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『つくおき』最新テーマはおべんとう！

4334979874
¥900

つくおきのじみべん

nozomi　
見た目はちょっと地味だけど、滋味たっぷりでおいしい、安心。しかも節約にも貢献する、お
べんとう用の作り置きおかずが多数掲載。おべんとう作りは毎日のこと。だから気合を入れす
ぎたら続かない。具を作り置きしておいて、注ぐだけのスープやはさむだけのサンドイッチレシ
ピも登場。「明日のおべんとうどうしよう」の悩みから解放される1冊です。

新鋭作家たちが色とりどりに描き出す⸺電子書籍発の作品集、誕生！

¥1000

ポーチの中のロマンス
渡辺淳子／大西智子／麻宮ゆり子／くぼ田あずさ
育児と仕事に追われて暮らすある日、元カレから電話が……「イケナイ密会」（渡辺淳子）
／姉から急に預かった姪を連れて、憧れの人に会いに行くと……「バージンチーク」（大西
智子）／総務部女部長の、知られざる夜の顔とは……「ありのままの女」（麻宮ゆり子）／
憧れの女友達との同居生活に疎遠だった弟が加わり……「塗りたくった赤」（くぼ田あずさ）
／新鋭作家4名による、女たちの複雑で脆い心の様を描いたアンソロジー。

はじめての登山に懲りて、山なんてやめた⸺はずだった。

4334912141
¥1000

バッグをザックに持ち替えて
唯川恵
今も不思議に思う。この私が山登りをするようになるなんて⸺。取材のためのはじめての登
山に懲りて、山なんてやめた……はずだった。それが浅間山を皮切りに、谷川岳や八ヶ岳、
そして富士山、ついには標高5000mを越えるエベレスト街道まで！　何が楽しいのか？　辛
いのにどうしてまた登ってしまうのか？　山道具のことから下山後の宴会まで、語り尽くせない
山の魅力を、様々な角度から描き出した傑作エッセイ。

迷わずできるかんたん作り置きべんとう



6日発売 コミック

20日発売 FLASHデジタル写真集

美大とかに行けたら、もっといい人生だったのかな。
あらいぴろよ

『“隠れビッチ” やってました。』の著者が描く実話コミックエッセイ。イラストレーターにな
る夢がかなわないこと、ひいては自分が幸せでないことを、運や他人のせいにして妬んだ
り憎んだり「何者かになりたい」ともがいていた著者が見つけた答えとは⸺。実践した
セルフカウンセリングの方法をわかりやすく漫画化するとともに、なぜ「あの子」が憎いの
か、なぜ問題が起きたときに必要以上に傷ついてしまうのかなどを掘り下げる。

4334979777 ¥800

FLASHデジタル写真集Q　佐藤寛子　1262
佐藤寛子／笠井爾示［撮影］

Fカップのバストと類稀なるスタイルで瞬く間にトップグラドルとして君臨。女優に転身後は
映画『ヌードの夜／愛は惜しみなく奪う』で第32回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞し、
実力派女優と称賛された佐藤寛子。東京―奄美大島1262kmの距離を隔てた、2つの地で
織り成す衝撃の「生」と「性」、そして「聖」⸺表現の極致に挑んだ最高傑作がついに完成。
大反響を呼んだ彼女の衝撃ヘアヌード写真集が、待望のデジタル化！

4334902189 ¥2000

FLASHデジタル写真集　森咲智美　不適切な関係
森咲智美／藤本和典［撮影］

17年の「DMM動画」アイドル年間ランキング1位を獲得した森咲智美。ドラマやバラエティ
番組で活躍するほか、「R・I・P GIRLS」としても活動している。グラビア界を最前線で盛
り上げている彼女が「不適切」なほど乱れる姿を見せてくれた！　日本一エロく圧倒的なG
カップボディは、一度見たらヤミツキになること間違いなし！

¥1200

FLASHデジタル写真集　永尾まりや　秘め事。
永尾まりや／笠井爾示［撮影］

雑誌「S Cawaii!」などでモデルを務め、アイドルから女優としても新境地をひらいた “ま
りやぎ” こと永尾まりや。今回、自身初の試みとなった撮影テーマは「セックス」。どこま
でもリアルにこだわり、ハウススタジオでの撮影を一切やめ、実際に若者たちで賑わう都
内のラブホテル3か所と自宅での撮影に挑むことで生々しい表情や距離感、吐息までも肌で
感じることができる。

¥1200

mini VERY vol. 2 東原亜希のカートでさんぽ 5
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5弾です。シリー
ズ5では芦花公園、池袋、あざみ野、赤坂、清澄白河へお出かけ。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！

¥100

27日発売 mini VERY



20日発売 光文社新書

4334043461
¥840

ベーシックインカム（Basic Income, BI）とは「政府が、すべての人に必要最低限の生活
を保障する収入を無条件に支給する」制度を指す。近年、特にヨーロッパ諸国を中心にBI
導入をめぐる動きはかつてないほど盛んになっている。日本での導入の可能性はどうか。
財源はどうするのか。現行の貨幣制度の欠陥とは何か。最大の障壁となるものは何か。そ
して未来の社会とは⸺。AIと経済学の関係を研究するパイオニアが論考する刺激的な一
冊。

AI 時代の新・ベーシックインカム論　　井上智洋

433404347X
¥780

「40年近い付き合いになるが、長坂信人を嫌いだと言う人に会った事がない。この本を読
んで、その理由がわかったような気がする」⸺秋元康氏／超個性的なメンバーを束ねる、
制作会社オフィスクレッシェンド代表による摩訶不思議な仕事術、経営術、人心掌握術と
は？　堤幸彦監督との対談も収録！

素人力  エンタメビジネスのトリック?!　　長坂信人

4334043488
¥800

東大を出て活躍する人、活躍しない人。その違いは何か？⸺「東大卒」という人生の落
し穴／「エリート」という言葉の誤解／競争社会で見失う「自分の人生」／なぜ、東大卒
に「活躍する人材」が少なくなったのか／東大卒の人材が抱く錯覚／活躍する人材が持つ

「五つの能力」／実社会における「優秀さ」とは／人事部が東大卒を採用する「本当の理由」
／高校時代の「頭の良さ」は何も保証しない／「知識」が価値を失う時代

東大生となった君へ  真のエリートへの道　　田坂広志

4334043496
¥780

「美味しいものを食べることと、グルメという言葉のあいだには、おかしな距離ができてし
まった。」（「はじめに」より）。「おまかせ料理」という名の「お仕着せ料理」をありがたが
る “自称グルメ”、味よりもインスタ映えを気にする客と店、料理人を愛称で呼んで馴れ合
うブロガー、予約の取れない店自慢……。今のグルメ事情はどこかおかしい⸺。25年以
上食を語ってきた著者による、忖度なしのグルメ批評！

グルメぎらい　　柏井壽

4334043518
¥860

団塊世代の退出後、見えてくる新たな分断社会の姿とは。本書では団塊退出後の日本社
会の主力メンバーを2世代に分け（宮台世代〔1955 ～ 74生年〕と古市世代〔1975 ～ 94
生年〕）、さらに「男女のジェンダー」「学歴」の区分を加え現役世代を8分割し、各層の状
況や意識の分断を読み解く。特に大卒層と非大卒層の分断の深刻さに注目。日本社会の
底堅さを支える非大卒若者（レッグス）を社会の宝と捉え配慮と共生を訴える。

日本の分断　切り離される非大卒若者たち　　吉川徹
レ ッ グ ス

働く女の腹の底
多様化する生き方・考え方　　博報堂キャリジョ研
ただの「OL」なんてもういない。現代の働く女性たちは何を考え、どう生きているのか？
　自立的に働くことが当たり前になった時代のトレンドを行く働き方は？　消費・ライフスタ
イルの現在は？　暮らしに欠かせないSNSとその使い方は？　「スマホ恋愛」「スマホ婚活」
が当たり前になった今の恋愛・結婚の形は？　「キャリア（職業）を持つ、特にお金と時間
を自分のために使いやすい子どものいない女性」＝通称「キャリジョ」を徹底分析。

433404350X ¥900



27日発売 文芸書 翻訳

433491215X
¥1200

独身生活を謳歌する陽子には、幼い頃からよく見る夢があった。それは、もう一人の私、
かわいそうなヨーコが出てくる夢だ。「もう一人の私が生きる、もう一つの世界」。境遇の
異なる二人の世界が交わるとき、向こう側の世界から密かに殺意が放たれる……。イヤミ
ス界を牽引する真梨幸子の新境地。春風怒涛！　“訳アリ” の中年女たちが繰り広げる、妬
み嫉みの物語。

向こう側の、ヨーコ　　真梨幸子

4334912168
¥1400

日谷隆一たち日本調査団はアマゾン奥地で世紀の大発見をした。別種の人類が見つかった
のだ。しかし、メンバーの一人が首を切断された。犯人は調査団の中に!?　さらに、日本
で恐るべき殺人の連鎖が。ことごとく読者の予想を裏切り、皮肉と逆説をはらんで疾走す
る、圧倒的な展開！　誰にも結末を読ませない！　驚愕のミステリー。

隠蔽人類　　鳥飼否宇

4334912176
¥1100

祖父急死の報を受けて、急遽帰省した早紀は、その顛末にわずかの不審を抱く。彼女は、
気まぐれに入ったバーで知りあった青年を伴って、再度実家に帰ることにした。青年には

「物」の記憶を夢に見る特殊能力がある、らしいのだ。地に足の着いた日々を送り、大人
びて見える旧友たちにも事情を聞くうちに、新たな死者があらわれ、二人にも危険が忍び
寄って……。二転三転する展開から目を離せない、長編ノンストップ・サスペンス！

二人の推理は夢見がち　　青柳碧人

4334912184
¥1300

恋愛体質のキャバクラ嬢は客として出会った男に運命を感じ、のめり込んでいく。一方、結
婚を迫られていた女の元に、女優としてドラマに出るチャンスが舞い込んできた。さらに、
自分を痛めつけるように働き続ける清掃員の職場には謎めいた男が現れ、あなたを罰する
手伝いをしようかともちかける……。3人の女を繋ぐ、幼児置き去り餓死事件の真実とは？
　人間の業とおぞましさを徹底的に描いた、衝撃のノンストップ・ミステリー！

ウェンディのあやまち　　美輪和音

4334749534
¥470

両開きのドアを押して入るとカウンターがある。そこは西部劇の酒場……ではなく図書室
だった。桜ケ丘高校の図書部員・望美は今日も朝一番に部室へ行く。そこには不機嫌な
頼子、柔道部と掛け持ちの幸治など様々な面々が揃っている。決して事件は起こらない。
でも、高校生だからこその悩み、友情、そして恋⸺すべてが詰まった伝説の不可思議 “部
室” 小説が電子書籍化！

ぼくは落ち着きがない　　長嶋有

学芸書

ブルボン小林の末端通信
Web生活を楽にする66+2のヒント【電子増補版】　　ブルボン小林
2000年当時のインターネット世界の光景を語った時評がまさかの復刊！　当時の驚きやた
めらい、ワクワクやモヤモヤが、“一周回って知らない” 世界として新しい。連載中に著者
が本名で小説家デビューし、芥川賞を獲る過程も描かれており、小説の名手誕生の瞬間を、
当時のザワザワしたライブ感溢れる筆致で読めるのも魅力。名コラムニスト・ブルボン小林
の原点が、電子版特別書き下ろし2編とまえがき・あとがきを加えて堂々の復刊！

4334007503 ¥700



冷たい手　　水生大海
ショッピングセンターで働く朱里（あかり）。「あの日」が迫ったある日、典子が一年ぶりに
訪ねてきた。マスコミにも登場する新進気鋭のアパレルメーカー社長・室町と結婚すると
言う。祝福する朱里に、「私たち、幸せになっていいのかな？」と複雑な表情を見せる典子。
数日後、室町と典子が婚約破棄したというニュースが流れる。もしや「あのこと」を室町
に知られたのだろうか？　心の奥がざわつくサスペンスミステリー！

4334910238
¥1300

4334928900
¥1600

夕刊ニッポンの記者、周防正孝は8年前に起きた実父の事件を追っている。実父は新潟の
漁港で元最高裁判事の首を模造刀で切断、自らも拳銃自殺した。ある日、厚労省の向井
俊介から電話があり、医療ミス疑惑の調査過程で、首切り事件の真相に関わる重大な事実
に気付いたという。そこには世間をにぎわす猟奇殺人、人権派弁護士の息子惨殺事件が
絡んでいた⸺。福山ミステリー文学新人賞出身の著者、渾身の長編本格ミステリー。

4334929834
¥1500

環八で偽装外交官ナンバーのSUV車が事故に巻き込まれた。乗っていたのは医師二人と麻
酔薬で眠らされた男女で、拉致事件の疑いがかかり、捜査一課で祖父も警察官だった南雲、
娘が心臓移植待ちをしている茂木らが捜査にあたる。調べが進むうち、厚生労働省の向井
俊介が調査中の年金詐取事件とこの拉致事件のかかわりが見えてくる。その背後には複雑
な問題をはらんだ哀しき組織的犯罪があった⸺。

堕天使の秤　　吉田恭教

ネメシスの契約　　吉田恭教

はかり

こんなこと書いたら日本中を敵に回す本
禁断のアホワールドへ　　辛坊治郎

「この本は敵を作るためのものではありません。私に『敵』と名指しされた人々が社会の
行く末を考え、目先の利益よりも未来の日本の幸せを願って自らの権利を行使する、その
ための参考書です」(著者)。「FLASH」で連載中の「ニュース食い倒れ！」をまとめたシリー
ズ第4弾。辛坊流年金改革案から安倍一強政治、北朝鮮の暴走、役所のアホな規制など、
東京のマスコミが報じない「ニュースの真実」を辛坊節で斬りまくる！

4334979831 ¥800

4334910971
¥1200

仮想空間を現実に投影したゲームアプリ「ジウロパ」。ある日、高校生の日向朗は、「ジウ
ロパ」上のアバターを遠隔操作して出会った青年と口論の末、彼の喉もとをバーチャル上
の刀で掻き切ってしまう。翌日、その場所で喉もとを切られた若い男性の遺体が発見され
た。「犯人は僕なのか？」朗は高校生探偵・御影雫の力を借り、事件の真相を追うが……。
島田荘司選第8回ばらのまち福山ミステリー文学新人賞優秀作！

僕のアバターが斬殺ったのか　　松本英哉

米軍の北朝鮮爆撃は6月！
米、中が金正恩体制破壊を決行する日　　副島隆彦
トランプの勝利を予言し的中させた評論家の次なる予言は「北朝鮮Xデー」。「米軍はパー
ルハーバーのように、北朝鮮に先に撃たせるよう仕組む。それを合図に核施設への一斉爆
撃を敢行する。それは6月だ」と予言。6月に向け水面下で進む各国の駆け引き。金正恩
体制崩壊後の北朝鮮から、次なるアジアの火種まで…副島節全開で最新鋭の分析を放つ！
　元韓国国防省分析官のコウ・ヨンチョル氏との緊急対談を収録した必読の一冊。

4334979858 ¥1100

や



海妖丸事件　　岡田秀文
杉山潤之助の上海出張に、新婚旅行へ出向くという旧知の探偵・月輪龍太郎が同道する
ことになった。彼らの乗る豪華客船・海妖丸が出発する直前の横浜港で、船客の政商らに
宛てて奇妙な予告状が届く。絢爛な船旅の途上、仮面舞踏会や沙翁劇の最中に起こる殺
人、そしてまた殺人。息を潜める犯人を見つけ出せるか。本格ミステリの醍醐味を堪能で
きる、傑作推理小説。

4334776000
¥700

風の轍　　岡田秀文
織田信長が台頭しようとする戦国の世。越前随一の商家「鍋谷」の娘・志乃は、何不自
由ない暮らしを送っていた。しかし、父の抜け荷の罪が発覚し、苛烈な裁きが下る。両親
は自害し、間一髪で逃げのびた志乃にも、生き地獄の日々が待っていた⸺。「いつか故
郷に返り咲く」。時の権力者の盛衰に翻弄されながらも、誇り高く生き抜く、美しき女商人
の波瀾万丈の半生！

4334763049
¥1100

4334745610
¥750

心理学者の立原健人は、自らの心の内に巣くう「モンスター」の欲望が命ずるまま、次々
と若い女性を殺していく。周到に計算された「完全犯罪」⸺。だが、警察の捜査が彼の
もとへと迫り来る。逮捕に怯える理性と、次なる獲物を求めてやまない狂気……。追い詰
められた健人が迎えた驚愕の結末とは？　ネット犯罪を背景に、現代社会の病巣を鋭く抉
る心理サスペンス。

4334776035
¥750

夫・徹夫の元から逃げ出した実優は、2年たった今でも、暴力の悪夢を見る。徹夫からの
追及を恐れていたが、ついに居所を突き止められてしまう。離婚を主張する実優に、夫の
代理人である弁護士は、暴力などなかったと言う。事実を証明しようと、実優はかつて住
んでいた街を訪れたが、自分が間違っていたことに愕然とする。彼女の記憶の深淵に隠さ
れた真実とは!?

硝子の記憶　　新井政彦

ふたりのノア　　新井政彦

ガラス

4334773028
¥600

「子供を預かった」高村家に突如もたらされた誘拐犯からの凶報。身代金は5000万。父親
の謙二は、倒産の危機に瀕する自社の専務や、前妻にも頼むなど金策に奔走。警察も介
入し、事態はさらなる混乱の渦に呑み込まれていく。捜査線上に浮かぶ無数の容疑者の中
で、人々を翻弄するのは誰だ!?　第15回本格ミステリ大賞にもノミネートされた、誘拐ミス
テリーの新たなる傑作！

冷たい太陽　　鯨統一郎

4334745563
¥550

弱みを握られれば骨までしゃぶられ、些細な借りを作ればいつまでもたかられ⸺。浅草
西仲町の御用聞き、源助の巨体を目にするや、町中の人が逃げ隠れする毎日だ。ところが、
ひとたび十手を握ると、謎に満ちた事件をたちまち解決する豪腕ぶり。その特異な能力も、
めったによい方に発揮されないのが困りものだが……。悪漢岡っ引の活躍を描く、痛快捕
物帖！

源助悪漢十手　　岡田秀文
わ る



三分の理  ふろしき同心御用帳（五）　　井川香四郎
十年前、江戸市中を騒がせた “月夜小僧”。悪どい稼業に手を染める輩から金を盗み、貧
しい人々に分け与えた義賊は、今でも語り草で、近藤信吾にとっても忘れ難い存在だった。
ところがふたたび “彼” は現れた。「月夜小僧、今宵、推参」と書かれた果し合い状が鳥
居耀蔵の元に届いたのだ！（表題作）　型破りの同心が人情と大法螺で事件を裁く時代シ
リーズ第五弾！

4334776094
¥600

乱十郎、疾走る　　浅田靖丸
秩父・大嶽村に暮らす乱十郎。村の若い者を集め「乱鬼党」を作り、日々剣の稽古や畑
仕事にいそしんでいた。あるとき、仲間だった由利ノ丞が、乱十郎の態度に腹を立て、党
を飛び出した。導かれるように、運命が動きだし、十六年前の事件の真実が明らかになる
……。神ならんとする相手に立ち向かうことを決意した、一人の青年が疾走り出す。

4334776086
¥800

4334776116
¥750

風雲急を告げる戦国の世、山深い美濃に生まれた左介（織部）は、幼少より織田信長に
仕え、若き秀吉に引き立てられて出世の道を歩んだ。千利休や陶工達との邂逅が彼を茶の
道へ誘い、ついには徳川家の指南役に上りつめるが⸺。武将ながらも茶湯や焼物にそ
の名を残す希代の風流人の一生を描いた表題長編に加え、著者のデビュー作（オール讀
物新人賞受賞作）を併録。

古田織部  戦国数奇大名の生涯　　高橋和島

4334776175
¥700

大学生の天崎悟は、家出した妹の帰りを待っている。ある日、家に見知らぬ老婆がやって
きた。何を聞いても判然としなかった。その後、妹が見つかる。虫に食い殺され、血が黄
色くなった異様な遺体となっていた。宗教団体の施設で見つかった遺体と同じだ。この虫
はなんなのだ？　どうやって感染したのか。治療法は？　第19回日本ミステリー文学大賞
新人賞受賞作。

星宿る虫　　嶺里俊介

おりべ

ことわり

は し

4334776043
¥650

沙織は絶望のどん底にいた。恋人から手酷く捨てられ、仕事を失い、愛する姪は難病で莫
大な治療費が必要だった。自らを売って姪を救おうと決心した彼女の前に現れた、完璧な
美貌を持つ奴隷商人・サラサ。彼女にも、かつて奴隷として売られた過去があった。優秀
な医学生だったサラサを襲った壮絶な運命が明かされてゆく⸺。龍のタトゥを背負うダー
クヒロイン誕生！

女奴隷の烙印　　大石圭

4334776078
¥550

駿河国江崎藩の隠目付を務める船宿の亭主、海野洋之介。いつものように釣り糸を垂れて
いると、眼前で斬り合いが。劣勢な少年と少女に加勢して二人を救うが、その二人は洋之
介と同じ藩の勘定奉行の子供で、殺された父の敵を討つために江戸入りをしたのだった。
洋之介は二人に敵討ちのため剣術を教えるのだが……。迫力の剣戟と、人の情に涙が零
れるシリーズ第五弾。

兄妹剣士  隠目付江戸秘帳　　鳥羽亮

らくいん



少女たちの羅針盤　　水生大海
「お前こそが殺人者だ　証拠が残っていたんだ」短編ホラー映画の主演女優としてロケ現
場にやってきた舞利亜。彼女に渡された台本には脅迫状が挟みこまれていた！　4年前路上
パフォーマンスで伝説的な人気を得た女子高校生4人の劇団「羅針盤」は、メンバーの突
然の死によって活動を停止した。その死に舞利亜はどう関わっていたのか？　隠された真相
を暴いたのは⸺。

4334764622
¥700

夫婦からくり  六尺文治捕物控　　中島要
三年前、同心の塚越が殺された。塚越は大店を強請って大金をせしめていたが、その事実
は封印された。十手持ちの辰三が姿を消して四年。茶問屋の後家が、芝で辰三に二十両
を奪われたという。十手を受け継いでいる文治には、同心の栗山を殺した疑いが向けられ
る。栗山は、塚越の死には裏があると嗅ぎ回っていたのだ。辰三の行方、そしてすべての
真相とは!?

433477623X
¥600

4334766374
¥800

演劇全国大会の前日、出演予定の部員たちが何故か次々と体調を崩す。さらに、上演予
定の作品「かいぶつのまち」と同調するかのように、主役の女生徒に凶器のナイフが届け
られ、せっかくの晴れ舞台はだいなしに！　後輩たちの芝居を観に来た劇団「羅針盤」の
元メンバーは、この騒動の背後に潜む「かいぶつ」の姿を探し始める⸺。人間の「悪意」
と「壁」を描く傑作青春推理。

4334776302
¥700

僕は君原樹来、小学校6年生。将来の夢は推理小説作家。作品の題材になるような難事
件の話を聞きたくて、元刑事のじいじの家に遊びに来た。そうしたら交換殺人や密室、ダ
イイングメッセージとかすごい謎ばかりで期待は的中！　でもね、じいじ。その解決、僕は
そんなことじゃないと思うんだけどなあ。可愛らしい名探偵の姿を通じて、本格ミステリー
の粋を尽くした魅惑の短編集。

交換殺人はいかが？　　深木章子

かいぶつのまち　　水生大海

めおと

4334776140
¥700

1930年1月、日米英など五大海軍国によるロンドン海軍軍縮会議が始まろうとしている。
随員を命じられた外務省情報部長・雑賀潤は、首席全権の若槻礼次郎らと日本を旅立っ
た。だが、各国の利害が対立する外交交渉は難航の連続。その上、海軍軍令部は自らの
主張に固執し、妥協案に対して拒絶の姿勢を崩さない。熾烈を極める状況の先に、雑賀
は光明を見出せるか!?

ロンドン狂瀾（上）　　中路啓太

4334776159
¥600

ロンドンでの難交渉を終え、全権団は帰国した。しかし、条約の内容を受け入れられない
軍令部は、統帥権の独立を楯に批准に反抗。輿論は二分し、議会での論戦も混迷の一途
を辿るばかり。土壇場での条約破棄を阻止するため、雑賀ら政府の面々は、軍人、枢密院、
そして輿論に対して瀬戸際の攻防で対峙する⸺。史実の中に浮かぶドラマを、精緻かつ
情熱的に描ききった傑作！

ロンドン狂瀾（下）　　中路啓太



世界を揺るがした10日間　　ジョン・リード［著］／伊藤真［訳］

1917年11月。ロシア革命のさなか、アメリカの若きジャーナリスト、ジョン・リードが、革
命の指導者（レーニン、トロツキーら）から兵士、農民、さらには反対派（ケレンスキー）
までを取材。当時のビラや新聞などの資料も駆使して、冬宮の占拠など刻一刻と変動する
革命の緊迫した現場を臨場感あふれる筆致で克明に描いた20世紀最高のルポルタージュ。
ロシア革命100周年企画第2弾！

4334753655
¥1230

4334765335
¥900

介護老人保健施設の職員・四条典座は、転所してきた認知症の老女・安土マサヲの凄惨
な過去に驚く。太平洋戦争の末期、マサヲは自分の子ども二人と夫を殺したというのだ。
事件の話は施設内で知られ、殺人者は退所させるべきだという議論になる。だが、マサヲ
が家族を殺したと思えない典座は彼女の無実を確信、“冤罪” を晴らすために奔走するが
⸺!?　傑作本格ミステリー！

伽羅の橋　　叶紙器

4334776310
¥850

アメリカで30年前に起きた母娘誘拐事件。複数の死亡者が出たその凄惨な事件の舞台と
なった大学町を避けるように、永島聡子は日本に帰ってきた。事件の生き残りだった当時3
歳のニーナと同じ名前の女性を、一人息子の武頼が自宅に連れて帰ったことから聡子は解
決した事件の真相に30年ぶりに向き合うことに⸺。暗号を駆使した傑作本格推理小説。

バイリンガル　　高林さわ

誰もが嘘をついている  ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性
セス・スティーヴンズ＝ダヴィドウィッツ［著］／酒井泰介［訳］

人はSNSやアンケート調査には嘘をつくが、グーグルやポルノサイトなどの検索窓には本当
の欲望や本心を打ち明ける。そんな膨大な「ビッグデータ」をグーグルの元データサイエン
ティストが分析。米国の隠れた人種差別を暴き出すのを皮切りに、世界の男女の性の悩み
から、名門校入学の効果、景気と児童虐待の関係まで、通説とはまったく違う人間と社会
の真の姿を明かしていく。驚くべき事例満載でおくる全米ベストセラー！

4334962165 ¥1400
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	2018年4月_07のコピー
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