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祝直木賞受賞。門井慶喜氏の未電子化2作を緊急電子化。

おさがしの本は

和久山隆彦の職場は図書館のレファレンス・カウンター。利用者の依頼で本を探し出すのが仕事だ。だが、行政や利
用者への不満から、無力感に苛まれる日々を送っていた。ある日、財政難による図書館廃止が噂され、和久山の心に
仕事への情熱が再びわき上がってくる……。様々な本を探索するうちに、その豊かな世界に改めて気づいた青年が再生
していく連作短編集。

こちら警視庁美術犯罪捜査班

4334763227
¥600

新米刑事の三田村豪気が配属されたのは、警視庁捜査二課美術犯罪捜査班。そこは、美術品犯罪に対応する警視庁
唯一の部署。やる気と体力は人一倍だが、美術にはとんと疎い三田村は、抜群の鑑定眼をもつ美貌の上司・岸すみれ
の薫陶のもと、にわか仕込みの知識を駆使して、狡猾な詐欺的ビジネスを続ける美術品販売会社の犯罪を暴こうとする
が……。美術ミステリーの新境地！

4334772242
¥600

人工知能の次の5年、10年、20年を正しく理解できる決定版！

誤解だらけの人工知能

ディープラーニングの限界と可能性

田中潤／松本健太郎
なぜ各社がこぞってスマートスピーカーの販売に乗り出したのか？―人工知能の研究開発者が語
る、第3次人工知能ブームの終焉の可能性とディダクション（演繹法）による第4次人工知能ブー
ムの幕開け。人工知能の次の5年、10年、20年を正しく理解できる決定版！

4334043380
¥800

人間の魂を救うべく地上にやってきた死神は、黒猫!?
セ レ ナ ー デ

黒猫の小夜曲
知念実希人

黒毛艶やかな猫として、死神クロは地上に降り立った。町に漂う地縛霊らを救うのだ。記憶喪失の
魂、遺した妻に寄り添う夫の魂、殺人犯を追いながら死んだ刑事の魂。クロは地縛霊となった彼
らの生前の未練を解消すべく奮闘するが、数々の死の背景に、とある製薬会社が影を落としている
ことに気づいて⸺。迷える人間たちを癒し導く、感動のハートフル・ミステリー。

4334775985
¥650

23日発売

光文社新書 翻訳 mini VERY

患者の心がけ 早く治る人は何が違う？

酒向正春

同じ病気にかかったふたりの患者さんがいるとして、「それぞれの心がけ次第で、病気が治
る、治らない、という運命の分かれ道はありますか？」と聞かれたら、私は「あります」と
答えます⸺。医療の質、チーム医療、ホスピタリティ⸺多くの奇跡をもたらしてきた脳
リハビリ医が語る医療の真髄と回復への近道。

メルケルと右傾化するドイツ

三好範英

4334043356
¥780

ドイツ首相メルケルは世界の救世主か？ 破壊者か？ 4選を確実としたメルケルの生涯と
業績をたどり、その強さの秘密と危機をもたらす構造を分析する。『ドイツリスク』（光文社
新書）で山本七平賞特別賞を受賞した著者による画期的な論考。

常勝投資家が予測する日本の未来

玉川陽介

4334043364
¥840

筆者が世界を観察する切り口は3つと決めている。金融経済、情報技術、社会システムだ。
これらの切り口で世界を俯瞰すれば、おおよそすべてのことが分かる。本書に登場する多く
のストーリーは、突拍子のない絵空事ではなく、各分野のビジネスパーソンや投資家たち
との情報交換、世界各国の視察から導き出した、
「起こり得る」可能性が高いものだ。（「ま
えがき」より、一部改変） 未来を読む投資家による、未来への処方箋。

社会をつくる「物語」の力
学者と作家の創造的対話

4334043372
¥780

木村草太／新城カズマ

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。事件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。当初は仲間内からも「そんな小さな問題に」という反
発の声が上がりながら、二人が問題の本質を見抜き、信念を貫けたのはなぜか？ 一強多
弱で権力の暴走を許してしまっている今、ジャーナリズムと野党の存在意義を問い直す。

ありえない138億年史

4334043399 ¥920

ウォルター・アルバレス【著】／山田美明【訳】

「46億年もの連続と偶然。ぼくはまた地球について語りたくなりました。」⸺京都大学教授
鎌田浩毅氏推薦！／われわれ人間は、なぜここにいるのか？ それは人類の歴史だけを見
てもわからない。宇宙誕生から現在までの通史⸺「ビッグヒストリー」の考え方が必要だ。
自然科学と人文・社会科学を横断する驚きに満ちた歴史を、恐竜絶滅の謎（隕石衝突）
を解明した地球科学者が明らかにする。

mini VERY vol. 2 東原亜希のカートでさんぽ 3

4334962157 ¥1620

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、自分で街を歩いて調べた「ママのためのリアルな」タウンガイド好評第3弾です。シリー
ズ3では新宿、恵比寿、横浜、中目黒、吉祥寺、浅草へお出かけ。でも、よくある街ガイ
ドとはひと味違います。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、ママの毎日に「今すぐ役立つ」情報がいっぱいです！
¥100

23日発売

文芸書

熟れた月

ノンフィクション
宇佐美まこと

癌で余命半年と宣告されたヤミ金業者のマキ子も、その「田所リース」で働く落ちぶれた
取り立て屋の乾も、陸上部のエース阿久津先輩に憧れる高校生の結も、生まれてから車椅
子の生活しか知らない身体不自由な博も、彼らの世界は、きっとどこかでつながっている
⸺。つながる運命と運命。日本推理作家協会賞受賞作家が、満を持しておくる、底辺で
生きる人間たちの業と人生の不思議な縁。驚きと感動の書下ろし長編ミステリー。

赤猫

4334912052
¥1300

柴田哲孝

定年間近の刑事・片倉康孝は、休暇を利用して秘境のローカル線 “只見線” に乗りに来た。
これは、20年前に練馬で起きた放火殺人事件の現場から消えた謎の女 “鮎子” の足跡を
探す旅でもある。現地で話を聞くと、練馬の事件のさらに40年前、羽賀鮎子という女性が
火事で亡くなっていたことが分かった。二つの火事、二人の鮎子につながりはあるのか!?
片倉は後輩の柳井淳らと共に、ふたたびこの事件を追うことにした。

くるい咲き 越前狂乱

4334912079
¥1200

大塚卓嗣

元亀元年（1570年）、朝倉家家臣の小林吉隆は、織田家との合戦中、富田長繁に命を救
われる。世の道理を重視する吉隆だが、忠に薄く戦好きな長繁とは、不思議と馬が合った。
しかし、崩壊へと向かう朝倉家に見切りをつけた長繁は、織田方へと寝返ってしまい……。
朝倉家滅亡後の越前に、大戦乱を起こした猛将・富田長繁。七百vs.十万という圧倒的劣
勢の中、戦国最凶の男が魅せる蛮勇とは？ 息をもつかせぬ圧倒的合戦譚！

松本・梓川殺人事件

4334912087
¥1300

梓林太郎

安曇野警察署の刑事・道原伝吉は松本署に転勤になった。着任早々、道原はシマコこと
河原崎志摩子刑事とともに、児童養護施設に保護された4歳の少年に会いに行く。少年は
母親、妹と松本駅にやってきて、母親が二人の元を離れた間に、一人で近くにあったトラッ
クの荷台で遊んでいたところ、トラックが動き出してしまったのだという。運転手が気づい
て駅に戻ったときには、母も妹もいなくなっていた。二人はいったい、どこへ⸺？

エンディングノート

4334077374
¥800

山本譲司

還暦を迎える男は、半年のあいだに対照的な二人の死を経験した。享年83の母と、27歳
の元部下。晩年の母を介護したのは、妻だった。その母はエンディングノートを遺し死に支
度も調えていたが、なぜか60歳以前の自分史にはまったく触れていなかった。元部下は鬱
病とも失恋の末の自殺とも言われていたが、真相は定かではない。ただ二人には共通して
いたが、後悔の念だけは伺えなかった……。小説にしか描けない、「終活」の真実。

四十にして惑わず サラリーマン「論語」小説

江上剛

4334912095
¥1500

接待酒のあとは、必ず帰社して、部下に説教を垂れる。叩き上げの営業課長・山中剛の
猛烈ぶりは、「酔眼課長」「粘土課長」と呼ばれて、もうすっかり時代遅れになっていた。
自信を失い、迷い始めた山中は⸺。（「四十にして惑わず」） サラリーマン大受難のいま
こそ、読むべし！ 泣けて笑えて、じんとくる。面白すぎて、ためになる。大共感と大納得
のユーモア企業小説！
4334747116
¥500

日暮れてこそ

江上剛

上司との軋轢から銀行を辞めた池澤に、かつて後輩だったという女性から届いたメール。
しかし、池澤には香川佐和子と名乗るその女性の記憶はなかった。美しい娘とともに現れ
た佐和子との背徳的なセックス。人生の日暮れに待っていた「肉体の罠」が、池澤の人生
を少しずつ狂わせていく。人間の弱さとは何か。ページをめくる手が止まらない、官能サス
ペンスの傑作！

信なくば、立たず サラリーマン「論語」小説

江上剛

4334747973
¥700

食品加工製造会社に勤める山田信義は、先代社長の「儲けよりも信頼だ」という教えを
忠実に守っていた。だが、社長が息子に代替わりした途端に食肉偽造を強要される。義憤
に駆られた彼は、内部告発を企てる。（
「信なくば、立たず」） 日本経済が低迷から脱し、
再び大きく羽ばたくために⸺。企業や経営者、そしてサラリーマンが本来あるべき姿を示
唆する「必読」の一冊！

亡者の家

新装版

4334749240
¥550

福澤徹三

消費者金融で働く新米社員・諸星雄太が延滞者を訪ねると、男は行方不明になっていた。
家には男の妻と娘が残されていたが、返済は待ってほしいと言うばかりだ。取り立てに通
ううち、雄太は奇妙な色気を滲ませるその人妻に搦めとられてゆく。やがて周囲の人間が、
一人、また一人と変死を遂げてゆき……。衝撃の結末に凍りつく、一気読み必至の傑作ホ
ラーサスペンス！

ぶたぶたラジオ

4334775136
¥600

矢崎存美

東京のAMラジオ局で、朝の帯番組のパーソナリティーを務める久世遼太郎は、木曜日の
新しいゲストに、山崎ぶたぶたという人物（？）を迎えることになった。ぶたぶたの悩み相
談コーナーは、一味違う答えがもらえる、とすぐ大人気に。今日もラジオに耳を澄ませると、
ぶたぶたの渋い声が聞こえてくる。それだけで、不思議と心が落ち着くんだな。胸に響く3
編を収録。

彼女が花を咲かすとき

4334775691
¥480

天祢涼

花の街として知られる地方都市・光咲市。花屋「あかり」を経営する榊竜は、客たちから
花に詳しい少女・美咲の噂を耳にする。三つ編みの可憐な少女は謎解き名人で、花にま
つわるトラブルを必ず解決するというが……。ある科学者が植物に対する画期的な研究を
進める中、花に導かれ、少女と人々が絆を結んでいく。切なさと感動が溢れるファンタジー
＆ミステリー。『ハルカな花』改題。

口は災いの友 ふろしき同心御用帳（三）

井川香四郎

4334775713
¥700

日本橋の両替商に押し込みに入った男が逃走。医者の屋敷に人質と共に立て籠もった！
駆けつけた南町奉行所筆頭同心の近藤信吾は、咎人との難儀な話し合いにあたることに。
材木問屋の主人や作事奉行方の大工頭を呼べなどと要求を重ねることを訝しみ、その関係
を探ると……。
（表題作）奉行所嫌いの同心が大法螺吹いて事件を裁く、痛快な人情時代
シリーズ第三弾！ 『ふろしき同心御用帳 残り花、風の宿』改題。
4334775780
¥600

関八州御用狩り

幡大介

江戸の町奉行の手が届かない関八州は、悪党の逃避先。そこで彼らを江戸に引き戻すた
めの賞金稼ぎ⸺追い首たちがいた。旗本三男の白光新三郎もその一人だが、出世欲に
まみれた長男に金を巻き上げられてばかり。それでもめげずに、無愛想で魁偉の大黒主
水、追い首の元締めに仕える利吉と共に、関八州を駆け巡る！ 個性豊かな三人が繰り広
げる痛快無比の時代小説。（『風聲 関八州御用狩り』改題）

群青のカノン 航空自衛隊航空中央音楽隊ノート2

福田和代

4334775799
¥700

航空自衛隊音楽隊でアルトサックスを担当する鳴瀬佳音。陸海空自衛隊合同コンサートに
出演するため浜松にやって来た彼女たちは、あるモノをバスに隠してリハーサルへ。ところ
が、そのバスが駐車場から消えてしまう!?（「希望の空」） そして、腐れ縁の渡会三曹との
恋に問題が！ いつもトラブルを呼ぶ佳音が、仲間たちと日常の謎を解き明かす、音楽青
春ミステリシリーズ！

ストールン・チャイルド

秘密捜査

4334775845
¥600

緒川怜

老夫婦の連続変死。不慮の事故で愛妻を失った刑事・外岡が極秘で捜査に乗りだした。
警察の杜撰な対応が明らかになり、外岡は老夫婦の会社を引き継いだ男に狙いを定める
が⸺。過去に起きた2つの乳児連れ去り事件。10歳で拉致され9年間、監禁された女優。
いくつもの事件が交錯し、浮かび上がる意外な真相とは!? 結びつくはずもない、異国の
政情との関連は!?

恋する狐

4334775888
¥800

折口真喜子

皆が浮かれ、賑やかに踊るやすらい祭り。商家で歓待を受けた蕪村が、鮒の塩漬けを土産
にもらい機嫌よく帰途につくと……。薄暗い草むらから若い公達が現れた。「我はこの世の
者ではない」と言う。見目麗しい公達が、叶わなかった恋を語りだす。その公達の正体と
は!?（表題作） 画家で俳人の与謝蕪村が見聞きした妖たちの、もの悲しくもこころに響く
物語九編。

なごりの月 日本橋牡丹堂 菓子ばなし（二）

中島久枝

4334775934
¥550

生まれ故郷の村に帰った小萩は、姉の婚礼の祝い菓子を作る。江戸でもっともっと菓子作
りを学びたい。あらためてその思いを強くする小萩だった。ようやく戻った牡丹堂に、ある
日颯爽と現れた一人の男。かつて見世にいた腕利きの職人だという。その男が、思わぬ騒
動を引き起こしてゆく⸺。美味しいお菓子と人々の情に心がほっこりする、好評シリーズ
第二弾！

ロシア革命とは何か

トロツキー革命論集

4334775942
¥600

トロツキー【著】／森田成也【訳】

革命の理論的支柱であったトロツキーが、自身の永続革命論について展開した「総括と展
望」と亡命後に行った歴史的な「コペンハーゲン演説」、スターリニズムを批判した「スター
リニズムとボリシェヴィズム」など6本の論文を厳選収録。トロツキーの永続革命論の全体
像とロシア革命の全体像を理解する手頃な入門書であり、マルクス以降のマルクス主義の
最も優れた成果の一つを学ぶ手引きでもある。ロシア革命100周年企画第1弾！

4334753647 ¥1040

無愛想のススメ

人間関係が劇的に改善する唯一の方法

池田潤

人の悩みのほとんどは「人間関係」から生まれると言われていて、人は愛想を良くするこ
とでその悩みを解決しようとする。しかし、愛想を良くすることで悩みを解決しようとするそ
の姿勢こそが、悩みが解決されない最大の原因なのだと言ったら、あなたはどう感じるだ
ろうか？⸺人に軽く見られる、ナメられる、ないがしろにされる……笑わない勇気が対人
関係を強くする！
4334979025 ¥1200

