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名著『明日の記憶』の著者が、小説にしか描けない「脳と心」に再び挑む。

海馬の尻尾
荻原 浩

時代は2度目の原発事故から2年、恐怖と不安が社会に蔓延している。3年前に2度目の務めを終
えた男は、その酒乱を見るに見かねた若頭に、アルコール依存症を治すよう大学病院行きを命じら
れた。検査の結果、記憶除去療法で有名だという医師から、恐怖という概念が自分に関しても他
人に対しても薄い、要するに良心がないと言われ、病名を告げられた。人間、どこまで変われるの
か。何が、変えるのか。極めて短期間で成し得る解脱の物語！

4334912044
¥1200

山岳冒険小説の新たな傑作!!

蒼き山嶺
馳 星周

元山岳遭難救助隊員の得丸志郎は、残雪期の白馬岳で公安刑事・池谷博史と再会した。二人は
大学時代、山岳部で苦楽をともにした同期だった。急遽、白馬岳山頂までのガイドを頼まれた得
丸が麓に電話を入れると、警察に追われた公安刑事が東京から逃げてきている、という話を聞かさ
れる。厳しい検問が敷かれ、逃げるには山を越えるしかないと言われたその時、池谷が拳銃の銃
口を押しつけてきた―。山岳冒険小説の新たな傑作!!

4334911994
¥1200

身近な生きものの意外な生態や、珍しい動物の生きざまが小ネタ満載の図説に！

図解 なんかへんな生きもの
ぬまがさワタリ

Twitterで大反響！ 身近な生きものの意外な生態や、珍しい動物の生きざまが小ネタ＆パロディ
満載の図説になりました。洗わないしクマでもない「アライグマ」、秋を告げる肉食処刑人「モズ」、
考える触手を持つ「マダコ」、世界一無防備な鳥「カカポ」、
『シン・ゴジラ』のモチーフ「ラブカ」、
地下王国で集団生活を営む「ハダカデバネズミ」など全40種を掲載。キュートでシビアな生きもの

ワールド、お子様にも人気です。

4334979688
¥800

12日発売

白日の鴉

コミック
福澤徹三

製薬会社のMR・友永孝は、電車内で見知らぬ男女に痴漢の疑いをかけられ駅から逃走、
新人巡査の新田真人に逮捕された。友永は無罪を訴えるが、留置場に収監されてしまう。
後日、真人はある出来事から友永の無実を確信し、老弁護士・五味陣介に協力を求める
が⸺。留置場から拘置所、そして法廷へ。仕組まれた冤罪との闘いを徹底した緻密さで
描く異色の警察小説。

マノン・レスコー

プレヴォ【著】／野崎歓【訳】

4334775535 ¥950

将来を嘱望された良家の子弟デ・グリュは、街で出会った美少女マノンに心奪われ、大都
市パリへの駆け落ちを決意する。夫婦同然の新たな生活は愛に満ちていたが、マノンが他
の男と通じていると知り……引き離されるたびに愛を確かめあいながらも、破滅の道を歩
んでしまう二人を描いた不滅の恋愛悲劇。待望の新訳！

スタアの時代 7 東京ゴシップガール編 第四幕

19日発売

4334753663 ¥790

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『女性時代』の新人記者・林田季美子。先輩記者・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ていくうちに、かつてたま緒や龍二がみつ
子を巡って激しいスクープ合戦を繰り広げたことが明らかになっていく⸺。

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集
大原優乃／佐藤佑一【撮影】

4334808115 ¥700

大原優乃

二泊三日の夢温泉

「妖怪ウォッチ」のエンディング主題歌「ようかい体操」でおなじみDream5のメンバー・大
原優乃がグラビアデビュー。まさかのFカップ・ダイナマイトBODYでいきなり大ブレイクを
果たした。今回は温泉付きのホテルではじける姿を撮影！ お風呂でやベッドでの水着グラ
ビアをメインに、制服でバスケットボールをしたり、浴衣の姿を披露！

26日発売

¥1200

mini VERY Sprout

mini VERY vol. 2 東原亜希のカートでさんぽ 2

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。彼女が実際にカートを押し
て、街を歩いて調べた「ママのためのリアルな」タウンガイドです。シリーズ2では東京大
学周辺（文京区・台東区）、銀座、横浜、表参道、川崎、舞浜へお出かけ。でもよくある
街ガイドではありません。ショッピング、グルメ、子どもと遊べるスペースから、授乳室や
おむつ替えスペース等々までご紹介！ ママの毎日に今すぐ役立つ情報が満載！

work
in
progress

POCKET Sprout 大人のおいしい街歩き 横浜
Mart編集部

¥100

人気雑誌「Mart」別冊の「Sprout（スプラウト）」。大人のためのガイドブックがデジタル
で登場しました。このガイドでは、みなとみらい近辺の新スポットはご紹介しません。元町、
山手、山下公園、馬車道、日本大通り、そして中華街等々、歴史的なスポットに出かけます。
「ずっと変わらずおいしい店」「由緒ある場所で認められた新たなおいしい店」をご紹介。
¥100
横浜に出かけるときは、スマホにこのコンテンツをご用意ください。

26日発売

光文社新書

追及力 再考 昭和・平成の凶悪犯罪

望月衣塑子／森ゆうこ

国家レベルの不正が疑われる森友・加計問題で、政府への厳しい質疑が注目を集める新
聞記者と野党議員による緊急対談。一連の問題の焦点は首相が便宜を図ったか否か。ま
さに民主主義の根幹を揺るがす大疑獄だ。ところが当初、仲間からも「そんな小さな問題
に」という反発の声が上がった。それでも二人が問題の本質を見抜き、自らの信念を貫け
たのはなぜか？ 一強多弱で権力が暴走する今、ジャーナリズムと野党の存在意義を問い
直す。
4334043305

美術の力 表現の原点を辿る

¥760

宮下規久朗

私は30年以上にわたって毎年のように西洋の美術作品を巡って歩いてきたが、美術作品も、
それが位置する場所の力と相まってオーラをまとうようである。（中略）無数の眼差しが注
がれてきた美術作品は、巡礼者の信仰を吸収した聖遺物と同じく、膨大な人々の情熱と歴
史を宿し、あるべき場所で輝きを放っているのである（「まえがき」より）。イスラエルで訪
ね歩いたキリストの事蹟から津軽の供養人形まで、本質を見つめ続けた全35編。

応援される会社

熱いファンがつく仕組みづくり

4334043313
¥980

新井範子／山川悟

好きな商品を大量に仕入れて仲間内で販売する、お気に入りブランドの広告を制作して動
画サイトにアップする、商品の新用途を考えて逆提案する、先行き不明な新事業にクラウド
ファンディングで寄付する、経営危機の企業にボランティアで知恵を貸す⸺。もはや顧客
は、商品・サービスを通じて便益を受ける立場に飽き足らず、「何かをしてあげたい対象」
として企業やブランドを位置づけている。（「はじめに」より。一部改変）

1985年の無条件降伏 プラザ合意とバブル

岡本勉

4334043321 ¥780

戦後の日本は脅威の経済復興を遂げ、終戦からたった11年で、政府の経済白書が「もは
や戦後ではない」と宣言した。ところが、バブルが崩壊した後の長期不況は「失われた20
年」だ。日本経済は敗戦から11年で立ち直ったのに、バブル崩壊では20年経っても立ち直
ることができなかった⸺。80年代、あれほど元気だった日本経済はなぜ「失われた20年」
に陥ったのか？ 現代史の転換点を臨場感満載に描く。

老舗になる居酒屋 東京・第三世代の22軒

太田和彦

433404333X
¥820

佳き酒、佳き肴は、店主の誠実さのたまもの。老舗への道を歩む、若き居酒屋との出会い
は、嬉しく、大事にしたいものである⸺。東京に数ある居酒屋の中で、開店から10年に
満たないような若い店ではあるが、今後「老舗」になっていきそうな気骨のある22軒を、
太田和彦が訪ね歩く。居酒屋の達人が自信を持ってお薦めしたい、東京の新しい良い店と、
その味わい方。
4334043348
¥920

26日発売

文芸書 ノンフィクション

七色結び

神田茜

主婦の矢沢鶴子は、水引をつくる内職と息子の中学校のPTA活動で忙しい毎日。最近義
母がハマっているミュージシャンのフジマサキに自分もハマり、日々癒されている。ある日、
PTA会長が不倫スキャンダルで突如辞任、まさかの後任の会長に推薦され、しがらみだら
けのPTAの恐ろしい世界を身をもって体験することに……。持ち前のユーモアで難局を乗
り切れるのか?! 心の支えは、フジマサキのライブビューイングに行けること！

少女を殺す 100 の方法

4334912001
¥1200

白井智之

とある名門女子中学校。ある日、2年A組の担任が血相を変えて校長室に飛び込んできた。
鍵のかかった教室で、生徒20人が死体で見つかったのだ。教頭は学校に都合よく真相を
偽装するため、警察よりも先に犯人を捕らえようと目論む。同級生を皆殺しにした犯人は
誰なのか？ 事件は思いもよらない方向へ転がっていく。（少女教室）学園、ホラー、メタ
ミス、エログロ、SF。“少女20人の死” をテーマに紡がれる、5つの本格ミステリ。

あるミアタリの女

監察の神

433491201X
¥1300

弐藤水流

警察内部の不祥事や服務規程違反を調査し、処分の検討を任務とした監察係に所属する
ベテランの神と西岡京子は監察係員コンビ。二人は新宿で起きたある刺傷事件に見当たり
捜査員・一條朝子が関わっているとの密告を受け、調査を開始する。全国指名手配犯の
顔を記憶して捜査をする彼女の素行には明らかに不審な点があり……（「あるミアタリの
女」）」。女たちの哀しき秘密に慟哭する、警察ミステリーの傑作誕生！

幻想リアルな少女が舞う

4334912028
¥1000

松本英哉

篠宮高校のアイドル・住吉帆乃香が廃墟の洋館で遺体となって発見され、およそ一ヶ月が
経ったある日、一年生の由良涼は、クラスメイトの女子から相談を持ちかけられる。彼女
の元に届いた不審なメールによると、住吉は事件当日にゲームアプリ『ランコルバ』をプ
レイしており、その死には謎があるから調べて欲しいと書かれていたという。代わりに調査
を始めた由良だが、朝霧那夕という少女との出会いから、事態は思わぬ方向へ……。

宇宙の法則を使って「人体実験」に成功しました

会社で死にそうだったバリキャリ女子が、人生で奇跡を起こした方法

4334912036
¥1400

タマオキアヤ

心も体もボロボロ。頑張れば頑張るだけ逆の結果になっている今こそ良い機会と思い、
「ス
ピリチュアルの本に書かれているようなことを、会社勤めをしながら実践してみよう。自分
に対して “人体実験” をやってみよう」と決意したら、人生のすべてがうまく回り始めました！
アメブロで大人気のスピリチュアルコンサルタント待望のデビュー作。好きなことをして生
きていきたい」という方必読。

スナッチ

西澤保彦

4334979491 ¥1170

昭和52年、婚約者に会いに高知を訪れていた22歳の奈路充生は、銀色に輝く奇妙な雨に
うたれ意識を失う。再び目覚めたとき、彼は53歳になり、体は別の人格に乗っ取られてい
た。雨の正体は異種生命体だったのだ。人生の最も輝く時代を奪われた喪失感に苦しむ充
生を、今度は連続殺人事件が襲う。記憶のない31年間にいったい何が!?
4334749968
¥700

一匹羊

山本幸久

縫製工場で働く大神は、受注した制服のデザインを盗作ではないかと疑うが、指摘できず
にいた。ある日、職場体験に来た中学生キクチと触れ合ううち、事なかれ主義になってい
た自分に気づく。俺はいつからこうなった？ 自問する大神の中で、何かが少しずつ変わっ
ていく……（「一匹羊」）。職場で、家庭で、小さな町で。新しい一歩を踏み出す人々を描く、
傑作短編集。

おもいで影法師 九十九字ふしぎ屋 商い中

霜島けい

4334767397
¥650

かつての上役・菅野の屋敷で、岡っ引きの源次は誰もいない場所に黒々と伸びる影を見る。
まるで針仕事をしているような女の影。菅野はそこに、半年前に亡くなった妻の久がいると
いうのだが⸺。（表題作） あやかしたちが引き起こす不思議とそこに浮かび上がる人々
の想い。幽霊が見えるるいと「ぬりかべ」の父親らの活躍を描く、ほっこり切ない人気シリー
ズ第三弾！

道後温泉・石鎚山殺人事件

梓林太郎

4334775330
¥600

蝶ヶ岳で遭難し救助された物部佐千子。ところが、道後湯之町の自宅に戻った数日後、何
者かに刺殺される！ 事件を追う安曇野署の刑事・道原伝吉は、部下と共に愛媛・松山へ。
関係者を辿るほどに浮かび上がる不審な人々と、佐千子が抱えていた悲しき過去……。
「文学のまち」と美しき山々を舞台に、道原の推理が冴え渡る。名手の仕掛けた謎の連鎖
に唸る山岳ミステリー！

裏走りの夜 大江戸木戸番始末（六）

喜安幸夫

4334775608
¥600

米沢町にある井筒屋の番頭・忠助は、古い知り合いのお米に会う。彼女の夫・友蔵は盗
賊に殺されており、口封じのためにお米がさらに襲撃されることを恐れた忠助は、杢之助
らと協力し、彼女の救出作戦を決行する！ 作戦は成功したかに思われたが、両国広小路
に現れた、木彫りの鵜の見世物を扱う芸人の一座が、杢之助の守る町内に、怪しい目を
光らせ始めて……。

銀杏散る ふろしき同心御用帳（二）

井川香四郎

4334775640
¥600

大店や札差、武家屋敷から大金が盗まれる事件が続出。しかし、同心の近藤信吾ら奉行
所の面々は解決の糸口が掴めずにいた。そんな折、彼とは腐れ縁の仲である瓦版屋の栄
吉が、町で妙な煎餅屋を見つけ、好奇心から出入りしていたところ……。（表題作） 奉行
所嫌いの型破りな同心が、大法螺吹いて事件を解決！ 人情味溢れる活躍を痛快に描く時
代シリーズ第二弾！

爺子河岸 剣客船頭（十八）
おやこ

稲葉稔

4334775659
¥600

元南町奉行所の定町廻り同心で、いまは船頭となった沢村伝次郎。同心時代の髪結いが
骸となって見つかった。その下手人探しを始めるが、一方、千草が懇意にしていた子供、
半助が消息を絶った。孫を心配する祖父の八百蔵に代わり半助探しにも奔走する伝次郎。
そして、二つの事件が繋がった時、真相が明らかになる。江戸情緒と人情を深く描いた傑
作シリーズ第十八弾。
4334775675
¥550

ザ・ブラックカンパニー

江上剛

水野剛太は、フェラーリを乗り回す社長にスカウトされヤンキーバーガーに就職。無職か
ら、いきなり正社員となり、夢を描くが……。店長に抜擢された剛太に課せられる、長時
間労働、アルバイト人件費の肩代わり、キャンペーン商品のノルマ。さらに、ハンバーガー
への異物混入問題が発生！ 前任店長が過労死したほどの過酷な職場に、剛太は懸命に
立ち向かう！

死屍累々の夜

4334775748
¥700

前川裕

10人の男女を殺害し、6人の女と共に集団自殺を遂げた木裏健三。彼は老舗旅館に取り
入ったのち売春宿に変貌させ、一家のみならず無数の人間を絶望に陥れた。過去に大学の
助教授でもあった者が、非道な行為に及ぶ課程には導く過程にはなにがあったのか!? セ
ンセーショナルな「木裏事件」の全貌と共に、謎に満ちた男の内奥に綿密な取材で迫る、
圧巻のフェイク・ドキュメンタリー！

消えた乗組員 新装版
ク

ル

ー

西村京太郎

4334775586
¥600

「魔の海」と恐れられる小笠原諸島沖で、行方を絶っていた大型クルーザーが発見された。
船には9名が乗っていたはずだが、船内は無人で荒らされた様子もなかった。用意された
人数分の朝食と不気味に切り刻まれた後方マスト……。やがてクルーザーを発見したヨット
マンたちが、次々と変死をとげていく。十津川警部が海の怪事件の謎に挑む傑作海洋ミス
テリー！

伊東一刀斎

上之巻

戸部新十郎

4334775764
¥750

武田、上杉、織田らが天下をうかがう戦国の世、比叡山を望む琵琶湖畔の一向門徒の許
に育った夜叉丸（のちの一刀斎）少年は、旅の途中にあった剣聖・塚原卜伝に出会う。
剣の奥義に触れた夜叉丸は兵法者を志し、亡父の縁を頼って独り北国加賀の地を目指すが
……。行く手を阻む幾多の難敵と対峙し、美しき女性に翻弄されながらも逞しく成長してい
く剣豪の青春の日々。

伊東一刀斎

下之巻

戸部新十郎

4334775802
¥900

加賀を離れ廻国修行の旅へ出た夜叉丸（のちの一刀斎）は、亡父と同じ伊東弥五郎と名
を改めた。佐々木小次郎、富田勢源、鐘捲自斎など名だたる剣士との邂逅が、彼を大き
く成長させる。そして、さらなる高みを目指し、鹿島・香取剣流の発祥地である東国へ向
かう⸺。史上最強とうたわれる剣聖の波瀾万丈の生涯を瑞々しい筆致で綴り上げた著者
畢生の名作が甦る！

若草物語

オルコット【著】／麻生九美【訳】

4334775810
¥900

メグ、ジョー、ベス、エイミー。感性豊かで個性的な四姉妹と、南北戦争に従軍する父親
に代わり家を守る堅実な母親との、1年間の物語。隣家のローレンス氏や少年ローリーら
との交流を通し、少女たちは大人に近づいていく。ティーンエイジャーの日常を生き生きと
描く。150年の間、世界中の女子が夢中で読んできた、今も全世界で愛されるベストセラー
を、鮮度抜群の新訳で贈る。
4334753639
¥1190

ナルニア国物語 6 銀の椅子

C・S・ルイス【著】／土屋京子【訳】

学校の体育館裏からアスランの国に入り込んだユースティスとジル。カスピアン航海王の息
子リリアン王子を見つけ出す任務と、そのための道標となる4つの〈しるし〉をアスランか
ら与えられ、ナルニアへ向かう。沼地に住む〈ヌマヒョロリ〉族のパドルグラムの協力を得
て北を目指すが、行く手には思わぬ罠が待ち受けていた！ 巨人の都から地底の王国まで、
縦横無尽の大冒険。
4334753671
¥720

