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新宿鮫が帰ってきた！ 8年待望したシリーズ最新作は、至上の傑作だ!!!

暗約領域 新宿鮫11
大沢在昌

孤独の中、捜査に没入していた新宿署生活安全課の刑事・鮫島は、北新宿のヤミ民泊で
男の銃殺死体を発見した。新上司・阿坂景子は鮫島に、新人刑事・矢崎と組むことを命じ
る。一方、国際的犯罪者・陸永昌は、友人の死を知って来日する。友人とは、ヤミ民泊で
殺された男だった⸺。一気に読者を引き込むストーリー、脇役まで魅力的なキャラクター、

痺れるセリフ、感動的なエピソードを注ぎ込んだ、8年待望のシリーズ最新作！

4334913172
¥1400

秘蔵写真満載、遺族公認フォト・バイオグラフィーが待望の翻訳！

フレディ
・マーキュリー 写真のなかの人生
The Great Pretender

川﨑大助［訳］
映画『ボヘミアン・ラプソディ』の世界的大ヒットにより、再び脚光を浴びるフレディ・マーキュ

リー。その存在感と影響力は、死後30年近くを経ても色褪せることはない。本書は、そんな

フレディの生涯を、数々の秘蔵写真と読み応えのある文章で追う遺族公認フォト・バイオグラ

4334902448
¥2700

フィー。序文は『ボヘミアン・ラプソディ』でフレディ役を演じたラミ・マレック。

“普通”ってなんだろう？ 家族を守る新米騎士が育児と謎解きに悪戦苦闘！

クローバーナイト
辻村深月

小さな会計事務所で働く鶴峯裕（つるみねゆう）は同い年の妻・志保（しほ）と共働き、4

歳の長女・莉枝未（りえみ）ともうすぐ2歳になる長男・琉大（りゅうだい）を保育園に預け、
バタバタの日々を過ごしている。そんな鶴峯家に、ママ友、パパ友から子育てにまつわる難
題と謎が押し寄せる！ そして事件はとうとう鶴峯家にも⸺。裕は数々の謎を解き、育児の
問題も解決して、家族の幸せを守れるのか!?

4334779298
¥750

8日発売

12日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】28

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28弾。天然フェロモンだだ漏れの佐伯と、元ノンケの有馬との一途な恋。有馬の元彼女
の写真を見た佐伯の反応が、あまりに淡泊で気落ちする有馬。自分なら、恋人の元恋人に
嫉妬するのにと不思議に思い……。そんなある日、佐伯の元彼と出くわした二人は⸺。
※本作品は『夜、あなたの腕の中［村上左知BLシリーズ 6］』にも収録されています。

光文社キャラクター文庫

銀行告発

新装版

¥200

江上剛

大日朝日（だいにちあさひ）銀行広報グループにかかった一本の電話。暴力団がからんだ
不正融資の告発だった。電話を受けた峰岸貴之（みねぎしたかゆき）は、反社会的取引
解消の特別任務を命ぜられた。合併再編によって生まれたメガバンクの派閥争いに振り回
されながら、峰岸が「巨悪」に挑む！ 実際に広報部員として不祥事に対応した著者が、
正義感溢（あふ）れる中堅バンカーの奮闘を描いた意欲作！

古着屋紅堂～よろづ相談承ります（二）桔梗

4334779336
¥800

玖神サエ

古着屋紅堂を営む新見真白（にいみましろ）の手許には、直衣姿の公達・九条實親（くじょ
うさねちか）の住まう数珠がある。長屋に住む小鉄（こてつ）が持ち込んだ妹・りんにつ
いての相談を聞き、實親は自身の妹のことを語り出す。何故彼は数珠に「いる」のか。そ
こには、妹に絡んだ悲しい因縁があった。⸺入内した桔梗（ききょう）は生霊に苦しめ
られていた。陰陽師が封じようとするが相手の力は強く、ついにその手は……。

千手學園少年探偵團

金子ユミ

4334779409 ¥700

時は大正時代、東京府⸺。大蔵大臣・檜垣一郎太（ひがきいちろうた）の妾の子・永
人（ながと）は、嫡男の “謎の失踪” を受け、急きょ跡継ぎとして名門私立千手學園（せ
んじゅがくえん）に放り込まれることに。学園内では妖しげな呪いの噂が流行しており、永
人は思いがけず友人たちとその解決に挑んでいく。学園に蔓延る謎を、そして義兄失踪の
真相を暴くことができるか!? 大正浪漫の香り漂う本格学園ミステリ、ここに開幕！

ことぶき酒店御用聞き物語4
サクラリゾートのゴシップ

4334779417
¥650

桑島かおり

サクラリゾート社長の有賀傑（ありがすぐる）が女性タレントを次々招待しては口説いてい
るというゴシップ記事が週刊誌に！ 屋敷神の双葉（ふたば）は憤慨し、サクラリゾートは
対応に追われて大わらわ。そんななか、寿（ことぶき）酒店に有賀と仲良くしているという
モデルがやってきて⸺。匡（たすく）との交際を父に報告するという難題を抱えるミツル
は、さらに頭を悩ませることに。激動のシリーズ第4弾!!
4334779425 ¥650

22日発売

22日発売

コミック

村上左知 K・BL シリーズ【分冊版】29

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29弾。同僚のノンケの岸に惹かれている、ゲイの瀬尾。でもノンケとは上手くいかない
と線を引き、その気持ちを抑え込んでいた。だがある日、瀬尾から「おまえ……かわいい」
と言われて⸺ !?。男同士の友情が恋愛に変わる、甘くて切ない物語。※本作品は『夜、
あなたの腕の中［村上左知BLシリーズ 6］』にも収録されています。
¥200

ノンフィクション

夢をかなえる龍
SHINGO

私たちが「つい」買ってしまう、使ってしまう商品・サービス。その裏には「人を動かす隠
れた心理」インサイトが存在する。iPhoneもUSJもマクドナルドも、成功の鍵はインサイト
を掴んだことだった。インサイト開発支援に携わるマーケターの著者が、徹底的な検証に
よって誰でも再現性を高くインサイトを掴めるようになる術を指南。天才でなくても、ヒット
するためのアイデアは作れる！
433495104X ¥1300

ココロクエスト式「引っ込み思案さん」の教科書
ねこひげ先生

人気心理学ブログが初の書籍化。やさしい語り口と癒されるイラストで、人見知り・内向
的・弱気をのりこなすメンタル術を紹介します。自分の性格との向き合い方、ほどよい距
離感で人間関係を攻略する方法、モチベーションの育て方、傷ついた心の回復方法、一歩
踏み出す勇気を持つ方法などを、身近でわかりやすい例とともに掲載。頑張りすぎたとき
やちょっと疲れたときに寄り添ってくれる言葉の数々に、心がスーッと軽くなります。

孫子とのおしゃべり

4334951066 ¥1200

小原秀紀／越智直正

『孫子』は2500年前の中国で書かれた兵法書。それが今なお色褪せぬ古典として、孫正
義氏やビル・ゲイツ氏をはじめとしたビジネスパーソンを中心に熱心に読み継がれている
のは、物事の本質が書かれているからです。本書は、仕事にも人生にも行き詰まった42歳
のサラリーマンが、喫茶店で出会った老人から「孫子」についての講義を受けながら、リー
ダーとして人間として成長していくさまを小説仕立てで描いたものです。

VRが変える これからの仕事図鑑

4334951139 ¥1400

赤津慧／鳴海拓志［監修］

午後2時からの会議は、カリブ海を眺めながらにしようか？ それとも、ウユニ塩湖の中が
いい？ ⸺銀行、建設、旅行などのビジネスから、エンタメ、スポーツ、美術、はたま
た風俗産業に至るまで、〈VR+5G〉で変わる仕事、変わる業界、変わる働き方、新しく生
まれる仕事、稼げる仕事をお教えします！
4334951104 ¥1200

29日発売

FLASHデジタル写真集

FLASHデジタル写真集 真島なおみ
真島なおみ／井上たろう［撮影］

ほろ酔いなカノジョ

¥200

とある居酒屋のカウンターにいた女のコと軽く会釈をしたところから一気に仲良くなる。話
の流れで彼女の家に遊びに行くことになり、まさかの展開に…。ガチほろ酔い妄想写真集
に挑んだのは「9頭身ドール系美少女」と話題の真島なおみ。「まさか本当にお酒を飲む
とは思わなくて。こういう企画は飲んだふりと思っていたけど、意外とガチなんですね(笑)」
と語り、ビール、サワー、赤ワインと続く。本当に酔わせちゃってごめんなさい！
FLASHデジタルフォトブック

川崎あや ハイレグ天使よ、永遠に

¥1200

川崎あや／木村哲夫［撮影］

29日発売

今でこそ、グラビア界の「くびれスト」と呼ばれる彼女だが、そのブレイクのきっかけはミ
スFLASH2016のグランプリになったことだった。週刊誌やマンガ誌を席捲したが’19年7月
に、なんと’20年3月での引退を電撃発表するとSNSには悲鳴が沸き起こった。ならば、本
誌が放っておくわけがない。“ハイレグ天使” を下着、水着、手作り衣装で余すところなく
撮り下ろしたグラビアがここに完成。“最後のくびれ” に酔いしれたい！
¥1200

コミック

パパとぼくとかぞくになってよ 4

靴川

「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⸺。

チンピラ君のメスイキ調教 2

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!?

¥200

西原ケイタ

「勃とうが勃たまいが関係ない…コッチで女の子みたいにイこうな」EDで感じない体だった
のに、担任教師だった男のアレであっさり絶頂させられて…… !! 昔から悪さばかりしてき
たチンピラ・光谷は20歳になった今も悪友とつるんでいた。そんなある夜、一人きりになっ
た部屋にやって来たのは、まさかのゲイ専門デリヘルボーイ!? さらにその男はかつて光谷
達が原因で辞めた教師・逢坂で⸺「怯えた顔は可愛いもんだな、光谷」

Loveless SEX Dog 合本版 1 愛のない獣

霧嶋珠生

¥200

『Loveless SEX Dog』第1、2話を収録した合本版！ 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』に選ばれると、性別問わず出産できる身体になる
という⸺。子どもの頃から獣人類の犬・太郎を飼っている雪也は「獣人類の番に選ばれ
ると成功と幸運がもたらされる」という噂のせいで、太郎に群がる人間がいる事にうんざり
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……？

ふたりの夜のすごしかた 3

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

¥350

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

ふたりの夜のすごしかた 合本版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

『ふたりの夜のすごしかた』第1、2話を収録した合本版！ 学生の頃、クラス1のイケメン相
良（さがら）に追い回され『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、漫画のアシをする事に!? 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。

ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい 3

¥350

銀川ケイ

ショタ顔がコンプレックスな千代吉は「チビ」「ガキ」の類の言葉がNG。ある日、偶然見
かけた三先に生まれて初めて一目惚れ！ そんな三先に子供扱いされ、思わず殴ってしまっ
た…。諦めずにアタックすると、Hが出来る事が付き合う条件のような事を言われ……。女
遊びばかりしている親友の正雄に「Hの練習相手になってくれ！」と迫る。初めての快感に
感じる千代吉の姿にただの練習相手の正雄のリミッターが外れ⸺。

ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい

合本版 1

¥200

銀川ケイ

『ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい』第1、2話を収録した合本版！ ショタ顔がコン
プレックスな千代吉は「チビ」「ガキ」の類の言葉がNG。ある日、偶然見かけた医者の岬
に生まれて初めて一目惚れしたが、子供扱いされ…。諦めきれないでいると、Hが付き合
う条件のような事を言われ!? 親友の正雄に「Hの練習相手になってくれ！」と頼むと、相
手をしてくれることになったけど…。感じる千代吉の姿に正雄のリミッターが外れ!?

突然パパになりました 1 子持ち元カレと夫夫生活

彩田あまた

¥350

「今日から夫夫だな、大切にするよ」面食いでアラサーゲイの湊は “ろくでなしホイホイ”
と呼ばれるほどろくな恋愛をしてこなかった。幸せなゲイ婚生活を送る連れを見て参加した
のはゲイ婚活パーティー。誠実な男との生活を夢見ていたのに、目の前に現れたのは初め
て本気で好きになり最悪な別れ方をした元カレの将生だった。こいつは駄目だと言い聞か
せていたのに一夜明けたら同じベッドで寝ていて!? しかも彼にはある秘密が……！

男色大鑑 改 3 歌舞伎若衆の恋

九州男児

¥200

浪人は人を切りつけた手で美しい若衆を抱き⸺。寛文三年、江戸。数多いる歌舞伎若
衆の中で特に美しいと噂される滝井山三郎の演目に、必ず現れる浪人の姿があった。野
暮ったく貧乏な風貌の武士に興味がなかった山三郎。しかし、ある日浪人の殺気だった姿
を見てから、血を浴びて猛った躰に抱かれたいと思うようになり…。井原西鶴のえがく「男
色大鑑」の世界から、身元を隠した浪人×歌舞伎若衆の秘密の切ない恋物語をご紹介。

¥200

29日発売

光文社新書

売れる広告 7つの法則

九州発、
テレビ通販が生んだ
「勝ちパターン」
電通九州・香月勝行／妹尾武治／分部利紘

「売れない広告」がなぜあふれているのか？ 効果的な広告を作る鉄板法則と、購買心理
「A・I・D・E・A（×3）
（アイデアスリー）」モデルを、通販広告のプロと心理学者2名が解説！
鉄板法則1『呼びかけ＆問いかけ型導入』／鉄板法則2『小公女型商品説明』／鉄板法
則3『煽り型CTA』／鉄板法則4『トリプルリフレイン』／鉄板法則5『答え合わせ型街頭イ
ンタビュー』／鉄板法則6『中2でも分かる特徴紹介』etc.

生命保険の不都合な真実

4334044425 ¥940

柴田秀並

人の安心を守るために生まれた生命保険が、人の安心を奪う？ 中小企業経営者を狙いう
ちにする「節税保険」や、銀行で販売が拡大する「外貨建て保険」。乗り合い代理店に対
する過剰報酬や、かんぽ生命の不正販売問題。無理な営業や商品開発の背景には何があ
るのか。自浄作用は期待できるのか。当局はどう対応するのか……。朝日新聞経済部の
若手記者が暴く、生保業界の「不都合な真実」。

恥ずかしながら、詩歌が好きです
近現代詩を味わい、学ぶ

4334044433 ¥860

長山靖生

今どき「詩歌が好きです」と告白するのはかなり恥ずかしい。殊におじさんにとってはカミ
ングアウトに近い。しかし、詩を口ずさみたくなるのは若者だけではないのです。歳を重ね
ているからこそ、若々しい詩も、達観した歌も、わがこととして胸に沁みるのではないか
⸺。数々の受賞歴もある評論家が、ついに詩歌好きをカミングアウト。近現代詩歌を時
代順に引きながら、喜びや悲しみを、詩人たちの実人生と共にしみじみと味わいます。

宇宙は無限か有限か

4334044441 ¥940

松原隆彦

私たちのまわりには空間が四方八方に広がっています。少なくとも、見た目にはどこまでも
果てしなく続いているように思われます。果たしてこの空間は無限に続いているのでしょう
か、それとも、十分に大きいだけで実際には有限に途切れているのでしょうか。（「まえが
き」より） 宇宙は無限なのか、それとも有限なのか。宇宙に「果て」はあるのか、ない
のか⸺。答えの出ていない “未解決問題” を、最新の宇宙論の成果を交えて考察。
433404445X ¥800

22日発売

文芸書

死刑囚メグミ

石井光太

看護師の小河恵はドバイで知人からキャリーケースを預かり、マレーシアのクアラルンプー
ル国際空港で覚せい剤密輸の容疑で捕まった。9.11後、麻薬取引の世界地図は大きく変わ
り、彼女は運命に翻弄されることになる⸺東北の小さな町出身の日本人女性が、アメリ
カ同時多発テロ以降の国際犯罪組織に巻き込まれ、異国で死刑判決を受けたのはなぜか!?
骨太社会派エンタテイメント小説の誕生！

蟻たちの矜持
きょうじ

4334913180
¥1200

建倉圭介

医療精密機器製造会社アカベックは、独特の経営方針で社員からの愛社精神が厚い優良
企業。ある日、アカベックの若き二代目社長・内野匠也は、ライバル会社社長の陰湿な手
口により、暴力団との密会をねつ造されたうえ、海外で身に覚えのない覚醒剤所持で逮捕
されてしまう。罠に嵌められた社長を救うため、乗っ取られた会社を取り戻すため、四十
七人の社員が企てた驚愕の計画とは⸺令和忠臣蔵！

三つのアリバイ 女子大生 桜川東子の推理

鯨統一郎

4334913199
¥1400

バー〈森へ抜ける道〉に集う、マスターの島、工藤、山内のヤクドシトリオには、実は秘
密がある。今夜、隠され続けていた謎が、ついに明らかになる!? 店の近くで起こった未
解決の宝石盗難事件の話題になぜか動揺する三人。いつもの酩酊推理談義は、宝石盗難
に遭った社長夫人が変死した事件とも絡んで、意外な方向に。推理の果て、桜川さんが辿
り着いた真相とは？ 粋で軽やかなバーミステリー、シリーズ初の長編にて、堂々の完結！

サイレント・ブルー

樋口明雄

4334913202
¥1300

八ヶ岳南麓の高原でレストランを営む秋津俊介と妻の真琴。ふたりは病気がちの息子を案
じ、東京から八ヶ岳市の分譲住宅地に移住。豊かな自然は愛息に健康をもたらし、近隣の
移住者たちとの関係も良好で、充実の日々が続く。だが、蛇口から流れる水が突如薄茶色
に染まり使用不能に。地元の飲料会社の過剰取水が原因ではと疑う秋津らは直談判するが
相手にされず、状況は深刻さを募らせる。住民たちは水を取り戻すべく立ち上がる！

三毛猫ホームズの裁きの日

赤川次郎

4334913229
¥1400

片山刑事たちは目の前で起きた一家心中から浜中美咲という少女を助け出すも、美咲は姿
をくらませてしまう。美咲の父は〈B食品〉に勤めていたが、会社の不正を告発した結果、
裏切り者として報復を受けていた。その頃、美咲の父を追い込んだ元上司・室田雄作の不
倫相手が死体となって発見され、雄作は逃亡を始める。さらに女優の刈谷京香は記憶を
失ったという美咲と出会うのだが……。国民的ヒットシリーズ第53弾！

螺旋階段

山本譲司

4334077420
¥800

順風満帆とも、波瀾万丈ともいえない人生。出張へ向かう新幹線で受けた一本の電話か
ら、すべてが狂い始める。息子に、覚せい剤を使った疑いがあるという。警察に追われる
次男、意外な姿を見せる長男、そして⸺ある秘密を抱える妻。次々と災厄が降り注ぐな
か、中年にさしかかった男に家族の意味が問われる。この時代に生きるすべての人へ贈る、
著者渾身の一作。
4334778313
¥900

黄緑のネームプレート 杉原爽香 四十六歳の秋

赤川次郎

家族旅行先で、入水自殺を図ろうとした〈AYA〉を助けた爽香と明男。その背景には〈官
邸御用達〉と名高い大物作家・郡山の影が……。人気アナウンサーの降板、でっち上げら
れた不倫疑惑、現総理に反発する人々への圧力⸺すべてに郡山が関わっていると睨んだ
爽香は、次第に事件の真相へ迫っていく！ 登場人物が読者と共に年齢を重ねる大人気シ
リーズ！

輪廻の山 京の味覚事件ファイル

大石直紀

4334779018
¥600

「奥様料理研究家」を目指す凪子は、結婚生活五年目に夫である準平とともに京都に引っ
越すことになった。準平が、勤務先のソース会社で京都転勤になったのだ。食文化が異な
る京都で苦戦する準平を尻目に、京都での料理生活を満喫する凪子であったが、食材や料
理の陰には、なぜか、ミステリアスな事件が潜んでいて……。古都を舞台に、ミセスが魅
せる名推理！

二十年目の桜疎水

大石直紀

4334746195
¥490

二十年前、ある事故をきっかけに恋人の雅子と別れた正春。母の危篤の知らせを受け、久
しぶりに京都に降り立った正春は、思い出の松ヶ崎疎水を訪れ……。（表題作） おばあ
ちゃんは詐欺師だった。おばあちゃんとの生活はずっと続くと思っていたけれど……。（第
69回日本推理作家協会賞短編部門受賞「おばあちゃんといっしょ」） 京都の名所が数多く
登場する傑作ミステリ短編集。

世界が赫に染まる日に
あか

櫛木理宇

4334779026
¥700

中学三年生の緒方櫂は復讐心をたぎらせていた。従弟が上級生たちから凄絶ないじめに
遭った末に意識不明の重体に。その妹も同じ連中に性的暴行を受けたのだ。自殺願望を
持つ同級生・高橋文稀が櫂の復讐の相棒となることを承諾。二人は予行演習として、少年
法に守られて罰せられない犯罪者たちを次々と襲い始める。エスカレートする制裁の果て
に待つ衝撃の運命とは？

ミステリー作家の休日

小泉喜美子

4334779034
¥750

ある冬の日曜日、推理作家・泉川ミカ江女史の許にかかって来た殺害予告の脅迫電話。
誰の仕業か判らず仕事も手につかない。だが、恐怖と憤りを酒に紛らすうちに職業的好奇
心が芽生え、女史は脅迫者についての考察を始めた……。純粋推理を実践した表題作の
ほか、古き良きパリの街を舞台にした中編など、ミステリーの粋を凝らした傑作全8編、す
べてが文庫初収録！

死者を笞打て
むち

鮎川哲也

4334779050
¥850

受刑者の仮出所を決める更生保護委員会。岬剣一郎は、北陸地方の委員長の任に就いた。
その初仕事は、著名な九谷焼の陶芸家だった父を毒殺した罪で服役していた野々山藍の案
件だ。無罪を主張し続ける彼女は、出所後、自らの潔白を証明するため動き始める。数々
の状況証拠と恋人の証言。その犯行は覆しようのない事実に見えたのだが……。傑作長
編ミステリー !
4334779077
¥850

獄門首 居酒屋宗十郎 剣風録

鳥羽亮

神田花房町にある居酒屋『福田屋』の居候となった宗十郎の元へ大店の主たちが依頼に
やってきた。聞けば、商売仲間が首を斬られて殺されたのだという。依頼を受けた宗十郎
が「獄門首」事件の下手人を追うと、浮かび上がったのは｢脛斬り」柳剛流の達人の影だっ
た⸺。柳生新陰流と一刀流を元にした神速の剣で、「脛斬り」剣客に挑む！ 著者渾身
の新シリーズ第二弾。

野望の果て 蛇足屋勢四郎（三）

4334779107
¥600

中村朋臣

「お武家さまは、和泉屋の者かえ」と経帷子に能面をつけた女に声をかけられた直後、勢
四郎は鎖鎌を持った男に襲われた。巷を騒がす「幽霊女」だと言われ、件の和泉屋から
その正体探しを依頼されるも、襲ってきた男とのかかわりも含め、なかなかつかめない。
手がかりもないまま商売敵の店を当たり始めたところ、老舗の辻屋に不審なものを感じた
のだが⸺！

謹慎 隠密船頭（三）

4334779115
¥700

稲葉稔

南町奉行・筒井和泉守の引きで南町奉行所に戻り、“隠密” となった沢村伝次郎は、町廻
りの途中、何者かに襲われた。意識が戻った伝次郎の目の前には、見知らぬ男の死体が。
町方から疑いをかけられた伝次郎は窮地に陥る。はたして伝次郎は、自らにかけられた疑
いを晴らすことができるのか。そして、真の下手人とは⸺。ますます絶好調の人気シリー
ズ、衝撃の第三弾！

ミドルマーチ1

ジョージ・エリオット［著］／廣野由美子［訳］

4334779131
¥600

知的で美しいドロシア・ブルックは二十歳前の娘だが、自分の人生を偉大な目的に捧げる
ことを熱烈に願い、温厚でハンサムな准男爵を退けて、学究生活に打ち込んでいる厳めし
い五十がらみの牧師と婚約する……。地方都市ミドルマーチを舞台に緻密な人間描写で織
りなす壮大な物語。「偉大なイギリス小説100」第1位（2015年、BBC調べ）に選ばれた、
英国小説の最高峰、ついに開幕。〈全4巻〉

テアイテトス

プラトン［著］／渡辺邦夫［訳］

4334753922
¥1270

知識とは何か、ほんとうに知っているとはどういうことかを主題に、ソクラテスの助産術な
どのエピソードをまじえ、知識と知覚について、相対主義批判、記憶や判断、真の考えな
どとの関係について対話を重ね、若き天才数学者テアイテトスを「知識の哲学」へと導く、
プラトン絶頂期の最高傑作。みずから考え、学ぶことの大切さを考えさせるスリリングな対
話篇。

二十六人の男と一人の女
ゴーリキー傑作選

4334753930
¥1060

ゴーリキー［著］／中村唯史［訳］

半地下の部屋で一日中パンを作らされている俺たちには、毎朝やってくる小間使いターニャ
の存在だけが希望の光だった。だが、伊達男の登場で……。底辺で生きる男たちの哀歓
を歌った表題作、港町のアウトローの郷愁と矜持を生き生きと描いた「チェルカッシ」ほか、
「グービン」、「女」の4篇を収録。
4334753949 ¥790

ソヴィエト旅行記

ジッド［著］／國分俊宏［訳］

平等な社会に思いを馳せ、共産主義に傾倒していた20世紀前半の知識人たち。ジッドもま
た壮大な実験場となったソ連を嬉々として訪れたものの、旅行客向けに案内される綺麗な
施設の裏には……作家は透徹した目で、服従と順応を強いる体制、人々の貧しさ、官僚
の欺瞞を看破していく。

シェリ

4334753965
¥1040

コレット［著］／河野万里子［訳］

50歳を目前にして、美貌のかげりと老いを自覚する元高級娼婦のレア。恋人である25歳の
青年シェリの突然の結婚話に驚き、表向きは祝福して別れを決心しつつも、心穏やかでは
いられない……。香り立つような恋愛の空気感と細やかな心理描写で綴る、「恋愛の達人」
コレットの最高傑作。

ペーター・カーメンツィント

ヘッセ［著］／猪股和夫［訳］

4334754015
¥770

豊かな自然のなかで育ったペーターは、文筆家を目指し都会に出る。友を得、恋もしたが、
都会生活の虚しさから異郷を放浪した末、生まれ故郷の老父のもとに戻り……。青春の苦
悩、故郷への思いを、孤独な魂を抱えて生きてきた初老の独身男性の半生として書きあげ
たデビュー作。

ロビン・フッドの愉快な冒険

433475404X
¥790

ハワード・パイル［著］／三辺律子［訳］

中世イングランド、おたずね者となった弓の名手ロビンはシャーウッドの森の奥に隠れ住む。
棒術の名人、吟遊詩人、飲んだくれの修道僧など個性豊かな強者たちを仲間に引き入れ
ながら、強欲な役人や聖職者らを相手に痛快な戦いを繰り広げるロビンだが……。著者に
よる挿絵全点収録！

29日発売 「ジャーロ」発電子オリジナル

女主人公の50冊 一杯のお酒から読むミステリー

4334754058
¥1210

貝谷郁子

いまミステリーは「女主人公」が席巻中。刑事、探偵、弁護士から、料理人、ゴルファー
まで、バラエティ豊かな女性たちが事件を解決している。そんな彼女たちの大事な相棒が、
ビールやワイン、ウイスキー、コーヒーなどの「無くてはならない飲み物」だ。ミステリー
の女性主人公と一杯のお酒の “いい関係” をひもとく、ミステリー専門誌「ジャーロ」で
長期連載中のコラムが、ついに１冊にまとまった。一杯飲みながらの読書のお供に！
¥350

