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光まで5分

直木賞作家が、故郷の北海道を離れて沖縄を舞台に描いた新境地!!

桜木紫乃
北海道の東の街から流れ流れて沖縄にやってきたツキヨは、那覇の路地裏にある「竜宮城」
で身体を売っている。奥歯の痛みに耐えられなくなったツキヨは、客に教えてもらったもぐりの
歯医者を訪ねた。元歯科医の万次郎と呼ばれる男は、同居しているヒロキという若者の背に、
モナ・リザのタトゥーを入れているところだった。ヒロキと気が合ったツキヨは、「竜宮城」を
出て万次郎たちと暮らすことにするが⸺。直木賞作家の新境地！

4334912559
¥1100

人気マンガ家が物欲にまかせ、探して、悩んで、チョイスした渾身の買いものエッセイ。

ごめん買っちゃった

マンガ家の物欲

吉田戦車
人生、何を買うことになるかわからない。メーカーの垣根を越えた「有名どころラーメン5袋
パック」を夢想し、減塩・減酒グッズを試しては挫折し、調理道具や自転車バッグはなかな
かしっくりこない……。人気マンガ家が物欲にまかせ、探して、悩んで、チョイスした渾身の
買いもの一挙62話。週刊「FLASH」の人気連載エッセイ「買いもの失敗成功日記」に、

4334950574
¥950

描き下ろしマンガ付きで単行本化。【電子版特典】イラストがオールカラーに！

認知症の人を知り、会話を増やすツール「CANDy」とは。

認知症の人の
心の中はどうなっているのか？
佐藤眞一

「認知症になって記憶が失われても、心が失われるわけではない」とはよく聞くフレーズだが、
その「心」とは一体どのようなものなのか。本書ではそれをできる限り具体的に示したいと考
える。心の内を知り、その人の内なる世界を尊重することが、認知症の本質である「生活の
障がい」と「孤独」の軽減につながるからである。最新の研究成果に基づく、会話を増やす

ためのツール「CANDy」とは。認知症の人の心の読み解き方を解説。

4334043879
¥840

7日発売

光文社キャラ文庫

ことぶき酒店御用聞き物語

桑島かおり

とある温泉街にある「寿酒店（ことぶきさかてん）」を継いだ寿ミツルは、一軒一軒に注
文を取る、昔ながらの御用聞きを続けていた。その理由は、霊感の強い寿一家が旅館を
守る屋敷神（やしきがみ）の用事に応じるためだった！ あるとき新進気鋭の「サクラリゾー
ト」がオープンし、街は大騒ぎ。イケメン若手社長、幼なじみの神社の息子や個性豊かな
屋敷神たちに囲まれ、ミツルはトラブル三昧……!?

7日発売

4334777732
¥600

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】4

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4弾。加虐趣味のゲイの隣に越してきた有馬は、早々に絡みの声を聞く羽目に。そして
買い出しに出ると、体調不良で外に座り込んでいた佐伯と出会う。その色気から、隣人に
虐められていたのは佐伯だと察し、手当のために部屋に招き入れた有馬だったが……。
※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】4

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4弾☆ 純情ガイの銀次郎に求愛さ
れる真宮部長。その初々しさに、まんざらでもない日々を送っていたが、銀次郎はいつも
すぐ「ごめんなさい」と謝って甘えてこない。違和感を感じた真宮は……。 純情ガイ×
リーマンBLの恋は、ますますヒートUP！ VOL. 7、VOL. 8を収録！

神父様の吸血鬼【分冊版】4
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4弾☆ 昼間から神父のルスランに弄ば
れる、
ヴァンパイアのクロード。だがお楽しみの最中に、街の人たちがルスランに助けを求
めて教会を訪れた。街の中で不可思議な現象が、起きているというのだ。ルスランはク
ロードにその真偽を確かめるよう、街へと送り出すのだが……★

極道ダーリン【分冊版】5

藤河るり

¥200

二代目組長の弟×ホストの兄☆ 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4弾！ 兄のタツミをまんまと自分の家に引き込んだ弟の吉宗。かいがいし
く朝の家事をするタツミの姿にトキメキつつ、タツミを布団のなかに誘い込んだところまで
は良かったが、そこに突然吉宗とそっくりの男が現れて……!?
¥200

21日発売

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 平嶋夏海 ラグジュアリーデート
平嶋夏海／木村哲夫［撮影］

バスト88センチ！ Fカップボディの平嶋夏海と銀座デート。「もしも、人気アイドルと1泊2
日のお泊まりができたなら…」という男性の夢を叶えた一冊になっています。ベッドルーム
では、もっちりとした美ヒップも披露してくれました。いつもの爽やかで可愛いらしい “なっ
ちゃん” とは一味違った、艶やかな表情に心奪われること間違いなし！
¥1200

FLASHデジタル写真集 山本美憂 Queen
山本美憂／舞山秀一［撮影］

WORK
IN
PROGRESS

21日発売

91年、レスリング世界選手権を史上最年少の17歳で制覇、94、95年も世界選手権を連覇
し、最強女王と称された山本美憂。その後16年に総合格闘家に転向、「RIZIN」の舞台で
活躍する彼女の写真集です。トレーニングの拠点としている沖縄の地で、鍛えあげられ、し
なやかかつ成熟した肉体を惜しげもなく披露。世界をまたにかける元祖美女アスリートが
魅せた最初で最後の限界裸身は必見です！
¥1200

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】5

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5弾。体だけの繋がりでしか関係を築けなかった皆見と、同じゲイでも恋愛に慣れた、
優しい恋人の来島。過去の恋愛にトラウマを持つ皆見は、優しい来島に深入りすることを
恐れていた。そして別れの予感を抱きながら、二人は初めての夜を迎える⸺。 ※本作
品は『夜、君の愛を知る［村上左知BLシリーズ 2］』にも収録されています。

ホントはね。【分冊版】5

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5弾☆ やっと三崎に自分の想いを
伝え、相思相愛を確かめた野口。だが幸せもつかの間、三崎との久しぶりのデートを仕事
でドタキャンされてしまう。一人でヤケ酒をあおる野口だったが、強面のお兄さんにナンパ
されてしまい……。 変化球ラブ満載のリーマンBL痛快作も、いよいよ佳境に！

神父様の吸血鬼【分冊版】5
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!? 小林こたろ 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5弾☆ 街中で起こる不可思
議な現象を調査し、小悪魔インプの仕業だと暴いたヴァンパイアのクロード。しかし逆に、
インプに弄ばれてしまう始末☆ そこにクロードを知っているという “おじさん” が現れた。
インプとともに、クロードの精気を狙う “おじさん” は……★

極道ダーリン【分冊版】5

藤河るり

¥200

二代目組長の弟×ホストの兄☆ 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5弾！ 亡くなった父の財産を目当てに、タツミに財産放棄とカラダを迫る、
吉宗の実弟 “政宗”。しかしタツミは、そんないがみ合う吉宗と政宗の仲をとりもとうと
……。兄×弟×弟の三つ巴の争いに、いよいよ終止符が☆
¥200

21日発売

光文社新書

残念な英語

間違うのは日本人だけじゃない

デビッド・セイン

日本人の永遠の課題である英語。実は他の非英語圏の人たちの「残念」な表現例も多く、
ネイティブだってうっかりミスをする。大事なのは「外国語だから間違って当然」という姿
勢と、「言葉は手段」と思って積極的に話すこと。30年以上の英語教育の経験を持つ人気
講師が、日本人だけでなく非ネイティブに見られる残念例、ネイティブもやってしまう驚き
の誤りまで幅広く紹介。自信を持って、トライアル＆エラーで身に着けよう！

残業学 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか？

4334043852 ¥780

中原淳＋パーソル総合研究所

超高齢化社会を迎え、あらゆる仕組みをアップデートする必要に迫られている日本。多様
な人々の力が鍵となる中、それを拒む障壁が、日本独特の働き方「残業」。政府も企業も
「働き方改革」を叫ぶ今、必要なのはそれぞれの「持論」ではなく、データを基にした「ガチ」
な対話。一体なぜ、日本人は長時間労働をしているのか? 歴史、習慣、システム、働く
人の思い⸺二万人を超える調査データを分析し、徹底的に残業の実態を解明。

恋愛制度、束縛の2500年史

古代ギリシャ・ローマから現代日本まで

4334043860 ¥920

鈴木隆美

【悲報】日本人、恋愛もガラパゴス化していた?! ⸺西欧の恋愛制度が確立していく歴史
を追うとともに、それが日本に輸入され、いかに変質したのかを、気鋭のプルースト研究
者が軽妙な筆致で綴る。古代ギリシャ、古代ローマの恋愛／キリスト教と恋愛／中世宮廷
恋愛／ロマンティックラブとは？／明治期から大正期にかけて⸺日本における「恋愛」の
輸入／西欧における恋愛肯定論と否定論、精神分析のヴィジョン／現代日本の恋愛

ぶれない軸をつくる東洋思想の力

4334043887 ¥920

田口佳史／枝廣淳子

21日発売

東洋思想の根源は内側を重視すること。自分の心のあり方がどうなのかが非常に重要、と
考えます。東洋思想では、「外側にあるものもすべて内側の産物、心の産物である」と説
いている。そういう意味では、西洋近代思想とはずいぶん違います。西洋近代思想では、
基本的に外側が重要だと考えますから。もちろん、外側を良くすることが重要だというのも
否定してはいけない。両方とも大事。相互補完関係にあるのです。（本文より抜粋）
4334043895 ¥800

三つの物語

フローベール［著］／谷口亜沙子［訳］

無学な召使いの人生を、寄り添うように描いた「素朴なひと」、城主の息子で、血に飢え
た狩りの名手ジュリアンの数奇な運命を綴った「聖ジュリアン伝」、サロメの伝説を下敷き
に、ユダヤの王宮で繰り広げられる騒動を描く「ヘロディアス」。透徹した文体からイメー
ジが湧き立つような短篇集。
433475385X
¥850

21日発売

文芸書

学芸書

神のダイスを見上げて

知念実希人

地球に向けて、巨大小惑星ダイスが接近中。人類は、あと5日で終わりを迎える⸺。高
校生の漆原亮の姉、圭子が殺された。亮は自分の手で犯人を見つけ出し、復讐したいと
暴走。“あるもの” を手に入れるため、クラスの “禁忌”、四元美咲に接触する。犯人を追
い求めて、亮は圭子が入っていた天文学同好会、ダイスを崇拝するカルト集団『賽の目』
に踏み込む。ヒット作連発中の著者がエンターテインメントの力で永遠のテーマに挑む!!

平場の月

4334912540
¥1100

朝倉かすみ

朝霞、新座、志木。家庭を持ってもこのへんに住む元女子たち。元男子の青砥も、このへ
んで育ち、働き、老いぼれていく連中のひとりである。須藤とは、病院の売店で再会した。
中学時代にコクって振られた、芯の太い元女子だ。50年生きてきた男と女には、老いた家
族や過去もあり、危うくて静かな世界が縷々と流れる。心のすき間を埋めるような感情のう
ねりを、求めあう熱情を、生きる哀しみを、圧倒的な筆致で描く、大人の恋愛小説。

おとぎカンパニー

4334912567
¥1200

田丸雅智

新人OLが会社で見つけた不思議な鏡。こっそり訪れ、「鏡よ鏡、同期で一番仕事ができる
のは、だぁれ？」と話しかけると⸺誰もが読んだことのあるグリムやアンデルセンの童話
を、現代ショートショートの名手が、独自の視点で大胆アレンジ！ 「赤ずきん」、「ヘンゼル
とグレーテル」、「小人と靴屋」、「ジャックと豆の木」など、著者初の全編書下ろし14編！
1話5分であなたをユーモア溢れる夢の世界に誘う、珠玉のショートショート集！

鶴八鶴次郎

4334912575
¥1100

川口松太郎

鶴賀鶴八と鶴次郎は女の三味線弾きに男の太夫と珍しい組み合わせの新内語り。若手な
がらイキの合った芸で名人と言われる。内心では愛し合う二人だが、一徹な性格故に喧嘩
が多く、晴れて結ばれる直前に別れてしまう。裕福な会席料理屋に嫁いだ鶴八と、人気を
失い転落する鶴次郎。三年後再会した二人の行く末を描く表題作に『風流深川唄』など三
編収録の傑作集。

秋の蟬 隅田川御用帳（十八）

藤原緋沙子

4334774881
¥650

縁切寺慶光寺の御用宿｢橘屋｣に、醤油問屋「紀州屋」の番頭がやってきた。橘屋に駆け
込み離縁となった内儀のおきよを捜してほしいという。行方不明になっているおきよを捜し
始めた橘屋の用心棒・塙十四郎だったが、ようやく捜し当てると、おきよは窮地に陥ってい
た。悪行に利用する輩やおきよを襲う悪党に十四郎の剣が唸る！ 著者の代表シリーズ、
感涙の最終巻。

越後・八海山殺人事件

梓林太郎

4334777066
¥600

安曇野市の国道で見つかった男性の遺体。轢き逃げかと思われたが、刺し傷から殺人の疑
惑が浮上する。被害者の足立信吾は40年前に新潟から引っ越し、父親の壮介とふたり暮ら
しだった。信吾の元妻からは周囲でいやがらせなどが続発していたことを知る。渦巻く悪意
の元凶は何処に!? 刑事・道原伝吉は、足立家の過去を探るべく新潟に向かう。人気旅
情ミステリーシリーズ！
4334777317 ¥600

カプセルフィッシュ

大西智子

不倫相手の子供を流産し、会社も辞めた28歳ののりこは、祖母の暮らす海辺の町にやって
きた。海に潜り続ける日々の中で出会った「ぱちこ」と呼ばれる少女は、一言も口をきこ
うとしない。ただ、のりこに小さな白い魚の入ったカプセルを渡してきた……。（表題作）
閉塞感を破り、再生を模索する姿を描いた、第8回小説宝石新人賞・優秀作を収録。

棟居刑事の黒い祭

4334777325
¥750

森村誠一

交通事故で息子を失った悲しみに暮れる妻が、故郷の同窓会へ出かけていった翌日、遺体
で発見された。現場には似た手口で殺害された見知らぬ男性の遺体が。同一犯の仕業
か？ 犯行の動機は何か？ それまで知りえなかった妻の交友関係をはじめ、事件の真相
が徐々に明らかになっていく。ドラマ化され人気を博した棟居刑事らも活躍する、森村ミス
テリーの傑作長編！

ふたり秘剣 隠目付江戸秘帳

4334777333
¥550

鳥羽亮

江戸で辻斬りが続発する。いまは釣宿の亭主の傍ら、駿河国江崎藩の隠目付を務める海
野洋之介は、被害に遭った者がいずれも江崎藩藩士であると知る。辻斬りは江崎藩の目付
を狙っている節があり、国許から江戸へ出た「ふたつの秘剣」を使う者であるとわかる。
そして、洋之介の前に現れた刺客との対決の行方は……。大迫力の剣戟が詰まった好評シ
リーズ、ついに完結。

霞の衣 臨時廻り同心 山本市兵衛

4334777392
¥550

藤堂房良

「霞の鷲五郎の噂は耳に入っておるかの」⸺南町奉行・筒井伊賀守の内与力・坂崎忠右
衛門が臨時廻り同心の山本市兵衛に聞いた。人を殺めず、証拠も残さず霞のように大金を
盗む盗賊・霞の鷲五郎の探索を依頼された市兵衛は、その影を追うが、衝撃の真相が待
ち受けていた！ 心優しき爺侍が江戸の治安を乱す悪に名刀・石斬丸で立ち向かう。人気
爆発シリーズ第二弾。

フェルメールの憂鬱 大絵画展

4334777406
¥700

望月諒子

ベルギーの小さな村の教会から、壁に掛けられていた絵がなくなった。この絵が実はブ
リューゲルの作品だと聞いていた牧師は、取り戻さなければならないと、知り合いに助け
を求める。一方、スイスにある屋敷の屋根裏から、フェルメールの作品が見つかった。メト
ロポリタン美術館からは、フェルメールの絵が強奪された。名画は一体どこへ？ 騙し合い
が始まった！

丹波家の殺人 新装版 黒星警部シリーズ4

折原一

4334777481
¥600

建設会社のワンマン会長・丹波竜造が、ヨットでの航海中に遭難した。葬儀が行われた当
日、長男が密室状況の仏間で謎の死をとげる。密室好きで知られる白岡署の黒星光警部
が駆けつけるが、しかし、それは丹波家を襲う連続密室殺人の幕開けにすぎなかった
⸺。遺産相続を巡る悲劇に、“迷警部” 黒星が挑む。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。

433477749X
¥800

ローレライは口笛で 新装版

赤川次郎

ナース仲間の久江、和子、千寿の3人は、休暇を取ってヨーロッパへ。ライン川の遊覧船で、
初老の紳士が具合を悪くした。彼を助けた千寿は、お礼にチェスの駒が付いたキーホル
ダーをもらう。その紳士が行方不明になっている大学教授だと知った彼女は、帰国後、研
究室に連絡するが……。口笛が奏でるローレライ。美しいメロディが、彼女たちを殺人事
件へと誘う！

獅子の門8

鬼神編

夢枕獏

4334777538
¥600

武林館トーナメントは佳境へ。命懸けの死闘が繰り広げられ、一人、また一人と、選手た
ちがリングに身を沈めていく。そして、その果てに迫り来る運命の瞬間。鬼のごとき実力者
たる羽柴彦六と久我重明がついに拳を交える！ 誰しもが固唾を飲んで見守る闘いの行方
は!? 強き者たちが織りなす超絶格闘エンタテインメントシリーズ、感動と興奮に満ちた
堂々たる完結編！

Giallo No. 66

4334777546
¥800

●コージーミステリーの名手による新連載！：大崎 梢、近藤史恵 ●〈冬の小説特集〉長
き雪夜はミステリー：芦辺 拓、大山誠一郎、坂木 司、澤村伊智、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

ビジネスアスリートが実践する 最強のリカバリー術

¥500

竹下雄真／本間龍介［監修］

重要なのは「疲れない」ことではなく、「疲れからの急速な回復」だ! トップアスリート・
著名人・一流ビジネスマンを会員に持つ東京・西麻布のパーソナルトレーニングジム・デ
ポルターレクラブを経営する著者が「疲労からのリカバリー」をテーマに書き下ろし。疲れ
のとれないビジネスパーソン、ハツラツとした日々を過ごしたい現代人に向けて「疲労から
の急速な回復」「最強のリカバリー」を実践するためのメソッドを1冊に凝縮。
4334950604 ¥1260

