2019年

3月

光文社電子書籍 新刊予定

https://www.facebook.com/kbs.denshi

プロ選手にもアドバイスをする独学の素人が球界のトレンドを追う。

セイバーメトリクスの落とし穴
マネー・ボールを超える野球論

お股ニキ（@omatacom)
統計を基に選手やチームを評価するセイバーメトリクスは、もはや野球界の常識となった。だ
が、マネーボールでそのさきがけとなったオークランド・アスレチックスは以後、一度もワー
ルドシリーズへ進出できていない。データ分析が当たり前となった今、世界のトップたちはど
のように周りと差をつけているのか？ ダルビッシュ有選手を筆頭に多くのプロや専門家から

4334044018
¥920

支持を集める独学の素人が、球界の最先端トレンドを明らかにする。

大人気の吉本新喜劇のすべてがわかる60周年公式本。

吉本新喜劇60周年公式スペシャルブック
誰でもわかる、あほほど笑える100ページ

よしもとクリエイティブ・エージェンシー

WORK
IN
PROGRESS

近年ますます大人気の吉本新喜劇。そのすべてがわかる60周年公式本です。現在の4人の
座長・小籔千豊、川畑泰史、すっちー、酒井藍を中心に全座員が登場。爆笑ギャグ、キャ
ラ、歴史、グルメ等を詰め込み、子どもからおばちゃんまで笑いが好きな人なら誰でも楽しめ
る内容になっています。
●吉本新喜劇入門&ドリル●小籔千豊1万字インタビュー●すち子の

4334871437
¥1400

トリセツ●写真で振り返る60年史●
【特別付録】すち子、酒井藍のお面

機捜235

警察小説の第一人者が魅力的なコンビの活躍を描く痛快作！

今野敏
警視庁第二機動捜査隊所属の高丸の相棒としてやってきたのはすっかり髪が白くなった、皺
の目立つ男⸺縞長だった。機捜にこんなロートルがきて、しかも俺のパートナーになるなん
て……。しかし、縞長は独特の能力と経験を秘めた刑事だった！ 警察小説の第一人者が、
次々に起こる事件を、時に痛快に、時に味わい深く解決していく機捜の刑事コンビの活躍を
描く傑作エンターテインメント。

4334912702
¥1200

1日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】10

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10弾。元ノンケの有馬は、健気で天然フェロモンだだ漏れの恋人・佐伯を溺愛する。だ
が元恋人から受けたSMプレイの傷痕を体に残す佐伯は、有馬のその優しさにふれるたびに
不安を覚えるのだった。ある日、そんな二人の間に小さな猫が……。※本作品は『僕の知
らない恋の話［村上左知BLシリーズ 3］』にも収録されています。

神父様の吸血鬼【分冊版】10
ヴァンパイア

1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10弾☆ 吸血鬼のクロードが商人ボリスから受け取っ
た写真には、二人の子供が写っていた。その一人に見覚えがあり、「キスは大人になってか
ら……」というフレーズを思い出したクロード。思わずそれを美形神父ルスランに話すと、
彼の表情が一変し……★ 純情吸血鬼×ドS神父様!?
¥200

ノンフィクション

天才の背中

三島由紀夫を泣かせ、白洲次郎と食べ歩き、十八代目中村勘三郎と親友だった男の話。
梅津貴昶
白洲次郎さんは、私によくこう言っていました。「お前は良いよな、踊りのことだけ考えれ
ばいいんだから」（「はじめに」より）。2歳から歌舞伎舞踊に魅了され、37歳で梅津流を
立ち上げ、歌舞伎座で15回の素踊りの会を開催。その過程で、三島由紀夫、十八代目中
村勘三郎、森光子らと交流を重ねてきた。歌舞伎界、ジャニーズから絶大な信頼を受ける
“日本舞踊の異才” の「劇烈人生」とは。東山紀之、中村勘九郎らとの豪華対談も収録。
4334950736 ¥1350

大人パリジェンヌStories

おしゃれと恋と日常と

12日発売

米澤よう子

おしゃれも生き方も、40歳を過ぎたらパリジェンヌのように楽しみたい！ 人気イラストレー
ター・YOKOの最新刊は “大人パリジェンヌ”。ファッションだけでなく、恋愛・食・美容・
時間の使い方……、年齢を重ねて素敵であり続ける彼女たちの秘密をイラストで紐解きま
す。著者初となる、「ストーリーイラスト」をメインにした本作には、真似したいヒントが満
載!! 大人が輝くYOKO流パリの世界を、たっぷり堪能してください！
433495071X ¥1300

光文社キャラ文庫

古着屋紅堂

よろづ相談承ります

玖神サエ

古着屋紅堂に、婚家先の大店から身一つで離縁された葉（よう）という女がやって来た。
店主の新見真白（にいみましろ）は事情を汲み、着物の代金代わりに数珠を受け取るが、
そこから九条實親（くじょうさねちか）と名乗る直衣姿の公達が！ 陰陽師によって数珠に
住まう身となり、この世のものならぬ黒い怨念から、持ち主である彼女を守っていたのだと
いう。成り行きで悪霊退治を請け合った真白だったが⸺。
4334778232
¥550

15日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】11

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11弾。SM好きな隣人の恋人だった佐伯を、自分のモノにしてしまった元ノンケの有間
（攻）。その隣の元カレの部屋から聞こえてくるHの声が原因で、有馬は引っ越しを切り出し
たところ、佐伯の様子がおかしくなり…… !? ※本作品は『僕の知らない恋の話［村上左
知BLシリーズ 3］』にも収録されています。

神父様の吸血鬼【分冊版】11
ヴァンパイア

29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11弾☆ 夜の街で「吸血鬼のクロード」と名のる男が、
女性を狙う事件が続いていると聞いた、美形神父のルスラン。彼は、クロードが写真の女
性を探してるのかと、疑うのだったが……★ 純情吸血鬼×ドS神父様の恋の行方もクライ
マックス！

FLASHデジタル写真集
FLASHデジタル写真集
MIYU ／栗山秀作［撮影］

MIYU

¥200

歌って、踊って、私を愛して！

日本だけでなく韓国でも活躍する国際派ダンス＆ボーカルグループ「CHERRSEE」。その歌
姫MIYUが弾ける笑顔とFカップで “ダンス＆グラビア” に挑戦！ グラビア業界の誰もが
「2019年のブレイク間違いなし」と口をそろえる逸材が、惜しげもなく健康的なBODYをを
披露しています。ずばり、「告白するなら目を見て『好き』って言ってほしい」という彼女の
ファンを虜にする笑顔は必見です！

FLASHデジタル写真集R 小田飛鳥
小田飛鳥／西田幸樹［撮影］

¥1200

聖域

インパクト抜群のIカップで、グラビアだけではなく女優としても活躍する “セクシー番長”
小田飛鳥の初ヘアヌード写真集。時には可憐に、時には妖艶に、彼女は大胆に “聖域”
をさらす。2019年には、黒澤明監督作品「影武者」で織田信長を演じた名優・隆大介と
鮮烈なラブシーンを演じて映画初主演も果たした彼女。充実の “いま” が刻まれたデジタ
ルヘアヌード写真集を見逃すな！

FLASHデジタル写真集 大和田南那
大和田南那／鈴木ゴータ［撮影］

4334902308 ¥1200

背伸びしたいころ

2017年にAKB48を卒業した大和田南那。モデル、舞台、バラエティなど多方面で活躍し、
少女からオトナの女性へと成長しつつある彼女だが、「二十歳を前に急に色っぽくなった」
とあちこちから噂が……。ピンクのランジェリー風ビキニでベッドに飛び込み無邪気に微笑
んだかと思うと、黒レオタードでじっと見つめてくる彼女が、FLASHデジタル写真集に待望
の初登場。アンバランスさも漂う、10代最後の大胆グラビアを見逃すな！

FLASHデジタル写真集 華村あすか
華村あすか／藤本和典［撮影］

新進女優、オトナな誘惑

¥1200

2017年にグラビアデビューするや、瞬く間に各誌を席巻した華村あすか。柔らかなボディラ
インと女優業によって培われた豊かな表情で人気を得ている彼女を、華やかに撮り下ろし
たデジタル写真集。ベッドでの白ビキニやバスルームでのワンピース水着など、盛り沢山な
一冊です。
¥1200

22日発売

光文社新書 四六判ノンフィクション

日本のものづくりを支えた ファナックとインテルの戦略
「工作機械産業」50年の革新史 柴田友厚

工作機械は「機械を作る機械」であるため、「マザーマシン」と呼ばれる。私たちが日常
で使うスマホといったものだけでなく、航空機など、あらゆる人工物を作るのに欠かせない。
そのため、日本やドイツのように、強いものづくりの背後には必ずといってよいほど強い工
作機械産業が存在する。そしてこの四半世紀、日本の工作機械産業は世界最強であり続
けた。表舞台にはめったに登場しない「世界最強の裏方産業」50年の革新史を描く。

協力と裏切りの生命進化史

市橋伯一

4334043992 ¥820

協力関係があるところには、必ず裏切り者が生まれます。生物における協力関係について
も同じです。1個体、1細胞でも裏切り者が現れれば、協力関係に致命的な影響を及ぼし
ます。生物の世界における裏切り者とは、他の人や生物からの協力にただ乗りをするもの
たちのことです。多細胞生物でいえば、がん細胞のように勝手に増殖する身勝手な細胞の
ことです。協力関係を長期間維持している生物は、実に様々な方法で裏切り者を抑え込ん
でいます。この裏切り者を防ぐ、あるいは排除するしくみこそが協力を可能にした条件です。

（本文より抜粋）

仕事選びのアートとサイエンス

433404400X ¥820

不確実な時代の天職探し 改訂『天職は寝て待て』 山口周

【本書の基本メッセージ】・仕事選びを予定調和させることはできない。／・自分をオープ
ンに保ち、いろんなことを試し、しっくりくるものに落ち着くしかない。⸺「好き」×「得意」
で仕事を選んではいけない?! 11万部突破『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるの
か？』の著者が贈る、幸福になるための仕事選びの方法。『天職は寝て待て』の改訂版。
4334044034 ¥780

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した
潜入・最低賃金労働の現場

29日発売

ジェームズ・ブラッドワース［著］／濱野大道［訳］

英国で最底辺の労働にジャーナリストが自ら就き、体験を赤裸々に報告。働いたのはアマ
ゾンの倉庫、訪問介護、コールセンター、ウーバーのタクシー。私たちの何気ないワンク
リックに翻弄される無力な労働者たちの現場から見えてきたのは資本主義、管理社会の極
地である。グローバル企業による「ギグ・エコノミー」という名の搾取、移民労働者への
現地人の不満、持つ者と持たざる者との一層の格差拡大は、我が国でも始まっている現実
だ。
4334962270 ¥1620

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】12

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12弾。どことなく危うい魅力を放つ佐伯を溺愛している、元ノンケの有間（攻）
。その二
人がはじめた同棲生活は、寝不足が続く日々……。日に日に痩せ細る佐伯に、そっと甘く
優しい声をかけ始めた佐伯の上司。そのことを知った有馬は⸺。※本作品は『僕の知ら
ない恋の話［村上左知BLシリーズ 3］』にも収録されています。
¥200

22日発売

文芸書

夢の迷い路

知恵の森文庫 ジャーロ
西澤保彦

とあるきっかけで、同級生の本好き美少女エミールが気になって仕方がないユッキー。彼
女の気を惹きたいのと、ひとりでは手に余るのとで、おそるおそる、声をかけた。「ダイイ
ングメッセージって判る？ 相談に乗ってもらえないかなあ、と思って」ふたりは、失われ
た事件の道筋を辿りなおして、真相に到達することができるのか？ 記憶違いと忘却で、こ
んがらがった謎をほぐします。追憶と慕情の本格ミステリー。

幻の彼女

4334912710
¥1200

酒本歩

ドッグシッターの風太に一通の喪中はがきが届く。以前交際していた美咲の訃報だった。ま
だ32歳なのにと驚く風太。ほかの別れた恋人、蘭、エミリのことも思い出し連絡を取ろう
とするが、三人はまるで存在しなかったかのように、一切の痕跡が消えてしまっていた。友
人の雪枝、裕一郎とともに謎を追う風太。辿り着いた驚愕の真相とは……！

信州・善光寺殺人事件

4334912729
¥1200

梓林太郎

新潟県の三条署管内で松本在住男性の変死体が見つかった。松本署の刑事・道原伝吉は
現場に急行する。男性について調べを進めるうち、娘の婚約者が北穂高岳から下山中に転
落死していることが判明する。二つの事件はつながっているのか？ そんななか機動隊員が
拳銃を紛失するという大事件が発生。直後、善光寺の仲見世通りで銃撃事件が起こった。
すべての事件は35年前の夜の鉄道で起きた、不可解な出来事に端を発しているのか⸺？

とんちんかん あやかし同心捕物控

霜島けい

4334077404
¥800

盗人と疑われ、番屋につきだされてきた青物売りのお駒を放免してやった同心の柏木千太
郎。跳ねっ返りで威勢はいいが、早くに両親を亡くし、十一で人買いに売られ苦労して生き
てきた娘だ。そんなお駒を陰から見守っているらしき謎の男がいた⸺。その正体とは？
（表題作） 顔はないけど男前。のっぺら同心と仲間たちがあやかし騒ぎ解決に走る、妖怪
捕物帖第三弾！

東京近江寮食堂 宮崎編 家族のレシピ

渡辺淳子

4334777767
¥600

妙子が食堂の料理人を務める、東京・千駄木の近江寮が取り壊されることに。やっと見つ
けた引越し先は、ある大学教授が格安で貸してくれた古い日本家屋だ。再出発に張り切る
妙子だが、その物件には大きな秘密があるようで、しかも教授のひとり娘まで預かること
になり⸺ ? 普通のおばちゃん、妙子の作る美味しい料理が、皆の絆を作ってゆく。おな
かが空く感動作。

彼女たちが眠る家

原田ひ香

4334777821
¥600

九州の離島に、この家はある。ある共通の過去を抱える女たちが、世間から離れ、静かに
共同生活を送る「グループホーム」。互いの本名や出自も知らないまま、厳しい禁忌のもと
に行動する彼女たちの家に、ある奔放な親娘が入居したことで、その日常が大きく崩れて
いく。女たちが迷いと衝突、葛藤の先に見る地平とは⸺。話題作を次々ものする著者が
放つ、感動長編。
4334777848 ¥700

隠密船頭

稲葉稔

元南町奉行所の定町廻り同心ながら、船頭で生計をたてていた沢村伝次郎はある日、南
町奉行所に呼び出される。待っていたのは、南町奉行の筒井和泉守政憲だった。筒井は、
伝次郎に自分の右腕となって働いてもらいたいといい、快諾した伝次郎は奉行所の助をす
ることとなったのだが⸺。大人気を博した｢剣客船頭｣の後継シリーズがさらにスケール
アップして開幕！

探偵・竹花

女神

4334777961
¥600

藤田宜永

大阪あいりん地区のロッカー屋から届いた宅配便。古ぼけた鞄に入っていた手紙にある山
本という名に、竹花は覚えがなかった。中身はガラクタのようなものだったが、鞄を引き取
りたいと申し出る男が現れた。そして、山本の娘だという女優・清香から依頼を受け、竹
花は大阪へ向かう。地元の探偵・明珍を相棒にして調査を進めると……。鞄の中身に秘
められた謎とは!?

三毛猫ホームズの傾向と対策

新装版

赤川次郎

4334778003
¥950

K大を受験する温水さゆりは、東京へと向かう夜行列車で水田智子と出会う。同じK大を受
験するという智子だったが、東京駅で姿を消していた。駅では、晴美がさゆりを出迎えた。
さゆりが片山家でホームステイするのだ。そのK大で、教授の今坂が殺される事件が。さ
ゆりも渦中へと巻き込まれて……。義太郎が捜査を進めると、大学入試を巡る策謀が浮か
び上がる！

花を呑む

あさのあつこ

4334778038
¥600

「きやぁぁっ」老舗の油問屋で悲鳴が上がる。大店で知られる東海屋の主が変死した。内
儀は、夫の口から牡丹の花弁が零れているのを見て失神し、女中と手代は幽霊を見たと証
言した。北町奉行所の切れ者同心、木暮信次郎は探索を始めるが、事件はまたも “仇敵”
遠野屋清之介に繋がっていく……。肌を焦がす緊張感が全編に溢れる、人気シリーズ待望
の第七弾。

木足の猿
もくそく

戸南浩平

4334778127
¥650

明治9年の横浜で、瓦斯（ガス）灯の鉄柱に英国人の生首がさらされた。居合の達人にし
て左足が義足の男・奥井隆之は、親友の仇を追い放浪していたが、連続殺人の背景にそ
の仇がいると聞きつけ、事件の真相に迫っていく。思惑が入り交じる謎の先に、友の復讐
を誓った奥井は何を見るのか⸺。第20回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞の傑作長
編！

くれなゐの紐

須賀しのぶ

4334778151
¥800

時は大正。消えた姉を追ってやってきた帝都屈指の歓楽街・浅草で、仙太郎は浅草六区を
牛耳る男子禁制の少女ギャング団・紅紐団の長、操と出会う。家族より強い絆で結ばれ、
厳しい団規に支配される紅紐団に仙太郎は女装して潜り姉を捜すが、その裏では彼の知ら
ぬある企みが進行していた。最底辺の街を、時代を、生き抜け。少年少女らの生きる力が
迸る、傑作長編！
4334778186
¥750

冷たい手

水生大海

雨の音が聞こえる。冷たい手が伸びる⸺。アパレル店員として働く朱里には、隠し続け
る「あの日」の過去があった。「あの日」が近づき、同じ過去を共有する典子が婚約の報
告に訪れた。しかしその一か月後、典子は何者かに殺害されてしまう！ 典子を殺したの
は誰か。「あの日」に何があったのか。複雑に絡み合う真実の末に潜むのは、衝撃のラス
ト⸺！

生ける屍の死（上）

山口雅也

4334778208
¥800

アメリカはニューイングランド地方の田舎町、トゥームズヴィル。同地で霊園を経営するバー
リイコーン一族では、家長のスマイリーが病床に臥しており、その遺産を巡って家中にただ
ならぬ雰囲気が漂っていた。一方その頃、アメリカの各地で、不可解な死者の甦り現象が
起きていたのだが⸺日本ミステリ史を代表する革新的な名作が、全面改稿により今鮮や
かに甦る！

生ける屍の死（下）

山口雅也

4334776736
¥750

遺産騒動の最中、命を落としてしまったパンク青年のグリン。折しも、死者の甦り現象がア
メリカの各地で発生し、彼もまたリヴィング・デッドとして甦ってしまう。霊園を経営する一
族に巻き起こる連続殺人。その真相を、自らの死を隠したまま、グリンは追うのだが⸺。
被害者、容疑者、探偵が次々に甦る前代未聞の傑作ミステリ。全面改稿により今鮮やかに
甦る！

キッド・ピストルズの冒瀆 パンク=マザーグースの事件簿

4334776744
¥750

山口雅也

50年間、家から一歩も出なかった老婆はいかにして毒殺された？ 動物園園長が残した死
に際の伝言の意味は？ 他にも有栖川有栖氏絶賛のシリーズ中の白眉「曲がった犯罪」、
レゲエ・バンドの見立て殺人「パンキー・レゲエ殺人」を収録。名探偵が実在するパラレ
ル英国を舞台に、パンク刑事キッド・ピストルズの推理が冴える第一短編集が改訂新版で
登場！

キッド・ピストルズの妄想 パンク=マザーグースの事件簿

4334777201
¥900

山口雅也

塔から飛び降りた学者の死体が屋上で発見された!? 北村薫氏絶賛の「神なき塔」をはじ
め、ノアの箱舟を模した船での密室殺人「ノアの最後の航海」、貴族庭園の宝探しゲーム
が死体発見に発展する「永劫の庭」など、妄想と奇妙な論理に彩られた3編を収録。名探
偵が実在するパラレル英国を舞台に、パンク刑事キッド・ピストルズの推理が冴える中編集
が改訂新版で登場！

キッド・ピストルズの慢心 パンク=マザーグースの事件簿

4334777503
¥900

山口雅也

靴の形をした館で雪の夜に起こった密室殺人の謎に迫る「靴の中の死体」。20年前に誘拐
され、亡くしたはずの息子を再び誘拐したという脅迫状が届く「さらわれた幽霊」。キッド
が自らの少年時代を語る表題作、同じくピンクが自伝を語るSM殺人「ピンク・ベラドンナ
の改心」。京極夏彦氏歓喜の「執事の血」の全5編。パンク刑事の推理が冴える短編集が
改訂新版で登場！
4334777600
¥800

Giallo No. 67

●新連載！：東川篤哉「烏賊川市シリーズ」待望の長編 ●好評連作&連載：青柳碧人、
芦辺 拓、大崎 梢、恩田 陸、笠井 潔、近藤史恵、坂木 司、鳥飼否宇、前川 裕、イクタ
ケマコト ●スペシャル・ゲスト：阿津川辰海、大山誠一郎、柄刀 一 ●第22回日本ミス
テリー文学大賞受賞記念インタビュー【大賞】綾辻行人、【特別賞】権田萬治、【新人賞】
辻 寛之 ●第19回「本格ミステリ大賞」候補作決定！

地理と地形で読み解く 戦国の城攻め

渡邊大門

¥500

大規模な水攻めが行われた「備中高松城の戦い」、17万もの百姓に堤を築かせた「紀伊
太田城の戦い」、多数の付城を築いた「三木城の戦い」など、自然の要害を活かして築か
れた難攻不落の城を、武将らはいかなるネットワークと知恵を使って攻めたのか？ 夜戦、
兵粮攻め、水攻め、籠城戦……。地の利を生かしたバリエーション豊富な戦術を、地形図
とともに読み解く。

性と愛の戦国史

渡邊大門

4334787223
¥650

◎戦国武将は初陣が先だったか、それとも初体験が先だったか？◎不倫は男女ともに斬り
捨ての罪◎ヨーロッパの宣教師も驚く性の奔放さと、恐ろしい慣習◎宮中では公家が、寺
では僧侶が色騒ぎ◎戦場で武将らの心の支えとなった男色文化……。中世の人々が、かく
も欲深かったとは！ 愛欲と快楽にまつわる戦国武将たちの秘密を、史料から読み解く。
4334787401
¥700

