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時代を更新し続ける振付師が綴る、
人生とビジネスの本質と道の切り拓き方

ゼロは最強
TAKAHIRO

欅坂46『サイレントマジョリティー』をはじめ、AKB48、A.B.C–Z、超特急、RUANNな
ど人気アーティストの才能を次々と開花させ時代をアップデートし続けている天才振付師が初
めて綴る、これからの時代に必要な「生き方」と「考え方」！ 何一つ目指すものがなく勉
強もスポーツも苦手でコンプレックスの塊だった著者がダンスと出会って人生を激変させるま
でを振り返りながら、夢を叶えるために必要な意識を初公開。

4334950752
¥1300

2020年、プログラミング教育必修化に向けて問う。

プログラミング教育はいらない
GAFAで求められる力とは？

岡嶋裕史
ジョブズ、ザッカーバーグ、ペイジ、ベゾス、ゲイツを教育で生み出せるのか？ 単にプログ
ラミングテクニックが優れている者と、それら大帝国を統べる「天才」とはどこが違うのだろう
か？ それは、アイデアと、そのアイデアを実製品・実サービスに結びつける能力である。
⸺2020年、プログラミング教育必修化に向けて問う。キモは、プログラミングではなく「プ

4334043976
¥740

ログラミング的思考」。

大原優乃が妹キャラを脱皮する最新デジタル写真集。

FLASHデジタル写真集

大原優乃 お姉ちゃんと呼んで
大原優乃／細居幸次郎【撮影】
Dream5の元メンバー・大原優乃。いまやグラビアのみならず、ドラマに、映画に、バラエティ
に、活躍の場を拡大し続ける彼女の魅力は何といってもその愛くるしい妹キャラだろう。しか
し今回挑戦するテーマは「お姉ちゃん」。昭和レトロな空間でみせる挑発的なFカップボディと
魅惑の表情……。思わず甘えたくなるような、かつてないアダルトな彼女の姿が詰まった本

レーベル3冊目となるデジタル写真集だ。

¥1200

1日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】8

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8弾。出会い系の掲示板で、佐藤という男と待ち合わせをした慎。だが、出会えた佐藤
は「ケーキの食べ歩き」を目的とした甘いもの好きの男…… !?。“佐藤” 違いで別の佐藤
と出会ってしまった慎だったが、彼の甘い雰囲気にどんどん惹かれていき……。 ※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。

神父様の吸血鬼【分冊版】8
ヴァンパイア

8日発売

小林こたろ

¥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8弾☆ 美形の神父ルスランと、街の領主ベイル（包
帯男）との仲に、やきもちを妬く吸血鬼のクロード☆ 二人で部屋を去ろうとするルスラン
に、引き留めようと手を伸ばすクロードだったが、気持ちを言葉にできなくて……★ 純情
吸血鬼とドS神父様の恋の行方は!?
¥200

光文社キャラ文庫

神楽坂愛里の実験ノート2

リケジョの帰郷と七不思議

絵空ハル

神楽坂愛里（かぐらざかあいり）を、幼馴染の碓氷圭太（うすいけいた）が突然訪ねてきた。
二人きりにさせたくない福豊颯太（ふくとよそうた）は、三人で学祭を回ることにしたが、
立ち寄った模擬店の豚汁から食中毒が発生。ミスコン真最中の清水（しみず）レイアも壇
上で嘔吐して倒れてしまった。原因とされたシイタケを調べてみると……。警察も一目置く
リケジョ・愛里が再び、努力を踏みにじる悪意を鮮やかに解析する！

ことぶき酒店御用聞き物語3
朝乃屋の結婚写真日和

4334778062 ¥700

桑島かおり

前回の告白を受け、ようやく匡（たすく）を意識するようになったミツル。「デート」の響き
をくすぐったく感じながらも、温泉街で屋敷神（やしきがみ）たちの御用聞きを続けていた。
あるとき、亡くなった常連客の自宅で大量の古酒が発見され、ミツルはその鑑定を任され
ることに。そしてミツルと匡に、結婚写真のモデル役の依頼が舞い込んできて⸺ !? 甘
酸っぱいシリーズ3作目！
4334778070 ¥600

15日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】9

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9弾。高校で出会った椿のことを、今もずっと思い続けている隆二。高3のバレンタイン
で椿にチョコを渡していたが、想いはきちんと伝わらず、そのまま卒業となっていた……。
そんな雨のある日、社会人になった二人は駅でばったり再会して……！。 ※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。

神父様の吸血鬼【分冊版】9
ヴァンパイア

22日発売

22日発売

¥200

小林こたろ

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9弾☆ 美形の神父ルスランに虐められたい、街の領
主ベイル。吸血鬼のクロードがルスランのペットだと聞いたベイルは、どうすればルスラン
のペットになれるかクロードの体に聞こうと、彼を縛りつけて……★ 純情吸血鬼とドS神
父様の恋の行方は、三つ巴に!?

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 永尾まりや
永尾まりや／岡本武志［撮影］

¥200

家政婦のまりやぎ

AKB48を卒業後、女優やモデルとして活躍の幅を広げる永尾まりや。毎回様々な表情やセ
クシーなボディラインを披露し、話題になっている。今回のグラビアは家政婦がテーマ。閑
静な住宅街の家政婦募集の張り紙を見て、興味から住み込みで働くと、家主の趣味が「覗
き見」だという衝撃の事実を知り、監視される生活を送ることになる。すると見られるたび
に、今までに感じたことがない不思議な感覚に襲われる、まりやぎなのであった。
¥1200

四六判ノンフィクション

一生困らない 女子のための「手に職」図鑑

華井由利奈

産休後に復帰できるの？ 長く続けられるの？ 再就職できるの？ 「やりがい」はあるの？
残業は多いの？ 初任給はどれくらい？ ……などなど、700人以上への取材をもとに、
女性が自分らしく働くためのリアルな情報を集めました。必要な資格の有無や給与データ
だけでなく、子育て中の働き方についてもフォロー。将来のことを考え始めた中高生はもち
ろんのこと、転職を考えている社会人の方にも。計100職種を掲載。

1万人超の運気を見てわかった「運育」の方法

「運がいい人」は何をやっているのか

4334950418
¥1100

東郷由香

運とは、突然どこからか降ってくるものではなく、それまでの行動の結果です。ということ
は、よい運気はつくれるということ。何だか突然訪れた幸運のように見えて、実はそこに至
るまでの行動が実を結び、現実化されたもの、それが運なのです。本書では運を大きく三
つ（金運・人運・霊運）に分類し、あなたの持つ運をいかによくするか、運を育てる手法
などについて、わかりやすく解説します。
433495054X
¥1300

22日発売

光文社新書 知恵の森文庫

宇宙はなぜブラックホールを造ったのか
谷口義明

銀河の中心には、必ずといってよいほどブラックホールがある。しかも、その質量は非常に
重く、太陽の質量の100万倍以上もある。このようなブラックホールは “超大質量ブラック
ホール” と呼ばれている。また、そもそもなぜ、ほとんどの銀河の中心に超大質量ブラッ
クホールがあるのか。そして、ブラックホールはいつ生まれ、どのように育ち、どのような
運命を辿るのか。現代天文学が描く、宇宙の過去・現在・そして鮮烈の未来予想図。

日本一の給食メシ 栄養満点3ステップ簡単レシピ100

433404395X ¥920

松丸奨

食べることは楽しいこと、食事の時間は楽しい時間。この楽しさを子どもたちだけのもの
にするのはもったいない。給食日本一の座に輝いた著者は、この考えのもと100のベスト
レシピを考案した。作りやすさを重視した3ステップの工程で、徹底的に時短を追求。料理
にはじめてチャレンジする大学生から、働くママ、定年後自炊を始めようと考えているお父
さんまで、今日からあなたの食生活を変えてくれる料理レシピ本、ここに誕生！

子どもが増えた！
明石市

4334043968 ¥900

人口増・税収増の自治体経営
ま

ち

づ

く

り

湯浅誠・泉房穂［編］

兵庫県明石市は、近年、子育て支援による子ども増・人口増・税収増で注目されている。
市が掲げる「子どもを核としたまちづくり」「やさしいまちを明石から」が、聞こえのいいス
ローガンで終わらないのはなぜか？ その要因は？ 市民・市議会の理解は得られている
のか？ 理屈ではなく実践を積み重ねてきた市長と社会活動家が、自治体関係者、元官僚、
研究者などの論客を迎えて多面的に分析。住民が市長に本音をぶつける座談会も収録。

誰でもできる 催眠術の教科書

林貞年

4334043968 ¥980

催眠術は霊能力や超能力とは違い、科学に基づいた心理技術で、どんな人でもマスターで
きます。理論を把握して実践すれば、どんな人でも催眠術を身につけることができるので
す。人の意識を誘導し、意識状態を変えてしまう心理技術ですから、催眠術を身につけた
人は、仕事や恋愛といった日常生活に応用し、人間関係を充実させています。初心者の基
礎作りからプロの催眠術師としても活躍できる理論と実践まで、具体的に教えます。
4334787266
¥650

22日発売

文芸書

エスケープ・トレイン

熊谷達也

サイクルロードレーサーの小林湊人が所属するエルソレイユ仙台に、梶山浩介が加入する
ことになった。梶山は、16年前にヨーロッパに渡り、ツールドフランスにも8回出場、世界
のトップレベルで戦ってきたレジェンドだ。今季限りでの引退も囁かれていた梶山が、なぜ
日本の、しかも新参チームに……。図抜けた実力を持つ梶山の加入でチームは、そして期
待されながらもどこか抜けたところのある湊人は、どう変わっていくのか？

ひとんち 澤村伊智短編集

澤村伊智

4334912648
¥1200

誰しも、人には言えないことがある。マイナーな趣味や特殊な持病は理解してもらいづら
いし、結婚相手の実家には馴染みのない習慣があるものだ。心地よくくつろげるはずの我
が家にも、世間には明かせない秘密が潜んでいるのかも……。現実への強烈な違和感を
通奏低音に、恐怖と異形、人間心理の暗部にこだわりぬいて紡いだ全8編。『来る』の映
像化でも注目の俊英、初の短編小説集！ 禍々しくて、穢らわしくて、素晴らしい。

ミート・ザ・ジャンパーズ！

太田忠司

4334912656
¥1200

名古屋で今も活動を続けるGSバンド、ジャンパーズ。平均年齢70歳に届こうかという “ご
長寿” バンドだが、演奏は円熟味を増して聴き応えたっぷり。ドラム担当のキャミーの孫・
響人は、そんな祖父とジャンパーズに、自分でもよくわからない苛立ちを感じていた。やが
て解散危機を迎えたジャンパーズを前に響人は…… !? 夢をあきらめたことのある、すべて
の大人たちに贈る、胸熱の音楽青春グラフィティ（延長戦）！

そのナイフでは殺せない

森川智喜

4334912664
¥1200

大学の仲間たちと自主制作映画を撮る七沢。ある日、イタリアの蚤の市で買ったナイフを
使っているとガボーニと名乗る霊が現れ、
「このナイフで殺した命は、16時32分に生き返る」
と言い、姿を消した。半信半疑の七沢だったが、ナイフを使って殺した蠅が、翌日の16時
32分に蘇生するのを目の当たりにする。七沢はナイフの力を使い、緻密な “殺人” を繰り
返すが……。予測不能な結末が待ち受ける、ノワール・ミステリの新境地！

介錯人

4334912672
¥1400

辻堂魁

不浄な「首斬人」と蔑まれる生業を継いだ別所龍玄。父に代わって首打役の手代わりを
始めたのは十八の春であった。親子三代の中で一番の腕利きとなった彼の元には、外には
出せないお家の事情を抱える武家から、武士が屠腹するときの介添役を依頼されるように
なる。凄惨な生業の傍ら、湯島無縁坂での穏やかな家族との日々。凛として向き合う、若
き凄腕介錯人の矜持。「風の市兵衛」シリーズの人気作家が放つ、清冽時代小説！

インソムニア

辻寛之

4334912680
¥1300

PKO部隊の陸上自衛官7名。1人は現地で死亡、1人は帰国後自殺。現地で起きたことに
ついて、残された5名の証言はすべて食い違っていた⸺。綾辻行人・篠田節子・朱川湊
人・若竹七海の選考委員各氏が絶賛した第22回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。
社会派と本格ミステリーを見事に融合した傑作登場！
4334912699 ¥1200

大べし見警部の事件簿リターンズ 大べし見vs.芸術探偵

深水黎一郎

本格ミステリーの聖域を踏み荒らした男が帰ってきた！ 今度の生け贄は、本格ミステリー
と芸術の世界。ギリシャ悲劇が、ブリューゲルが、名筆が、名曲が、斯界の権威が次々に
黒い笑いの海に呑み込まれる。常に話題作を生み出す著者が、ミステリーへの強すぎる愛
と、芸術への深すぎる造詣をこれでもか、と注入して生まれた痛快にしてご意見無用、巧
緻にして油断大敵な怪しき力作！

大べし見警部の事件簿

4334911226
¥1200

深水黎一郎

この男、警視庁捜査一課の係長なのに、事件を解決する気、まったくなし！ 思いつきで部
下をこき使い、暴言と居眠り三昧。それでいてなぜか検挙率100％の大べし見警部。下ネ
タ大好き、ブルドックのような容姿の「警視庁最悪の警部」が、“本格ミステリーのお約束”
を薙ぎ倒し、踏み躙りながら難事件を次々解決!? 著者のミステリーへの愛と造詣に満ち
溢れた抱腹絶倒の連作集！

Nの悲劇 東京～金沢殺人ライン

深谷忠記

4334773648
¥650

美緒は、担当する作家の西崎彩から、相談を受けた。“The Judge” と名乗る相手からの
不審な手紙。彩は、まったく心当たりがないと言う。立川で起こった殺人事件の現場に残
された「死刑執行！」と書かれたカード。そして、彩の住む金沢での殺人事件でも同じカー
ドが。2つの事件、そして彩との関わりは!? 壮と美緒が炙り出した “The Judge” の正体
とは!?

無罪

433477573X
¥650

深谷忠記

愛する息子と妻をシンナー中毒の通り魔に殺された新聞記者の小坂宏樹、我が子を殺めな
がら無罪判決を受けた平沼香織。〈心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為
は、その刑を減刑する〉という刑法三十九条によって、人生を翻弄された二人が、時を経
て交錯する。そして、新たな事件が！ 苦悩と葛藤が導く意外な結末とは!? 心理ミステ
リーの傑作！

迷宮の門 警視庁特命捜査対策室九係

渡辺裕之

4334776345
¥750

交番勤務中の岩城は、新設された特命捜査対策室九係への配置転換を命じられた。九係
は、「現行の捜査に対して、疑問＝Qを持った事件」について、別の切り口で捜査する。故
に、一歩間違えば、即廃止という崖っぷちの部署である。現場に残された折り鶴に着目し、
自殺と判断された事件を再捜査すると……。12年前に起きた母娘心中事件の真相が浮か
び上がる！

因業探偵 リターンズ 新藤礼都の冒険

小林泰三

4334777570
¥700

抜群の頭脳と美貌、そして最悪な性格を併せ持つ女探偵・新藤礼都が、よりブラックにパ
ワーアップして還ってきた！ ナンパ教室講師やマルチ商法会員、鶯嬢など、相変わらず怪
し気なバイトを掛け持つ礼都。その先々で、傲岸不遜な発言と驚異の推理力で隠された真
実を容赦なく暴き出していく⸺。厄介なヒロインの奇妙な活躍を描く異色の連作ミステ
リー第2弾。
433477766X
¥700

地面師 昭和ミステリールネサンス

梶山季之

放漫経営のツケが祟り、倒産寸前の苦境に陥った栄養剤メーカーのS製薬。銀行は融資を
渋り、他社への吸収合併を迫って来た。社長の女婿で経理部長の滝沢は、資金調達に狂
奔する中、九州に広大な不動産を有する資産家の知己を得たが……。愚昧な企業経営陣
の顛末を描いた表題作を始め、伝説の “流行作家” が、ジャーナリスティックな視点で綴っ
た傑作推理6編を収録。

黒いシャッフル

4334777678
¥750

松村比呂美

中学時代の恩師が亡くなって開かれたお別れ会。かつてのいじめられっ子が、経済的にも
恵まれ、まばゆいばかりに美しくなっていた。なのに私たちときたら⸺。ヒモ状態の浮気
夫、引きこもりの暴力兄、ストーカーと化した元夫。同級生3人で愚痴を言い合ううち、飛
び出してきた計画。「交換殺人でもする？」冗談めかした発言が、やがてリアルさを帯びて
ゆく！

暗闇のふたり 人情同心 神鳴り源蔵

小杉健治

4334777694
¥650

紙問屋『松代屋』の若旦那・春太郎が何者かにかどわかされた。「身代金一千両」の文
が届いたものの、金を払うこともなく、春太郎は無事に戻ってきた。続けて起こった足袋問
屋『越後屋』を狙ったかどわかしでは、若旦那が亡骸となって見つかった。そして、さらな
る騒動が⸺。相次ぐかどわかしの真の狙いとは!? すべてを解き明かした源蔵の人情裁
きが冴え渡る！

其角忠臣蔵
き か く

4334777074
¥600

小杉健治

芭蕉亡き後、榎本其角は江戸で俳諧の第一人者であった。赤穂浅野家に仕える大高源吾
が、絵師を紹介して欲しいと其角を訪ねてきた。浅野内匠頭が、朝廷からの勅使を饗応す
る役を仰せつかったが、その金嵩を抑えるため、襖絵の費えを百両に押さえたいと言うの
だ。其角の仲介で、源吾は、狩野玉燕に襖絵を仕上げてもらったのだが……。俳人其角
が見た忠臣蔵を描く。

かげろうの恋 もんなか紋三捕物帳

井川香四郎

4334777740
¥600

天麩羅屋を営む浪人・伊達宗之介は、一人娘・千春の小言に頭の上がらぬ日々を送る。
ある雷雨の夜、二人が町医者の屋敷の前を通りかかると、蓑笠姿の男が表門から遁走。
邸内で目にしたのは男と女の亡骸だった。探索に乗り出した岡っ引の紋三は無数の不審な
点に気付き……（表題作）。粋な紋三親分と、しがない浪人・宗之介の人情裁きが冴え渡
る書下ろしシリーズ！

面影橋まで

柏田道夫

4334777783
¥650

江戸は水の都だった。そして、水際にはたくましく生きる市井の人々の暮らしがあった。夜
鷹を運ぶ船頭、橋を渡ることを禁じられている質屋の息子、母を失い船宿で働く幼い娘、
水茶屋に売られて船宿の主に囲われた女……。
『武士の家計簿』『武士の献立』の脚本家
で小説家でもある著者が水にまつわる人々の物語を描いた七編を収録した心を打つ一冊。
4334777791
¥800

編集者ぶたぶた

矢崎存美

小説家の礼一郎は、依頼をくれた編集者と初めて会う約束をした。待ち合わせの喫茶店に
現れたのは、どう見ても小さなピンクの、ぶたのぬいぐるみ。これは夢だ、と思った礼一
郎は、おもしろがって、ぬいぐるみに新作の構想を話し始めるが……（「長い夢」）。編集者・
山崎ぶたぶたは、本や雑誌を作りながら、出会う人々にも、元気をくれるんだって。大ヒッ
トシリーズ！

探偵は女手ひとつ シングルマザー探偵の事件日誌

4334777643
¥500

深町秋生

山形市で探偵業を営む椎名留美は、元刑事にして小学生の娘を持つシングルマザー。パチ
ンコ店の並び代行や繁忙期の農家の手伝いなど、仕事の多くは便利屋としてのものだ。そ
んなある日、元上司の警察署長から、さくらんぼ窃盗犯を突き止めてほしいと頼まれるの
だが……。（「紅い宝石」） まったく新しいタイプのヒロインが胸のすく活躍を見せる連作ミ
ステリー！

よこはま象山揚げ 南蛮おたね夢料理（八）
しょうざん

倉阪鬼一郎

433477783X
¥600

文久二年。娘のおかなはすくすくと育ち、夢屋に流れる平和な時⸺。一方で、過激な尊
王攘夷派が各地で次々と騒ぎを起こし、動乱の世が訪れようとしていた。おたねの夫・誠
之助が師と仰ぐ佐久間象山も蟄居を解かれ、いよいよ歴史の表舞台に返り咲こうとするの
だが……。激動する時代を懸命に生き抜く幕末の市井の人々の姿を温かく描く、好評シリー
ズ第八弾。

殺人は女の仕事

小泉喜美子

4334777953
¥600

大手出版社に勤務する志賀子は、幾人もの一流作家を抱える敏腕編集者として忙しい日々
を送っていた。そんな折、ミステリー作家志望の美しい青年に出会い、少女のように胸をと
きめかせ、彼との将来を夢見るようになった。だが、青年が妻帯者だと知ったとたん、殺
意が……。著者の体験に基づく表題作などミステリー本来の洗練された味わいが光る珠玉
の8編を収録！

死刑囚最後の日

ユゴー［著］／小倉孝誠［訳］

433477797X
¥800

「死刑囚！ いつもひとりでこの想念に耐え、それが消えないせいでいつも凍え、その重み
にいつも打ちひしがれている！」刻々と迫るギロチン刑の時。独房での日々から断頭台に上
がる直前まで、主人公は自らの胸の内を赤裸々に告白する。死刑制度廃止を訴え、若い
情熱で書きあげたユゴー 27歳の作品。主題の重み、技法の革新性、社会的影響の点で刮
目すべき作品であり、ユゴーの代表作のひとつと見なされる画期的小説。
4334753906
¥870

