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ルージュ

世田谷区で起こった母子3人惨殺事件。玲子と菊田が残虐非道な犯人を追う！

硝子の太陽

誉田哲也
世田谷区祖師谷で起きた母子3人惨殺事件。被害者が地下アイドルだったこともあり、世間
の大きな注目を集めていた。真っ先に特捜本部に投入された姫川班だが、遺体を徹底的に
損壊した残虐な犯行を前に捜査は暗礁に乗り上げる。やがて浮上する未解決の28年前の一

家4人殺人事件。共通する手口と米軍関係者の影。玲子と菊田は非道な犯人を追いつめら

れるのか!? 短編「カクテル」を特別収録！ （『硝子の太陽R ルージュ』改題）

4334777457
¥750

ヤクルト現役二軍監督が、育成・指導方法と野球の新たな可能性を語る。

二軍監督の仕事

育てるためなら負けてもいい

高津臣吾
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ、メジャーリーグのシカゴ・ホワイトソックスでクローザー
として活躍し、韓国、台湾、BCリーグでもプレー経験を持つ現役二軍監督の著者が、定評
のある育成・指導方法と、野球の新たな可能性を語りつくす。ヤクルトファンだけでなく、す
べての野球ファン、指導者、プレーヤーも面白く読める一冊。

4334043836
¥800

本人と入念な打ち合わせを重ねた「筧美和子史上最高のグラビア」
。

FLASHデジタル写真集

筧美和子 Oh! モーレツ
筧美和子／彦坂栄治【撮影】
レイクALSAのCMやJJモデル、ドラマ出演など大活躍の彼女。忙しい中、本人と入念な打
ち合わせを重ね、「シンプルな白いスタジオで体をきちんと見せよう！」というコンセプトで完

成した “筧美和子史上最高のグラビア”。衣装は『洋風なコスプレ』をテーマに、6パター

ンの水着、下着が楽しめる。特にマリリンモンローのような衣装は本人がお気に入りで、

SEXYな下着をまとい、ヒラヒラと風と戯れている写真が見所だ。

¥1200

8日発売

光文社キャラ文庫

天ノ狗
アメ

キツネ

芳納珪

倭加宮（わかみや）マキは、祖父の代理として参列した葬儀で、14年ぶりに氷碕（ひさき）
リョウに再会した。彼と一緒に、後見人となった橘（たちばな）の弁護士事務所を探りに
行った帰り道、黒ずくめの何者かに襲われてしまう。二人の窮地を救った橘は、自分もマ
キと同じ〈狗番（きつねばん）〉で、リョウを〈狗（きつね）〉として〈目醒め〉させては
ならないと告げた。〈狗〉とは？ そして〈目醒め〉とは⸺？

カトリングガール 虫好きな女子って変ですか？

餅月望

4334777554
¥550

新人・東京都職員の三好幸紀（みよしゆきのり）はかわいいもの好きで、虫嫌い。しかし、
出向先で蚊の研究をする羽目に！ 幸紀を指導するのは、美少女のような見た目だけれど、
人付き合いが極端に苦手な昆虫学者・香取理緒（かとりりお）。ぎこちない2人が少しずつ
距離を縮めるなか、殺傷力の高い「鳥マラリア」が大好きなペンギンを襲っているとの噂が。
幸紀はペンギンを救うことができるのか!?

9日発売

4334777562
¥600

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】2

村上左知

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第2弾。「俺のファーストキスは高校の科学教師だった……」教師の狛江と生徒の天木、幾
度となくキスを重ねた二人の関係も、天木の卒業とともに途絶えてしまう。卒業から約2年
を経て、学食の調理師として学校に現れた天木は、狛江との思い出にけじめをつけようと
……。※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。

ホントはね。【分冊版】2

霧嶋珠生

¥200

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、第3エピソード☆ 出会ってから10年、
なにも関係が進まないままだった三崎と野口だが、ドSな三崎に無理やり自分の想いを告
白させられた野口は、やっと三崎と合体！ だが三崎は、相変わらず気持ちを弄ぶだけで
野口の心を悩ませる。そんなある日、野口の上司が三崎の前で野口に急接近!?

神父様の吸血鬼【分冊版】2
ヴァンパイア

小林こたろ

¥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、第2弾☆ 美形の神父ルスランに絶対服従
の印を付けられたクロードは、吸血鬼でありながら協会での仕事を手伝うことに。協会か
ら逃げ出そうと狼男の力を借りて印を解こうとするも、ルスランからの甘いお仕置き受ける
羽目に★

極道ダーリン【分冊版】2

藤河るり

¥200

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、第2弾！ 二代目組長・
弟×ホスト・兄☆ ホストで兄のタツミを自分の家に引き込みたいヤクザで弟の吉宗。し
かしタツミはホスト業に専念しようと、そんな吉宗の気持ちに抗い……。
¥200

21日発売

光文社ライトブックス

聖女の天秤

～お仕置きまでがお仕事です～

りぃん／衣丘わこ（イラスト）

女神様から聖女に指名され、魔王討伐の旅に出ていたフェリシア。ところが王都に凱旋し
たら、婚約者の王子には新しい許婚が!? 財産を取り上げられ、王都からも大神殿からも
追放されてしまう。怒りに震えるフェリシアは決意する⸺次の聖女が生み出されないよ
う、清いまま長生きしてみせると！ 「小説家になろう」で好評のまま完結した「聖女は拳
を掲げる！～人生、笑ったモン勝ち！～」を大幅な改稿を加え、ついに刊行！

異世界転移者のマイペース攻略記

4334912370 ¥1000

なんじゃもんじゃ／黒獅子（イラスト）

23日発売

パワハラ上司から理不尽に責められ、現実逃避をするかのようにMMORPGにログインした
主人公。ゲームの世界を楽しむはずが、気がつけば1,000人の見知らぬ人々と共に異世界
に拉致されちゃった!? 与えられた特典でグローセ・ヘンドラーという新たな自分を手に入
れ、チートスキル【通信販売】を使い商人を目指すことに。異世界ナビゲーターの美女イ
ンスや、オーガ族の美少女リーシア等ともに異世界生活をマイペースに楽しむけど……!?
4334912524 ¥1000

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】3

村上左知

不器用な男同士の恋愛を描いた［村上左知 光文社BLコミックシリーズ］からの分冊版、
第3弾。「⸺…また、あんな夢を…」社内でも疎遠だった同期の木島に、夜な夜な夢で
愛されてしまう皆見。それはある店での出会いの夜から始まった。淡い思いと強い気持ち
が交錯するリーマンBL『夜、君の愛を知る』は、貴方の胸をそっとくすぐります。※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。

ホントはね。【分冊版】3

霧嶋珠生

¥200

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、第3弾☆ ドSな三崎と超天然の野口
の間に割り入る野口の上司の真宮部長だが、ケガをしたワイルド純情系の若者を道端で助
けたところ、その若者からつきまとわれ始め……。恩返しの裏腹には、抱かれたい気持ち
が満々で！ 純情ガイ×リーマンBLの恋の行く先は☆ VOL. 5、VOL. 6を収録！

神父様の吸血鬼【分冊版】3
ヴァンパイア

小林こたろ

¥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、第3弾☆ 街を守る結界の一部の力が弱まっ
たことを知った神父のルスランは、
ヴァンパイアのクロードと世話係で狼男のワーグに、結
界の補修の仕事を依頼する。だがその道すがら、血が足りず空腹でふらつくルスランの吐
息に、ルスランが発情したと勘違いしたワーグが襲いかかり……★

極道ダーリン【分冊版】3

藤河るり

¥200

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、第3弾！ 二代目組
長の弟・吉宗の強引な手法で、吉宗の家で同居を始めたホストで兄のタツミだが、吉宗の
視線に火照る自分に、動揺する日々を送る羽目に。吉宗と距離を置こうとするも、たくまし
くエロい吉宗の姿に、つい自慰をしてしまい……。そしてその姿を吉宗に見られ!?
¥200

23日発売

光文社新書 FLASHデジタル写真集

百まで生きる覚悟

超長寿時代の「身じまい」の作法

春日キスヨ

多くの高齢者が「ピンピンコロリ」を目指すが、現実は70代までは元気でも、80代、90
代は老いの坂をヨロヨロと生き、ドタリと倒れ、誰かの世話になって生き続ける高齢期が
待っている。しかし多くの高齢者が、「子どもの世話にはならない」と言いつつも、ドタリ
後を「成りゆき任せ」で迎えてしまうのはなぜなのか。元気なうちにどのように「身じまい」
の支度をすべきか、またそうした文化をいかに構築すべきかを明らかにする。
4334043798 ¥820

暴走トランプと独裁の習近平に、どう立ち向かうか？
細川昌彦

トランプ大統領就任以来、国際協調を無視して自国利益第一で世界をかき乱す「米国問題」
と “紅い資本主義” のもと、異質な経済秩序で超大国化する「中国問題」への解決策とは？
そして、近年、この問題化する両大国は、秩序を巡ってつばぜり合いをする長く厳しい「経
済冷戦」に突入し、日本も対応を迫られると著者は説く。鉄鋼摩擦、自動車摩擦などを経
験し、元日米交渉担当者を務めた “貿易のプロ” による緊急提言！

自炊力 料理以前の食生活改善スキル
レシピ

4334043801 ¥860

白央篤司

「買い物に行き、その場で献立を考えられる」「食材の質と値段のバランスを考えつつ、買
い物ができる」
「買った食材と家にある食材を取り混ぜて、数日間の献立を作り回していけ
る」
「なおかつ栄養バランスを考えられる」⸺フードライターの著者は、上記の能力を「自
炊力」と名付けた。テレビの料理番組の活用法から正しい買い物のテクニックまで、「自炊
をはじめたい」人が、今日から取り組める食生活改善法を徹底網羅！

433404381X ¥800

お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか？

エノ・シュミット／山森亮／堅田香緒里／山口純

2016年5月、スイス・ジュネーブの広場に巨大なポスターが現れた。そこには「What
would you do if your income were taken care of?」（お金を稼 がなくてよくなったら、
あなたは何をしますか？）と書かれていた。これは、世界で初めてベーシックインカムを求
める国民投票を実現させたアーティスト、エノ・シュミットらによる「世界最大の問い」だっ
た。ベーシックインカムは、社会や人間のあり方に何をもたらすのか。4人の執筆者が「世
界最大の問い」を考える。
4334043828 ¥840

武器になる思想 知の退行に抗う
小林正弥

人気取りのために嘘を語るリーダーと分かりやすさしか求めない人々。ポピュリズムが世界
を覆っている。歴史から明らかなように、このままでは民主主義は必ず衆愚化する。私た
ちは諦めるしかないのか？ どんな状況でもよりよく生きるために必要なのは、主体的に考
えて判断するための知恵。その礎が思想である。アメリカの政治哲学者マイケル・サンデ
ルに倣った対話型講義を展開する学者とともに「人間として不可欠な知」を考える。

FLASHデジタル写真集 北向珠夕
北向珠夕／中山雅文［撮影］

4334043844 ¥880

逸材ボディ、発見！

身長170cmの伸びやかな体に、青森県出身ならではの色白美肌。2018年旭化成グループ
キャンペーンガールを務め、グラビア界を席巻する北向珠夕。そんな新星のフレッシュな姿
を、昔ながらの和風住宅を舞台に夏の日差しの中で撮影。夏休みに友達とはしゃぐような
笑顔、青空の下での初々しい水着姿、18歳とは思えない大人っぽい表情でのビキニカット、
スタイルのよさが際立つワンピース水着と、彼女の逸材ぶりを存分に感じてほしい。
¥1200

23日発売

文芸書 学芸書

有村家のその日まで

尾﨑英子

イラストレーターの有村文子（39）は、終末期の在宅医療専門医である姉・美香子（44）
から母の仁子（69）が乳がんを患っていることを知らされる。自由奔放な仁子は、スピリ
チュアルに傾倒し、標準治療を「つまらないから」とやめ、すごい乳酸菌と拝み屋の力で
乗り切ろうとするが……母らしく “死” を迎えられるよう、仁子の子供たちとそのまわりの
人々が奮闘する姿を描く、リアルな “家族の看取り” の物語。

正しい愛と理想の息子

4334912486
¥1300

寺地はるな

ハセ32歳、陰気な男。相棒の沖、30歳だけど可愛い。コンビを組む二人は違法カジノで
働いていた。どんくさい沖はバカラのルールが覚えられず失敗ばかり。ついに200万の損失
を返済するよう迫られる。それで偽宝石売りだ。ところがようやく200万というところで、騙
した女に騙され無一文に。切羽詰まったハセは商店街にたむろする老人たちを見て閃いた。
これからは、年寄りだ。注目の作家が紡ぐ、泣けるバディ小説！

境内ではお静かに 縁結び神社の事件帖

4334912508
¥1200

天祢涼

大学を中退し、人生に迷っていた坂本壮馬は、兄が神職をつとめる横浜・元町の、由緒正
しく恋愛パワースポットとしても有名な源神社で働くことに。信心ゼロの壮馬の指導役は、
超絶美少女の巫女・久遠雫。神社を巡るさまざまなことを引き金に巻き起こるトラブルに
壮馬が体当たりし、雫が解き明かす。明るく、意外性に充ちた、趣向溢れる本格ミステリ！

悪魔はここに 星影龍三シリーズ

4334912516
¥1300

鮎川哲也

戦時、満洲で莫大な資産を築いた牧良介。いまは山奥で隠居生活を送る彼の還暦祝いに、
親族や客人は集まっていた。遺産相続が話題に上るなか、当の主が何者かに殺された！
殺人は続き、なぜか、どの現場にも逆向きにされた物が……。さらに、折からの強い台風
で山荘は密室状態に。不可解事件に名探偵・星影龍三の登場！ 鋭い「論理」で真相に
迫る、大好評シリーズ第3弾！

白の恐怖

4334742726
¥500

鮎川哲也

軽井沢の豪奢な別荘「白樺荘」に、莫大な遺産を相続することになった4人の男女が集まっ
た。だが、生憎の悪天候で雪が降りしきり、別荘は外とは連絡が取れない孤立状態になっ
ていた。そこで、一人、また一人と殺人鬼の毒牙にかかって相続人が死んでいく……。本
格推理の巨匠が描いた密室殺人。発表から60年近い年月を経て、初めて文庫化される幻
の長編！

灰色のパラダイス 杉原爽香 四十五歳の冬

赤川次郎

4334776973
¥700

大晦日に開かれるクラシック・コンサートの手伝いをすることとなった杉原爽香。準備が
着々と進む中、思いがけず誘拐事件の渦中に巻き込まれてしまった。犯罪の片棒を担ぐ者
や、愛息を奪われた夫妻。悲劇の当事者たちはさらなる泥沼にはまっていき……。爽香は
相次ぐ事件の連鎖を断ち切ることができるか!? 読者と共に登場人物が年齢を重ねる大人
気シリーズ第31弾！

4334777139 ¥600

通り魔 昭和ミステリールネサンス

結城昌治

東京の千川上水沿いで連続する “通り魔” 事件。いずれも若く太った女性が臀部を切りつ
けられ、被害者は数を増すばかり。だが、警察の捜査は捗らず、ついには婦警を囮に犯
人を誘き寄せたが……。法の抜け穴をついた巧みな構成が光る表題作を始め、著者の記
念すべきデビュー作「寒中水泳」、国際情勢を加味したスパイ小説「風の報酬」など、名
手の腕が冴える傑作集！

忍者大戦

4334777171
¥700

赤ノ巻

羽純未雪／鏑木蓮／黒田研二／小島正樹／鳥飼否宇／吉田恭教

柳生との孤独な戦いに挑む忍びが駆使する特殊な術とは？（殺人刀） 下忍ゆえ舐めさせ
られた屈辱……愛する女のため抜け忍となった男の運命は？（忍喰い） 伊賀の里を焼き
尽くした信長への復讐に燃える、美しきくノ一の恐るべき策謀。（月に告げる） ほか、本
格推理作家6人が贈る全編書下ろしの作品集。『黒ノ巻』に続く、謎に彩られたスーパー忍
者活劇第2弾！

獅子の門7

人狼編

4334777260 ¥700

夢枕獏

バーリトゥード形式の総合格闘技トーナメントが間もなく始まる。だが、開幕を前にして、
出場者の元に鹿久間源なる男が現れた。飄々とした態度とは裏腹に、久我重明の兄・伊
吉を倒した実力者だ。彼の大胆不敵な企みとは!? そして、過酷な修行に明け暮れる鳴
海、室戸、赤石ら。新たな柔道家も加わり、頂上決戦の日が迫る。拳と魂が震える超絶
格闘エンタテインメント第7弾！

三毛猫ホームズの騎士道

新装版

赤川次郎

4334777309
¥650

資産家・永江和哉からの依頼で、片山兄妹とホームズはドイツへと渡った。古城に住む和
哉の弟・英哉の様子が、おかしいという。3年前、英哉の妻は、中世から伝わる処刑具「鉄
の処女」によって惨殺された。古城に着いた夜、晴美は、白いドレスの女性を目撃。そして、
マスクをつけた何者かに襲われる。唯一の出入口である跳ね橋が壊れ……。そこから、
次々と殺人が！ 片山たちは、古城に秘められた謎に迫る！

科学的

潜在意識の書きかえ方

小森圭太

4334777341
¥700

多くの人は自分の外側、つまり環境を変えることで自分の内側である感情を変えようとしま
す。つまり、人、モノ、金を望ましい状態に変えることで、感情的な満足を得ようとするん
です。でも、実は逆。あなたの内側、つまり潜在意識を本来のあなたが望んでいる方向に
変えると、外側である環境が変わるんです。本書は、潜在意識の書きかえ方、そして潜在
意識を書きかえるとなぜ環境が変わるのか、科学的な観点からご説明します。
4334950388
¥1300

