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女医は医療崩壊の元凶か、救世主か。フリーランス女医が舌鋒鋭く分析。

直弟子が故・桂歌丸の少年期をモデルに描く、感動と笑いの人情ばなし。

4334912877
¥1300

4334044182
¥780

筒井冨美
東京医大の入試不正事件で明るみに出た、女性の医学部受験者への減点操作。「必要悪」
「長年の公然の秘密」との声も多かった。医学部人気で女性志願者も増える現在、なぜ「女
医は要らない」と言われてしまうのか。新研修医制度、新専門医制度の導入はなぜ、さらな
る医師偏在、医療崩壊を招いたのか。フリーランス女医として活躍する著者が、女医の現状
を鋭く分析。真に有効な「女性活用」「医師の働き方改革」のヒントを提示する。

廓に噺せば
桂歌蔵
「まず初めに師匠に読んでもらいたかった」⸺。昭和16年の横浜。5歳の少年・檜垣壽
雄は、色街・真金町の廓『永代楼』の女将である祖母いねに可愛がられ、何不自由なく暮
らしていた。しかし、母のきくが突然家出し、その寂しさから、壽雄は落語に、笑いに目覚
めていく⸺。戦前戦中戦後の昭和を舞台に、直弟子が故・桂歌丸の少年期をモデルに描
く、感動と笑いの人情ばなし。

女医問題ぶった斬り！
女性減点入試の真犯人

岩波明氏（昭和大学附属烏山病院院長）推薦！

4334962319
¥1710

エディス・シェファー／山田美明［訳］

「発達障害に関心のある人には、ぜひ手に取って頂きたい一冊」⸺岩波明氏（昭和大学
附属烏山病院院長、『発達障害』著者）推薦！／ロンドンブックフェア（2018年）で話題
沸騰！　自閉症スペクトラムの概念を拡大したアスペルガー医師の裏の顔を、史料の掘り起
こしで白日の下に！　待望の邦訳。

アスペルガー医師とナチス
発達障害の一つの起源

くるわ はな



12日発売 光文社キャラクター文庫

7日発売 コミック

社内保育士はじめました3  だいすきの気持ち
貴水玲
ついに彼方（かなた）とつきあい始めた梓咲（あずさ）。仕事も恋も順調！　のはずが、突
然新人保育士たちが保育ルームを辞めてしまう事態に。どうやらその背景には、きらら保
育ルームとも仕事をしている派遣保育士の会社が関わっているようで…… !?　おまけに彼
方が元妻と会っていた、との穏やかでない噂話が。再び梓咲が厄介な敵に立ち向かう、大
人気シリーズ第3巻！

4334778674 ¥600

¥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17弾。ゲイバーを経営する深幸はそのルックスから、客から誘われることも、ストーカー
に遭うことも多い。ある日の帰り道、店から後をつけられていることに気づいた深幸だった
が、偶然出くわした苦学生の立川に助けられて⸺。　※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】17　　村上左知

21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18弾。ゲイバーを経営する深雪は、バイトの立川と体を重ねる関係を続けていた。だが
元々ノンケの立川の周りには女性の影も見え隠れして、深雪は嫉妬に近い感情を覚え始め
る。そんなある日、立川がビンゴの景品のイヌ耳を店に持ち帰り⸺。　※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】18　　村上左知

28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。疲弊する凛を身体の関係込
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 3　　ともち

¥350

モノポライズ第1、2話を収録した合本版！「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
⸺!!　腹黒マネ×猫かぶりアイドルの執着ラブ!!

モノポライズ　合本版 1【特典ペーパー付】　　ともち



¥200

獣の姿で生まれ、成長すると獣人型になる希少種『獣人類』。彼らの『番（つがい）』に
選ばれると、性別問わず出産できる身体になるという⸺。子どもの頃から犬型の獣人
類・太郎を飼っている雪也。人間たちの間では「獣人類の番に選ばれると成功と幸運がも
たらされる」という噂があるため、太郎に群がる人間がいるのにうんざりしていた。しかし、
心のどこかで太郎の番が見つからない事に安堵していたが…？

Loveless SEX Dog 2  愛のない獣　　霧嶋珠生

28日発売 FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 サイバージャパン ダンサーズ ギャルだらけのランジェリー女子会！
サイバージャパン ダンサーズ／門嶋淳矢［撮影］

2000年にゴーゴーダンサーグループとして結成されたCYBERJAPAN DANCERS。写真集や
CDのヒットで脚 光 を浴 びる同グループの人 気メンバー、KANAE、KAREN、KOZUE、
JUNON、HARUKAの5人が登場。普段は水着でダンスする彼女達だが、今回は「水着よ
りも断然恥ずかしい」と語る下着だけのグラビアに挑戦した。ギャルらしい派手な柄からセ
クシーなレースまで…ありとあらゆる下着が飛び交う！

FLASHデジタル写真集　川村ゆきえ　陽だまりの情事
川村ゆきえ／中村昇［撮影］

2003年のグラビアデビュー以来、リリースした写真集は14冊。33歳になった今もグラビア
界のトップに君臨する、“レジェンドグラドル” の川村ゆきえ。柔らかみを増したカラダ、溢
れる色香、せつない表情⸺。今作は、昭和レトロな家屋で、生活感のある衣装や大胆
なランジェリー、ノーブラショットと、たっぷりと撮り下ろし。彼女が身をよじるたびに、甘
く濃密になっていく空気までも感じ取ってもらえるはずだ。

¥1200

¥1200

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、平井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

文豪BL 3  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)
【特典ペーパー付き】　　九州男児

28日発売 四六判学芸書

大マスコミが絶対書けない事　この本読んだらええねん！
辛坊治郎

「ここに書いた話は、本来国民全員が基礎知識として共有しているべき話です。ところが、
誰も知りませんよね。なぜならここに書いた本当のことについて、大手マスコミは絶対に伝
えないからです。この本は、そんな現代の大手メディアが垂れ流す意図的かつ歪んだ情報
から身を守る盾と、時代を生き抜く剣をあなたに授けるものです」（著者）。安倍政権から
年金、北朝鮮・北方領土問題まで、大マスコミが報じない「真実」を伝える！

433495085X ¥800



28日発売 光文社新書

愛する意味
上田紀行
日本人が幸せになれないいちばん大きな原因は「愛していない」ことにあります。多くの
人たちが「愛すること」よりも「愛されること」を優先してしまっている。恋愛でも、社会
に対しても、常に周囲からの評価が気になってしまう。しかし、「愛されたい」「評価された
い」ということへの執着は、あなたをとても不自由にします。⸺感動のロングセラー『生
きる意味』出版から14年。生きる意味の核心である「愛」についての熱い提言！

4334044166 ¥780

太陽は地球と人類にどう影響を与えているか
花岡庸一郎
地球と人類にとって、太陽は最大のエネルギー源で、このエネルギーで生命は繁栄してき
た。太陽は毎日決まって姿を現し、毎日同じように輝き、毎年同じ季節のめぐりをもたらす
変わらない存在として認識されてきた。しかし、いま、太陽は変わる存在として認識され
始め、地球や人類をはじめ様々な影響を及ぼしていることが分かってきている。いま、社
会的に注目される「太陽物理学」を豊富な観測データを用いて分かりやすく解説。

4334044174 ¥980

喪失学  「ロス後」をどう生きるか？
坂口幸弘
家族、友人、ペット、健康、時間、夢や希望、そして自分の命⸺私たちは様々なものを
失う。できれば避けて通りたい出来事ではあるが、喪失は人生と切り離せず、また何も失
わない人生が幸せとは言えない。では、命ある限り生じる「心の穴」といかに向き合って
いくべきか？　死生学や心理学の理論、当事者の声、死別後の悲嘆に対処するグリーフケ
アの実践で得られた知見を学び、来るべき喪失に備え、「その後」の日々に生かす。

4334044190 ¥780

「ことば」の平成論  
天皇、広告、ITをめぐる私社会学　　鈴木洋仁

「朧げな『平成』の輪郭と本質を俊英が『私（わたくし）社会学』を駆使して見定める書。」
⸺本郷和人氏推薦！／天皇陛下のおことば、ITと広告をめぐる言説、野球とサッカーが
辿った道……。茫洋として語り得ない「平成」の形を同時代に語られた「ことば」をもと
に探っていく、「令和」の時代に捧げる極私的平成論。

4334044204 ¥780

28日発売 四六判翻訳書

ザ・フォーミュラ  科学が解き明かした「成功の普遍的法則」
アルバート゠ラズロ・バラバシ／江口泰子［訳］

これは「自己啓発（セルフヘルプ）」本ではない。「科学が助ける（サイエンスヘルプ）」本だ！
　世界が注目する理論物理学者バラバシが、ノーベル賞、現代アート、スポーツ、ヒット
チャート、資金調達などあらゆる分野の膨大なデータと、最先端の分析システムを駆使し、
「パフォーマンス」と「成功」の関連を解明。成功者に共通して見られる5つの法則を明かす。

4334962297 ¥1400

地磁気の逆転  地球最大の謎に挑んだ科学者たち、そして何が起こるのか
アランナ・ミッチェル／熊谷玲美［訳］

地球はこれまで何度も磁極の逆転（N極とS極の入れ替わり）を経験してきたが、近い将来、
次の逆転が起こりうる。その際には、地球磁場が弱まることで、有害な宇宙線が生命や電
子機器に甚大な悪影響をもたらすと予測される。歴史上の科学者たちの業績を追いなが
ら、なぜ地磁気逆転が起こるのか、来る危機に私たちはいかに備えるべきかを考察。「チ
バニアン」と地磁気逆転の関係にも触れる「解説」も収録。 4334962262 ¥2000

四六判学芸書



28日発売 四六判文芸書

数学者が検証！　アルゴリズムはどれほど人を支配しているのか？  
あなたを分析し、操作するブラックボックスの真実　　デイヴィッド・サンプター／千葉敏生・橋本篤史［訳］

「いいね！」したり、ネットで買い物をしたりするたびに、その裏で特定のアルゴリズムが、
私たちの行動と嗜好を常に分析している。それにより「おすすめ」の広告が現れるくらいは
無害でも、選挙前にフェイクニュースばかり読まされたり、「将来の」犯罪者として拘束さ
れたりするのは問題だ。だが、アルゴリズムの導き出す答えはどれほど正確で、効果的な
のか。アルゴリズムやAIのしくみ、将来の可能性と限界を評価する話題作。

4334962289 ¥1520

プラットフォームビジネスの最強法則  
すべての産業は統合化される　　川原秀仁
プラットフォームとはデジタル化だけを指すのではない！　東京五輪のインフラに大きく関わ
り、斬新な発想を提案し続ける「山下PMC」。“施設参謀” として名高い会社社長が語る
圧倒的な勝利者になれるプラットフォームの作り方。ビジネスマンも、学生も、そしてあな
たも、この1冊でプラットフォーマーに！

4334950876 ¥1400

4334912885
¥1300

都心から遠くもなく、住民もみな穏やかで明るい町。でも、どこか閉塞感のある町。みど
り町は、どこにでもあるそんな町の一つだ。ただ、他ではあまり見かけないものが二つ。
未解決の殺人事件。そして、「女の人と子供を殺す、みどり町の怪人」という噂⸺。町で
何か奇妙なトラブルが起きるたび、「あれは怪人のしわざではないか」という声が上がる。
まさか、怪人は本当にいるのか……!?　都市伝説×コージーミステリーの野心作！

みどり町の怪人　　彩坂美月

4334912893
¥1300

家老からの密命に背き、丹波篠山藩を出奔した若き武士・小柴陽太郎。杜氏についてきた
灘の酒蔵で、名酒「一分」造りに勤しんでいた。陽太郎は「一分」を江戸に運ぶ船に乗り
こむものの難破する。酒蔵は窮地に追い込まれ、時を同じくして篠山藩は財政難に陥って
いた。藩と酒蔵の危機を同時に打開するため、陽太郎が持ちだす起死回生の秘策とは
……。幕末の激動の時代、その仰け反るほどの逆風に立ち向かう青年を鮮烈に描く物語。

一分　　坂岡真

ジャーロ

い ち ぶ ん

美しすぎる教育評論家の依頼
よろず請負業　さくら屋　　叶紙器
多村安佐郎は、“よろず請負業　さくら屋” を営む20代。有名教育評論家の認知症を抱え
る母の世話、防犯カメラに映る子供の万引き犯の保護、不気味な大声が響き渡る病院の
祈禱……。町の小さな事件たちは、別の “なにか” の輪郭を描くようで、安佐郎は全容を
つかむため動き出す。ばらのまち福山ミステリー文学新人賞受賞作家による、日常に紛れ
込む謎の欠片を集めた心揺さぶる連作ミステリー。

4334912907 ¥1200

¥500

●話題沸騰！：宮部みゆき「女神の苦笑」シリーズ最新短編　●ミステリーの最先端を疾
る連作&連載：大崎 梢、恩田 陸、近藤史恵、坂木 司、東川篤哉、前川 裕、イクタケマコ
ト　●スペシャル・ゲスト：辻 寛之　日本ミステリー文学大賞新人賞受賞第一作　●第19
回「本格ミステリ大賞」受賞作決定＆全選評！　●柄刀 一 ロング・インタビュー〈作家生
活20年とデビュー前を振り返る〉

Giallo No. 68



姫の一分  若鷹武芸帖　　岡本さとる
「薙刀を見事に遣える女子を捜すのじゃ」⸺。将軍徳川家斉から公儀武芸帖編纂所頭取・
新宮鷹之介に命が下る。しかし、男の武芸者には通じても、女子で薙刀の名手には心当
たりのない鷹之介。編纂方の武芸者二人の助で調べ始め、苦難の末に薙刀を遣う女武芸
者に辿り着いたところ、鷹之介が事件に巻き込まれる⸺。笑いあり涙あり、爽快な待望
の人気シリーズ第三弾。

4334777627
¥600

鎖鎌秘話  若鷹武芸帖　　岡本さとる
将軍家斉から武芸帖編纂所頭取を命じられた新宮鷹之介。そこへ幼なじみの大沢要之助
が訪ねてくる。火付盗賊改を務める要之助の上司が、不審な死を遂げたのだという。さっ
そく編纂所の仲間と調べ始めた鷹之助の前に明らかになった真相とは⸺。武芸帖編纂所
の変わった “同僚たち” と繰り広げられる笑いあり涙あり、爽快感抜群の作品。待望のシ
リーズ第二弾。

4334776752
¥600

夜叉萬同心　本所の女　　辻堂魁
夜叉萬と綽名される北町奉行所の隠密廻り方同心・萬七蔵。その御用聞を務める元女掏
摸のお甲は、幼い頃に自分を捨てた母・お泉と再会。お泉から、岡場所より消えた武家の
内儀を捜してほしいと依頼される。一方、七蔵は本両替商の手代・惣三郎が行方不明と
なった事件を追うが、二人はやがて、暗い欲望を持つある男の元へ辿り着く⸺。名手に
よる傑作シリーズ！

4334778275
¥600

深夜枠　　神崎京介
岸谷亮一は自動車販売会社の営業マン。30歳の誕生日に上司に誘われ、初めてSMショー
の店を訪れる。店のママで、“女王様” の姫花から個人的に誘いを受けた岸谷は、彼女に
導かれるまま上流階級の秘密の社交界へと踏み入っていく。平凡な生活を送っていた男の
運命が動き始めた……。青春官能小説をリードし続ける著者が、官能の海を旅する青年を
瑞々しく描く！

4334772110
¥550

若鷹武芸帖　　岡本さとる
小姓組番衆を務める若き旗本、新宮鷹之介に、将軍家斉から｢滅びゆく武芸流派を調べよ
｣と、武芸帖編纂所の頭取につくよう命が下る。鷹之介には助っ人がつけられたが、飲ん
だくれの柳生新陰流の遣い手に、不器用すぎる円明流の達人と、癖のある剣客ばかり。武
芸帖編纂手始めの流派は幻の手裏剣術。その遣い手に辿り着けるのか。笑いあり涙ありの
傑作シリーズ開幕！

4334775632
¥600

街を歩けば謎に当たる  日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作家アンソロジー 2　　
光文社文庫編集部［編］

日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作家によるアンソロジー第2弾！　海野碧、両角長彦、
石川渓月、川中大樹、前川裕の五名が「街」をテーマに競作。旧型ポストがある田舎の
街から基地のある街、さらには新宿ゴールデン街まで⸺その場所ならではの5つの「謎」。
個性豊かな著者たちによる、バラエティーあふれる短編傑作集！

4334778194 ¥800



森下雨村　小酒井不木  ミステリー・レガシー　　ミステリー文学資料館［編］

1920年創刊の「新青年」は、江戸川乱歩をはじめ数多くの作家を輩出した名雑誌であり、
初代編集長の森下雨村は日本の探偵小説の生みの親と称される。その雨村が作家として
見出した小酒井不木も専門の医学研究に材をとった、すぐれた評論や小説を著し、現代ミ
ステリーの源流となった。この両者の “遺産” ともいえる傑作長短編を収録した読み応え
充分の一冊！

4334778488
¥900

飛鳥II　SOS　　西村京太郎
旧友の依頼で、十津川警部は豪華客船「飛鳥II」に乗り込むことになった。船内で奇妙な
事件が続発して心配だというのだ。その後、女性客が海に落ちる事故が起こるが、すぐ救
助され、無事クルーズは終了したのだが⸺。数日後、その女性が多摩川の河原で殺さ
れているのが見つかる！　さらに、新たなクルーズで起こる殺人事件。豪華クルーズに潜む
陰謀に十津川が挑む！

4334778437
¥550

隠密道中  闇御庭番（二）　　早見俊
老中水野忠邦と目付鳥居耀蔵の悪政を正すべく将軍家慶の「闇御庭番」となった菅沼外記。
卑劣な「三方領知替」の計画を実現させようと庄内藩に隠密を放った水野らの企みを阻止
すべく、家慶の命を受けた外記らは芭蕉の『おくのほそ道』を辿る旅に出る。道中、隠密
たちとの攻防と知恵比べの果てに、酒田湊でついに決戦！　時代小説の醍醐味が詰まった
シリーズ第二弾。

4334778380
¥650

裏切老中  闇御庭番（一）　　早見俊
将軍・家慶の公儀御庭番である菅沼外記は、老中・水野忠邦の命により、佞臣・中野石
翁を罠に嵌めるが、口封じのために水野に命を狙われてしまう。外記は試練を経て、水野
とその配下の御目付・鳥居耀蔵の悪政を正す「闇御庭番」として生まれ変わる。家慶の
密命を帯び、仲間とともに巨悪に立ち向かう正義の男。時代小説の醍醐味が詰まった傑作
シリーズ、ここに始まる。

4334778240
¥650

女王刑事  ダイナマイトが150トン　　沢里裕二
警視庁刑事・紗倉芽衣子は、学生時代、六本木のSMクラブで、ナンバーワンを誇った女
王だった。そのころ垣間見た六本木の裏社会を浄化すべく、芽衣子は刑事になった。水商
売の人脈を伝手にした情報網「六本木水脈」と、華麗な鞭捌きを武器に、芽衣子が巨悪
に立ち向かう！　芽衣子は、暴漢に襲われた総理夫人の警護を命じられるが、背後に大事
件が隠されていた！

4334778321
¥600

秘剣龍牙　　戸部新十郎 
千葉周作らを輩出した名門中西道場で出来物とうたわれた老剣士・白井亨は、稽古をつ
ける門弟の中に極めて鋭い面打ちを見せる美少年を発見した。名を富樫栄といい、加賀藩
徒士の父は非業の死を遂げていた。少年の望みは武家の再興や剣の上達ではなく、安穏
な在所暮らしだという。だが、栄の周囲に父を討った不逞の輩の影が⸺。格調高雅な珠
玉の七編を収録！

4334778399
¥700

デ カ

りょうが
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	2019年6月_04のコピー
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