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66歳年下の秘書しか見ることのできない寂聴さんの日常を綴った初エッセイ。

おちゃめに100歳！ 寂聴さん

瀬尾まなほ

「まなほが来てから、よく笑うようになったと言われるのよ」。66歳年下の秘書しか見ることの
できない寂聴さんの「おちゃめな素顔」と「愛あふれる本音」を赤裸々に綴った初エッセイ。
先生の可愛らしさ、優しさ、強さ。そして人には見せない弱さ、寂しさ⸺。笑えます！
泣けます！ 人を愛することの素晴らしさにあらためて気づかされる一冊。同時に本著は、先
生との出会いを通じた一人の女性の “魂の成長” ドラマです。

4334979602
¥1300

全ては “左遷” から始まった⸺。

知の越境法 「質問力」を磨く

池上彰

素朴なギモンは貴重な情報源／人に説明して自分の理解を深める／異分野の知恵を借りて
停滞を破る／想定外の問いで本音を引き出す⸺記者から「週刊こどもニュース」キャスター
へ “左遷” されるも、お茶の間の人気を獲得し「分かりやすさ」を武器にしてフリージャー
ナリストに転身した著者が、普段の環境を離れ、領域を跨いで学び続けることの効用と、積
極的に “移動” することの重要性を説く、私たちのための「越境のススメ」。

本懐

4334043593
¥800

“切腹の間際” を、時代小説の雄が鮮烈に描き出す傑作短編集。

上田秀人

討ち入りの真の目的は⸺（「親心腹」大石内蔵助良雄）／わが人生は裏切りの連続だっ
た⸺（「応報腹」織田信長）／幕府御用絵師、衝撃の切腹（「持替腹」）／大政奉還直
後若年寄とになった外様大名の策とは（「漸く腹」堀長門守直虎）／おいがもっと早くに死
んでおれば⸺（「漸く腹」西郷隆盛）／死の間際まで、夢枕にたった亡霊の正体は⸺
（「不切腹」今川義元） “切腹の間際” を時代小説の雄が描き出す傑作短編集。

4334912214
¥1200

1st写真集「そのまま」の未収録写真で構成したデジタル限定の写真集。

FLASHデジタル写真集Q

園都 内緒の恋、してますか？ 園都／門嶋淳矢

【撮影】

愛くるしい可愛さと切ない表情で人気を博し “日本一身近な愛人” とGカップを武器に活躍

中の園都。1st写真集「そのまま」の未収録写真で構成したデジタル限定の写真集です。

WORK
IN
PROGRESS

撮影は台湾と東京で行われました。テーマは「内緒の恋」。いつか終わってしまう関係だが、
お互いを愛し合い、楽しさと悲しさを想起させる。恋人が時間を重ねるように、何回も、時
間をかけて撮影しました。全7769枚のカットから選ばれた、もう一つの物語。

¥2000

22日発売

光文社新書

さらば、GG資本主義

投資家が日本の未来を信じている理由

藤野英人

いまだ高齢世代が経済の中心を担い、牛耳り続けている現代日本。そのいびつな構造は
日本そのものの成長を奪い、経済を停滞させ、多くの場所で悪影響を及ぼしているといえ
る。そんな中、世代を問わないさまざまな立場からポジティブな変化の兆しがついに見えて
きた。金融庁の改革、文化としての投資、3つの「虎」の出現、結果を出す新世代の若者
たち……etc. 最強のファンドマネージャーが語る、日本の現状と未来の可能性。
4334043569 ¥760

人生後半の幸福論

50のチェックリストで自分を見直す

齋藤孝

ある調査によれば、現在40歳以上の人の半数以上が95歳まで生きるという。まさに人生
100年時代。人類がいまだ経験したことのない超長寿時代、働き盛りの40代、50代は、ま
だ人生のハーフタイムに過ぎない。人生を見つめ直し、これからどう生きるかを考え、軌道
修正する。それが残りの半分を充実して生きることができるはずだと著者は説く。これから
黄金期を迎えるための方法を、平易なチェックリスト形式で案内する。

日本人はなぜ臭いと言われるのか
体臭と口臭の科学

4334043577 ¥800

桐村里紗

在日外国人の7割が「日本人の口臭にがっかりした経験」があるという。日本人の多くが
歯周病とのデータもある。無臭社会日本と言われるが、本当にそうなのか。医師の視点で
みると、口臭や体臭は健康のバロメーター。真のにおい対策は根本的な健康増進につな
がる。本書では予防医学専門の内科医が、においとは何かにはじまり、におい物質と嗅覚
や脳の関係、口臭や体臭の種類や原因となる疾病と対策について、わかりやすく解説する。

警備ビジネスで読み解く日本

田中智仁

4334043585 ¥860

街を歩けば、オフィスや商業施設、工事現場など、さまざまな場所で警備員の姿を目にす
る。また、警備員の姿は見えなくても、個人宅やマンションの入口で、警備会社のステッ
カーを目にする。つまり、私たちは「警備ビジネスの支えなくしては成立しない社会」を生
きているといっても過言ではない。しかし、私たちは警備ビジネスの実態を正しく理解して
いるだろうか？ その実態と課題を通して現代日本の実相を鮮やかに描き出す一冊。

29日発売

FLASHデジタル写真集
FLASHデジタル写真集

4334043607
¥860

出口亜梨沙 ずぶ濡れ報告。

出口亜梨沙／藤本和典［撮影］

巨乳過ぎるレポーターとして「おはようコールABC」（朝日放送）で人気を博す出口亜梨沙
が、味のある旅館で、しっとりビキニ撮影。雨天の中ずぶ濡れになりながらも、88cmのバ
ストを存分に見せつけてくれました。艶っぽい浴衣姿や入浴シーンから、明るい部屋での王
道グラビアまで、彼女の初めてのデジタル写真集で、その魅力がさく裂しています
¥1200

22日発売

文芸書 カッパ・ノベルス

ポストカプセル

折原一

市川大輔は片岡有美に結婚を申し込むべく、意を決して手紙を書いた。指定した時間に待
ち合わせの場所に行ったのだが、有美は現れなかった……。一方、手紙を受け取った有美
も、指定の時間に待ち合わせ場所に行ったのだが、市川は現れなかった。それもそのはず、
有美が手紙を受け取ったのは、15年後のことだったのだ⸺（「再会」）。一体どうしてこ
んなことに？ 心温まるはずの善意の企画（？）の裏に、驚愕の真相が……!?

完全犯罪の死角 刑事花房京子

香納諒一

4334912257
¥1300

沢渡留理は亡き父親から引き継いだ会社 “沢渡家具” を守るため、綿密に計画を練って
兄とその愛人を、痴情のもつれを装って殺した。偽装工作は完璧だったはずなのに、翌朝、
家政婦から、家に強盗が入って兄が殺されたようだ、という連絡を受ける。いったい何が
……？ 現場に戻った留理は、子供のように捜査に没頭している長身の女刑事と出会った。
その女は、花房京子と名乗った⸺。

火刑列島

4334912265
¥1200

森晶麿

現象学者の凪田緒ノ帆は、半年前に自宅の火災で恋人を失った。突然、緒ノ帆の前に現
れた美青年・露木は〈予現者〉を自称し、事件と女性の謎を一緒に調べようと誘う。さらに、
謎の女性の画像から、メグミという名前と、彼女を探す消防士・海老野ホムラが見つかる。
3人は、露木の〈予現〉する火災とメグミの手がかりを追う旅をはじめた⸺。

能登花嫁列車殺人事件

西村京太郎

4334912273
¥1200

15年前の映画「北の城の花嫁」の主演女優・宇野喜代子が七尾で殺された。雑誌編集者、
黒木は、彼女が15歳で出産、渡米したことを知る。米で育った喜代子の娘・小賀れいらが
帰国し、金沢で母の死を探っていた。れいら主演で「北の城の花嫁」再映画化が決まるが、
内容を巡る対立が発生。一方、れいらのマネージャーが襲われる。十津川は、れいらの父
親が大物政治家・古賀代議士であることを知るが、京都でさらに殺人が！

第三の女

新装版

夏樹静子

4334077390
¥700

晩秋のパリ郊外。時ならぬ嵐で雷鳴が轟き、バルビゾン村の古びた小さなホテルが停電と
なった。冥暗の中で、偶然出会った日本人の男女が過ごした夢のような時間。そして、誰
にも明かすことのできない黙契が因で起きる動機なき連続殺人事件が福岡につづき、箱根
で。容疑者には完璧なアリバイが……。美しくも哀しい愛の行方。フランス犯罪小説大賞
受賞作！

往ったり来たり

夏樹静子

4334742491
¥600

東京で生まれ育った私は、結婚を機に福岡や名古屋に移り住んだ。出産、育児と共に出
発した作家生活で、社会経験に乏しい私は、大勢の方々から取材を通して多くの貴重な知
識を頂いた。そのお陰でいつもテーマを持つミステリーを書くことができたように思う。
⸺眼精疲労からグリーン碁石を開発し、心身症から新しい世界がひらけたという作家の
「獲得体験」とは？
4334744257
¥470

見えない貌
かお

夏樹静子

最愛の娘が行方不明の末、惨殺死体で発見された！母親の朔子は、携帯メールから娘の孤
独を知り、愕然とする。そこで彼女は、娘の携帯に残された「メル友に会いに行く」とい
う言葉から、ある男に辿り着くが……。思いもかけぬ、第2の事件が起きる。わが子を思う
究極の愛とは!? ⸺著者が綿密な取材と法廷小説の手法を駆使して、読者を驚愕の真相
へと導く推理巨編。

誰知らぬ殺意 夏樹静子ミステリー短編傑作集

夏樹静子

4334746284
¥950

29歳の桐子は、求婚してきた吉森と萩の温泉に来ていた。だがその夜、桐子は宿を抜け
出し別の温泉宿へと向かう。そこで待っていたのは過去5年間、秘密の関係を続けてきた妻
帯者の湖島だった。桐子の胸に秘められた、ある決意とは……。（表題作） 秘密の愛に
彷徨う女たちが最後にとった驚愕の行動⸺ミステリー界に大きな足跡を残した著者の魅
力溢れる傑作短編集。

いえない時間 夏樹静子ミステリー短編傑作集

夏樹静子

4334773214
¥650

男女のすれ違いと愛憎、人生に待ち受ける思わぬ陥穽、驚愕の結末⸺夏樹静子氏がそ
の作品でミステリー界に残した足跡はあまりに大きい。本書は弁護士・朝吹里矢子、検事・
霞夕子の人気シリーズから、夫婦の心の機微を絶妙に切り取るショートショート作品まで、
初収録の作品のみで編んだ短編集。褪せることのない夏樹ミステリーのエッセンスと輝きを
楽しめる一冊！

雨に消えて 夏樹静子ミステリー短編傑作集

夏樹静子

4334773850
¥650

ある朝、ルリ子を起こしにいったらベビーベッドはカラだった。窓から誰かに連れ去られた
のか……。自分を責めて探し回る母親は、度々家に遊びに来る女子高校生の存在に思い
至る。しかし、彼女は学校を無断欠席しており、見つかったときには⸺。（表題作） 愛
する我が子へ、様々な思いに翻弄される母親たちの姿を描いたミステリー短編傑作集。

ロバのサイン会

吉野万理子

433477606X
¥700

わたしはタレント猫のリリアン。一発OKカットだって簡単にできるわよ。それでも幾つかNG
を出してるのは、編集のときに、そういう映像が意外とうまくはまるって知ってるからなの。
人間が思ってるよりも、いろいろと考えてるものなのよ。（「女優のプライド」） 人生の山あ
り谷ありを、動物たちが優しく、時に厳しく見つめた8つの物語。

女は帯も謎もとく

小泉喜美子

4334776183
¥700

粋で艶やかな新橋芸者の “まり勇” は、ハードボイルドなどの海外ミステリーが大好き。
少女時代はメイヴィス・セドリッツやハニー・ウエストのような女探偵を夢見ていた。忙し
いお座敷の合間に起きるミステリアスな事件に胸を躍らせ、恋しい刑事と謎を推理。聖ル
カ病院、魚市場、歌舞伎座に本願寺⸺なんでも一級品の揃う築地を舞台にした都会派
連作ミステリー！
4334776361
¥750

高楼の夢 ふろしき同心御用帳（七）

井川香四郎

天文方に勤める川本浩之助は絶滅した生物の化石探しに没頭していた。ある夜、不審な
男たちが、別れた女房を拐かし「不死の鳥の化石を出せ」という要求を突きつける。一方、
市中の事件を追う中で浩之介に目をつけていた定町廻り同心の近藤信吾。彼もまた黒い陰
謀に巻き込まれていく……。太古のロマンが巻き起こすドラマを壮大に描く！ 人気時代シ
リーズ、堂々たる最終巻。

始末屋

433477637X
¥650

宮本紀子

吉原の妓楼から依頼を受け、客から借金を取り立てる始末屋「だるま屋」。そこで働く直次
郎は、大見世「丁字屋」の花魁・真鶴から名指しで依頼を受ける。真鶴の妹分である花
菊の首を絞めて逃げた男を探し出し、百両を取り立ててほしいと言う。直次郎の胸に、吉
原で命を落とした妹の最期が浮かびあがる⸺。逃げた男の正体は!? そして、花魁の秘
めたる思いとは!?

「ななつ星」一〇〇五番目の乗客

西村京太郎

4334776396
¥650

豪華列車「ななつ星」に病気の母親を乗せるため、賀谷大三郎は悪知恵を働かせてツアー
に潜り込んだ。ところが乗車直後、大三郎のもとに一通の脅迫状が届く。今回の悪事を見
逃してやる代わりに、ある乗客の手帳を盗み出せというのだが……。さらに、乗車してい
た次期駐日アメリカ大使の女性が行方不明に。続発する事件の黒幕を追い、十津川警部
が九州を走る！

さえこ照ラス

友井羊

4334776426
¥500

沖縄本島北部の法テラス、スタッフ弁護士の阿礼沙英子。オジィオバァの方言に四苦八苦
しながら、持ち込まれた相談をびしびし解決中。模合崩れの相談に訪れたのは事務員・大
城の小学校時代の同級生、赤嶺だった。裁判をおこすと息巻くが、沙英子は証拠が乏しい
ことを伝える。納得できないと、模合の座元との話し合いに大城を呼び出すのだが……。
（「モアイの相談」）

甲賀三郎 大阪圭吉 ミステリー・レガシー

4334776434
¥700

ミステリー文学資料館［編］

探偵・推理小説の書籍や雑誌を収集保存し、一般読者や研究者が自由に利用できるユニー
クな図書館、ミステリー文学資料館。本書は “遺産” ともいえるその膨大なコレクションよ
り、大正から昭和初期に本格派探偵小説の旗手として一世を風靡した甲賀三郎のレアな傑
作長編と、本格短編の名手として今なお評価の高い大阪圭吉の作品集『死の快走船』を
一冊まるごと収録！

誰かのぬくもり

新津きよみ

433477654X
¥850

霊感の強かった祖母がくれたお守り。身につけていると様々な災いから逃れられた。その
お守りが盗まれた⸺。（「お守り」） 愛猫を殺されたと主張する主婦がとった手段とは
……。（「罪を認めてください」） 8つのテーマに沿って、親子、夫婦、友人、近所など、
さまざまな関係や状況で起こる「怖い話」や「不思議な話」など8編を収録。書き下ろし
た4編も入った贅沢な一冊。
4334776442
¥550

獅子の門1

群狼編

夢枕獏

孤独の中で強さを渇望する芥菊千代。組から追われる身となった竹智完。美しき獣のごと
き志村礼二。愚直に武道に邁進する加倉文平。優しき巨躯の室戸武志。世界を放浪する
陳家太極拳の達人・羽柴彦六が5人の若者と出会った時、運命の歯車は俄に動き出す
⸺。血潮たぎる迫力と息をもつかせぬテンポで繰り広げられる夢枕獏のノンストップエン
タテインメント！

獅子の門2

玄武編

4334776558
¥700

夢枕獏

5人の若者との邂逅から時は経ち、羽柴は再び彼らと相対する。共に空手道場「武林館」
で修業に励む朴訥な格闘家の文平に完敗し、傷心に沈む志村。荒んだ心を抱えた彷徨の
果てに出会ったのは、古流武術、萩尾流を使う最悪の男だった……。菊千代、竹智もそ
れぞれの道を確かに歩む中、北海道の武志はある決意を固める。夢枕獏の世界がより濃く
渦巻くシリーズ2弾！

鬼面村の殺人 新装版 黒星警部シリーズ1
おにつら

折原一

4334776566
¥650

埼玉県・白岡警察署の黒星光警部は、休暇に白川郷へと足を延ばした。しかし、ひょんな
ことからその奥にある鬼面村に行くこととなり、事件に巻き込まれる。合掌造りの家が一夜
で消え、次々に起こる奇怪な事件の裏に隠された真相に、推理小説好きの黒星が挑む。
“助手” 葉山虹子の活躍も見物。著者の大幅加筆修正のうえ、新装版で新たに登場。名シ
リーズ第1弾。
4334776477
¥650

Giallo No. 64

●小説特集・夏の夜に涼を追うミステリー：芦辺 拓、坂木 司、澤村伊智、鳥飼否宇、柄
刀 一、前川 裕 ●新連載＆スペシャル・ゲスト！：青柳碧人、阿津川辰海、北原真理、
森 晶麿 ●好評連作&連載：笠井 潔、我孫子武丸、森川智喜、早坂 吝、イクタケマコト
●第18回「本格ミステリ大賞」受賞作決定＆全選評！ ●特集・山口雅也『生ける屍の死』
が全面改稿により新たに甦る！

幸福について

ショーペンハウアー［著］／鈴木芳子［訳］

¥500

「人は幸福になるために生きている」という考えは迷妄であり、間違いだと逆説的に説く幸
福論。自分を他人と比較し、他人の評価をたえず気にすることが不幸の元凶であり、名誉、
地位、財産、他人の評価に惑わされず、自分自身が本来そなえているものを育むことが幸
せへの第一の鍵である説く。
『読書について』の哲人が授ける、この七面倒くさい人間社会
を生き抜く知恵。

リヴァイアサン 2

ホッブズ［著］／角田安正［訳］

4334753698
¥950

人間の性質そのものについて考察した第1部を受けて、第2部「国家について」では、なぜ、
どのようにして国家が成立したのかが論じられる。また国家権力の絶対性について、主権
者と臣民との関係、臣民の自由についても、公民法と刑罰の観点などからさまざまに考察
される。ルソーに代表される人民主権の先駆けとして位置づけられるホッブズの代表作。
433475371X
¥1100

戦う操縦士

サン＝テグジュペリ［著］／鈴木雅生［訳］

ドイツ軍の電撃的侵攻の前に敗走を重ね、機能不全に陥ったフランス軍。危険だがもはや
無益に等しい偵察飛行任務を命じられた「私」は、路上に溢れる避難民を眼下に目撃し、
高空での肉体的苦痛や対空砲火に晒されるうち、人間と文明への《信条》を抱くに至る。
著者の戦争体験に基づく小説。

存在と時間4

ハイデガー［著］／中山元［訳］

4334753728
¥830

第4巻では、現存在の世界内存在のありかたそのものを「内存在」という観点から考察する。
すなわち、現存在が世界においてどのように実存しているかを情態性、理解、語りという
契機から分析し、さらに日常性においていかに頽落しているかを批判的に考察する。わた
したちの〈気分〉を哲学する画期的な思想。ハイデガーならではの考察が冴える第4巻！（第
5章38節まで）
4334753752
¥1150

