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全米で100万部突破の大ベストセラー！　大統領選での体験を白日の下に！

4334962203
¥1800

WHAT HAPPENED
何が起きたのか？
ヒラリー・ロダム・クリントン【著】／髙山祥子【訳】
トランプとの戦い、ロシアの介入、氾濫するフェイクニュース、私用メール問題とFBIの再捜
査、政界で女性であること⸺歴史上、最も論争的で結果が予測できない大統領選の最中
に、彼女は何を考え、感じていたのか？　彼女の犯した過ちとは？　そして衝撃的で破滅的
な結末とどう折り合いをつけ、元の自分に戻るための力をどのように得たのか？　初めて大政
党の大統領候補となった女性としての強烈な体験を、白日の下にさらす。

目の前にあるかけがえのないものに、気づいていますか。感動必至の物語。

4334912281
¥1200

この世界で君に逢いたい
藤岡陽子
恋人と与那国島へ旅行に来た須藤周二は久遠花という美しい少女と出会う。花は家庭に問
題のある未成年たちを受け入れる「島留学」中の17歳で、なにかを探しているのだという。
周二には花の姿が遠い昔、不幸な事件で亡くした従妹の姿に重なって見えた。数日後、花
が姿を消し、島留学を営む栄門は周二にも協力を仰ぎ行方を追う。やがて明かされる花の
過去、そして花の “探しもの” が見つかったとき、周二の心に去来したものは⸺

「下着好きのおじさまに撮影されたら」という妄想テーマに挑戦

¥1200

FLASHデジタル写真集

忍野さらランジェリードール
忍野さら／野澤亘伸【撮影】
Gカップの女子大生グラドルとして知られる忍野さらが、ホテルの密室空間でランジェリードー
ルに！「もしも彼女が下着好きのおじさまに撮影されたら……」という妄想テーマにそって、
過激な下着の数々を着せられながら、エロティックなポーズに挑戦しています。



6日発売

27日発売

コミック

光文社新書
4334808123 ¥900

“世界の超一流” を日本人に見せ、“日本のバレエ” を世界に認めさせた男⸺。知られ
ざるバレエ界の偉人・佐々木忠次の華麗なる生涯を描いた、桜沢エリカの『スタアの時代
外伝』。日本で初めてミラノ・スカラ座を招聘し、世界の名門オペラハウスに自らのバレエ
団を率いて乗り込むなど、数々の偉業を成し遂げた伝説のインプレサリオ（興行師）とは
どのような人物だったのか。作者の熱い思いがほとばしる傑作です。

バレエで世界に挑んだ男  スタアの時代　外伝　　桜沢エリカ

残業の9割はいらない
ヤフーが実践する幸せな働き方　　本間浩輔
働き方を変えることは、あなたの未来をより良く変えること。アウトカム（成果）のために、
モチベーションを維持し、効率よく働く。そして、人生100年時代をサバイブするために、
よく学び、何より幸せに生きるための選択をし続けよう⸺。ヤフー常務執行役員として、
数々の人事施策を提唱してきた著者の、「企業が勝つため」「社員が幸せになるため」の
希望に満ちた働き方改革論。

4334043615 ¥780

私が選ぶ名監督10人
采配に学ぶリーダーの心得　　野村克也
私は「監督の仕事、選手の育成とは、いかに自信をつけさせるか」に尽きると思う。ほめ
るのが一つの手段であるし、しかも「タイミング」が大切だ。そして、監督が使う言葉は、
自分の意思を選手に伝達するための「武器」なのだ⸺捕手として3017試合、監督とし
て3204試合。日本プロ野球の黎明とともに生を受けた「球史の生き証人」が選ぶ10人の
名将たち。歴史をつくったリーダーに見る、部下育成、人心掌握、組織再生の真髄。

4334043623 ¥860

一度太るとなぜ痩せにくい？
食欲と肥満の科学　　新谷隆史

「太るのはイヤ」と思っている人は多い。また、一度太るとなかなか痩せられないと実感し
ている方も多いのではないだろうか。肥満そのものは病気ではない。しかし、糖尿病や高
血圧、高脂血症を始め、肥満は様々な疾患の原因になっているだけでなく、心筋梗塞や脳
卒中など、死と隣り合わせの重篤な疾患を引き起こす。そして現在、日本や世界では「健
康を損なう肥満」が蔓延しつつある。健康に生きるヒントとは？　最新の知見を報告。

433404364X ¥800

4334043631
¥840

6422万人の入場者を集め、目に見える形で日本を変えた70年大阪万博の成功までの舞台
裏を、その総合プロデューサーであった著者が初めて一冊の本として明かす！　万国博とは
何か？　大阪万博（70年）、セビリア万博（92年）、上海万博（2010年）を通して見えた
ものとは？ 　2025年、日本で再び万国博を行う意義は？

地上最大の行事 万国博覧会　　堺屋太一



27日発売 学芸書 知恵の森文庫

世界基準の幼稚園
6歳までにリーダーシップは磨かれる　　橋井健司
日本の横並びの教育方針で、満足ですか？　他の先進諸国では主流の「少人数」「異年齢
環境」に基づいた保育を徹底する、東京・世田谷区で人気の幼児園ファーストクラスルーム。

「みんな一緒」ではなく「ありのままの自分」を伸ばす。大人になっても役に立つ「ごっこ
遊び」。下の子に真似られて子どもは成長する。「行事」と「習い事」は要らない⸺ etc. 
園で実践している、型にはまらない子にする18の理論を教えます。

4334979572 ¥1200

つかまない生き方
握りしめた手を開けば、いくらでもミラクルが流れ込む♪　　大木ゆきの

「これまでお金にしても、パートナーにしても、仕事にしても、必死になってつかもうとして
きたのに、ちっともつかめなかった……」と、人生に対してやりきれなさがこみあげている
あなた。そんなときは、“グー” になっているその手を “パー” にしてみて！　つかもうとす
るのをやめると、逆に、幸運が流れ込んできます。

4334979963 ¥1200

日本史は逆から学べ
近現代から原始・古代まで「どうしてそうなった？」でさかのぼる　　河合敦
歴史の授業は原始･古代から現代へと学んでいくが、現代との関係が分かりづらく歴史を身
近に感じられないのが難点だ。そこで有効なのが「逆から学ぶ」方法である。現在から過
去へと時系列をさかのぼり、推理小説を読むように「なぜ？」「どうして？」と因果関係を
紐解いていけば、日本史のあらすじは、一気に頭に入るだろう。受験にも大人の学び直し
にも効く一冊。

4334787274 ¥750

カウンターの向こうの8月6日
広島 バー スワロウテイル「語り部の会」の4000日　　冨恵洋次郎
被爆しながらも、孫に決して多くは語ろうとしなかった祖母。戦後72年を経て、被爆者の
平均年齢は80歳を超え、当時の出来事を詳細に語れる人が徐々に少なくなっていく現実に
危機感を覚えた著者は、自らが経営するバーで、毎月6日、「被爆体験者の証言の会」を
開くことを決意する……。本書の刊行を目前に、肺がんにより37歳で亡くなった著者が、
その生涯を通じて持ち続けた平和への覚悟と志とは……。

4334979394 ¥1200

日本一幸せな大富豪　竹田和平さんが命をかけて教えた
魂に火をつける5つの物語　　山本時嗣

「資産100億円の大富豪」「日本一の大投資家」として知られた竹田和平さん。その愛弟子
である著者が、師匠の教えを世の中に広め、自らもその奥義をさらに極めるために書いた
1冊。著者は、和平さんと出会い、その教えを実践して、どん底人生を好転させ花を咲か
せた “和平さんの一番弟子”。弟子仲間を訪ね、師匠の教えが各々の人生をどう開花させ
ていったのか、その足跡をたどります。

4334979742 ¥1200



27日発売 文芸書

433491229X
¥1300

僕らの隣には、いつもチョコレートがあった⸺母子家庭で育った聖太郎と、大宮製菓の
御曹司・光博。ふたりは共通の趣味であるお菓子作りを通して親友となるが、些細な出来
事をきっかけに疎遠となってしまう。月日は流れ、大人になったふたりは、それぞれの道を
歩み出し、聖太郎はショコラティエとして類い稀なる才能を発揮していくが……。神戸を舞
台に描く、ちょっぴり甘くてほろ苦い成長ストーリー。

ショコラティエ　　藤野恵美

4334912303
¥1200

酩酊推理の殿堂、バー〈森へ抜ける道〉。マスター、工藤、山内のヤクドシトリオと、酔え
ば酔うほど推理の冴える桜川東子さんに、アルバイト店員（でも店での立場はマスターより
上）のいるかちゃん、最近顔を出すようになった警視庁捜査一課の刑事に、「推理的中率
100%」を自称するイケメン映写技師も加わって、今夜も脱線につぐ脱線を経て、未解決
事件の真相に辿り着く。しかし、変化の兆しが……。人気シリーズ、ラスト3！

銀幕のメッセージ  女子大生桜川東子の推理　　鯨統一郎

4334912311
¥1300

鋭い直感とすぐれた決断力に定評がある美人弁護士・阿礼沙英子。でも、沖縄独特の方
言と因習、ささやかな嘘や隠し事に、今日もやや苦戦中。彼女を尊敬してやまない、天然
気質の方言通訳担当事務員・大城が、オジィオバアとすぐ仲良くなる特技を活かした人脈
と行動力で、縺れたトラブルを解く手がかりを見つけ出す！　法テラスを舞台に繰り広げら
れる、沖縄の料理と酒と照りつける太陽に彩られた、庶民感覚のリーガルミステリー。

沖縄オバァの小さな偽証  さえこ照ラス　　友井羊

433491232X
¥1200

電車を乗り間違え、見知らぬ町に降り立った島本。部下の矢崎は「すぐに離れたほうがい
いですよ。ここは漠市（ばくし）です」と訳のわからぬことを言う。しかし先を急ぐ島本は、
漠市を通り抜け、取引先へ向かう。その後、大きな仕事が決まったり、会社のマドンナに
声をかけられたり、次々と幸運が舞い込みだしたのだが……。第10回小説宝石新人賞受
賞作を含む、謎の町・漠市にまつわる5つの不条理ホラー。

ぞぞのむこ　　井上宮

4334912338
¥1200

西成ストーカー殺人事件を担当している、大阪地検一級検事の不破俊太郎と新米検察事
務官の惣領美晴。どんな圧力にも流されず、一ミリも表情を変えない不破は、陰で能面
と呼ばれている。調べを進めるなかで、容疑者のアリバイは証明され、さらには捜査資料
の一部紛失が発覚。やがて事態は大阪府警全体を揺るがす一大スキャンダルへ⸺警察
内から裏切りと揶揄される不破の運命は、そしてストーカー事件の思いもよらぬ真相とは
⸺

能面検事　　中山七里

4334744338
¥600

小島恵美子、通称エミー。ラテン系の血を引き、漆黒の髪と燃えるような瞳、褐色の肌を
持つとびきりの美女だ。性格は残酷かつ非情⸺。大学講師を務める彼女の裏の顔は、
ある国際秘密組織のエース。仕事は、法の手の届かぬ大物たちへの復讐などを請け負うこ
とだ。時に籠絡し、拷問し、殺し……莫大な報酬を手にするのだ。女処刑人の凄絶な活
躍を描く傑作アクション！

非情の女豹　　大藪春彦



餓狼の弾痕　　大藪春彦
あくどく裏金を貯め込む権力者たちから汚れた金を奪い取る秘密組織「オペレーション・ヴァ
ルチュアー」。尋問及び処刑部のエース・世見月明は、目的のためには手段を選ばない冷
酷非情な男だ。鍛え上げられた肉体を駆使し、今日も薄汚い欲にまみれた男たちを徹底
的に嬲り、脅し、すべてを巻き上げてゆく。強欲に私腹を肥やす巨悪を狩る、痛快ハード・
アクション！

4334765076
¥650

俺の血は俺が拭く　　大藪春彦
世界的なフリーの報道カメラマン、沢村鉄夫は内務局特殊課の秘密工作員という別の顔も
もっていた。ある日、安保条約再改訂で国中が騒然とするなか、自衛隊の部隊が襲われ武
器弾薬が奪われる事件が発生する。さらに機動隊を装った武装集団が銀行を襲撃し、その
裏には某国特殊部隊が日本で一斉武装蜂起を画策しているという情報が。沢村は単身、
敵組織に潜入する！

4334763430
¥750

唇に微笑 心に拳銃　　大藪春彦
若林誠、29歳。一介の営業マンとして働きながら、脳裏には暗く巨大な野望を秘めていた。
格闘技と銃の腕前を磨き、ついに行動を開始する。現金輸送車襲撃、資産家が貯め込ん
だ脱税金の強奪⸺次々と凶悪な犯罪を重ね、大金を掴むが、その欲望はとどまることが
なかった。次なるターゲットは30億円の現ナマ。だが、背後には怪しい男たちの影が忍び
寄っていた……。

4334746039
¥800

4334766684
¥700

シャープな顔立ちに鋭い眼光、鍛え上げた肉体。西城秀夫は警察庁直属の秘密捜査官だ。
東名高速全線開通とともに、沿線都市の暴力団組織の動きが活発化。麻薬や密造拳銃の
取引は拡大する一方だ。西城は、抜群の銃の腕前と頭脳を武器に、単身、腐敗した街の
浄化へとひた走る。最初のターゲットは、麻薬密輸に荷担する麻薬取締官の抹殺だ！　超
人気シリーズ第1弾。

4334767419
¥650

北海道東千歳の駐屯地で自衛隊員3人が反乱を起こし、大量の武器を奪い逃走した。3人
は過激な地下組織に属することが判明。警察庁直属の秘密捜査官・西城秀夫が、組織潜
入の命を受ける。警官殺しの逃亡者として彼らに接近した西城は、北海道の原野に潜む組
織の一大戦闘部隊へと乗り込んでゆく（表題作）。疾走する暴力、セックス、破壊。衝撃の
ハード・アクション！

曠野に死す  ハイウェイ・ハンター・シリーズ　　大藪春彦

4334769004
¥650

横浜から宮崎へ向かうフェリーに愛車とともに乗り込む、ただならぬオーラを放つ男。警
察庁の秘密捜査官・西城秀夫だ。巨大暴力団の力を背景に、血で血を洗う抗争が繰り広
げられる北九州へ⸺。組織暴力団壊滅の指令を受け、単身、乗り込むのだ。超人的な
膂力と銃の腕前を駆使し、別府、博多、長崎と、西城は熾烈な闘いを繰り広げてゆく！　
傑作アクション長編。

狼は暁を駆ける  ハイウェイ・ハンター・シリーズ　　大藪春彦

東名高速に死す  ハイウェイ・ハンター・シリーズ　　大藪春彦

こ う や



狼は罠に向かう  エアウェイ・ハンター・シリーズ　　大藪春彦
次期総裁の座を狙う保守党の福山派に腕を見込まれた暴力団狩りのプロ・西城秀夫は、
香港に飛んだ。中国を将来の世界最大の市場とみた福山は、党有力者との接触を図って
いた。だが、密約の親書と多額の現金を持ったまま、使者たちが消息を絶ったのだ。金と
親書奪還のため単身潜入した西城を、中国マフィアの魔手が待ち受ける！　血で血を洗う
凄絶アクション長編。

433477458X
¥750

獣たちの墓標  エアウェイ・ハンター・シリーズ　　大藪春彦
暴力団狩りのプロ・西城秀夫、沖縄へ⸺。本土復帰を目前にした沖縄は、米軍流れの
武器弾薬に麻薬、売春婦たちで溢れかえっていた。莫大な利権に群がる地元暴力団と乗り
込んできた本土組織。西城の任務は、中でも勢力を伸ばす山野組を壊滅させることだ。目
的のためには手段を選ばないダーティー・ヒーローが、縦横無尽に暴れ回る！　超弩級ハー
ド・アクション。

4334772765
¥750

4334776388
¥550

親子ゲンカで家出中だったぬりかべの父・作蔵が、拐されかけていた女児を救った。親探
しに奔走するるいに、九十九字屋主人の冬吾は猿江町の辰巳神社に行ってみろという。た
だし神主には近づくなともいうのだが……。やがて、るいは冬吾の生い立ちに秘められた
切ない因縁に気づいてゆく。世のふしぎの裏にある人やあやかしの想いを温かく描く人気シ
リーズ第四弾！

あやかし行灯  九十九字ふしぎ屋商い中　　霜島けい

4334776469
¥600

六本木署の萩原は、暴対法の網の目を潜り抜ける半グレ集団を専門に取り締まる刑事だ。
振込詐欺の現金受け渡しの現場を押さえるため、山手連合幹部の情婦とみられる女を尾
行。現場となった銀行で、萩原は強盗事件に巻き込まれる。山手連合は、高級車の窃盗、
さらに麻薬取引にまで手を染めていた。半グレ集団の裏にちらつく権力の影が、萩原を追
い詰める！

欲望刑事  六本木裏捜査　　沢里裕二

あ ん ど ん

デ カ

狼は復讐を誓う
エアウェイ･ハンター･シリーズ　第一部パリ篇　　大藪春彦
警察庁からの依頼を受け、西城秀夫はヨーロッパへと飛ぶ。政府要人や財界の大物がス
ウィス銀行に預けた隠し金が、次々と強奪されていた。そこにはイスラエルの秘密組織が
関わっているらしい。その組織の正体を突き止め、壊滅せよというのだ。パリへと金を引き
出しに向かった不動産会社社長を囮に、西城は組織の中枢へと食い込んでゆく⸺。超絶
アクション巨編！

4334776353 ¥800

狼は復讐を誓う
エアウェイ･ハンター･シリーズ　第二部アムステルダム篇　　大藪春彦
日本政財界のブラックマネーを強奪していたイスラエルの組織は、アラブ・ゲリラへの報復
機関 “シオンの星” だった。“シオンの星” パリ支局を壊滅させた警察庁の秘密捜査官・
西城秀夫は、ついにヨーロッパ総局を標的に定める。アムステルダムからフランクフルト、
コペンハーゲンへ⸺。鋼の肉体と冷徹な精神で、巨大組織に単身、最後の闘いを仕掛
ける西城の運命は!?

4334776493 ¥800



風雲 印旛沼  関八州御用狩り（三）　　幡大介
江戸奉行の手が及ばぬ関八州に逃げ込んだ悪人を追う賞金稼ぎ、追い首。旗本三男の新
三郎もその一人。馴染みの大黒、利吉と共に精を出す。此度請け負ったのは牢屋敷から
脱獄した男の追跡だった。手がかりを求め印旛沼に赴いた彼ら。そこで新三郎は、百々木
という凄腕の老浪人と思いがけず再会し……。関八州を舞台に痛快なドラマと剣劇が織り
なす時代シリーズ！

4334776590
¥600

すずらん通り ベルサイユ書房 リターンズ！　　七尾与史
日本一の本の街・神田神保町にあるベルサイユ書房。テレビで有名なイケメン写真家・
ジョージ久保田のサイン会が脅迫された。彼の新作写真集の中に、脅迫犯に都合の悪い
何かが写っているらしい。剣崎店長の指令で、作家志望の書店員・研介らは写真の謎を追
うことに。卑劣な脅迫犯を捕まえ、写真集を刊行中止から救えるか？　タダモノじゃない七
尾ワールドが大展開！

4334776604
¥650

アルゴリズム・キル　　結城充考
署の交通安全イベントの最中に、突然現れた痩せこけた少女。保護されて間もなく亡くなっ
た彼女は、ほぼすべての歯を折られていた⸺。警務課所属のクロハは、県内で続発する
未成年者変死事件との関連を探り始める。被害者たちの体や衣服に残された子供の指紋
が意味するものは？　犯人の底知れぬ悪意に孤高の女性警官が立ち向かう、「クロハ」シ
リーズ長編第3弾！

4334776647
¥700

小夜左文字  御刀番　左京之介（十）　　藤井邦夫
汐崎藩御刀番頭の左京之介は、左家にまつわる名刀「小夜左文字」が盗まれたことを知
らされる。一方、汐崎藩主堀田家憲には縁談が舞い込む。藩主から縁談相手の松代藩真
田家を探るように命じられ、京之介が調べ始めると、そこに小夜左文字の存在が浮かび上
がる。小夜左文字を盗んだ者の思惑とは⸺。迫力の戦闘シーンと胸に迫る若殿の恋。
充実のシリーズ第十弾。

4334776582
¥600

4334776728
¥400

失踪した猟犬探しを生業とする探偵・竜門卓の事務所に、盲導犬の行方を突き止めてほし
いという仕事が舞い込んだ。依頼者は資産家の令嬢。相棒の猟犬ジョーとともに調査を進
めるうちに、薄幸な、ひとりの目の不自由な少女のもとに行きつくが……。胸を打つラスト
シーンが待つ表題作を始め、限りなく優しく誇り高い男たちの人間模様を描き出す永遠の感
動作！

セント・メリーのリボン　新装版　　稲見一良

433477671X
¥650

最凶の男、久我重明の非情な指導の下、着々と力を増す志村礼二は、フルコンタクト空手
大会に参戦。比類なき強さで勝ち進み、迎えた決勝で、鍛錬を重ねた芥菊千代と対峙する。
一方、東京のプロレス道場の見学に訪れた室戸武志。選手の練習風景に圧倒されていた
が、思いがけずリング上でスパーリングに臨むこととなる。さらなる強さを求め、意地がぶ
つかる第3弾！

獅子の門 3　青竜編　　夢枕獏

さ よ さ も じ



傾城の恋／封鎖　　張愛玲［著］／藤井省三［訳］

離婚後、没落した実家に戻っていた白流蘇（パイリウスー）。異母妹の見合いに同行したと
ころ英国育ちの青年実業家に見初められてしまう「傾城の恋」。封鎖中の路面電車のなか
での男女の行きずりの恋を描いた「封鎖」。占領下の香港と上海が舞台の恋物語と自伝的
エッセー「戦場の香港」ほかを収録。

4334753779
¥810

モーリス　　フォースター［著］／加賀山卓朗［訳］

凡庸な少年時代から、モーリスは自分の願望を知ってはいた。ケンブリッジ大学の学舎で
知的なクライヴと懇意になり、戯れに体が触れあううち、彼の愛は燃え上がる。クライヴ
もまた愛の言葉を口にするが……欲望のままに生きることが許されない時代に生きる青年
の苦悩と選択を描く。執筆当時は同性愛が犯罪であったため、著者の死後に発表された禁
断の恋愛小説。（解説・松本朗）

4334753787
¥1020

八月の光　　フォークナー［著］／黒原敏行［訳］

お腹の子の父親を追って旅する女、肌は白いが黒人の血を引いているという労働者、支離
滅裂な言動から辞職を余儀なくされた牧師……近代化の波が押し寄せる米国南部の町ジェ
ファソンで、過去に呪われたように生きる人々の生は、一連の壮絶な事件へと収斂していく。
ノーベル賞受賞作家の代表的作品。20世紀アメリカ文学の傑作！

4334753760
¥1240

けいじょう
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