
光文社電子書籍 新刊予定
2019年

5月
https://www.facebook.com/kbs.denshi

4334778496
¥600

先進各国に共通する「科学と社会を巡る不協和音」という課題を描く。

累計60万部突破の「弥勒シリーズ」最新刊！

433491280X
¥1200

4334044107
¥840

10月4日全国ロードショー映画原作！

ヒキタさん！　ご懐妊ですよ
ヒキタクニオ

「ヒキタさんの子どもの顔が見てみたい」35歳の妻が、何気なく言ったひと言で、45歳の作
家は子どもを作る決心をした。排卵日を割り出すタイミング法を取り入れたが、一年あまり結
果が出なかった。検査を受けると、精子の運動率が悪いと診断され……。そこから長い長い
「懐妊トレーニング」の日々が始まった！　男性から見た不妊治療を綴ったドキュメント。

三井誠
新聞社の科学記者として科学を伝える仕事をしてきた著者は、2015年、科学の新たな地平
を切り開いてきたアメリカで、特派員として心躍る科学取材を始めた。だが、そこで実感した
のは、意外なほどに広がる「科学への不信」だった。全米各地での取材で、地球温暖化へ
の根強い疑問や、信仰に基づく進化論への反発の声があちこちで聞かれた。その背景に何
があるのか。先進各国に共通する「科学と社会を巡る不協和音」という課題を描く。

鬼を待つ
あさのあつこ

北定町廻りの同心、木暮信次郎と、岡っ引、伊佐治は、大工の棟梁が五寸釘で首を刺さ
れた事件を探る。小間物問屋の主、遠野屋清之介は、呉服の大店、八代屋太右衛門から、
姪を娶ってもらえないかと頼まれるが、自分の女房は亡きおりんだけと丁重に断る。そのおり
んと瓜二つの女に出逢ってしまった清之介は、心ここにあらずとなり、欲に呑み込まれた商と
政に翻弄されていく。累計60万部を超えた、待望の「弥勒シリーズ」最新刊。

ルポ　人は科学が苦手
アメリカ「科学不信」の現場から



31日発売「女性自身」関連キャンペーン書目

4334977421
¥1000

寂聴さんが故郷・徳島で行っていた「人生相談」法話を、会場の熱気や一体感も含めて
完全収録。大事な人との別れ、家族の不和、闘病など、さまざまな悩みを抱えてやって来
た人たちも、寂聴さんのお話を聞いているうちに、どんどん笑顔になっていきます。「痛み
や苦労を重ねるごとに人の心は優しく、豊かになるのです」「人が生まれたのは、自分と誰
かを幸せにするためです」……、読めば生きる勇気が湧いてくる金言も満載です。

明日は晴れ　　瀬戸内寂聴

4334950221
¥880

人はなぜこの世に生きているのでしょう。それは愛するためです（まえがきより）。「男と女」
「さびしさ」「くるしみ」など、6つのテーマで、愛にまつわる寂聴さんの名言をコレクション。
どこから開いても、心が解き放たれ、勇気がもらえる珠玉の一冊です。

愛することば　あなたへ　　瀬戸内寂聴

4334950582
¥1300

97歳で文芸誌、新聞、雑誌といくつもの連載をこなす “日本最高齢の現役作家”・瀬戸内
寂聴さん。寂聴さんを秘書として支えながら、自らもエッセイストとして活躍する瀬尾まな
ほさん。元気で長生きをする秘訣、ユニークなストレス解消法、かっこいい死に方……、
66歳差の2人が語り合う「人生100年時代の “新幸福論”」。寂聴さんの活力にもなってい
る京都寂庵での愛情あふれるユーモラスな掛け合いを丸ごと収録した対談集です。

命の限り、笑って生きたい　　瀬戸内寂聴／瀬尾まなほ

4334746063
¥470

深夜、思いわずらって眠れない時、誰かに苦しい胸のうちを打ち明け、聞いてほしい時、
孤独にさいなまれて、さめざめとひとりで泣きたい時、ふと、手をのばして頁をくってみた
い小さい本があれば、どんなにか心が慰められることでしょう。（中略）もし、この小さな
本があなたにそういう役目をしてくれたら、そんな嬉しいことはないと思います。（「まえが
き」より）

生きることば　あなたへ　　瀬戸内寂聴

4334747701
¥470

〈自分ひとり、どうしてこう不運なのかと思わないで下さい。あなたが強いから耐えられる
から、与えられた試練だと思って、力をふるいたたせて、病魔と闘って下さい。きっとあな
たは治ります〉美空ひばりさんへ送ったお見舞いの手紙など、寂聴さんが作家仲間や肉親、
親交のあった人などへ向けた心温まることばを精選。不安を打ち消し、生きる勇気が涌い
てくる一冊。

大切なひとへ　生きることば　　瀬戸内寂聴

寂聴あおぞら説法　切に生きる
みちのく天台寺　　瀬戸内寂聴
みちのく岩手・二戸市にある古刹・天台寺。今東光師の後を受け住職を勤めた寂聴さん
は、名誉住職となってからも説法を行っており、広い境内には一万人もの人が集まります。
悩みや不安を抱えて御山にやって来る人たちは、天台寺の清澄な光景に癒され、寂聴さん
の法話を聴いて笑顔と元気を取り戻します。澄み切った青空のように、〈こころ〉を晴れ晴
れとさせる一冊。

4334748368 ¥470

せつ



4334978479
¥800

50年以上にわたる皇室記者生活で、「民間侍従」の愛称もある皇室ジャーナリスト・松崎
敏弥氏。その膨大な取材記録から選び抜いた、美智子さまの “勇気が出るおことば” が
一冊に！　苦悩のなか考え尽くしたうえで生まれた解決策、膨大な読書量と人間観察から
生まれたユーモア、愛情あふれる叱咤激励の数々⸺。美智子さまがいつもそばにいる。
ページを繰る、心にふれる⸺。ご成婚直後に書かれた“美智子さまの恋文”も全文掲載！

毎日読みたい美智子さま  愛が生まれるおことば 81　　松崎敏弥

4334774016
¥550

浩宮さまが生後七ヶ月のころ、美智子さまは皇太子殿下（当時）とともに日米修好百年記
念で16日間の訪米旅行にお出かけになりました。浩宮さまのことを案じた美智子さまは、
侍従や女官たちに、細やかな申し送りを書いたノートを託されました。アメリカ訪問を終え
たあとも、育児の指南条項は書きためられました。こうしてできたのが、『ナルちゃん憲法』
なのです。

ナルちゃん憲法　　松崎敏弥

寂聴あおぞら説法　こころを贈る
みちのく天台寺　　瀬戸内寂聴
みちのく岩手・二戸市にある古刹・天台寺。寂聴さんのことばに、集まった老若男女は、
笑い、泣き、癒され、元気を取り戻します。心施とは、病気で苦しむ家族や、大切なひと
を失い心に痛みを抱える人への励まし。「心を施すということですから、優しい言葉をかけ
てあげれば、それが立派な心施です。布施になります」（本文より）。こころに響くことばが
たくさん詰まった一冊。

4334749410 ¥500

寂聴あおぞら説法　愛をあなたに
みちのく天台寺　　瀬戸内寂聴
みちのくの古刹・天台寺で開かれるあおぞら説法。友人を亡くした大学生、我が子を残し
離婚した母親、金銭トラブルに悩む主婦……。それぞれの悩みに寂聴さんが明快に答えて
くれます。境内を埋め尽くした多くの人は同じように不安を抱え、寂聴さんのことばで生き
る活力を取り戻します。説法での、ユーモアあふれ慈愛のこもった一問一答を掲載したこ
ころ安らぐ一冊。

4334749682 ¥470

寂聴あおぞら説法　日にち薬
みちのく天台寺　　瀬戸内寂聴
愛するわが子に先立たれた。最愛の人を亡くした。その悲しみを治す薬はありません。け
れども、歳月が薬になる。時間がこころの傷を癒やしてくれる。それを「日にち薬」と言
います。みちのく天台寺で開かれる「あおぞら説法」。境内を訪れた老若男女は、寂聴さ
んのひと言ひと言に耳を傾けます。つらいのはあなただけじゃない。こころが軽くなる言葉
が詰まった一冊。

4334768776 ¥480



14日発売 光文社キャラクター文庫

10日発売 コミック

江戸川西口あやかしクリニック2  アーバン百鬼夜行
藤山素心
やっとのことで就職した「あやかしクリニック」は、亜月（あづき）の守護霊・毘沙門天（び
しゃもんてん）を目当てに訪れる患者も増えてきた。しかし、些細なことから刑事に怪しま
れ、その目は薬剤師の西尾（にしお）さんやあやかしたちの保育園にも向かってしまう。
そんな折、始祖（オリジン）の妊婦さんの救急搬送から、江戸川町をも巻き込んだ都市型

（アーバン）百鬼夜行が始まった！　毘沙門天・亜月の本領が発揮される!?
433477850X ¥600

いみず野ガーデンデザイナーズ2
真夏の訪問者たち　　蒼井湊都
はなまる造園の仕事に慣れ始めた咲和（さわ）。優しい朝倉（あさくら）の存在も大きくな
る中、朝倉の友人・桑原（くわばら）を紹介される。やたらと距離の近い桑原に、警戒心
を抱く咲和だったが⸺。またある日、咲和は、はなまる造園にかかってきたとある電話
をすぐに切ってしまう。電話の相手は「斉藤（さいとう）」と名のる男性の声で⸺ !?　い
みず野に、ちょっとしたざわめきが巻き起こる第2巻。

4334778518 ¥650

¥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15弾。ゲイバーで偶然出くわした、同じ職場に勤めている来島と皆見。それがきっかけ
で付き合い始めたものの、過去の恋愛にトラウマを持つ皆見は、どうしてもモテ男・来島
の “彼氏” という立場に馴染めずにいて……。※本作品は『夜、あなたの甘い声［村上左
知BLシリーズ 4］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】15　　村上左知

24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16弾。同僚でモテ男の来島と付き合う皆見。ギクシャクしながらも愛を重ね合う二人
だったが、皆見は過去のトラウマから逃れられずにいた。そんなある日、互いの元カレが
二人の目の前に現れて……。※本作品は『夜、あなたの甘い声［村上左知BLシリーズ 4］』
にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】16　　村上左知

24日発売 光文社ライトブックス

異世界転移者のマイペース攻略記2
なんじゃもんじゃ／黒獅子［イラスト］

異世界に転移したグローセは、チートスキル【通信販売】を使い、商人として成功の道を
歩んでいた。「赤の塔の町」に拠点を置き、魔物の買取店と女性向けのコスメショップを立
ち上げると、瞬く間に大人気に！　商売の合間にはダンジョンに潜って、スキルやレベルアッ
プに取り組む。グローセを慕うインス、リーシア、セーラ、サンルーヴとの関係も腹を決め、
ついに結婚するが、地球からの暗殺者に再び命を狙われて!?　待望の第二巻！

4334912869
¥1000



31日発売 コミック

¥200

「エロいアナがヒクついてるぞ」「キモい…」可愛くない言葉とは裏腹に、作り変えられた
凛の体はミツの激しい突きを従順に受け入れて⸺ !!　アイドルグループに所属しジェン
ダーレス男子としての地位を確立した凛だったが、それは完璧に計算しつくされた上での姿
だった。そんな裏の顔を知るのは、敏腕マネージャーのミツ。疲弊する凛をセックス込みで
癒やすのもミツの大事な仕事で…。腹黒マネ×猫かぶりアイドルの執着ラブ!!

モノポライズ 2　　ともち

31日発売 FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集　奈月セナ　初めての一泊二日温泉旅行
奈月セナ／野川イサム［撮影］

2018年にグラビアデビューするや、大手電子書店のイメージDVD売上げランキングで、デ
ビューから2作連続の1位を獲得した奈月セナ。男性週刊誌がスケジュールを奪い合うスー
パールーキーの「いつか、和テイストの撮影をしたかった」という夢が、FLASHデジタル写
真集でかなった。テーマは「温泉旅行1泊2日」。88センチGカップのスーパーボディの迫力
はそのまま、いつもと違った彼女の魅力に気付かされる写真集だ。

FLASHデジタル写真集　黒木麗奈　最後の制服
黒木麗奈／中山雅文［撮影］

股下93センチ＆9頭身という抜群のスタイルを武器に、「菜々緒2世」と期待される注目の
新星モデルが、FLASHデジタル写真集に初登場！　昨年、野性爆弾・くっきーと動画アプ
リ「TikTok」のCMで共演。話題を呼んだ彼女は、今回の写真集で“制服を脱ぎ捨てる”シー
ンにも挑戦。2019年春で高校を卒業し、芸能活動に専念する決意をグラビアで表現した。
小悪魔っぽい笑顔が似合う18歳、今が旬な “卒業グラビア” です！

¥1200

¥1200

ふたりの夜の過ごし方 1
リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト　　村上左知
学生の頃、クラス1のイケメン相良（さがら）に追いまわされ『リア充恐怖症』になった根
暗オタクの蛍（けい）。社会人になっても仕事以外はぼっちを貫き、家で絵を描くのが唯一
の趣味。そんな中、ある日引っ越し先で相良と再会！？しかも相良は漫画家になってて「今
でも絵、描いてんだろ？手伝って」と漫画のアシをする事に！？　ごり押しマイペースなリア
充漫画家×冴えないコミュ障オタリーマンの秘密の夜の関係が始まった。

¥200

文豪BL 2
江戸川乱歩の恋　竹久夢二も愛した岩田準一との出会い(2)　　九州男児
大正6年、三重県鳥羽。平井太郎（後の江戸川乱歩）は岩田準一という画家に出会う。
岩田は美人画で有名な竹久夢二の一番弟子なだけでなく、男性すらも魅了する美少年だっ
た。しかし、平田はその美しさには興味が無く、岩田の描く絵を一心に愛した事が岩田の
恋愛観を大きく変え⸺。文豪達の知られざる同性愛を紐解く禁断の物語シリーズ。※こち
らのお話は「こうだったかも」という解釈が入ったフィクションになります。

¥150



31日発売 光文社新書

「食べること」の進化史
培養肉・昆虫食・3Dフードプリンタ　　石川伸一
食の世界が今、激変してきている。分子調理、人工培養肉、完全食のソイレント、食のビッ
グデータ、インスタ映えする食事……。こうした技術や社会の影響を受けて、私たちの身
体や心はどう変わっていくのだろうか。気鋭の分子調理学者が、アウストラロピテクスの誕
生からSFが現実化する未来までを見据え、人間と食の密接なかかわりあいを描きだす。私
たちがふだん何気なく食べているごはんには、壮大な物語が眠っている。

4334044115 ¥900

人生100年、長すぎるけどどうせなら健康に生きたい。
病気にならない100の方法　　藤田紘一郎
2007年に生まれた子どもの約半数が107歳まで生きるというデータが示すように、すでに

「人生100年」はスタンダード。死なないのであれば、生きていくしかない。そして、どうせ
生きるのであれば、好きなことができる程度の健康がほしい。そんなあなたのために、79
歳で後期高齢者の医師・藤田紘一郎先生が、「食事」と「生活習慣」という2つの側面から、
今日から取り入れられる100の健康法をご紹介します。

4334044123 ¥760

ビジネス・フレームワークの落とし穴  
山田英夫
企業で使われる経営手法やフレームワークは、使い方によって両刃の剣であり、誤った使
われ方によって意思決定が歪むこともある。また、作成者の主観や意志が入り込んでいる
ことを知らずに意思決定していると、大きなミスをしてしまう。経営手法・フレームワーク
には、「正しさ」と「危うさ」が共存している。そのことを理解して正しく使うには？

4334044131 ¥780

「糖質過剰」症候群  
あらゆる病に共通する原因　　清水泰行
肥満や糖尿病は糖質が原因と認知されつつあるが、他の多くの疾患も一つの原因に繋がる
⸺糖質過剰摂取だ。7000以上の論文を参照しつつ様々な疾患（心筋梗塞、脳卒中、が
ん、脂質異常症、アルツハイマー病、うつ病、骨粗しょう症、片頭痛、非アルコール性脂
肪肝、緑内障、加齢黄斑変性、変形性関節症、五十肩、不妊症、子宮内膜症、乾癬、
ニキビ、脱毛症、逆流性食道炎、難聴、パーキンソン病、前立腺肥大等）と糖質の関係
を説く。 433404414X ¥900

クジラ博士のフィールド戦記  
加藤秀弘
シロナガスクジラの回復にはミンククジラを間引け?!　⸺長年、IWC科学委員会に携わっ
てきた著者による鯨類研究の最前線。科学者の視点でIWC脱退問題も解説。／第1章　尤
もクジラ的生き物／第2章　クジラ屋になるまで／第3章　どうしてクジラ屋になったのか？
／第4章　南極海の決闘、その後／第5章　シロナガスクジラ全身骨格物語／第6章　マッ
コウクジラの不思議な生態と集団座礁……ほか。

4334044026 ¥840

世界の危険思想  悪いやつらの頭の中
丸山ゴンザレス
人が人を殺す理由は何なのか⸺。著者は世界中の危険地帯の取材を続ける中で、日本
人の常識とは相容れない考え方に出会ってきた。仕事だから作業のように人を殺す、金持
ちからは奪ってもよい、縄張りに入った奴はすべて排除する。そんな、教科書には決して載
らない「危険思想」を体を張って体系化。悪いやつらの頭の中に迫る！　『クレイジージャー
ニー』（TBS系）で注目の危険地帯ジャーナリストによる決死の取材レポート。

4334044158 ¥740



31日発売

4334912818
¥1200

戯作者、十返舎一九の娘、舞。葛飾北斎の娘、お栄ら奇人変人に囲まれて、いつも彼ら
の後始末ばかり。大酒呑みに傍若無人、馬鹿騒ぎに大盤振る舞い。怒り心頭、地団駄踏
んで、いつも唱えるまじないは、「奇人気まぐれ、きりきり舞い！」。ひょんなことから、舞た
ちは、一家総出で江戸から駿府へ四十四里。これぞ本家本元『東海道中膝栗毛』。弥次さ
ん喜多さんに成り代わり、涙と笑いの人生をたどる旅路。人気シリーズ最新刊！

旅は道づれ　きりきり舞い　　諸田玲子

4334912850
¥1200

孤島の児童養護施設に入所している網走一人（あばしり・ひとり）。ある夜、島の外に出
た職員たちが嵐で戻れず、施設内が子どもたちだけになった。網走は、許せない罪を犯し
た剛竜寺を殺すため部屋に忍び込む。しかし剛竜寺はすでに殺されていたうえ、片目を持
ち去られ、代わりに金柑が押し込まれていた。その後も人殺しを楽しんでいるかのような猟
奇殺人が相次ぐ。網走は犯人を推理しながら、自らも殺人計画を遂行していくが……。

殺人犯　対　殺人鬼　　早坂吝

4334778011 ¥700

初めて出会った時、君は野性的で、ココナッツの香りがした⸺。流葉爽太郎の新たな仕
事は、南洋の島々におけるフランスの支援活動PR。アイディアを模索する折、あるカメラ
マンの回顧展に赴くためシンガポールへ。そこで巡りあった少女と一枚の写真が危険に誘
う。美しいモルディブを舞台にサスペンスと愛が交錯！　型破りのCFディレクター・流葉が
主役の大人気シリーズ！

ココナツ・ガールは渡さない  CF ギャング・シリーズ　　喜多嶋隆

文芸書

4334912826
¥1300

トランクルームの密室。白い粉が舞い散る殺人現場。足跡なき泥濘の逃亡者。案内板に磔
にされた首のない死体⸺。カメラマンにして抜群の推理力を持つ南美希風と、彼の恩人
の娘にあたるアメリカ人法医学者エリザベス・キッドリッジは、法医学の実地検分として赴
いた事件現場で、神の悪戯としか思えない不可能犯罪に遭遇する。美希風が辿りつく、恐
るべき真相とは!?　トリック・ミステリの名手・柄刀一、国名シリーズに挑む！

或るエジプト十字架の謎　　柄刀一

4334912834
¥1500

松平家の嫡男にして、尾張国の人質・竹千代は、その才を織田信長に気に入られるも、
今川家との人質交換で、三河国へと移される。そこで竹千代は、申楽の師・観世十郎と
出会い、駿府館で今川義元に近づく機会を得る。しかし、宿敵・義元からは、その眉目秀
麗な容姿と才能を、歪んだ形で寵愛される。狂おしいほどの殺意を秘め、舞台は運命の
桶狭間の合戦へと向かうのだが……。圧倒的熱量で描かれる超弩級のエンタメ歴史小説！

傾城　徳川家康　　大塚卓嗣

4334912842
¥1200

織田家中随一の活躍を果たしてきた、丹羽長秀。その右筆・太田牛一は、長秀の記を秘
かに残そうとする。本能寺の変で長秀は、窮地に立たされていた。明智光秀を討つのに最
も有利な位置にいながら、軍を動かすことはおろか、行動を共にする信長の息子・信孝の
暴走を止められなかった。しかし、大乱の中で長秀は、亡き主君への想いと、未来を見据
え、ある秘策を立てていたのである。男たちの熱い生き様を描いた、新鋭による戦国秘史！

織田一の男、丹羽長秀　　佐々木功

けいせい

お だ いち

光文社新書 コミック



七夕しぐれ　　熊谷達也
新緑まぶしい春。小学5年生の和也は県内の小さな町から憧れの仙台市に引っ越してきた。
隣家に住む同級生ユキヒロとナオミと友達になろうとする和也に対して彼らは冷たい態度を
取る。二人がクラスで浮いた存在で、江戸時代から続く因習がその原因であることを和也
は知る。偏見にとらわれない子供たちの無垢な姿と、昭和の時代背景をノスタルジックに
描いた傑作。

4334745970
¥600

無銘刀  御刀番　左京之介（十一）　　藤井邦夫
小石川傳通院の裏で、五人の沼津藩藩士が斬殺された。背後に、妖刀村正に似た無銘刀
を遣う凄腕の剣客の存在が浮かび上がる。汐崎藩御刀番頭の左京之介は、度重なる襲撃
に怯える沼津藩藩主・水野忠成の懐刀で、これまで対立していた土方縫殿助から助けを求
められる。土方の求めに京之介が下した判断とは⸺。霞左文字が、権力者たちの謀略
を斬る！　感動のシリーズ最終巻。

4334778100
¥600

モラトリアムな季節　　熊谷達也
大学受験に失敗した和也は予備校に通うため仙台で独り暮らしを始めた。小学5年生のと
きに4ヵ月だけ住んだＯ町での思い出が真っ先に心に浮かんだ。閉塞した浪人生活に悩む
和也の前に、初恋の相手であるナオミが現れる。高校時代の彼女とも、よりを戻しつつあ
る和也の心は激しく揺れ動く⸺。昭和五十年代を舞台に、混沌とした青春期を瑞々しく
描いた成長物語。

4334764754
¥550

リアスの子　　熊谷達也
東北の港町・仙河海市の中学校で教師を勤める和也。担任するクラスに転校してきた早坂
希は、問題を抱える少女だった。朝帰りの噂を聞いた和也が早朝、様子を見に行くと、希
のジョギングする姿が。和也は、顧問を務める陸上部への入部を希に勧めるが⸺。多感
な中学生と若き教師の心温まる物語。東日本大震災以降、仙河海市を舞台にした著書の
先駆けとなった作品。

4334772358
¥650

十津川警部　金沢・絢爛たる殺人　　西村京太郎
都内のビル屋上で、加賀宝生流の能衣装をまとった男の死体が発見された。被害者は死
ぬ前に能を舞ったらしい。近くのホテルに滞在する某国の大統領に見せるためだったと推
測された。学生時代に金沢に滞在していた大統領が昔愛した女性が、2年前に失踪してい
たことが判明。現地で捜査を続ける十津川を待ち受けていたのは、古都に秘められた大き
な陰謀だった。

4334778046
¥500

口入屋賢之丞、江戸を奔る  幕末梁山泊　　平谷美樹
麻布谷町の山吹屋。そこは主の賢之丞の差配で、様々な求めに応じて人を斡旋する口入
屋だ。武家や商家、普請場など斡旋先は多岐に亙るが、時に怪しげな依頼も混じってくる。
花火師と猟師と鉄砲鍛冶を揃えてくれという浪人にきな臭さを感じた賢之丞は、読売屋や
女郎、忍など多彩な仲間たちとともに、幕末の江戸を揺るがす陰謀に立ち向かう！　痛快
時代活劇。

4334778097
¥700

けんらん

け ん の じ ょ う はし



隠密刺客遊撃組　　平茂寛
幕府の役職を投げ打ち、兵学と儒学を講義する兵聖閣と武術稽古場・兵原草蘆を創って門
弟を育ててきた兵法家の平山行蔵。江戸の町を荒らす巨悪が出現し、もと老中の松平定信
の命で盗賊集団退治に乗り出したが⸺。当代屈指の武術研究家・長野峻也氏の原案。
過去の時代小説にないド迫力の剣戟と武士の悲哀などを描いた珠玉の作品。

433477640X
¥650

残業税　マルザの憂鬱　　小前亮
介護職に就く夏目健人は元フリーター。最悪の労働条件だった会社が大手に買収されて待
遇も向上し、ほどほどに満足して働いていたのだが……。残業すればするほど税金が増え
る「時間外労働税」が導入された社会。介護や教育など、長時間労働の現場で働く人々
に起こる様々な事件と、彼らのために奮闘する残業税調査官たちの活躍を描く、話題のお
仕事ミステリー第3弾！

4334778216
¥700

剣魔推参  隠密刺客遊撃組（弐）　　平茂寛
江戸を恐怖に突き落としていた集団・土蜘蛛党を成敗した元幕臣で兵法家の平山行蔵。
江戸の一角に突如、不審な宗門「天水教」なる者達が現れた。奇妙な装束の集団は、一
体何をしようというのか。行蔵たちは天水教を調べ始める。そして想像を絶する戦いの火
蓋が切られた。当代屈指の武術研究家・長野峻也の原案。空前絶後の戦闘シーンが詰め
込まれた白眉のシリーズ第二弾。

4334778259
¥700

両国橋慕情  大江戸木戸番始末（十）　　喜安幸夫
年の瀬を迎え、正月の準備に大忙しの両国米沢町。華やぐ町の雰囲気と裏腹に、町内に
住む生真面目な大工・伊之助は、友人の建具師・孝次郎と足に障害を持つ息子の孝太に
かんするある秘密を抱え、人知れず怯えていた。木戸番・杢之助は、彼らのためにひと肌
脱ぐことにしたのだが、そこに謎の女の魔の手が迫る⸺。杢之助の強さと人情が魅力の、
シリーズ第十弾！

4334778267
¥600

揺らぐ街　　熊谷達也
東北に甚大なる被害をもたらした地震は、東京をも揺るがした。震災をきっかけに小説が
書けなくなった桜城葵、被災地出身の作家で、いまは筆を折っている武山洋嗣。二人の担
当編集者である山下亜依子は仙河海市を訪れた。葵の取材に同行するとともに、武山を
探し出し、震災と向き合った作品を書かせるために⸺。それぞれの思いが込められ、作
品が紡ぎ出される。

4334778143
¥800

キッド・ピストルズの最低の帰還
パンク=マザーグースの事件簿　　山口雅也
遠く離れた塔から放たれた矢が密室の男に命中した!?　パンク刑事11年ぶりの復活作「誰
が駒鳥を殺そうが」をはじめ、断崖絶壁の一本道で消えた子供達の謎「教祖と七人の女
房と七袋の中の猫」、超能力者の子供ばかりが集う特異犯罪「超子供たちの安息日」ほか、

「アリバイの泡」「鼠が耳をすます時」の全5編を収録。著者の全面改訂のもと、待望の初
文庫化！

433477816X ¥900



戦国はるかなれど（下）  堀尾吉晴の生涯　　中村彰彦
信長の死後、覇権は秀吉が握ることとなった。秀吉麾下の堀尾吉晴は、ともに戦ってきた
武将や、肉親の死に直面しながらも激動の時代を生きぬく。家康の天下を迎え、出雲・隠
岐二十四万石に移封された吉晴は、宍道湖のほとりに松江城を築く。それは長く続いた戦
国の世の終焉を意味するものだった……。今こそその人生に学びたい屈指の英傑の物語、
ここに完結！

4334778410
¥1000

戦国はるかなれど（上）  堀尾吉晴の生涯　　中村彰彦
戦国の世、尾張の国に生まれた堀尾吉晴は、秀吉と出会い、頭角を現し、幾多の戦いに
参加。信長からも「わが者ぞ」と呼ばれる存在となる。秀吉の軍師・竹中半兵衛、尼子
家再興を目指す山中鹿之介らとの出会いを通して「治国平天下」を志す武人となった吉晴
は、鳥取城、備中高松城などの戦いで、優れた交渉人としての活躍も見せる。歴史に埋
もれた名将を描いた超大作！

4334778402
¥1000

三毛猫ホームズの証言台　　赤川次郎
因縁めいたつながりのある人々が集った〈高原ホテル〉。法廷で決定的な証言をし無罪を
もたらした女性と結婚した千葉。大企業の社長令嬢の婿となった記憶喪失の男、辻川。彼
の出現により未来を失った安西……。奇しくもホテルに同行した片山刑事たちは、複雑な
人間関係が巻き起こす事件に対峙する。そして、ホームズの可愛らしい後輩も登場！　国民
的大人気シリーズ第51弾！

4334778291
¥600

コクーン　　葉真中顕
1995年3月20日、丸の内で起こった無差別乱射事件。カルト教団『シンラ智慧の会』によ
る凶行の首謀者は、忌まわしき過去を背負う教祖、天堂光翅であった。彼や教団に関わっ
た者たちの前に現れる一匹の煌めく蝶。金色の翅が導くのは地獄か、それとも……。平成
を揺るがすテロ事件が生み落とした絶望とかすかな希望を、幻想的かつスリリングに物語
る衝撃作！

4334778305
¥600

#光文社新書この一冊  1000点突破記念　　光文社新書編集部
光文社新書刊行1000点突破を記念して刊行した特別冊子。読者の皆さんの「＃光文社新
書この一冊」投票内容のほかに、光文社新書の著者、出版関係者の一押し光文社新書を、
熱いコメントとともに掲載。最良のブックガイドとしても、ぜひご活用ください。

無料

よしりん辻説法 2 皮肉な悟り　　小林よしのり
FLASHの人気連載漫画『よしりん辻説法』の単行本第２弾！　時事ネタを、二頭身の新キャ
ラ「説法よしりん」と担当編集者の対話形式で、軽快に、辛辣に説きあかしていく。現代を、
そして自分自身を笑い飛ばすギャグの鋭さは、小林よしのりの真骨頂。読めば人生が180
度違って見えてくる！　「小林よしのりの漫画は今も進化している。さあ、『皮肉な悟り』、そ
の意味を買って読みたまえ！」（小林よしのり氏ブログより）

4334950868
¥800


	2019年5月_01のコピー
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	2019年5月_07のコピー
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