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奇蹟の中学生とソフト開発競争で揺れる棋界の今。

藤井聡太はAIに勝てるか？
松本博文

ついに将棋ソフトが名人を破り、「コンピュータが人間を超えた」という現実は誰の目にも明
らかになった。しかし人間は、対戦が繰り返されるだけ過去に学び、無限に成長する。そし
て、加藤一二三、羽生善治、藤井聡太と、天才は必ず現れ、歴史を塗り替えていく。棋士
とコンピュータが対局する電王戦の終幕、藤井少年の快進撃、ソフト開発者たちの執念の戦
い……天才の誕生とコンピュータの進化で大きく揺れる棋界の最前線を追う。

にらみ

4334043453
¥880

ベストセラー『傍聞き』
『教場』の長岡弘樹が贈る、極上のミステリー7編！
！

長岡弘樹
事務所荒らしで捕まり、懲役5年の判決を受けた保原尚道は、仮釈放中に保護司を殺害し

ようとした容疑で逮捕された。取り調べを担当する片平成之は、4年前の保原の裁判で “に
らみ” をしていて面識があった。保原は自首しており、目撃者による面通しも終えているのだ
が、片平は納得していない。保原は人を殺めようとするほどの悪人なのか⸺。（「にらみ」）
表題作を含む7編を収録。驚きと情感あふれるミステリー傑作集！

4334912109
¥1200

王国に最大の危機が訪れる。衝撃の結末が待ち受けるシリーズ最終巻！

ナルニア国物語7

最後の戦い

C・S・ルイス［著］／土屋京子［訳］
大ザルがロバにライオンの皮をかぶせた偽アスランの「命令」により、木々の精霊は切り倒さ
れ、もの言う馬たちは奴隷のように働かされている。その光景を見たティリアン王は激怒し、
剣を抜くが……。カロールメン国の大軍や邪神タシュまでがナルニアに到達する絶体絶命の
状況で、物語は思わぬ方向へと動き出す！ 衝撃の最終巻！（解説・山尾悠子）

4334753736
¥660

2日発売

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 橋本梨菜 なにわのGカップ
橋本梨菜／藤本和典［撮影］

16日発売

7歳で子役としてデビューし、現在は『ゴッドタン』などのバラエティ番組でも活躍中の橋
本梨菜。通称「なにわのブラックダイアモンド」と呼ばれる彼女が、南国ハワイの眩しい
太陽のもとで、大胆ショットを惜しげもなく披露。日本一ハワイ映えする日焼けBODYをたっ
ぷりとお届けします！

コミック
家事の合間にできる

¥1200

こころと体を癒す 10秒ストレッチ

マルサイ［マンガ］／坂詰真二［監修］

23日発売

インスタで12万7000人以上のフォロワーを抱える人気漫画家マルサイの楽しく学べるスト
レッチ漫画。忙しいママたちでもできる、たったの10秒ストレッチ。家事の合間の隙間時間
にサッとできて、簡単。しかも気持ちがよく心も体もスッキリします。頑固な肩こり、腰痛
がおさまり、自律神経も整い、ストレスやイライラ、プチうつともおさらば。監修は、ストレッ
チや筋トレ本のベストセラー著者・坂詰真二先生で、効果はお墨付き。

mini VERY FLASHデジタル写真集

4334753647 ¥1040

mini VERY vol. 2 東原亜希のカートでさんぽ 4

知恵の森文庫

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4弾です。シリー
ズ4では駒沢、お台場、銀座、渋谷キャットストリート、学芸大学へお出かけ。よくある街
ガイドとはひと味違って、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まで、ママの毎日に「今すぐ役立つ」情報がいっぱい！

mini VERY vol. 3 VERY的早耳BEAUTY

VERY編集部

¥100

VERYミニブックシリーズ第3弾！ 人気連載『VERY的早耳BEAUTY』が登場です。単なる
美容ガイドとはひと味違います。第一線で活躍するメークアップ・アーティスト川村友子と
本誌ビューティライター立花あゆのふたりが、ダイエット、目ヂカラ、小顔、女子力等々、
気になるキーワードでビューティの最新情報をご紹介。撮影現場や編集部で話題になった
アイテムや情報が満載です。カタログとしても、読み物としても楽しめます！

FLASHデジタル写真集 小倉優香 変身エロティクス

¥100

小倉優香／中村和孝［撮影］

No. 1ブレイクグラドル・小倉優香が見せたかつてない姿。スタイリッシュでエロティックな
グラビアは史上最大の100ページを超え！ リアル峰不二子と呼ばれるGカップ8頭身ボディ
の水着姿だけでなく、チアリーダー衣装や、メガネでイチゴをほおばる姿など、貴重な写
真が目白押し。まさに、小倉優香の決定版的なデジタル写真集です。
¥1200

FLASHデジタル写真集 倉田瑠夏 アイドル・ハウスキーパー
倉田瑠夏／岡本武志［撮影］

もしもアイドルが、ビキニのハウスキーパーだったら･･･…元アイドリング!!!22号にして、現
在はユニット「Booing!!!」LUKAとして活動中の現役アイドルが、あなたの夢を叶えます。
アイロン、お風呂掃除、ベッドメイキング･……「極上のおもてなし」をお楽しみください。
¥1200

FLASHデジタル写真集
永井里菜／木村哲夫［撮影］

永井里菜 オトナになりな

ミスFLASH2013グランプリに輝き、エキゾチックな顔立ちと引き締まったFカップボディで、
雑誌グラビア、テレビ番組などで活躍している里菜ちゃんの1st写真集、待望のデジタル写
真集化！これまで妹キャラで親しまれてきた永井里菜が初めての写真集撮影で掲げたテーマ
は “脱・少女”。時には初々しくナチュラルに、時には息を飲むほどセクシーに、23歳の
素顔とスタイルをあますことなく魅せた “決意の一冊”。これは永久保存版です。

椿姫

4334902111 ¥1200

デュマ・フィス［著］／永田千奈［訳］

パリの社交界で金持ちの貴族を相手に奔放な日々を送る美貌の高級娼婦マルグリット。彼
女はある日、青年アルマンと出会う。初めて真実の愛に目覚めた彼女は、これまでの享楽
的な生活を捨て、パリ近郊の別荘で二人は暮らし始めるのだが、そこへ訪ねてきたのはア
ルマンの父だった。そしてアルマンを愛するがゆえにマルグリットが下した決断は……。フラ
ンス恋愛小説、不朽の名作。
4334753701
¥1020

Giallo No. 63

●小説特集・出会いと別れのミステリー：宮部みゆき、坂木 司、鯨 統一郎、天祢 涼、前
川 裕 ●新連載！：大山誠一郎、曽根圭介、鳥飼否宇、柄刀 一 ●好評連作&連載：笠
井 潔、我孫子武丸、芦辺 拓、森川智喜、早坂 吝、澤村伊智、イクタケマコト ●第21
回日本ミステリー文学大賞受賞！ 夢枕 獏インタビュー ●『屍人荘の殺人』で話題「今
村昌弘」特集 ●対談：綾辻行人×織守きょうや ●第18回「本格ミステリ大賞」候補
作決定！

親は100%間違っている

あなたの価値観を破壊する33のルール

¥500

長倉顕太

「あなたの人生は、親・学校・会社の価値観に支配されている！」「他人の価値観に支配さ
れた人間は奴隷だ！」「何でも好き嫌いで決めろ！」「石橋は渡ってから叩け！」「初体験をし
まくれ！」「すべてを否定することから始めろ！」⸺ 1000万部超の本を世に送ってきたカリ
スマ出版プロデューサーが放つ、あなたの人生を確実に変える言葉の劇薬。
4334786901 ¥600

23日発売

光文社新書 文芸書 学芸書

「女性活躍」に翻弄される人びと

奥田祥子

管理職への昇進を拒む深い葛藤、やりがいと低賃金の狭間に生きる姿、「勝ち組」の敗北
感、認められない家庭生活での活躍、そして男をも襲うプレッシャー。「女性活躍」推進の
期待が高まる一方、女たちは規範の押し付けに悩み、苦しみ、怒っている。等身大の本音
を長年に及ぶ定点観測ルポで掬い上げ、時代ごとの生き方トレンドに翻弄される人びとの
生きづらさの本質を解き明かし、それぞれが希望の光を見出せる社会を考える。

検証

検察庁の近現代史

4334043402
¥820

倉山満

「精密司法」と呼ばれる日本の検察。事件の起訴を行った場合、ほぼ100％の確率で有罪
となる。また、検察庁は、警察が逮捕した犯罪者を不起訴にして無罪放免にできるほどの
力を持っている。検察とは、いったいどんな組織なのか。本書では、近代司法制度がスター
トした明治時代から、多くの不祥事で揺れる現在までの検察庁の軌跡を概観。99.9％
⸺。この数字は何を意味するのか。注目の憲政史家が問う、
「精密司法」の正義と矛盾。
4334043410
¥920

最強の栄養療法「オーソモレキュラー」入門
溝口徹

オーソモレキュラーとは分子整合栄養医学とも訳される栄養療法である。ビタミンやミネラ
ルなどの栄養素を正しく取り入れることで病気の予防や治療を行なうもので、欧米を中心
に発展してきた。日本での第一人者である著者は、これまで数々の書籍によって症状別に
不調への対処法を解説してきたが、昨今の栄養への関心の高まりに応じ、満を持してオー
ソモレキュラーを正面から解説。多くの症例を交えつつ食事や栄養の大切さを伝える。

住みたいまちランキングの罠

大原瞠

4334043429 ¥900

今、日本の多くの市区町村では、「住みやすいまち」を追い求めた結果、自己責任や受益
者負担の原則が脇に置かれ、適切な受益者負担がなされないまま、表から見えないかた
ちで財政上のダメージが高まってきている。本書は、そんな現状を憂えた関係者の声なき
声をもとに、住みやすいまちをめぐるさまざまな誤解や “不都合な真実” に光を当てる。

空気の検閲 大日本帝国の表現規制

4334043437
¥820

辻田真佐憲

絶対悪の代名詞「検閲」。しかしその実態は？ ブラック労働的な現場、検閲官とマスコミ
の驚くべき一体ぶり、官僚的セクショナリズムによる検閲の暴走、法外の手段を用いた非
正規の検閲と、忖度による自主規制、世間との共振……。1928年～ 1945年のエロ・グロ・
ナンセンスから日中戦争・太平洋戦争時代まで、大日本帝国期の資料を丹念に追いながら、
一言では言い尽くすことのできない、摩訶不思議な検閲の世界に迫っていく。

名画で読み解く ハプスブルク家 12の物語

中野京子

4334043445
¥880

スイスの一豪族から大出世、列強のパワーバランスによって偶然転がりこんだ神聖ローマ帝
国皇帝の地位をバネに、以後、約650年にわたり王朝として長命を保ったハプスブルク家。
ヨーロッパ史の中心に身を置き、その荒波に翻弄されながら、運命と闘い精一杯に生き抜
いた王や王妃のドラマを、名画に寄り添いながら読み解く。絵画全点、カラーで収録。
4334034691
¥980

名画で読み解く ロマノフ家 12の物語

中野京子

弟が姉を、夫が妻を幽閉し、父が息子を、妻が夫を殺してきた歴史だ⸺（本文より）。
ロマノフ王朝の始祖ミハイルが即位した1613年から、二月革命により一家全員が処刑され
たニコライ二世まで、300年余の歴史を、12枚のオールカラーの絵画と読み解く。幽閉、
裏切り、謀略、暗殺、共産主義革命⸺愛と憎しみに翻弄された帝政ロシアの興亡は、
ハプスブルク家やブルボン家、ナポレオンなどとも密接に絡み合う。「名画で読み解く」シ
リーズ、待望の第3弾！
4334038115

にんげんぎらい

¥700

大西智子

毎日、工場で鉄板を曲げ続けるまり江。口うるさいパート達にも、ベタベタするママ友に
も、怒りにも似た苛立ちを感じていた。そんなまり江の宝物は5歳の娘・咲季だけだ。夫
は数ヵ月前、家を出て行った。理由はわからない。まり江は、深夜、発泡酒を片手にアダ
ルトサイトを閲覧する。自慰行為に耽る自分が、リビングに設置されたウェブカメラに映る
ように。この映像を、夫がどこかから見ているかもしれないと思いながら⸺。

消えた断章

4334912117
¥1300

深木章子

「もしかしたら、私、その子を殺したかもしれないんです」⸺法学部四年で推理作家を目
指す君原樹来と妹の麻亜知、そして元C県警捜査一課の刑事だった樹来たちの祖父のもと
に、葛木夕夏という10年前に起きた誘拐事件の被害者が相談を持ち掛けてきて⸺見えて
いた景色が一変する、本格ミステリーの綾に耽溺せよ！

沸点桜
ボイルドフラワー

4334912125
¥1300

北原真理

歌舞伎町でセキュリティをするコウは、最強でしたたかな女。風俗店〈天使と薔薇〉から
逃げた淫乱な美少女ユコを連れ戻しに向かった先で、敵対する殺し屋たちから狙われる。
窮地を躱したコウとユコは、海辺の団地に潜伏する。闇の世界から抜け出し、別人に生ま
れ変わった危ない女とやっかいな女の奇妙な共同生活。悲惨な人生を歩んできた二人に、
安息の日々は続くのか⸺。圧倒的熱量を放つ、日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。

毎朝3分で服を選べる人になる

大草直子

4334912060
¥1200

天気、会う相手、仕事に食事会、子どもの学校行事……。たくさん予定がつまった忙しい
日は、一体何を着るのが正解なの？ 一日の予定をすべてカバーできるコーディネートが
ぱっと決まると、毎朝のストレスが一気に軽くなる！ 人気スタイリストが10年悩んでたどり
着いた、「時短クローゼット」の作り方を教えます。ヘアのまとめ方、いつだって新しいメ
イク、ボディケアなど「服を着る自分」の磨き方のヒントも満載。

ビッグブラザーを撃て！

笹本稜平

4334979718
¥1000

一人の会社員が巨大組織の陰謀に立ち向かう！ ソフト開発会社社員・石黒悠太は、目の
前で変死を遂げた友人から、1枚のディスクを託された。中には、スーパーコンピュータを
駆使しても解読に50年はかかる、世界最強の暗号ソフトが。国際的謀略組織〈ビッグブラ
ザー〉の魔手が、悠太と家族に迫る⸺。 圧倒的なリアリティ！ 冒険小説界の大器、
衝撃の処女長編！
4334735479
¥800

天空への回廊

笹本稜平

エベレスト山頂近くにアメリカの人工衛星が墜落！ 雪崩に襲われた登山家の真木郷司は
九死に一生を得るが、親友のフランス人が行方不明に。真木は、親友の捜索を兼ねて衛
星回収作戦に参加する。ところが、そこには全世界を震撼させる、とんでもない秘密が隠
されていた。8000メートルを超える高地で繰り広げられる壮絶な死闘⸺。大藪賞作家、
渾身の超大作!!

極点飛行

4334737110
¥900

笹本稜平

桐村彬は、南極で物資輸送に携わるパイロットだ。チリ有数の富豪である日系実業家シラ
セが南極基地で負傷。救助に向かうが、帰路、謎の双発機に襲われる。背後には黄金伝
説を巡る陰謀があるのか。独裁者ピノチェト将軍の元部下、南米に巣くうナチス残党とネオ
ナチ、見え隠れする超大国の影……真の敵の正体は？ 極限に命を懸ける男たちの姿が胸
に迫る冒険小説の金字塔！

不正侵入

4334743765
¥850

笹本稜平

警視庁組織犯罪対策部の刑事・秋川は、自殺とされた旧友の死に不審を覚える。彼の妻
から「夫を殺した連中に狙われている」との電話が⸺。直後、彼女は謎の失踪を遂げた！
独自の捜査を始めた秋川の前に立ちはだかる検察の影、背後で暗躍する暴力団組織
……。さらに浮かび上がってきた、4年前の殺人事件の真相とは？ 一刑事が巨悪に迫る、
警察小説の新たな傑作！

恋する組長

笹本稜平

4334746136
¥850

“おれ” は、東西の指定広域暴力団と地場の組織が鎬を削る街に事務所を開く私立探偵。
やくざと警察の間で綱渡りしつつ、泡銭を掠め取る日々だ。泣く子も黙る組長からは愛犬
探しを、強面の悪徳刑事からは妻の浮気調査を押しつけられて……。しょぼい仕事かと思
えば、その先には、思いがけない事件が待ち受けていた！ ユーモラスで洒脱な、ネオ探
偵小説の快作！

素行調査官

笹本稜平

4334747400
¥500

元探偵の本郷は、警視庁監察係。警官の不正や不品行を取り締まる、いわば警察の中の
警察だ。旧友の伝手で裏口入庁した彼の初仕事は、公安刑事と中国人女性の不倫調査。
ところが、女性の妹が殺害されたことから、捜査は思わぬ方向へ。背後に見え隠れする蛇
頭と大物警察官僚。本郷と仲間は、警察内部の底知れぬ闇に迫れるのか？ 白熱する異
色警察小説シリーズ第一弾！

白日夢 素行調査官

笹本稜平

4334749798
¥700

一人の元潜入捜査員が自殺した。薬物捜査のエキスパートとしてめざましい実績を持つ男。
だが、公金流用を理由に依願退職に追い込まれていた。さらに退職時、大量の覚醒剤を
持ち出していたというのだが……。警視庁監察係の本郷岳志と仲間は、彼を裏切り死に追
いやった警察内部の黒い人脈に気づく。「警察の中の警察」が巨悪に立ち向かう圧巻のエ
ンタテインメント！
4334765777
¥750

漏洩 素行調査官

笹本稜平

株のインサイダー取引事件を捜査していたベテラン刑事・戸田が、突然の解任辞令を受け
退職に追い込まれた。疑惑をかけられたまま病に倒れた戸田。彼を慕う元部下の沢井は、
事件の背後に暗躍する警察上層部の黒い人脈に気づく。「警察の中の警察」監察チームの
3人は、孤立無援の沢井を助け、私腹を肥やし続ける巨悪へと斬り込んでゆく。大ヒットシ
リーズ第3弾！

ボス・イズ・バック

4334768520
¥800

笹本稜平

しがない私立探偵の “おれ” にとって最重要の顧客「山藤組」組長の山虎が、いきなり引
退して堅気になると言い出した。本当なら事務所が潰れかねない大事だ。だが、案の定そ
の裏には、とんでもない魂胆があるようで⸺。（表題作） ゴリラまがいの悪徳刑事に、
金と女に目がない生臭坊主……個性的な面々とのやり取りも楽しい、ユーモラスで痛快な
連作ミステリー！

ワイルド・サイドを歩け

東山彰良

4334775683
¥550

昼は進学校に通う高校生、夜は男娼の顔を持つ相浦理一は、ひょんなことから台湾産ドラッ
グ「百歩蛇」を手に入れる。一方、零細暴力団組長の井島勝義は、何者かに「百歩蛇」
を奪われ、窮地に陥っていた。理一は悪友二人とともに、ドラッグをストリートギャングに
売りつけようと画策するが……。シニカルでユーモラスかつ切ない。アウトロー青春小説の
快作！

ラム＆コーク

4334775241
¥700

東山彰良

父親の墓石会社で働く新納礼は、中国進出をもくろむ父から、中国語学習を命じられる。
知人の大学講師、大友翔子の教室に通えというのだ。一方、闇金を営む瀬川公平の下で
働く密入国者の林傑と羅偉慈は、瀬川が貯め込んだ隠し金を奪う計画を企てていた。瀬川
の孫娘の翔子を狙い、教室へと乗り込むが⸺。ユーモラスでシニカル。とびきり鮮烈な
犯罪小説の傑作！

さようなら、ギャングランド

東山彰良

4334775543
¥700

一匹の猫をめぐるトラブルから、ストリートギャング団のヒーツとマングースが抗戦状態に突
入。ボスチームのブリッツが調停役を買って出た。ヒーツのナンバー 3の八神春清も調停の
場に乗り込むが、マングースのボスがとつぜん銃をぶっ放し始める！ かろうじて逃れた春
清は、生き残りを懸けた綱渡りの闘いに挑むが⸺。停電状態の暗黒街で始まる大戦争の
ゆくえは!?

言い訳だらけの人生

平安寿子

4334775853
¥750

田中修司、49歳。「バブル入社組」と言われ、上司からは翻弄され、部下からは突き上げ
られる。家庭の実権は妻にあって、それでいいと思っているけれど、なかなかどうして大変
だ。ある日、徳市じいさんが死んだと聞き、幼なじみの和彦、達也と集まると、あの頃の
記憶が蘇る。ただひたすら楽しかった思い出⸺。今を生き抜く「元・男子」に贈る人生
の応援歌。

4334775861
¥700

狸汁 銀次と町子の人情艶話

柴田哲孝

麻布十番の料理屋「味六屋」は政財界の大物がお忍びで通う名店だ。流れ板の銀次と女
房の町子が切り盛りする小さい店に、馴染みの政治家から珍しい注文が入る。接待の相手
は右翼の重鎮で、オーダーされたのは戦時中に中国で食べた “狸汁”。銀次はその料理に
こめられた男の思いを叶えることができるのか⸺（表題作）。舌よりも心に残る料理の味
わいを描く傑作短編集。

砂丘の蛙

4334764762
¥500

柴田哲孝

殺人事件を起こした崎津直也が刑期を終えて出所した直後に神戸で殺された。その直後、
9年前に崎津を逮捕した刑事の片倉康孝も何者かに刺される。崎津から届いた手紙に書か
れていた、「砂丘の蛙」という謎の言葉、戸籍には載っていない「妹」の存在。事件の渦
中に巻き込まれた片倉は、捜査本部から外されても地道な捜査を続け、神戸、鳥取へと
足を運ぶ。傑作推理小説。

井上真改 御刀番 左京之介（九）

藤井邦夫

433477587X
¥800

駿河国汐崎藩の国許で一揆の噂がたった。汐崎藩の御刀番頭・左京之介は、噂の真偽を
確かめるため、さっそく国許へ向かう。汐崎藩領内へ入った左京之介を待っていたのは、
汐崎藩を混乱させんとする一派。そして、敵の手には、名剣「井上真改」が。はたして、
左京之介は、一揆を防ぐことができるのか。手に汗握る策謀の応酬と迫力の剣戟満載のシ
リーズ第九弾。

花供養 ふろしき同心御用帳（四）

井川香四郎

433477590X
¥550

大店の通い手代が連続して四人も殺される事件が持ち上がった。手がかりは亡骸の上に置
かれたなでしこの造花。同心・近藤信吾は真相を追うが、真相は杳として知れない。だが、
その四人が両国橋広小路を毎日通っているという共通点を深掘りすると⸺。（表題作）
奉行所に出仕するのが大嫌いな型破りの同心は、今日も大法螺吹いて事件を解決！ 人情
時代シリーズ第四弾。

仇討ち街道 関八州御用狩り（二）

幡大介

4334775918
¥600

江戸で起こった敵討ち騒動。咎人の大杉天善は武家屋敷に幽閉されたが脱走、関八州に
逃亡した。そこで彼を敵とする古元正之助の依頼で、追い首の新三郎たちは追跡を請け負
うことに。ところが騒ぎの元凶に近づくほど、手強い相手に狙われ、次期老中と目される
松平定信の秘密にも迫り……。追い首稼業に身をやつす腕利きの男たちの活躍を描く、痛
快時代シリーズ第二弾！

ふたたびの光 南蛮おたね夢料理（六）

倉阪鬼一郎

4334775926
¥700

高波で家族すべてを失った扇職人・礼次郎。気落ちからか身に瘍ができ、医者の見立ても
芳しいものではなかった。一匹の猫に亡き娘の名前をつけて可愛がっていたが、自らの命
も、もう長くはない。夢屋のおかみのおたねは、見世で猫を引き受けることにするが……。
厄災が立て続く江戸で、明日を信じ懸命に生きる市井の人々の姿を温かく描く、人気シリー
ズ第六弾。
4334775950
¥600

三毛猫ホームズの回り舞台

赤川次郎

〈劇団Z〉の観劇に赴いた片山兄妹とホームズ。終演後、主宰の土方らと食事をしていたと
ころ、アイドルの安東マリエが「土方は先が長くない」という噂話を耳にしたことを知る。
そのマリエの父・拓郎が夜の街で知り合った女子中学生の死に始まる殺意の連鎖。得体の
知れぬ犯人は誰だ？ 大人気シリーズ、堂々の第50弾！ 短編「三毛猫はジャスミンの香
りがお好き」を特別収録。

作家で十年いきのびる方法

鯨統一郎

4334775993
¥650

殺人事件を起こした崎津直也が刑期を終えて出所した直後に神戸で殺された。その直後、
9年前に崎津を逮捕した刑事の片倉康孝も何者かに刺される。崎津から届いた手紙に書か
れていた、「砂丘の蛙」という謎の言葉、戸籍には載っていない「妹」の存在。事件の渦
中に巻き込まれた片倉は、捜査本部から外されても地道な捜査を続け、神戸、鳥取へと
足を運ぶ。傑作推理小説。

地に巣くう

あさのあつこ

4334776027
¥700

北町奉行所定町廻り同心、木暮信次郎が腹を刺された。信次郎から手札を預かる岡っ引
の伊佐治、信次郎と旧知の小間物問屋・遠野屋清之介に衝撃が走る。襲った男は遺体で
大川に上がる。背後で糸を引く黒幕は何者なのか。深まる謎のなかで見えてきたのは、信
次郎の父親・右衛門の衝撃の「過去」だった⸺。あさのあつこの代表時代小説シリーズ、
衝撃の第六弾！
4334776124
¥650

