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婚活パーティに100回以上通ったその裏側のすべてがココに！

433484328X
¥1000

追い込み婚のすべて
横澤夏子
「王様のブランチ」「ノンストップ」でも紹介された、婚活パーティに100回以上通った横澤
夏子さん初の婚活エッセイ！　人並みならぬ情熱で結婚へ突き進んだ彼女の笑いあり、涙あ
りの婚活のすべてが詰まった1冊になっています。婚活中の人も、少し婚活に疲れてしまった
人も、読み終わったら心が少し軽くなっているはず。

日々の生活で出会う言葉について考察する、韓国のベストセラーエッセイ。

4334962254
¥1280

言葉の品格
イ・ギジュ／米津篤八［訳］

何気なく口にする一言に、その人の品格が表れる⸺。言葉が人を表すのであれば、私た
ちはどのような言葉を用いるべきだろうか。日々の生活で目にし、耳に入ってくる言葉をてい
ねいに掬い取り、古今東西の故事や時事とも照らし合わせながら、言葉に付き従っている感
情を探っていく。韓国で40万部を超える大ベストセラー・エッセイ。

DRY
原田ひ香
北沢藍は職場の上司と不倫して、二人の子供を置いて家を出た。10年ぶりに実家に戻ると、
男にだらしない母と、お金にがめつい祖母がうら寂しく暮らしていた。隣に住む幼馴染の馬場
美代子は家族を見送り、今は祖父をひとりで看ている。介護に尽くす彼女は、孝行娘とあが
められているが、実は、彼女の暮らす家には、世間を震撼させるおぞましい秘密が隠されて
いた。注目の作家が、満を持して挑む、堕ちていく女の果ての果て。

袋小路のその家には、おぞましい秘密が隠されていた！

4334912605
¥1200



4日発売

¥200

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6弾。祖父から洋食屋「ねこのみせ」を引き継いだ辰巳は、幼なじみで恋人の彰ときり
もりをしていたが、店の売上は今一つだった。集客のためにネコミミを付けてみたらと、
辰巳に言われた彰だったが……。「ディナー編」「ランチ編」の2話収録☆　※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。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】6　　村上左知

¥200

神父様に甘噛みされる吸血鬼の日常☆　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6弾☆　魔力が弱まってしまった吸血鬼のクロード。
さらに「クロードを犯すと不老不死になれる」との噂が街中に広がり、小悪魔だけでなく
人間からも狙われる羽目に。そんな中、美形の神父ルスランは仕事で外出するため、ク
ロードに教会での留守番を頼むが……★　神父様×吸血鬼の運命は!?

神父様の吸血鬼【分冊版】6　　小林こたろ

10日発売

ヴァンパイア

コミック

光文社キャラ文庫

神楽坂愛里の実験ノート　　絵空ハル
神楽坂愛里（かぐらざかあいり）は東央（とうおう）大学大学院に通うリケジョ。何よりも
努力を尊び、ノーベル賞を目指し道を切り拓いてきた。ある日、同じ研究室の福豊颯太（ふ
くとよそうた）が実験に使うラットが集団死した。感染症の疑いに周りが騒然とする中、真
相を突き止めようと、立入禁止の現場に潜り込む……！　踏みにじられた努力と、奪われ
た命に報いるため、科学を愛する愛里が推理する！

4334777910
¥600

ことぶき酒店御用聞き物語2
ホテル藤の縁結び騒動　　桑島かおり
とある温泉街で御用聞きにまわるミツルは、屋敷神（やしきがみ）と交流できる能力の持
ち主。ある日、話題の「サクラリゾート」社長・有賀（ありが）の知り合いというイラストレー
ターのマチ江（まちえ）に出会い、すったもんだに巻き込まれていく。一方、市役所主催
の “ハロウィン湯めぐり街コン” に、父の策略で参加する羽目になり⸺ !?　幼なじみ・
匡（たすく）との恋模様も動く、注目のシリーズ第2弾！

4334777929 ¥600

社内保育士はじめました2
つなぎの「を」　　貴水玲
休日にめぐると3人で出かけるほど、彼方（かなた）との距離を縮めつつある梓咲（あずさ）。
平穏な毎日を送っていたが、あるとき園長のあけ美（あけみ）が倒れてしまい、園長代理
を務めることに。そんな中、弟の翔（かける）が英語教師としてきらら保育ルームにやって
来て⸺ !?　一方、ドジな後輩・くるみと彼方が接近している節があり、梓咲に落ち着か
ない気持ちが芽生える……。

4334777937 ¥600



18日発売 コミック

¥200

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7弾。親の再婚で義理の兄弟となった広成と誉。ある日、誉の自慰行為を見てしまった
広成は、自らの誉への特別な感情に気が付くことに。だが誉が好きなのは、広成の実兄の
雪成らしくて……。　※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。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】7　　村上左知

¥200

神父様に甘噛みされる吸血鬼の日常☆　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7弾☆　謎の商人ポリスが飲ませた薬で、魔力が弱まっ
てしまった吸血鬼のクロード。彼の不老不死の力を狙って小悪魔たちが寄ってくるように
なったが、それを利用して悪魔退治をはじめた美形の神父ルスラン☆　そんなある日、ル
スランの元に、謎の包帯男が訪れて……★　神父様×吸血鬼の運命は!?

神父様の吸血鬼【分冊版】7　　小林こたろ
ヴァンパイア

ラガーにゃん 1  猫でもわかるラグビー入門［初級編］
そにしけんじ［著］／廣瀬俊朗［ラグビー解説］

『猫ピッチャー』『ねこねこ日本史』など、数々の傑作でおなじみの “猫まんが界の巨匠”
そにしけんじ。最新作のテーマは、「ラグビー ×猫」。学生時代、ラグビー部で青春を過ご
した作者がその経験と知識を生かし、熱い想いを込めて描き上げました。さらに、基本技
術やルールを、元ラグビー日本代表キャプテンを務めた廣瀬俊朗氏が解説。癒されながら
ラグビーの基礎知識が身につく、画期的な “入門書” にもなっています。

¥720

25日発売 FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集　京佳　夢みるFカップ
京佳／佐藤佑一［撮影］

アイドルグループ・夢みるアドレセンスのグラビア担当として、各誌のグラビアページを席
巻する京佳がFLASHデジタル写真集に待望の初登場。ファンに “僕らの妹” と呼ばれるか
わいさに、2018年春に高校を卒業してから増していく一方のセクシーさ。それらを彼女な
らではのサービス精神とあざとさで巧みに織り交ぜ、レトロモダンな空間で見せつける。大
人なランジェリーからこぼれそうな “夢みるFカップ” 美乳は必見、お見逃しなく！

¥1200



25日発売 光文社新書

外国人に正しく伝えたい日本の礼儀作法
小笠原敬承斎
日本を訪れる外国人観光客の数は右肩上がり。国内で外国人と接する機会が増えている
が、はたして私たちは、自信を持って海外の方をもてなし、日本の文化を正しく伝えること
ができるだろうか。本書では、小笠原流礼法の宗家が、日本の文化やしきたり、日本人が
大切にしている習慣や振る舞いについて、真の意味から説き起こしながら解説。日本人自
身が自信と誇りをもって「日本のこころ」を伝えられるようになることを目指す。

4334043909 ¥840

死にゆく人の心に寄りそう  医療と宗教の間のケア
玉置妙憂

「今は昔と違って死が身近でなく、経験値がありません。親しい人の死に接することで積め
たはずの経験がありませんから、あらかじめ少し学んでおく必要があります。」⸺死の間
際、人の体と心はどう変わるのか？　自宅での看取りに必要なことは？　現役看護師の女
性僧侶が語る、平穏で幸福な在宅死を迎える方法と、残される家族に必要な心の準備。

4334043917 ¥760

その落語家、住所不定。  
タンスはアマゾン、家のない生き方　　立川こしら
「変な弟子だがやろうとしている事はまさに現代である」立川志らく師匠推薦！⸺身一つ
で世界中の落語会を飛び回る、人気若手落語家でありながら、家さえ持たない究極のミニ
マリストである著者が、自らの生き方哲学と実践を初めて明かす。

4334043941 ¥760

世界一のメートル・ドテルが教える  利益を生むサービス思考
宮崎辰
ジョエル・ロブションなどで、サービス部門のトップを務め、2012年にはサービスの世界
選手権で世界一に輝いた男・宮崎辰。現在はフリーランスとしてレストランと対等な契約を
結び、現場に立つだけではなく、指導や異業種へのコンサルティング活動も展開している。
宮崎にコンサルティングや講演を依頼する異業種の担当者は、こう口を揃えるという。「こ
れからは、サービスで顧客を掴む時代です⸺」　現場で今日から使える一冊！

4334043933 ¥760

4334043925
¥800

吃音は、最初の語を繰り返す「連発」（ぼ、ぼ、ぼ、ぼくは）と、最初の言葉を引き伸ばす「伸
発」（ぼーーーくは）と、言葉が強制的に発話阻害される「難発」（………ぼくは）の三
種類がある。吃音症の人は100人に1人の割合で存在し、日本では約120万人、世界では
約7000万人いると言われているが、近年、時代の変化の中で吃音者をめぐる状況にも変
化が生じている。幼少期から吃音に悩み苦しんできた医師が綴る「吃音の世界」とは。

吃音の世界　　菊池良和



25日発売

4334912613
¥1200

20年ほど前に〈ハッピーデー・キラー〉と呼ばれた連続殺人事件があったきり、事件らし
い事件もなかったのどかな町で放火殺人が発生、空き巣被害の訴えも続いて、辛夷ヶ丘署
はてんてこまい。そんななか町の重要人物がひったくりにあうという大事件が起き、生活安
全課の捜査員・砂井三琴が捜査を命じられたのだが……。苦みのある読後感と切れ味抜
群のツイストが堪能できるミステリー 6編を収録。若竹七海の真骨頂!!

殺人鬼がもう一人　　若竹七海

4334777082
¥550

南町奉行所定町廻り同心の柏木千太郎は、腕が立ち情に篤く正義感にあふれた江戸の人
気者。⸺ところが、一つだけ変わったところが。彼には、顔がない。つまり、のっぺら
ぼうなのだ！　不器用だが心優しい同僚の片桐正悟や、千太郎を慕う下っ引きの伊助らと
ともに、数々の不思議な事件の解決に奔走する。笑えて泣けて癒やされる、傑作あやかし
時代劇の第一幕、開幕です！

のっぺら  あやかし同心捕物控　　霜島けい

4334777430 ¥600

柏木の旦那は、どうやって飯を食ってるんだ？　なんせ、のっぺらぼうで口がないんだから
⸺。その秘密は千太郎が腰に提げた「ひょうたん」にあった。そいつに食わせれば腹に
入れたことになるらしい。その大事なひょうたんが盗まれてしまった！　仲間たちは犯人捜し
に奔走するが……。心優しきのっぺら同心があやかし騒ぎを解決する、笑えて泣ける妖怪
捕物帖第二弾！

ひょうたん  あやかし同心捕物控　　霜島けい

文芸書

4334912621
¥1900

世界の終わりは突然始まった。黒の海が大地を沈め、無数の「口」が全てを食い尽くして
ゆく。この終末から逃れ、天国のような孤島に着いた少女らは、しかしそこでも海の彼方
に「口」どもを見た。絶望までの時間を静かに暮らす中、彼女らは謎めいた漂着者らを助
ける。だがそれは結果として、嘘と裏切りに満ちた殺し合いの始まりとなってしまった。魔
女は、そして生き延びるべきは誰か？　終末をかける少女らの超絶論理！

終末少女  AXIA girls　　古野まほろ

433491263X
¥1500

大内、尼子の二大勢力に翻弄される小国人・毛利家の次男に生まれた元就。出陣の前に
は子猫のようにおびえる若者が、己の天命を知り、幾度も哀しみから立ち上がり、策を極
めた逞しい武将となっていく。猛悪無道と恐れられ、武略きわまる西国の雄と呼ばれた毛
利元就。その戦いの生涯を描く傑作歴史小説。

天命　　岩井三四二

4334777147
¥600

天井の雨漏りをきっかけに、すみっこごはんの2階に足を踏み入れた常連のみんな。そこで
見つけたノートの中身とは!?　訪れる新顔は、SNS映えを気にする読者モデル、普通の生
活すら困難な中学生、修行中の料理人、そして誰もが思いがけなかった人。新たな出会い
は楓を深く悩ませて……。年齢も職業も異なる人々が集う “共同台所” が舞台の大人気シ
リーズ第4弾！

東京すみっこごはん　楓の味噌汁　　成田名璃子



消せぬ宿命  大江戸木戸番始末（九）　　喜安幸夫
今月初めに米沢町一丁目に越してきた経師の三人家族・生駒屋。五年前から同じ町内に
住む印判師の寡黙な男・治平。何かを怖がり、外で遊ぼうとしない生駒屋の娘・菜実の
口にした謎の言葉に導かれ、木戸番の杢之助は思いもかけない彼らの過去と、不思議な
宿命を知ることになる⸺。己の以前を隠すため、町の安寧を守るため。杢之助が大活躍
するシリーズ第九弾！

4334777619
¥600

蛇足屋勢四郎  困りごと、骨折りいたす　　中村朋臣
島帰りの牢人、松波勢四郎は、下女のお菅と二人、内職と便利屋稼業で暮らしをたててい
る。ある時、持ち込まれた頼み事の裏に、自身が島送りになった事件の黒幕、鳶沢又八
郎がいるらしいという話を聞かされた。用心棒を頼まれた別件にも、その一味が絡んでい
るらしい。幼馴染みの与力、内藤藤十郎にも力を借り、因縁の相手の正体を暴こうとする
が……。

4334777597
¥700

向田理髪店　　奥田英朗
かつては炭鉱で栄えたが、すっかり寂れ、高齢化ばかりが進む北海道苫沢町。理髪店を営
む向田康彦は、札幌で働く息子の「会社を辞めて店を継ぐ」という言葉に戸惑うが……。
（表題作）　異国からやってきた花嫁に町民たちは興味津々だが、新郎はお披露目をしたが
らなくて⸺。（「中国からの花嫁」）　過疎の町のさまざまな騒動と人間模様を、温かく
ユーモラスに描く連作集。

4334777635
¥600

よっつ屋根の下　　大崎梢
小学6年生の平山史彰は、父親の転勤のため、千葉県の犬吠埼近くの漁師町に引っ越して
きた。田舎の暮らしには慣れてきたけれど、お母さんと妹は、まだ東京に残ったままだ。
史彰は家族がまた一緒に住むことを願っているが、母と妹がやって来ないのには、実は複
雑な事情があって……。父、母、息子、娘。それぞれの視点から、ひとつの家族の、10
年間の物語を紡ぐ。

4334777651
¥600

襷を、君に。　　蓮見恭子
倉本歩は港ヶ丘高校1年。テレビで見た同い年の庄野瑞希の走りに圧倒され、彼女のよう
に走りたいと陸上部に何とか入部するが、他の部員たちについていくのも大変だ。ある日、
その瑞希が同じ高校に進学していることを知る。しかし、憧れた彼女にかつての面影はなく
⸺。走ることが大好きで、仲間を思い、笑い、時に泣き、駆け抜けていく少女たちの青
春駅伝小説。

4334777473
¥800

十津川警部　幻想の信州上田　　西村京太郎
都内で、会社社長とクラブホステスが相次いで殺害された。どちらも背中を刃物で刺され、
死体の顔の上には六枚の一文銭が置かれていた。同一犯による凶行と見られたが、被害
者2人には共通点が見つからない。六文銭が戦国武将・真田幸村の旗印であることに注目
した十津川警部は、真田家ゆかりの地、信州上田へ⸺。戦国と現代が交錯する傑作長
編ミステリー！

433477752X
¥450

たすき



白痴 4　　ドストエフスキー［著］／亀山郁夫［訳］

「あなたと会えるのはこれが最後かもしれない。最後かも」かつてナスターシヤが語った言
葉に導かれるように、この終楽章が始まる。悲劇的なるものとコミカルなものが融合した

「世界一美しい恋愛小説」は、4人の運命を、ある渦巻きの中心に向かって引きずり込んで
いく。全4巻完結。

4334753876
¥980

模倣密室  新装版  黒星警部シリーズ5　　折原一
埼玉県のとある地域で、女性が次々と猿に襲われる事件が発生。捕獲に出撃して疲弊する
黒星警部のもとに、不可解な密室事件が飛び込んできた⸺。（表題作）　豪邸、旧本陣
の離れ家からゴーストマンションまで、数々の「密室」で起こる事件に、推理小説マニアの
“迷警部” 黒星が挑む！　古今東西のミステリーに詳しい著者ならではの傑作が、加筆修正
のうえ新装版で登場。

4334777880
¥850

方丈記　　鴨長明［著］／蜂飼耳［訳］

災厄の数々、生のはかなさ……。人間と、人間が暮らす建物を一つの軸として綴られた、
日本中世を代表する随筆。京都郊外の日野に作られた一丈四方の草庵で、何ものにも縛
られない生活を見出した鴨長明の息遣いが聞こえる瑞々しい新訳！　和歌十首と、訳者の
オリジナルエッセイ付き。

4334753868
¥600

三毛猫ホームズの仮面劇場　新装版　　赤川次郎
凶悪犯から、人質の女性を救出した片山は右足を骨折。人質だった女性から、お礼とお詫
びを兼ねて、ロッジ〈霧〉へ招待された。晴美、ホームズ、石津とともに乗り込んだ夜行
列車には、もう一組の客が……。謎の人物により呼び集められた3人の男女。他人同士の
彼らへの依頼は、「本物の家族」として、湖畔のロッジで1ヵ月を過ごすこと。その目的と
はいったい!?

4334777708
¥550

夢みる葦笛　　上田早夕里
ある日、街に現れたイソギンチャクのような頭を持つ奇妙な生物。不思議な曲を奏でるそ
れは、みるみる増殖していく。その美しい歌声は人々を魅了するが、一方で人間から大切
な何かを奪い去ろうとしていた。（表題作）　人と人あらざるもの、呪術と科学、過去と未
来。様々な境界上を自在に飛翔し、「人間とは何か」を問う。収録作すべてが並々ならぬ
傑作！　奇跡の短篇集。

4334777724
¥650

チャンドス卿の手紙／アンドレアス
ホーフマンスタール［著］／丘沢静也［訳］

なぜ、若き文豪は筆を折ることにしたのか？　言葉はウソをつくから当てにならない、と気
づいたチャンドス卿が、もう書かないという決心を流麗な言葉で伝える「チャンドス卿の手
紙」。世間知らずのうぶな青年の成長物語「アンドレアス」（未完）。世紀末ウィーンの神童
ホーフマンスタールの代表作を含む散文5編を収録。

4334753884 ¥830



宝石／遺産　　モーパッサン［著］／太田浩一［訳］

やりくり上手の妻に先立たれ、失意の日々を過ごしていたランタン氏。妻が遺したイミテー
ションの宝石類を店に持って行ったところ、じつは……（「宝石」）。叔母の莫大な遺産相続
の条件である子どもになかなか恵まれず焦る親子と夫婦を描く「遺産」。妻がじつは自分
の友人と結婚直後から愛人関係にあり、溺愛する一人息子の出生にまで疑念を抱かせると
いう仕打ちに衝撃をうける「パラン氏」ほか3編を収録。

4334753892
¥910
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