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新選組の隆盛、変容、終焉を描いた、読み応え充分の直木賞受賞第一作！

4334912222
¥1200

新選組の料理人

相互監視と密告により追いつめられる人々。こんな世界にもヒーローはいるか!?

4334776280
¥750

火星に住むつもりかい？ 伊坂幸太郎
「安全地区」に指定された仙台を取り締まる「平和警察」。その管理下、住人の監視と密告
によって「危険人物」と認められた者は、衆人環視の中で刑に処されてしまう。不条理渦巻
く世界で窮地に陥った人々を救うのは、全身黒ずくめの「正義の味方」、ただ一人。ディスト
ピアに迸るユーモアとアイロニー。伊坂ワールドの醍醐味が余すところなく詰め込まれたジャン
ルの枠を超越する傑作！

門井慶喜
元治元（一八六四）年の京の大火、「どんどん焼け」で住んでいた長屋を焼かれた菅沼鉢
四郎。妻子ともはぐれ、薩摩や会津の炊き出しの世話になる日々だ。ところが、会津の炊き
出しが滅法まずい。思わず「まずい」と言った相手が新選組幹部・原田左之助だったことか
ら、運命が変転をはじめる。果たして、鉢四郎ははぐれた妻子と再会できるのか―。新選
組の知られざる内証を活き活きと描いた、読み応え充分の直木賞受賞第一作！

高校生の蕎麦打ちが「町おこし」に!?　「町おこし」エンターテインメント。

4334912249
¥1200

蕎麦、食べていけ！ 江上剛

弘松涼／晩杯あきら［Illustration］

かつての賑わいを失った温泉街。その町で育ち、地元の信用金庫に勤める勇太は、蛇神伝
説をもとに新たな祭りを開催し、観光客を呼び込もうという地元活性化案を企画した。その
目玉として、大蛇神輿と高校生の蕎麦打ちイベントを提案する。その頃、春海たち高校生も
全国高校生蕎麦打ち選手権大会に出場するため特訓に励んでいた。そんな中、東京のメガ
バンクに勤める勇太の兄・勇之介がリゾート化計画を引っ提げてやってくるが……。

新レーベル、光文社ライトブックス、いよいよスタート！

4334912192
¥1000

ブサメンガチファイター
極度の女性恐怖症で、ひきこもりのブサメン・吉岡しげるは、人生をやり直すため、異世界
に転生する。異世界では女性に関わらないことを決めたしげるは、ルックスなどのパラメー
ターを極限まで下げた分、他のステータスを上げ、最強の力を手に入れるのだが……。“小
説家になろう” 発、最強の絶対神・爆誕！　でも、女性に触れたらHP激減!!　こんな主人
公あり!?　光文社ライトブックス創刊第1弾！



18日発売 美人時間

4334979629
¥900

インスタに投稿されるや、あっという間に話題をさらった「3×3の朝ごパン」Photo。本書
では特に反響の大きかった「食パンアレンジ」を始め、人気朝食Photoのレシピを初公開
します。食パンのアレンジって難しそう？　いいえ！　実はとっても簡単!!　5分程度でできて
しまうものがほとんどで、食材も身近なものばかりなんです。レタス・卵・トマト・アスパラ・
マヨネーズ……、貴って並べるだけで、食パンはここまで可愛くなれる！

かんたん！　かわいい！　3×3 の朝ごパン　　あや

433497967X
¥900

毎日ごはんを炊くように、気軽にパンを焼く生活はいかがでしょう。人気パン講師・幸栄さ
んが、ふたりの娘との日々の暮らしで食べている、手間なくできて、安心できる簡単パンレ
シピです。基本のパンは5種類。少なめイーストでゆっくり発酵させるから、時間がたっても
おいしくて、たくさん焼いて作り置きするのにもぴったり！

日々たんたんとパン　　幸栄

ボートの三人男  もちろん犬も
ジェローム・K・ジェローム［著］／小山太一［訳］

ありとあらゆる病気に罹っていると判断した僕は、休養と変化を求めて、友人ハリスと
ジョージ、そして犬のモンモランシーとともに、ボートに荷物を積み込み（歯ブラシは入れ
た？）、テムズ河を遡上する旅に出る。景勝地を巡ってゆっくりするはずが、トラブルとハプ
ニングの連続で……。読んでいて思わず笑いがもれる英国ユーモア小説の傑作！

4334753744 ¥830

FLASHデジタル写真集　松川菜々花　シンモグラストーリー
松川菜々花／矢西誠二［撮影］

現役non-no専属モデル。FLASH誌面をスクエア型にした「インスタグラビア」という新し
い試みで誌面を飾り、Instagramとの連動によって「1万いいね！」を達成し、見事発売さ
れた写真集。モグラ女子新世代＝シンモグラとして、グラビアでも活躍中。すらりと伸びた
四肢、圧倒的なくびれ、女性も羨む美バストと美尻が詰まっている。ビキニ、ワンピース水
着、洋服など、全9衣装を収録。

¥1200

FLASHデジタル写真集　大原優乃　薩摩が生んだ大砲ピュアボディ
大原優乃／佐藤裕之［撮影］

「ようかい体操」の主題歌でおなじみDream5の元メンバー・大原優乃。写真集が大ヒット
するなど熱狂的なファンが多く、いまやグラビア界でいちばん愛されるアイドルと言われる
彼女の、本誌2冊目となる最新デジタル写真集です。地元・鹿児島を出たばかりのピュア
な彼女が、夕陽の美しいビーチを駈ける姿や、ドキッとする紺色ワンピース水着の姿など7
シーンで撮影しています。

¥1200

25日発売 FLASHデジタル写真集



25日発売 光文社新書 翻訳書

4334043526
¥900

2018年4月、ロシアワールドカップを目前に控え、日本サッカー協会は突然ハリルホジッチ
監督解任に踏み切る。歴史を紐解けば、監督解任や選手間の内紛、それにともなう無責
任な報道は何度も繰り返されてきた。「日本社会」において「サッカー」とはいったい何だっ
たのか。1921年の第1回「天皇杯」から、2018年のロシアワールドカップ出場までおおよ
そ1世紀を、貴重な文献と著者自身の視点で振り返る。

日本サッカー辛航紀  愛と憎しみの 100 年史　　佐山一郎

4334043542
¥860

8世紀の日本で、律令制定や歴史書編纂が行われたのは、中国を模倣したからだ。中国で
そうしていたのは儒教思想によるものだった。そして、江戸時代末期から明治の初期、い
わゆる幕末維新期には、天皇という存在の意味やそのありかたについて、従来とは異なる
見解が提起され、それらが採用されて天皇制が変化している。そして、ここでも儒教が思
想資源として大きく作用した。本書は、その諸相を取り上げていく。

天皇と儒教思想  伝統はいかに創られたのか？　　小島毅

非正規・単身・アラフォー女性
「失われた世代」の絶望と希望　　雨宮処凛
現在のアラフォーは「受難の世代」⸺。この世代は、社会に出る頃にはバブルが崩壊し、
就職氷河期にぶつかる。その多くがフリーターや派遣という非正規人生となった。特に現
在、アラフォー女性の約半数は非正規。仕事、お金、結婚、出産、病気、老後、親の介護、
孤独……。自ら「非正規・単身・アラフォー女性」である著者が、同世代の女性にインタ
ビュー。不安を抱えて生きるアラフォー女性たちの「証言」が綴られた貴重な一冊。

4334043534 ¥780

デザインが日本を変える
日本人の美意識を取り戻す　　前田育男
2009年、経営危機に陥り、米企業傘下から外れた小さな自動車会社では、久々に日本人
デザイン部長が誕生。全車種のデザインプロセス一新を断行し、新製品は欧州を中心に海
外市場で人気を獲得。マツダのモノづくりの根底にあるコンセプトの「魂動」は、今や海
外メディアからも “KODO” と呼ばれるほどの地位を確立した。一地方の企業が世界と戦
えるのはなぜか。これからの製造業の在り方を体現するリーダーの哲学がベールを脱ぐ。

4334043550 ¥800

24歳の僕が、オバマ大統領のスピーチライターに?!
デビッド・リット［著］／山田美明［訳］

ニューヨークタイムズベストセラー！　エスクァイア誌ブックオブザイヤー！　2011年、24歳
にして史上最年少のホワイトハウスのスピーチライターの一人に選ばれたデビッド・リット。
「大統領の笑いのミューズ」と呼ばれたジョーク担当スピーチライターが、アメリカ合衆国
前大統領バラク・オバマの知られざる素顔とホワイトハウスの内幕を、ユーモアあふれる軽
やかな筆致で描く。歴史に残る数々の名演説はいかにして作られたのか？

4334962181 ¥1800



25日発売 文芸書 カッパ・ノベルス

4334912206
¥1200

小間物問屋「遠野屋」の筆頭番頭、喜之助が病に倒れ、主の清之介が看取った。最期に
ひと言「あんたは災いを運んできた」と遺した彼の遺品から不思議な織の帯が見つかる。
一方、ある仕舞屋が火事となり、焼け跡から刺殺された女の死体と焼けた帯が見つかる。
そして、ある絵師の描いた大首絵の女もその鶯色の帯を締めていた。同心木暮信次郎と
岡っ引伊佐治は、謎めいた帯の奇妙な繋がりを探る。待望の「弥勒シリーズ」第八弾。

雲の果　　あさのあつこ

4334912230
¥1200

武家の庶子でありながら、家族に疎まれ寒村の寺に預けられた久斎は、兄僧たちからも辛
く当たられていた。そんななか、水汲みに出かける沢で出会う村の娘・しのとの時間だけ
が唯一の救いだったのだが……。手ひどい裏切りにあい、信じるものを見失って、久斎は
寺を飛び出した。盗みで食い繋ぐ万吉と出会い、名を訪ねられた久斎は “無暁” と名乗り、
ともに江戸に向かう⸺波瀾万丈の人生の始まりだった。

無暁の鈴　　西條奈加

4334077382
¥800

高畠和人の母は、〈オレオレ詐欺〉に引っ掛かり、さらにトラックに歩を進めて重体に。一
方、片山と妹の晴美は、別件の〈オレオレ詐欺〉の犯行を阻止するも、用済みとなった受
け渡し役の男は殺されてしまった。片山は捜査の過程で三輪山和美という女生徒と出会う。
彼女と詐欺事件の意外な関係とは？　凶悪な詐欺事件の裏にひそむ哀しき秘密に片山と
ホームズは……。国民的ヒットシリーズの第52作！

三毛猫ホームズの復活祭　　赤川次郎

4334775977
¥750

安永四年、京都。当代一の絵師を目指す豊蔵と彦太郎は、ひょんなことで奇跡の出会いを
果たす。喧嘩しながら才能を認め合い、切磋琢磨し腕を磨く若きふたり。鼻つまみ者の「ご
んたくれ」と呼ばれた彼らは、求めた道の先に何を見たか？　京画壇の華やかなりし時代、
実在した二人の奇想の絵師をモデルに、芸術を探求する人間の性と運命を描き出した、傑
作時代長編。

ごんたくれ　　西條奈加

4334775969
¥700

徳川三代家光の治世。将軍家剣術指南役である柳生新陰流と小野派一刀流の門弟が次々
と斬殺される事件が起こった。柳生但馬守宗矩は息子二人に、辻斬りの正体解明を命じ
る。兵馬と名乗るその男は、二つの流派を会得した恐るべき遣い手であり、柳生一族の心
胆を寒からしめる野望を持っていた⸺。剣のみに生きる男の凄まじい活躍を描く、新た
な剣豪小説の誕生！

野獣王の劍  柳生一刀流　　菊地秀行

4334776167
¥700

アルバイトスタッフリーダーの田中を正社員にしたい。過去2回の打診を、田中は丁重に
断ってきた。彼の仕事ぶりは申し分なく、アルバイトのままだと、よそに引き抜かれてしま
うかもしれない。何度も断るのは、何か事情があるのか。他のスタッフの意見も聞いてみ
ようか。まずは誰に聞いてみるかな……。（「夜の鶴」）　7つの “ことば” から生まれた奇
妙な物語。

奇縁七景　　乾ルカ

はたて

むぎょう りん



罪と罰の果てに　　永瀬隼介
千葉県房総半島の漁師町。「キリストさん」と呼ばれる古紙回収業の男は、町の人々に親
しまれていた。2人の少年は、その男に「神」を見た。一方、新興宗教の頸木から逃れ、「地
獄」を見てきた幼い兄妹。この4人が交わったとき、悲劇は起きた。そして、17年後、4人
はそれぞれの形で「真実」と向かい合うことになる⸺。現代社会の歪みを人間を通して
描いた、魂の一冊。

4334764878
¥850

誓いの夏から　　永瀬隼介
「何があってもおまえを守ってやる」。少年は少女にこう誓った。しかし、一家惨殺事件に巻
き込まれた恋人を彼が守れなかったことで、二人の関係は破局。19年後、刑事となった少
年は、かつての恋人への約束を守るべく再び彼女の前に現れた。そして、見えてきた19年
前の事件の真実とは⸺。実際にあった一家殺人事件をモチーフにした著者渾身の “骨太
の物語”。

4334745407
¥650

永遠の咎　　永瀬隼介
池袋の無認可保育所『ひよこハウス』。そこに子供を預ける3人の男女の出会いが悲劇の予
兆だった。一流クラブのホステス・綾乃。ヘルス嬢。売れないホスト。2年前、綾乃の夫
を殺害した轡田秀彦が仮出所し、3人の前に姿を現した時から物語は急転直下、終幕へと
突き進む。轡田が知る綾乃の秘密とは？　乳幼児虐待事件が相次ぐ現在に母性の意味を問
う渾身の力作。

4334739415
¥750

4334776191
¥750

妻を失った警視庁元SPの小津良介に、元経済産業大臣の平泉凜太郎から突然の依頼が。
政界での再起を期した大勝負を前に、息子の交友関係を調べてほしいという。先代から仕
える辣腕の “執事”、平泉の元秘書である大崎靖からの情報提供を受けながら調査に乗り
出した小津だったが……。衝撃のラスト！　カズオ・イシグロ『日の名残り』へのオマージュ
を込めた傑作。

4334776213
¥700

本城麻里奈は格闘技の女子チャンピオン。その素顔は、女子高校生だ。格闘技好きの藤
怜士は、応援している彼女がクラスメイトであることに気付く。そして、週に一度、試合の
話をする関係になった。ある時、次の相手が、同門の九条亜美に決まったと喜んでいると、
彼女から思いもよらないメールが届く……。最強の女子高校生格闘家・麻里奈登場！

グッバイ・マイ・スイート・フレンド　　三沢陽一

悔いてのち　　永瀬隼介

とが

街は謎でいっぱい  日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作家アンソロジー
光文社文庫編集部［編］

日本ミステリー文学大賞新人賞が誕生してから20年。幅広く活躍を続ける受賞作家から、
大石直紀、岡田秀文、新井政彦、望月諒子、嶺里俊介の5名が「街」をテーマに競作。
普段、ぼんやりと見えている風景、行き交う人たちの何気ない行動……その中に数々の謎
が潜んでいる。5つの味わい深い短編を収録した、珠玉のアンソロジー第1弾！

4334776221 ¥800



臨時廻り同心　山本市兵衛　　藤堂房良
南町奉行所臨時廻り同心の山本市兵衛は、南町奉行・筒井伊賀守政憲の内与力・坂崎忠
右衛門から江戸を騒がす輩について「密命」を受ける。商家のあるじを毒殺した下手人、
金で人殺しを請け負う暗殺集団など、江戸の治安を乱す「悪」に、冴えた推理と名刀「石
斬丸」で立ち向かう。めっぽう腕が立つが、困っている者には底抜けに優しい爺侍！　期待
の新シリーズ第一弾。

4334776264
¥700

吞舟の魚  ふろしき同心御用帳（六）　　井川香四郎
“かわせみの清兵衛” なる盗賊を追い、悪の巣窟と呼ばれる高津町に潜入した定町廻り同
心の近藤信吾。ところが一月前からとんと姿を見せない。彼の消息を気に病む馴染みのお
蔦や八朔たちが件の町に赴き、信吾を見つけ出した。ところが声をかけてもまるで他人の
よう。咎人を騙すための芝居か、あるいは本当に “物忘れ” に……!?　大法螺で事件を解
決！　痛快な時代シリーズ第六弾。

4334776256
¥600

稲妻の侠  大江戸木戸番始末（七）　　喜安幸夫
裏長屋のお糸が、震えながら木戸番小屋に持ち込んだ血のついた古着。すわ殺しの手証で
はと杢之助が古着の出処を探れば、困る者を救い助けると小伝馬町で評判の一家「稲妻
屋」にたどり着く。稲妻屋が殺しにかかわる裏の稼業に手を染めていると見た杢之助。一
方その動きを察知した一家の主・吉兵衛は米沢町に目を光らせ始め、一触即発、二人の
静かな対決が始まる！

4334776248
¥600

4334776272
¥550

いまは船頭となった南町奉行所の元定町廻り同心、沢村伝次郎。女房千草の店の常連で
気心の知れた畳職人の為七が何者かに殺された。悲痛な思いで町方の探索を手伝ってい
たところ、ある日、二人の侍に突然襲われる。下手人探しの一方、敵討ちの助を頼まれて
悩んだ末、お人好しの伝次郎が下した決断は、はたして……。江戸の風情と人の情が心
に響くシリーズ第十九弾。

4334776299
¥550

書店員は超多忙。品出しや客注をこなし、レジ対応の合間に万引き犯を捕まえ、閉店後に
は新作を読んでPOP書きやイベントの準備。でも、本と本屋が好きだから、今日も笑顔で
お店に出るのだ。でも時には、お客様から謎すぎる悩みが寄せられて……。ここは町の本
屋さん。名物店長と個性的なバイトの面々が、本にまつわる事件を鮮やかに解決します。
本屋さんよ、永遠に。

レジまでの推理  本屋さんの名探偵　　似鳥鶏

433475368X
¥830

「わたしが純粋な心の持ち主だなんて、どうしてわかるの？」聖なる愚者ムイシキン公爵と
友人ロゴージン、美女ナスターシヤ、美少女アグラーヤ……。はたして誰が誰を本当に愛
しているのか？　謎に満ちた複雑な恋愛模様は形を変えはじめ、やがてアグラーヤからの1
通の手紙が公爵の心を揺り動かす。錯綜をきわめる三角愛の行方は？　「イッポリートの告
白」を含む物語の中核部分、登場。

白痴 3　　ドストエフスキー［著］／亀山郁夫［訳］

永代橋の乱  剣客船頭（十九）　　稲葉稔

おとこ

どんしゅう
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	2018年5月_03のコピー
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