黎一郎、前川 裕、澤村伊智 ●新連載！：芦辺 拓、森川智喜、早坂 吝
●好評連作&連載：坂木 司、鯨 統一郎、笠井潔、恩田陸、竹本健治、青柳碧人、天祢涼、
森晶麿、鳥飼否宇、イクタケマコト ●特別読み切り：阿津川辰海 ●特集・ミステリー
誌のビッグウェーブがあった時代
¥500

