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9月 光文社電子書籍 新刊予定

https://www.facebook.com/kbs.denshi

光文社キャラ文庫、スタート！ 紙版と同時発売！

荒川乱歩の初恋

高校生探偵

阿野冠

谷根千高校探偵科は、未解決の殺人事件の再調査に挑むことになった！

社内保育士はじめました

貴水玲

4334777210
¥600

社内保育ルームへ異動!? 「まるで能面」と呼ばれ真面目すぎる梓咲は元気いっぱいの子ど

もたちとどう立ち向かう!?

バネジョのお嬢様が焼く
パンケーキは謎の香り

文月向日葵

チーズケーキもパンケーキも絶品だけど、美人オーナーパティシエは、接客が苦手です。

4334777236
¥550

4334777228
¥550

NETFLIXの元最高人事責任者が、同社の型破りな企業カルチャーを語る！

NETFLIXの最強人事戦略

自由と責任の文化を築く

パティ・マッコード［著］／櫻井祐子［訳］
DVDの郵送レンタルから、映画のストリーミング配信、独自コンテンツ製作へと業態を進化
させながら驚異的な成長を続けるNETFLIX。その成功の秘密は、型破りな人事制度に支え
られたカルチャーにある。「業界最高水準の給料」「将来の業務にふさわしくない人は解雇」
「有給休暇は廃止」等、同社の元最高人事責任者が刺激的な戦略の精髄を示す。「シリコ
ンバレー史上、最も重要な文書」と呼ばれたNETFLIX CULTURE DECKを元に書籍化！

4334962211
¥1280

狡猾に隠蔽された真犯人の貌に肉薄する、執念のフェイク・ドキュメント！

真犯人の貌

川口事件調査報告書

前川裕
2008年8月、八王子市川口町。大量の血痕を現場に残し、教師夫婦が失踪する。ジャー
ナリストの杉山康平は、事件の翌年、容疑者の無罪が確定したことに疑いを抱き、取材を始
める。辣腕弁護士の妨害に悩まされながら、証言を集める杉山だったが、関係者の多くが、
重要な部分で口を閉ざしてしまう。一体彼らは、誰を恐れ、何を隠しているのか？ 発生か

ら10年、狡猾に隠蔽された真犯人の貌に肉薄する、執念のフェイク・ドキュメント！

4334912435
¥1400

21日発売

FLASHデジタル写真集
FLASHデジタル写真集

倉持由香／桑島智輝［撮影］

倉持由香 自宅タワマン全力尻！ 前編「濡」

100cmヒップを武器に活躍するグラドル・倉持由香が、得意の自画撮りならぬ自宅撮り。
彼女が住む高級タワーマンションで撮影された大胆すぎる写真の数々を、FLASHデジタル
写真集 “初” となる前後編2冊で構成しました。前編はお風呂でびしょ濡れになったドアッ
プ尻が見られます。

FLASHデジタル写真集

倉持由香／桑島智輝［撮影］

¥1200

倉持由香 自宅タワマン全力尻！ 後編「脱」

100cmヒップを武器に活躍するグラドル・倉持由香が、得意の自画撮りならぬ自宅撮り。
彼女が住む高級タワーマンションで撮影された大胆すぎる写真の数々を、FLASHデジタル
写真集 “初” となる前後編2冊で構成しました。後編では、限界露出で感極まる “もっちー”
が見られます。

FLASHデジタル写真集

¥1200

都丸紗也華 とまるまるをお持ち帰り…

都丸紗也華／岡本武志［撮影］

バイク王のCMで話題のFカップタレント・都丸紗也華が、クラブで出会い、ホテルで逢瀬を
重ねる「お持ち帰り」をグラビアで体現。グラビアやCM以外にも「LARME」のレギュラー
モデルを務め、ドラマ「世にも奇妙な物語’18 春の特別編」
（フジテレビ系）に出演するなど、
女優としても活躍。3年ぶりの本誌撮りおろしになり、FLASHデジタル写真集も異例の2冊
目の発売となった。さらに大人になった彼女を堪能して頂きたい。

FLASHデジタル写真集
はるかぜ. ／

はるかぜ.Iカップ女子大生爆誕！

¥1200

LUCKMAN［撮影］

人気マンガ誌のグラビアページを席巻するIカップ女子大生と「お家でデート」。“はるかぜ.”
という名前のとおり、爽やかで初々しい写真集になりました。庭で伸び伸びと羽を伸ばす
姿や、ベッドでくつろぎ寝転ぶ様子、気持ちよさげなお風呂シーンまで、弾ける笑顔と奇跡
のボディを贅沢に封入！ あなたは、次世代のグラビアヒロイン誕生の目撃者になる。
¥1200

21日発売

光文社新書 四六判翻訳書

もしかして、私、大人のADHD?

認知行動療法で「生きづらさ」を解決する

中島美鈴

ADHD（注意欠如多動症）とは、先天的な発達障害のひとつ。「不注意」
「多動性」
「衝動性」
の特性をもつADHDは、これまで子どもの発達障害というイメージでとらえられてきた。し
かし、最近の研究で、大人になってもADHDの症状が残ることがわかってきている。片づけ
られない、忘れっぽい…… ADHDの影響が日々の生活に及ぼす「困りごと」にどう対処す
ればいいのか。最新の研究成果も交えながら、実践できる認知行動療法のエッセンスを伝
4334043690 ¥780
える。

品切れ、過剰在庫を防ぐ技術
実践・ビジネス需要予測

山口雄大

生活者が必要とするタイミングで適切な量を届けるために「この時、これくらい欲しい」と
いう需要を予測し、商品を生産を適切に導くのが、現代の製造業には欠かせない「需要予
測」という仕事である。本書では「統計学」の側面が強い需要予測を、独自の「認知科学」
の観点からひもとき、様々な条件によって需要の予測が非常に難しい化粧品業界を実例に
とりながら、明日からビジネスに役立つ実践的な需要予測の技術を学んでいく。
4334043704 ¥880

究極のお洒落はメイド・イン・ジャパンの服

〈オールカラー版〉

片瀬平太

流行、ブランド、品質、サイズ、色、値段……。本当に身になるファッションとは何か？ 『王
様の仕立て屋』監修を務める服飾記者・片瀬平太がたどりついた結論は「日本製服飾品」
だった。手作業で丁寧に作り、手に取りやすい価格で届ける。それがメイド・イン・ジャパ
ンの神髄だ。スーツ、シャツ、ニット、ジーンズ、靴……。日本中を駆け巡る徹底取材によっ
て、メイド・イン・ジャパンの真の魅力が明らかになる。

オリンピックと東京改造
交通インフラから読み解く

4334043712 ¥940

川辺謙一

1964年の東京五輪の前には、多くのインフラが整備された。首都高速道路や東海道新幹
線は、その代表例だ。東京五輪に向けて進められたインフラ整備は、「都市改造」や「交
通革命」とも呼べるほど大規模なものだった。五輪の大会経費（約265億円）の約36倍
にあたる約9608億円が「五輪関連事業」としてインフラ整備に投じられた。（中略）インフ
ラ整備を進める口実として、五輪が「利用」されたのだ。（「はじめに」より）

劣化するオッサン社会の処方箋
なぜ一流は三流に牛耳られるのか

4334043720 ¥800

山口周

日大アメフト部監督による暴行指示と事件発覚後の雲隠れ／神戸市や横浜市の教育委員会
等によるいじめ調査結果の隠蔽／財務省による森友・加計問題に関する情報の改竄・隠
蔽／大手メーカーによる度重なる偽装・粉飾・改竄⸺いいオトナによる下劣な悪事の
数々は必然的に起きている！ ビジネス書大賞2018準大賞受賞作『世界のエリートはなぜ
「美意識」を鍛えるのか？』の著者による、日本社会の閉塞感を打ち破るための画期的な

ストレングス・スイッチ

子どもの「強み」を伸ばすポジティブ心理学

4334043739 ¥760

リー・ウォーターズ／江口泰子［訳］

「弱点」「苦手」克服から「長所」「得意」シフトへ。子どもの足りない部分ばかりに目を
向けるのではなく、「強み」を見つけてさらに伸ばす戦略を取れば、真の才能が覚醒する！
近年注目を集めるポジティブ心理学界のホープが、豊富な研究結果や親たちの実例、そし
て自身の子育て経験をもとに、科学的理論を日常の実践へ橋渡しする。
433496222X ¥1620

14日発売

怪談

ラフカディオ・ハーン［著］／南條竹則［訳］

「耳なし芳一の話」
「雪女」
「むじな」
「ろくろ首」……。日本をこよなく愛したハーン（日本名、
小泉八雲）が、古来の文献や伝承をもとに流麗な文章で創作した怪奇短篇集。日本の文
化、伝統、習慣を世界に紹介し、いまや「日本文学の古典」として読み継がれるハーンの
代表作。昆虫エッセイ「虫の研究」も収録。
4334753809

21日発売

28日発売

¥770

文芸雑誌

Giallo No. 65

●〈秋の小説特集〉紅葉踏みわけミステリー：芦辺 拓、坂木 司、曽根圭介、鳥飼否宇、
西澤保彦、前川 裕 ●絶好調！連載陣：青柳碧人、笠井 潔、早坂 吝、森川智喜 ●特集・
山口雅也〈キッド・ピストルズ〉シリーズ、改訂決定版で復活！ ●第18回「本格ミステリ
大賞」受賞記念トークショー ●映像ミステリのベスト10を語る
¥500

学芸書 文芸書

ニッポン幸福戦略

桜雪（仮面女子）

AIは生活をどう変える？ 多様な家族像がもたらす未来とは？ 東京が世界で注目され続
けるには…？ 趣味は世界の論文読破、東大出身のアイドルが起業家・研究者・社長らに
聞く10年後の日本。対談者は亀山敬司（DMM.com会長）、高橋智隆（ロボットクリエイ
ター）、中村貞裕（トランジットジェネラルオフィス社長）、新居日南恵（起業家）、前田裕
二（SHOWROOM社長）、岩本晃一（経済産業研究所）、西村幸夫（都市工学者）。

雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール
ひ な ぐ ち よ り こ

4334950493
¥1100

呉勝浩

あの猟銃乱射事件から3年。被害者の一人、雛口依子は犯人の妹・葵と運命的に出会う。
いまだ解明されない事件の真相をルポに書くため、多くの時間を “色川の伯父さん” の家
で過ごした依子の半生を辿ることに。その家は、独自のルールで成り立っていた⸺あら
ゆる不幸を背負い込んだ二人の最凶女子が、この世のすべての理不尽にマシンガンをぶっ
放す！最注目作家が死力を尽くした “抵抗” の物語。【8P袋とじ付録は電子版では割愛】

PIT 特殊心理捜査班・水無月玲

五十嵐貴久

4334912389 ¥1200

ビッグデータ解析による犯罪予測システムの開発をしている蒼井俊は、連続猟奇殺人事件
“V事件” の犯人を突き止めるため、プロファイラーの水無月玲率いるPITへの異動を命じ
られた。刑事の勘を信じ、俊に反感を抱く川名基三、玲を信奉する春野杏菜らとVを追って
いる最中、現職の刑事が惨殺される事件が発生して⸺。ビッグデータ×プロファイリン
グ。先に犯人を見つけるのはどちらか!? ノンストップ警察ミステリー！

緑のなかで

椰月美智子

4334912397
¥1200

青木啓太は、しまなみ海道の壮大な「橋」に心惹かれ、土木工学を学ぶため、遠く離れ
た北の大地にあるH大に入学する。自治寮に入り、大学紹介の活動やフィールドワークの
サークルなど、友人たちと青春を謳歌する彼のもとに、母が失踪したと双子の弟、絢太か
ら連絡が入る。あの、どこか抜けていて感受性豊かな母が、なぜ突然消えたのか……。自
然豊かな美しいキャンパスで大学3年生となった青年の成長と苦悩を描く、青春の光と影。

4334912400 ¥1200

菩薩天翅
ぼ さ つ て ん し

戸南浩平

明治6年東京、侍崩れの男・倉田恭介と、10歳の女の子・サキは、縁あって共に暮らして
いた。ある日、大罪人だけを狙った連続殺人事件が起きる。まるで天誅を下したかのよう
な犯行に、いつしか人々は、犯人を闇仏と呼んでいた。その闇仏が大渕伝兵衛殺害を予告
する。極悪人の大渕を殺すことで、世直しの総仕上げにすると。大渕は自身を守らせるた
め、用心棒として倉田を雇うのだが……。衝撃のラストに涙する、傑作小説の誕生!!

怨霊診断

433491241
¥1300

最東対地

ネットでよく見る心霊テスト「霊感診断」。元カレの頼みで、ネット配信動画のためにテスト
を受けた未希は、想像の中で、血まみれの死体が何体も転がる見知らぬ家を訪れるはめ
に。以来毎夜、家族皆殺しの夢を見るようになった……。本当に幽霊に取り憑かれたの
か？ 取り憑かれたとして、この後自分はどうなってしまうのか？ エスカレートしていく悪
夢をめぐって、予測不能の恐怖が連鎖する、傑作ノンストップ・ホラー！

血に慄えて瞑れ
ふる

ねむ

4334912427
¥1200

鳴海章

神奈川県警公安捜査員・伊藤朱璃は、爆弾テロリスト・トウキョウボマーをついに追い詰
める。しかし、そこには痛烈な惨劇が待っていた！ さらなる事件を巻き起こすため、国際
的な犯罪集団が、最強の工作員を日本国内に送り込んだ。対する警察庁は、超法規的措
置S計画で対抗する。血には血を、銃弾には銃弾を……。報復の応酬劇に、朱璃は果敢
に立ち向かう！

天使の棲む部屋 問題物件

4334776663
¥700

大倉崇裕

ついに最恐の物件現る!? アメリカのアリゾナ州にある洋館の一室では、犯罪容疑が濃厚
な人物が次々と拳銃自殺を遂げているという。大島不動産販売・問題物件担当の若宮恵
美子は、その「悪魔が棲む部屋」へと送り込まれる。最強の相棒・犬頭光太郎不在の中、
恵美子は部屋に秘められた恐るべき謎を解明できるのか？ (表題作） 痛快！「問題物件」
シリーズ、待望の第2弾。

森のシェフぶたぶた

4334776809
¥700

矢崎存美

森の中に建つ人気のオーベルジュ（＝泊まって食事を楽しむレストラン）、ル・ミステール。
そこには、泊まった人にしかわからない「謎」があるらしい。ちょっと変わった名前のシェ
フが、四季の美味しい料理で出迎えてくれるというけれど……？ 中身は心優しい中年男
性、外見はぶたのぬいぐるみ。山崎ぶたぶたが大活躍。読めば元気になれる、大ヒット・
ファンタジー！

ためらい始末 大江戸木戸番始末（八）

喜安幸夫

4334776817
¥500

薬研堀埋立地にある評判の髪結・弥八床と、米沢町で信頼される質屋の市福屋。真面目
で堅実な商売以外に、共通点はないはずだった。しかし、二つの商舗を探る怪しい与太が
木戸番小屋を訪れ、不可解な行動をとり始める。騒ぎの臭いを嗅ぎ、動き始める杢之助だ
が、今回の事件はいつもと違っていた……。各々の背負う過去が重なり合い、一触即発の
危機へと発展する！

4334776922
¥600

ゆめかない膳 南蛮おたね夢料理（七）

倉阪鬼一郎

夢屋に誕生した新しい命。おたねは娘に、夢が叶うようにと、「おかな」と名付ける。大
地震で亡くした娘おゆめの思い出を胸に作り出した献立は、
「ゆめかない膳」と名付けられ、
たちまち人気の品となった。安政から万延、そして文久へ⸺。激動の幕末の江戸を舞台
に、たび重なる厄災を乗り越え、健気に生きぬく市井の人々の営みを温かく描く、好評シ
リーズ第七弾。

ふたたびの虹 日本橋牡丹堂 菓子ばなし（三）

中島久枝

4334776930
¥600

日本橋の袋物屋のおかみが、隠居した父親を案じ牡丹堂に相談にやって来た。女房に先立
たれて半年、ふさぎ込んだままだという。茶話会を開いて元気づけてやりたい。ひいては、
甘い物が好きな父のために菓子を作ってほしいというのだ。小萩は、ご隠居の望みを知ろ
うと、三日にあげず通うことになるのだが⸺。季節の菓子と人の情。切なくて温かい好
評シリーズ第三弾。

巡る桜 上絵師 律の似面絵帖

4334776949
¥600

知野みさき

池見屋から巾着絵の仕事を減らされ、律は焦りを覚えていた。そんな折、葉茶屋・青陽堂
では、商品に古茶が混じったことで、得意客が離れる騒ぎが起こる。商売敵による差し金
ではと若旦那の涼太は悔しさを滲ませるのだが……。職人としての誇りをかけた仕事に打
ち込みながら、ゆくえ定まらぬ恋に心揺らす律。得意の似面絵が事件解決にも一役買う、
人気シリーズ第四弾。

消えたタンカー 新装版

4334776957
¥650

西村京太郎

インド洋上で原油を満載した巨大タンカーが炎上沈没した。船長以下6名が救出されたが、
残り26名の生死は不明のまま、捜索は打ち切られた。だが、その船長が変死を遂げ、十
津川警部補のもとに、犯人を名乗る人物からさらなる殺人を予告する挑戦状が届く。警察
の必死の捜査を嘲笑うように次々と殺害される元乗組員たち。十津川は狡猾な犯人を挙げ
られるのか!?

札幌・オホーツク 逆転の殺人

新装版

深谷忠記

4334777015
¥700

新人作家・鳥海昌夫へ処女作の見本を届けるため、笹谷美緒は札幌を訪れた。だが、彼
は待ち合わせに現れず、焼死体となって発見される。東京に戻った美緒に、坂本留実とい
う女性から連絡が。その女性は鳥海から文学賞の賞金500万円を託されていたのだった。
鳥海の周囲に蠢く怪しい男たちも死の渦に巻き込まれ……。過去と現在が交錯する謎に、
壮・美緒が挑む！

鯨分限
くじらぶげん

伊東潤

4334777023
¥850

幕末から明治へ⸺。捕鯨集団「太地鯨組」の若き棟梁・太地覚吾を、激変する時代の
荒波が襲う。外国船の乱獲による鯨の不漁、南海地震による大津波、村を救うため画策し
た蝦夷地での操業も頓挫する。そして、巨鯨を追うあまりに引き起こされた海難事故「大
背美流れ」では、100名以上の生命が奪われる。時代に抗い、度重なる苦境に、何度も
立ち向かい続けた男の物語。
4334777120
¥750

獅子の門 5

白虎編

夢枕獏

ついに幕を開けた流派入り乱れてのトーナメント。試合の中で闘いの楽しさを知る室戸武
志。中国拳法をベースにしたスタイルで挑む加倉文平。哀しい眸をした竹智完。刃物のよ
うな笑みを絶やさぬ志村礼二。全身全霊で相手に向かう芥菊千代。そして、若き闘士たち
を見つめる者たちもまたそれぞれの思いを胸に抱いていた。強さの頂を目指す者たちの物
語、第5弾。

ロビンソン・クルーソー

デフォー［著］／唐戸信嘉［訳］

4334777058
¥700

船に乗るたびに災難に見舞われるロビンソン。無人島漂着でさすがに悪運尽きたかに思え
たが、住居建設、家畜の飼育、麦の栽培、パン焼きなど、試行錯誤しながらも限られた
資源を活用して28年も暮らすことになる……創意工夫と不屈の精神で生き抜いた男の波瀾
の人生を描いた傑作。

トニオ・クレーガー

マン［著］／浅井晶子［訳］

4334753825
¥1170

同級生の男子ハンスや、金髪の少女インゲボルクに思い焦がれながらも、愛の炎には身を
捧げられず、精神と言葉の世界に歩みだしたトニオ。だが大人になり小説家として成功し
てなお、彼の苦悩は燻っているのだった。若者の青春と新たな旅立ちを描いた、ノーベル
賞作家の自伝的小説。
4334753833
¥720

