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『和菓子のアン』待望の続編！　デパ地下を舞台にしたほの甘ミステリー。

4334777449
¥650

アンと青春
坂木司
アンちゃんがデパ地下の和菓子屋「みつ屋」で働き始めて8ヶ月。販売の仕事には慣れてき
たけど、和菓子についてはまだまだ知らないことばかりだ。でも、だからこそ学べることもたく
さんある。みつ屋の個性的な仲間に囲まれながら、つまずいたり悩んだりの成長の日々は続
きます。今回もふんだんのあんことたっぷりの謎をご用意。待ちに待ったシリーズ第2弾！

カラーフィルムで記録した昭和30年代の東京＆全国の風景！

4334043755
¥1500

秘蔵カラー写真で味わう

60年前の東京・日本
J・ウォーリー・ヒギンズ
ふつうモノクロでしか見られない昭和30年代の日本を、カラー写真で記録していた人物がい
た。米国出身、日本と日本の鉄道をこよなく愛する元祖「カラー撮り鉄」、J・ウォーリー・
ヒギンズ。日本全国をくまなく訪問し、趣味の鉄道写真を中心に、当時としては超贅沢なカ
ラーフィルムで日本の風景を多数撮影してきた。半世紀以上の歳月を経て、なお色褪せない
6千枚の中から、選りすぐりの382枚を、当時の思い出話とともに公開。

命懸けで千石船造りに挑む船大工の父子！　男たちの船は海に勝てるのか!?

男たちの船出

俺はまだ終わっちゃいねえ！　江戸時代初期、一気に膨張する江戸の町に食糧危機が迫っ
ていた。必要なのは物流革命の切り札「千石船」⸺瀬戸内で三代の名匠と知られた船大
工の父子が命懸けで船造りに挑むが、海は凄まじい力でその挑戦を打ち砕く。男たちの船は
出るのか!?　息子も居場所も仕事の誇りもすべてを失い、老いにどん底まで追い詰められた
男が逆襲する！　感動必至。魂を込めた渾身の長編時代小説。

4334912443
¥1400

伊東潤



10日発売 光文社キャラ文庫

FLASHデジタル写真集　天木じゅん イチャつきお泊まりIカップ
天木じゅん／小塚毅之［撮影］

身長148センチにして、95センチのIカップバストでグラビア界を席巻。女優業にも意欲的
に取り組む彼女と、24時間イチャつきまくる！　ある日の午後、瀟洒なブティックホテルの
一室にチェックイン。そこからチェックアウトまで、ベッド、ソファー、リビング、バスルーム、
ベランダとあらゆる場所で夜も朝も密着し、二次元ボディをとことん堪能しちゃいます。恋
人気分を味わえること、間違いなし！

¥1200

FLASHデジタル写真集　サイバージャパン ダンサーズ バブリーギャルズ
サイバージャパン ダンサーズ／岡本武志［撮影］

総フォロワー 350万人突破のギャル集団がグラビア界に殴り込んできた。00年にゴーゴー
ダンサーグループとして結成されたCYBERJAPAN DANCERS。近年は写真集やCDのヒット
で注目を集めているが、実はモデルや会社員など、本業は別の仕事をしているメンバーも
多い。進化を続けるグループから人気メンバー KANAE、KAREN、KOZUE、MIRINの4人
が登場。ダンスで鍛え上げられた華麗でセクシーな肉体が、シャボン玉やバブルバスで泡
まみれに！

¥1200

4334777376
¥600

就活57連敗の七木田亜月は、とある病院事務の募集を見つけた。その名も「あかしや」
クリニック。イケメン白衣の院長にエントリーシートを渡されて、トントン拍子に就職が決
まったけれど、ハーフかクォーターか聞かれたり、雇用条件が良すぎたりと、なんだかあや
しい。と思っていたら、ドアに貼られている病院名が「あやかし」クリニックになっていて
⸺。

江戸川西口あやかしクリニック　　藤山素心

4334777384
¥550

鬱をはじめとする心因性の病が発達した近未来。100万人に1人の割合で発症する「噓ア
レルギー」を持つ如月瑞穂（きさらぎみずほ）は人とあまり関わることなく大学に通っていた。
ある日、金をたかりにきた同級生・ふみから助けてくれた渉（わたる）の一言で、発作を
起こし失神してしまう。これまで交流のなかった学生たちが、実直な性格の瑞穂を中心に
少しずつ変わっていく様を描いた青春小説。

君がいうなら噓じゃない　　入江棗

19日発売 FLASHデジタル写真集



26日発売 光文社新書 コミック

図解　宇宙のかたち
「大規模構造」を読む　　松原隆彦

私たちが住んでいる宇宙とは、一体いかなる存在なのか。宇宙全体を俯瞰すると、「宇宙
の大規模構造」と呼ばれる複雑な姿が浮かび上がってくる。ビッグバンから始まる宇宙138
億年の歴史の中で、大規模構造はどのように形成されてきたのか。それを探ることは、宇
宙そのものの起源に迫ることに直結している。宇宙の姿はどこまで解明されているのか。
宇宙の大規模構造研究の先駆者が、観測データや研究上のエピソードを交えて綴る。

4334043747 ¥920

ルポ　不法移民とトランプの闘い
1100万人が潜む見えないアメリカ　　田原徳容
トランプ大統領の就任後、「移民の国」アメリカは様々な形で不法移民への圧力を強めて
いる。強制送還や入国制限で、家族と離れ離れになった者も多い。それでもなお、アメリ
カを目指す人の波は途絶えない。世界のあらゆる場所からあらゆる事情の人々が、国境と
いう壁を越えてくる。受け入れるか、拒むか、それとも無視か。果たして、アメリカはこれ
からも「夢の国」でいられるのか？　読売新聞ロサンゼルス特派員による渾身のルポ。

4334043771 ¥900

パパ活の社会学  援助交際、愛人契約と何が違う？
坂爪真吾
女性が年上の男性とデートをし、見返りに金銭的な援助を受ける「パパ活」が広がりを見
せている。いったい何が彼女ら彼らをパパ活に駆り立てるのか？　パパ活に関わる女性・
男性へのインタビューを敢行し、交わされる金額、年齢・職種、主戦場である交際クラブ
についてなど、生の情報を掲載。現代社会は刻々と変化するこうした新たな人間関係の在
り方を許容できるのか？　自由恋愛の最果ての地、「父なき時代」の現在を克明に描き出す。

433404378X ¥780

東京郊外の生存競争が始まった！
静かな住宅地から仕事と娯楽のある都市へ　　三浦展
緊急出版！　どんな街が生き残るか？　東洋経済オンラインで累計350万PVを記録し、所沢
市議会でも取り上げられた、首都圏人口争奪と「郊外格差」の実態。働き方改革は住ま
い方改革であるべきだ! ⸺「地方化」する東京郊外／日本中で減った若者が23区内に集
中／新宿区の女性未婚率は42歳で37%！／埼玉の優秀な女性が東京に転出／都心でベ
ビーブーム／さいたま市が表参道より人気／武蔵小杉は年収が高い男性が好む…etc.

4334039952 ¥840

¥200

¥200

不器用な男同士の大人の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの待
望の分冊版☆　実家の老舗和菓子屋の跡継ぎ候補だった耀司は、自由に生きようと実家
を飛び出し歯科医を目指していた。ある日そこに、幼馴染みで高校生の誠が訪ねてきて
……。眩しい白衣からあふれ出る淡い欲望。切なく優しい恋の1編。  ※本作品は『木曜日
の恋人［村上左知BLシリーズ 1］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】1　　村上左知

ホントは相思相愛なのに、この恋どうして一方通行!?　光文社BLコミックシリーズ『ホント
はね。』（全1巻／霧嶋珠生）からの待望の分冊版☆　幼馴染みで同僚の三崎に片想いして
迷走を続ける野口。しかし三崎の求愛に気づかない、おバカな野口。実は本人自身がこの
恋の最大の障害物で!?　変化球ラブ満載のリーマンBL痛快作☆

ホントはね。【分冊版】1　　霧嶋珠生



極道ダーリン【分冊版】1　　藤河るり
ハードボイルドBL☆　突然現れた義理の弟に求愛（セクハラ）される日々 !?　光文社BL
コミックシリーズ『極道ダーリン』（全1巻／藤河るり）からの分冊版☆　母子家庭で育っ
た巽（タツミ）は、生活のため、そしていつか自分の店をもとうと、ホストを続けている。
最愛の母親は再婚相手との新婚旅行で不慮の事故死を遂げてしまっていたが、その再婚相
手はヤクザの親分だった……!?

¥200

¥200

美形の神父にハメられたヴァンパイアの運命は!?　光文社BLコミックシリーズ『神父様の
吸血鬼』（全2巻／小林こたろ）からの分冊版☆　人間の血を求めて新たな街にやってきた
吸血鬼のクロードは、そこで美形の神父ルスランに出会う。美味しく血をいただくつもり
だったのだが、逆に襲われ初体験を奪われたあげく、腕に絶対服従の印をつけられてしま
い……。

神父様の吸血鬼【分冊版】1　　小林こたろ
ヴァンパイア



26日発売

4334912451
¥1500

特別養護老人ホーム「敬徳苑」で入所者が何者かに殺害された。第一発見者で介護員の
清水穂香はストーカー被害にも悩んでいた。現場に臨場した不良あがりの交番巡査・武藤
大輔は穂香の相談に乗り、ストーカーの正体を暴こうとする。一方、新米刑事の風間志郎
は、目の回るような激務のなか、功を焦って半グレ集団の罠に落ちてしまう……。街を蝕
む悪党たちに、二人の若手警察官はどう挑むのか!?　緻密な描写が光る、異色の警察小
説。

群青の魚　　福澤徹三

4334927726
¥1200

早熟長寿の遠未来。人々は7歳で独り立ちし、10歳前後で出産する。不慮の事故で早世し
ても最新科学技術で蘇り、罪人は生体素材としてインフラに組み込まれ、未来永劫、シス
テムの一部として生き続ける……。そんな未来都市で、勝ち気で行動派のお嬢さま・ジュー
ルと金髪黒目でクラシックなメイド服姿のルーシーが冒険の旅に出た。その目的は、ルー
シーがジュールを殺したとされる事件の、真相を探ること。最先端のSFミステリ！

ルーシーにおまかせ！　　一条明

4334928404 ¥1200

動物の人間化技術が一般化した遠未来。元猫のフェリシア・ワイルドハートと、元犬のアー
ネスト・シバタは、人間化された元動物たちが住む居住区第8セクター担当の特殊捜査員
だ。人間としてのアイデンティティと、自らの過去との折り合いに悩む元動物たちが起こす、
数々の奇妙な事件にフェリシアが挑む。スラプスティックなストーリーで「人間」とは、「自
己同一性」とは何かを軽やかに問いかける傑作SFエンターテインメント！

猫刑事　　一条明

文芸書

433491246X
¥1200

新右衛門は「馬律流」という武術を伝える紗六家の当主。その紗六家の長屋に「唯力舎」
を構える一瀬唯力は、経営指南を生業としている。窮之のどん底にあった紗六家の立て直
しを唯力が指南する代わりに、新右衛門をはじめ、馬律流手練れの又三、用心棒稼業の
助次郎、元幇間の四平など、曲者ぞろいながら才ある者たちが「唯力舎」を手伝うことに
なる。注目作家が放つ、知恵と勇気でまっしぐら、青春時代小説！

刀と算盤  馬律流青春雙六　　谷津矢車

4334912478
¥1200

篠崎凜⸺翠星学園高校1年生。中学から弓道を始め、現在弓道二段。ひたすら弓道を
打ち込む少女。そんな凜が師匠、棚橋先生の家で、ありえない矢で男が殺された事件に巻
き込まれて解決した。『弓道名人は名探偵』と校内新聞で取り上げられ、凜の動画はいつ
の間にかネットで『天才弓道美少女』と評判になるが……。友達に悩み、自分に悩み、
弓道に悩む青春真っ只中⸺。ひとりの少女の成長を活き活きと描く傑作長編。

凜の弦音　　我孫子武丸

4334912494
¥1500

山間の寒村・未笠木村で、紫水晶を使った未来予知の研究をしている〈星詠会〉内部に
殺人事件が起こる。真犯人と殺人現場は、予知映像としてあらかじめ残されていた……。
外部に説明することが難しいため、隠蔽されていた事件を調査することになった刑事・獅
堂の前には、予知能力をめぐる悲劇的な因縁と鉄壁のアリバイが立ちはだかる。果たして、
予知された未来は、改変不可能なのか!?　美しくも哀しい本格ミステリ。

星詠師の記憶　　阿津川辰海

学芸書

りん

そ ろ ば ん

つ る ね

ネ コ デ カ



花魁心中  人情同心　神鳴り源蔵　　小杉健治
足袋問屋『山木屋』の主人が殺された。三日前に殺された大工の棟梁久兵衛と同じように、
襲われたのは、門前仲町の料理屋『登代川』からの帰り道だった。ふたりとも、深川芸者・
小美代の馴染みだった。同心・尾上源蔵が調べを進めていると、小美代が何者かに落籍
され、吉原に身売りされたという。殺しの陰に隠された大掛かりな謀略を源蔵が暴く！

4334775195
¥600

烈火の裁き  人情同心　神鳴り源蔵　　小杉健治
材木問屋『飛騨屋』が与力の高坂又五郎を抱き込み、源蔵を陥れようと画策。源蔵は、
植木職人・升吉殺しの下手人として、時蔵をお縄にした。だが、時蔵は、吟味の場で、
升吉が殺された晩、高坂と会っていたと言う。取り違えによって源蔵は、お役差し止めを
命じられる。罠を仕掛けた『飛騨屋』の狙いは!?　源蔵に代わって、文太、六助、竜吉が、
真実に迫る！

4334776108
¥600

クリーピー クリミナルズ　　前川裕
犯罪心理学教授である高倉孝一が対峙する奇妙な「隣人」たち。大型客船での旅路で出
会った夫妻、大学講師や学生、音楽家……。日常に紛れ込んだ底知れぬ悪意が生み出す
犯罪を、高倉は解き明かすことができるか!?　彼が遭遇した過去の事件も収録。身の毛も
よだつ5つの恐怖と衝撃があなたを襲うミステリー短編集。映画も大反響を呼んだ「クリー
ピー」の世界が深化する！

4334776981
¥550

男娼　　中塩智恵子
「処女の人。確率的に高いと思います。3割くらいかな。そういう方は年単位で長く指名を
してくださるんですよ」（48歳・出張ホスト）⸺中村うさぎさん激賞！　出張ホスト、ウリ
センボーイ、ニューハーフヘルス。セクシュアリティを始め、さまざまな事情を抱えた10人
のライフストーリーから見えてくるものとは？

4334950353
¥1400

「恋愛のどん底」から抜け出して今より1000倍愛される方法
大好きな人と幸せになるための「未来設定」の仕方　　moritto
20数年前の冬、私は人生のどん底にいました。突然、彼から一方的に婚約破棄されたの
です。何が起こったのか理解できなくて、起きたことを受け入れられなくて……。こうして、
幸せの絶頂から一転、どん底のどん底、「どん底3丁目」状態に落ち込んでしまったのです
⸺失恋から立ち直り、愛する人とめぐり逢いたい！　彼が忘れられない。復縁を叶えた
い！　ブログで大人気！関西人著者による実践的引き寄せメソッド。

433495023X ¥1300

超解釈　サルトルの教え
人類最強の哲学者に学ぶ「自分の本質」のつくり方　　堤久美子
著者は20世紀の大哲学者・サルトルに惹かれ、長年、個人的に研究を重ねてきた。サル
トルの哲学は、実践的で効果が出やすいのが特徴。本書では、「大人に生き方を伝授する
パーソナルな塾の女性塾長サルトル先生と、そこに通う塾生たちとの問答」というスタイル
で、サルトルの教えをベースにした、人生のよりよい生き方、考え方をわかりやすく伝える。

4334950396 ¥1300



黄色館の秘密  新装版  黒星警部シリーズ3　　折原一
実業家の阿久津又造一家が住む「黄色館」は、世界の珍品を集めた秘宝館。そこへ犯罪
集団から純金製の黄金仮面を盗むという予告が。フリーライターの葉山虹子に呼ばれて密
室マニアの黒星光警部が訪れるが、はたして黄金仮面が消え、密室で殺人事件が発生する。
この難事件、迷警部・黒星はどう解決するのか⸺。異色の長編ミステリーが大幅加筆修
正のうえ新装版で登場。

4334777155
¥650

獅子の門6　雲竜編　　夢枕獏
武林館トーナメントの準決勝、芥菊千代と志村礼二がぶつかり合う。心技体の限りを尽くし
た闘いは熾烈と凄惨を極めていく。誰もが固唾を呑みながら目撃する闘いの結末は!?　そ
ののち、鳴海は宿敵たる麻生と拳を交える。試合の最中、回想する柔道との出会い。そし
て、激闘の果てに待つのは、新たな使い手たちの台頭だった⸺。男たちの命が燃える格
闘エンタテインメント第6弾！

4334777198
¥700

忍者大戦　黒ノ巻　　天祢涼／安萬純一／霞流一／二階堂黎人／山田彩人
戦国時代には数々の合戦の舞台裏で、徳川の治世にはその政の背後で、彼らは密かに戦
い続けていた⸺。伊賀、甲賀、軒猿……時に密命を受け、時に自らの意思で死地へと
飛びこんでゆく忍者たち。秘術を尽くした激烈な死闘に息を呑み、仁義なき騙しあいに手
に汗握る。本格ミステリーの手練れたちが全編新作書下ろしで贈る、謎に彩られたスー
パー忍者活劇全五編！

4334777104
¥700

男泣き川  剣客船頭（二十）　　稲葉稔
元南町奉行所の定町廻り同心の沢村伝次郎は船頭として生計を立てている。伝次郎のとこ
ろへ、同心時代の小者で、いまは油屋を営んでいる音松が斬られたと知らせが入る。音松
は、かつての伝次郎の仲間である定町廻り同心の探索の助をしていたという。音松を斬っ
たのは何者なのか。伝次郎は、下手人の探索に奔走するが⸺。人気シリーズ、ついに
慟哭の最終巻！

4334777112
¥550

ゴッドマザー　　中村啓
元人気女優で、今は芸能事務所の社長を務める東堂美都子。所属女優が主演する映画の
製作を進めていたある日、美都子に13人を殺害したとされる容疑者の弁護士から呼び出し
がかかる。容疑者が美都子に話した衝撃の事実とは⸺。多彩な人物の揃う東堂ファミ
リーも色を添える画期的な《芸能ミステリー》の傑作。「このミス」出身作家の光文社文庫
デビュー作品。

4334777007
¥700

お な

失われた時を求めて　6
第三篇「ゲルマントのほうII」　　プルースト［著］／高遠弘美［訳］

ヴィルパリジ夫人のサロンに招かれた語り手は、ドレフュス事件や藝術の話に花を咲かせる
社交界の人びとを目の当たりにする。一方、病気の祖母の容態はさらに悪化し、語り手一
家は懸命に介護するのだが……。第三篇「ゲルマントのほう」（一）後半と、（二）前半を
収録。〈全14巻〉

4334753817 ¥1190



未来のイヴ　　ヴィリエ・ド・リラダン［著］／高野優［訳］

魅惑的な美貌と肉体を持ったアリシアを運命の恋人としたエウォルド卿は、やがて彼女のあ
まりの軽薄さに幻滅してしまう。絶望の淵にあった彼に手をさしのべたのは、エジソンだっ
た。偉大な発明家はついに、アリシアを完璧に模した肉体に高貴な魂をそなえた機械人間
〈ハダリー〉を生み出すが……。アンドロイドSFの元祖、待望の新訳！

4334753841
¥1440
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