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尿一滴で、線虫が早期がんを高精度に検知！

4334951074
¥1400

4334044298
¥820

広津崇亮
2015年3月、「線虫が、非常に高い精度でがん患者の尿の匂いを嗅ぎ当てる」という論文
が米科学誌に掲載された。九州大学の研究者であった著者は、その後起業し、実用化に向
けた研究と普及活動に邁進してきた。たった尿一滴で早期がんが検知されることで、がん治
療はどう変わるのか。検査に機械ではなく生物を用いる「生物診断」の可能性は。注目の
研究者・経営者が、自身の歩みや、がん検診とがん治療の今後の展望を伝える。

がん検診は、線虫のしごと
精度は9割「生物診断」が命を救う

山本周五郎賞受賞作家が放つ震撼のサスペンス。

4334778712
¥800

朝倉かすみ
大学生・茶谷は、結婚式場でのバイト中、美しい花嫁・眉子に一目惚れをした。彼女を分
かってあげられるのは僕だけだからと、夫の会社に潜り込んで近づいていく。しかし、人を喜
ばせることに依存して生きる眉子には、その過剰な自意識すら満たすべき対象となっていた
⸺。過去の記憶も呼び起こし、思いのすれ違いが生んだひずみは、⸺暴走を始める。

満潮

車いす人生となった著者による、270日間介助者なしの波瀾万丈ひとり旅

三代達也
石畳地獄のヨーロッパ、迷宮の世界遺産、褥瘡に泣いたドバイ、尻に鞭打つインドの長距
離列車……。世界はバリアにあふれている。でもあらゆるバリアは、人の手で越えられる。
18歳の時にバイク事故で頸髄損傷、車いす人生となった著者が、絶望の10年を経て車い
す単独世界一周を果たすまでの旅の記録。270日間、介助者なしの波瀾万丈ひとり旅！　
全国の講演で大絶賛の車いすトラベラーによる初の著書。

No Rain, No Rainbow

一度死んだ僕の、車いす世界一周



8日発売 光文社キャラクター文庫

2日発売 コミック

博多食堂まかないお宿  かくりよ迷子の案内人
篠宮あすか
彼女は自分の名前も、どこにいるのかも分からなかった。目の前には『博多食堂』と書か
れた暖簾がかかる。店にいた男性は、「迷子さんたちの案内人」で、自身も自分探しをし
ている最中だという。分かっているのは、うつしよで生死を彷徨うなにかが起こっていると
いうことだけ⸺。案内人・山田の料理が彼女の気持ちをほぐし、記憶が徐々に蘇ってく
るが……。

4334778968 ¥600

霊視るお土産屋さん  千の団子と少女の想い
平田ノブハル
琵琶湖（びわこ）のほとりにあるお土産屋さん『鳰（にお）の海』。そこにはお土産を求
める人々だけでなく、霊にまつわる悩みを抱えた人々までが駆け込んでくる。三度目の失
職を経て、傷心旅行で琵琶湖を訪れた燈子（とうこ）は、ひょんなことから『鳰の海』で
働くことに。オーナーの息子で無愛想だけれど美青年な甲斐（かい）とともに、燈子は霊
感がないながらもお悩み解決に乗り出す⸺！

4334778976 ¥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21弾。「ムリです」「僕はこの人だけです」ゲイバー店長の深幸が、元々ノンケだったバ
イトの立川と付き合い始めて半年。立川の部屋で体を重ねることも自然になってきたある
日、立川の両親が息子の生活に気が付いて……。※本作品は『夜、君の隣で夢を見る［村
上左知BLシリーズ 5］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】21　　村上左知

16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22弾。クールでドライな性格で、SMプレイが愛情表現という田中に、何故かはまり込ん
でしまった、強気でポジティブな水沢。そんな田中の栄転の話を知った水沢は、捨てられる
前に自らが引こうと考え、別れを切り出すが⸺ !?　※本作品は『夜、君の隣で夢を見る

［村上左知BLシリーズ 5］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】22　　村上左知

み え

30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23弾。会社の先輩・佐伯のことを、妙に意識してしまう岸。体育会系の性格が災いし、
佐伯の妙な艶に、戸惑いが止まらず迷走してしまう。そんなノンケの岸に、ゲイの同僚が
アドバイスをするものの、佐伯を意識するあまり空回りが続いて……。※本作品は『夜、君
の隣で夢を見る［村上左知BLシリーズ 5］』にも収録されています。

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】23　　村上左知



¥350

モノポライズ第3、4話を収録した合本版！　情緒不安定な凜に甘く優しい言葉をかけるマ
ネージャーのミツ。そんなどんな時もサポートに徹してきたミツの言動はすべて、凜を手に
入れるための計画的なものだった。学校行事で見た舞台で子役の凜に衝撃を受けたミツ
は、その日からどうやって近づくか調査と作戦立ての日々を送り⸺。イケメン腹黒マネー
ジャー ×ジェンダーレスアイドルの、歪な執着ラブ!!

モノポライズ 合本版 2　　ともち

¥200

「パパ失格なのかな…」シングルファザーの翼は、3歳の息子・空のために、仕事に家事に
育児に追われる日々。笑うことも忘れ、父親としての自信を無くしていた。そんな親子の
前に、飾らない真っすぐな言葉を伝えてくるゲイの比呂が引っ越してきた。比呂の明るさに
懐く空。しかし、一人で抱え込む翼を助けたい比呂の想いは翼には届かなくて……。それ
ぞれが悩み苦しみ、想いを抱え繋がり合い、幸せな家族を創る物語⸺。

パパとぼくとかぞくになってよ 1 【特典ペーパー付】　　靴川

¥200

野獣の本性を隠したノンケ後輩×面倒見は良いけど隙のあるゲイ先輩の、お酒の過ちから
始まるオフィスラブ！　ゲイを隠しながらもほどほどに関係を持っていた若月は、片想いをし
ていた親友からの結婚の報告で自暴自棄になっていた。そんな中、男性と関係を持ってい
る所を可愛がっていた後輩・江村に見られてしまった!?　会社でばらされたら……不安にな
る若月をよそに、江村は「俺とじゃダメですか？」と迫って来て⸺!?

あなたの奥に入りたい 1　　九条 AOI

30日発売 FLASHデジタル写真集

2018年にデビューしたFカップショーダンサー。1st DVD「ずっとここにいて」（ギルド）が
いきなりヒットするなど、グラビア界も注目の逸材。そんな彼女が初解禁したTバック姿を
収録。全7衣装すべてTバックを履いており、「この撮影のために鍛えた」というサイズ95セ
ンチのヒップを余すことなく披露している。デニムジャケットを着たカッコいい衣装から、
ニットを着て絨毯に寝転ぶ姿まで、あらゆるシチュエーションを楽しめる全160ページの超
大作だ。

「セクシーなおもてなし」をテーマに、元AKB48の内田眞由美、橋本耀、相笠萌が大胆グ
ラビアに挑戦した。舞台はなんと内田がオーナーを務める『焼肉IWA』。実はこの店、ス
タッフの多くがグループの元メンバーで構成されている。今回は特別に普段の接客風景を水
着や裸エプロンで完全再現。グラビアは、ほぼ初体験だという3人の初々しさ満載の仕上
がりになっている。彼女たちのセクシー部位を召し上がれ！

¥1200

¥1200

30日発売 コミック

FLASHデジタル写真集　COCO Tバック解禁！
COCO ／木村哲夫［撮影］

FLASHデジタル写真集　内田眞由美×橋本耀×相笠萌　ようこそ、「焼肉IWA」へ
内田眞由美、橋本耀、相笠萌／鈴木ゴータ［撮影］



21日発売 光文社新書

なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？
アマゾンに勝つ！　日本企業のすごいマーケティング　　田中道昭／牛窪恵
◆アマゾン分析の第一人者と、トレンド研究の第一人者が、マーケティングの秘策を徹底解
説! ◆「いまさら聞けない」基礎的手法から有望な日本企業の戦略、最新情報や技術まで、
この一冊にギュッと凝縮 ◆企業の商品・サービス開発やマーケテイング業務はもちろん、
毎日の生活や就活、転職にも役立つ! ◆4Pと4C、サブスクリプション、プライシング、イノ
ベーションとキャズム、カスタマーエクスペリエンスなど多数のキーワードを網羅 ◆本書に
登場する日本企業は、なぜマーケティングでアマゾンに対抗することができるのか?

4334044271 ¥1000

不登校からメジャーへ
イチローを超えかけた男　　喜瀬雅則
高校野球期待の逸材は、なぜ不登校になったのか？　一度外れたレールに戻るため、どう
あがき苦しんだのか？　日大藤沢高校→不登校・引きこもり・留年・高校中退→渡米→新
宿山吹高校（定時制）→法政大学→渡米 ⸺イチローよりも早く、「日本人初の野手メ
ジャーリーガー」の称号を手に入れかけた男の不屈の生き様を、『牛を飼う球団』（小学館、
小学館ノンフィクション大賞候補作）の著者が描き切る！

4334044301 ¥1000

掘り起こせ！　中小企業の「稼ぐ力」
地域再生は「儲かる会社」作りから　　小出宗昭
年間相談数4000超、商品開発案件の7割を売上増に導く企業支援センター「エフビズ」。
富士市を拠点に地元企業をサポートするモデルには他の自治体も共鳴し、全国約20か所に
ご当地ビズが誕生。すなわち、地方ビジネスの成功には普遍的方策がある。ポイントは、
当事者には気づけない「強み」を発見して新しい価値につなげること。そのノウハウを、
エフビズ代表が成功事例、各ビズの活躍をもとに講義する。藻谷浩介氏との対談掲載。

4334044239 ¥820

超一流の人が秘密にしたがる「声と話し方の教科書」
たった1日で、人を動かすプレゼン、スピーチ、説明力が身につく！　　司拓也

「ビクビク、オドオド、人前で話すのが大の苦手……」「声が小さく通らない・聞き返されて
ばかり……」「あがり症で、いつも本番で恥をかくのが辛い……」。一部上場企業の重役が
株主総会の前に、現役アナ、超一流俳優が収録前に、現職知事、市長が選挙前に助けを
求める、「声と話し方」の第一人者の最強メソッド初公開！

4334950728 ¥1300

30日発売 光文社新書

日常世界を哲学する
存在論からのアプローチ　　倉田剛
存在論とは、何かが「ある」とはどういうことかを考える哲学の一大分野。起源は古代に
遡るが、現代では、ある事実が成立するためには何が存在し、存在するもの同士はどんな
関係にあるかを問題にする。例えば「安倍内閣は辺野古移転を正しいと信じている」とい
う時の「信念」の主体は誰か、「パワハラ」は社会の中でどうあるか、「KY」の「空気」
とは何かなど、世界がよって立つ基礎を考察する。哲学の最前線へ導くスリリングな講義。

433404428X ¥800

ノンフィクション



30日発売

4334912974
¥1200

足利義政ゆかりの相国寺が焼亡するまでの24時間。斎藤道三によって討たれる土岐家滅亡
までの24時間。毛利元就が、厳島にて陶晴賢と戦い勝利するまでの24時間。竹中半兵衛
の稲葉山城乗取りまでの24時間。関ケ原の戦いで島津義弘が、敵中突破する決死の退却
戦までの24時間。徳川軍に囲まれ、豊臣秀頼と籠る長曾我部盛親が、燃える大坂城から
脱出するまでの24時間。逸話史実を操り奇想仮説で読者を翻弄する、時代小説イノベー
ション！

戦国十二刻　始まりのとき　　木下昌輝

4334913016
¥1300

住宅メーカーの総務部長を勤める闘子。総務部には、闘子の提案で採用を始めた、障害
を持つ社員が3名所属している。それぞれクセが強く扱いにくい面がある一方、得意分野を
任せれば能力を存分に発揮するメンバーだ。ある日、大手商社から学歴と経歴に誇りを持
つ華美が中途入社してきて……。（「ありのままの女」）　わたしを幸せにするために働く4人
の女性たち。頑張りすぎるあなたの背中をやさしく撫でる、新時代お仕事小説。

世話を焼かない四人の女　　麻宮ゆり子

文芸書

4334912982
¥1200

不二宮市職員の矢代は、開催が迫った来常湖トライアスロン大会に向けて奔走していた。
そんななか水質の異状に気づいた同期の関が、来常湖に検体を取りにいくと言い残して失
踪する。関を捜す矢代は、海洋生物学の准教授だという渋川まりに、この湖にオオメジロ
ザメが迷い込んでいる、と聞かされる。6日後には選手たちが泳ぐこの湖に、サメが？　サ
メの姿が確認できないまま、ついに大会当日を迎えて⸺。

ブルシャーク　　雪富千晶紀

4334912990
¥1300

シリアルキラー “腸詰小僧” の独占インタビューを成功させた西嶋の元を、被害者の父・
楢崎が訪ねてきた。楢崎はすでに社会復帰している腸詰小僧に会わせろと迫る。一方、警
察官の弟・敏哉が、妻以外の女性を妊娠させてしまったと泣きついてきた。女は子どもを
産んで敏哉と一緒になるの一点張りで言うことを聞かない。追い詰められていく西嶋は
⸺。（表題作）胸くそが悪くなるようなロクデナシだらけ。でも不思議と痛快な全7編!!

腸詰小僧　曽根圭介短編集　　曽根圭介

4334913008
¥1200

東京オリンピックの女子マラソン競技日本代表選考会であるMGCがスタートする。12人の
選手中、優勝候補は5人。ハーフマラソンアジア記録を持つ須藤千春。初マラソン日本最
高記録保持者だが、メンタルに不安のある真鍋結衣。170センチ近い長身で、暑さと坂に
強い橋口樹里亜。アフリカ系の日本人選手である寺岡レオナ。夫でもあるコーチと娘に支
えられて挑む花房智香。果たして栄光は誰の手に？　エンタメスポーツ小説の傑作！

MGC  マラソンサバイバル　　蓮見恭子

4334913024
¥1200

神奈川宿のもぐりの宿屋・雷屋の女中、お実乃は十八。宿泊客の世話が仕事だ。割高な
雷屋にわざわざ泊まるのは、癖の強いお客ばかり。一本気で働き者のお実乃は、しょっちゅ
う振り回されている。ある日、客が目の前で謎の死を遂げた。厄介事を嫌い、「病死だ」
と言い張る主人の仁八に不信感を抱くお実乃は、真相を探ろうとするが……。幕末の宿場
町を舞台に、世情の人心の乱れも丹念に掬い取って紡がれた、本格時代推理長編！

神奈川宿　雷屋　　中島要
いかずちや



つなぐ鞠  上絵師　律の似面絵帖　　知野みさき
鞠の意匠をあしらった「鞠巾着」が人気となり、安定した仕事をもらえるようになった律。
涼太との祝言の日取りも決まり、幸せをかみしめながら、職人の仕事も一生続けていこう
と決意するのだった。そんな折、拐かし一味の女の似面絵を頼まれた律は、仕上げた絵に
何か引っかかるものを感じて⸺。恋に仕事に一途に生きる女職人の姿を描く、人気シリー
ズ第五弾。

4334778682
¥650

おもいでの味  よりみち酒場　灯火亭　　石川渓月
渋谷駅から2駅目のそこそこ大きな街。駅からほど近い路地の奥に、その店「灯火亭」は
ある。心づくしの季節の料理とそれらに合わせた酒。そして、なにより、さりげない気づか
いにあふれた主のユウさんのもてなしが待っている。今夜も人生に迷う人々がやって来て
⸺やがて、大切な何かに気づいてゆく。ちょっぴりほろ苦くて、でも優しい、大人の心を
癒す連作集。

4334778631
¥650

獣たちの黙示録（上）潜入篇  エアウェイ･ハンター･シリーズ　　大藪春彦
西城秀夫は、アフリカのザンビアでハンティングを楽しんでいた。命がけの闘いで次々に大
物を斃す彼のもとに、警察庁から緊急連絡が入る。50億円という報酬額以外、何も知らさ
れないままアテネへと飛ぶ西城。やがて複数の連絡員から細切れに伝えられる密命⸺そ
れは、究極の殺人機械・西城をもってしても、絶望的なまでに困難な任務の数々だった。

4334778666
¥800

獣たちの黙示録（下）死闘篇  エアウェイ･ハンター･シリーズ　　大藪春彦
ソ連の最高軍事機密を奪取し、クレムリン要人一家の亡命を幇助せよ。さらにKGB幹部3
名を暗殺せよ⸺遂行不可能とも思える数々の密命を受け、鉄のカーテンの向こうへの潜
入を図る西城秀夫。だが、その動向はすでにKGBに察知されていた。組織を挙げての襲
撃に絶体絶命の窮地へ追い込まれる西城の運命は!?　殺人機械の最後の戦闘を描くシリー
ズ最終章！

4334778771
¥800

ひかる風  日本橋牡丹堂　菓子ばなし（四）　　中島久枝
西国の大名、山野辺藩から、牡丹堂に菓子の注文が舞い込んだ。小萩をはじめ見世の面々
は晴れがましく感じながらも、なにやら落ち着かない日々だ。そんな折、もともと山野辺
藩の御用を務めていた老舗の伊勢松坂が、何者かに乗っ取られた。主の松兵衛が相場で
大損して、借金の形に取られたというのだが……。菓子の味と人情に心ほっこりする大好
評シリーズ第四弾。

4334778534
¥600

よりみち酒場　灯火亭　　石川渓月
渋谷駅から2駅目のほどほど大きな街。駅近くの路地の奥の、さらに奥にその店はある。
暖簾をくぐれば、出汁のいい香りと性別不詳（？）の店主のちょっぴり辛口なもてなし、個
性的であったかい常連たちが待っている。今夜も、人生の迷い子がひとり、この店に吸い
こまれるようにやって来て……。ひと味もふた味も違う料理と人情に心温まる店、灯火亭
へようこそ！

4334773990
¥650
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月と太陽の盤  碁盤師・吉井利仙の事件簿　　宮内悠介
西国の大名、山野辺藩から、牡丹堂に菓子の注文が舞い込んだ。小萩をはじめ見世の面々
は晴れがましく感じながらも、なにやら落ち着かない日々だ。そんな折、もともと山野辺
藩の御用を務めていた老舗の伊勢松坂が、何者かに乗っ取られた。主の松兵衛が相場で
大損して、借金の形に取られたというのだが……。菓子の味と人情に心ほっこりする大好
評シリーズ第四弾。

4334778739
¥600

いまこそ、希望を　　サルトル、レヴィ［著］／海老坂武［訳］

1980年、サルトルの死と時を同じくして「朝日ジャーナル」に掲載され大反響を呼んだ対
談の新訳。対談相手のレヴィは、鋭い批判でサルトル最晩年の思想に立ち向かう。生涯に
わたる文学、哲学、政治行動などをふりかえりつつ、サルトルは率直に、あたたかく、誠
実に、自らの全軌跡を語る。人生を歩んでいくなかで、社会や世界を見つめるなかで、立
ち止まって考えるとき、確実な対談相手となりうるのがサルトルだ。

4334753957
¥810

詩学　　アリストテレス［著］／三浦洋［訳］

「カタルシス」「模倣」の概念を用いて古代ギリシャ悲劇を定義し、ストーリー創作としての
詩作の要になる「逆転」「再認」「受難」などについて分析した最古の芸術論。「語学」の
幻の喜劇論との関連が注目される『コワスラン論考」の全訳を、詳細な解説とともに付す。
後世に与えた影響は巨大であり、現代に至るまで、およそ芸術を論じた西洋の文学者や思
想家で『詩学』をまったく参照しなかった人物は見当たらないくらいの必読書。

4334753973
¥1080

パイドン  魂について　　プラトン［著］／納富信留［訳］

死後、人間の魂はどうなるのか？　肉体から切り離され、それ自身存在するのか？　永遠
に不滅なのか？　ソクラテス最期の日、獄中で弟子たちと対話するプラトン中期の代表作。
魂の存在を哲学し、威厳をもっておだやかに死を迎えるソクラテスの姿は、「知を愛し求め
る人」そのものと言えよう。ソクラテスが死を迎えるその瞬間は、その簡潔な描写で美しい
一幅の絵画のようであり、感動のラストシーンでもある。

4334754023
¥870
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