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大ヒット「烏賊川市」シリーズ！

探偵さえいなければ
東川篤哉

さまざまな着ぐるみが集う烏賊川市のビッグイベント「ゆるキャラコンテスト」。その準備中に、
一人の出場者が胸を刺されて死んでいるのが発見された！ 事件解決のリミットはコンテスト
開始までの一時間。探偵の鵜飼は真相解明に乗り出すが⸺（「ゆるキャラはなぜ殺され
る」）。おなじみ烏賊川市の面々がゆるーく活躍する、大人気ユーモアミステリー傑作集！

4334779581
¥600

医学論文を徹底リサーチして生まれた、いま最も「使える」育児書。

東大医学部卒ママ医師が伝える

科学的に正しい子育て
森田麻里子
東京大学医学部卒、ママとしても奮闘中の医師が、世界の最新研究（論文170本）をリサー
チして生まれた「使える」育児書。ママに向けて、本当に気をつけなければいけないことは
何か、逆にそれほど気にしなくていいことは何か、具体的な研究内容をお示ししながら案内

します。じいじもばあばも必読! 世界の最新研究を知るだけで、育児に迷わない! 育児が
楽になる!

4334044522
¥900

米中AI戦争の恐るべき結末とは？ 未来学者が描く3つのシナリオ。

BIG NINE

巨大ハイテク企業とAIが支配する人類の未来

エイミー・ウェブ［著］／稲垣みどり［訳］
巨大9社のAI開発競争は何をもたらすのか？ 多様性のない、偏った “AI種族（トライブ）”
に開発を委ねるリスクとは？ 民間に丸投げの米国、国民を管理するために、そして世界の
覇権を握るために戦略的にAIを開発する中国⸺米中AI戦争の恐るべき結末とは？ 未来

学者が描く3つのシナリオ。

4334962378
¥1620

9日発売

光文社キャラクター文庫

SCS ストーカー犯罪対策室（上）

五十嵐貴久

白井有梨が所属する新品川署ストーカー犯罪対策室（SCS）には、日々ストーカーにまつ
わる相談が寄せられている。解決に奔走する一方、有梨自身もSと名乗る人物から、無数
のメールを送りつけられていた。監視しているような内容のメールを、いったい誰が、どう
やって？ 有梨は数々のストーカー犯罪と対峙しながら、自らの問題を解決できるのか!?

SCS ストーカー犯罪対策室（下）

五十嵐貴久

433477959X
¥700

白井有梨にメールを送り続けていたストーカーは死亡し、事態は解決したと思われた。だ
が、Sからのメールは止まらなかった。死んだのはSではなかったのか!? 依然正体のわか
らないSは、いったい何者なのか？ 本庁警備部から派遣されSCSに加わった岸川は、有
梨の事件に関して何かを調べているようだが……。衝撃の真相まで一気読み!!

境内ではお静かに 縁結び神社の事件帖

天祢涼

4334779603
¥700

大学を中退した坂本壮馬は、横浜にある縁結びのパワースポットとして人気の源神社で働く
ことに。教育係は、参拝者以外に笑顔を見せない、凛とした16歳の巫女・久遠雫。二人
は神社で起こる事件や揉め事の解決に駆り出されるうち距離を縮めるが、やがて雫の過去
が明らかになり⸺。由緒ある神社を舞台にしたミステリー、読めば、縁結びのご利益が
あるかも!?

社内保育士はじめました4 君がいれば

貴水玲

433477962X
¥650

きらら保育ルーム初の遠足を控え、梓咲（あずさ）たちが張り切っているなか、本社の広
報課から厄介な相手がやってきた。「社内環境の改善」を掲げサービス向上を求める神崎
樹里奈（かんざきじゅりな）の過剰な要求に、梓咲たちはてんやわんや。一方、彼方（か
なた）の働く工場にも業務改善の波が押し寄せ、梓咲との時間を作ることも難しく……。
二人の関係にも危機が!? 大ピンチのシリーズ第4弾！

信長様はもういない

谷津矢車

4334779654
¥650

織田信長の乳兄弟でもある武将・池田恒興は困惑していた。あの信長が、何者かに討た
れたという。家臣らが見えない敵に右往左往する中、途方に暮れた恒興は “秘伝書” を
手に取る。そこには、信長が戦や政の際に思い感じたことが書き記されていた。恒興は秘
伝書を頼りに、信長亡き世を生き抜こうとするが⸺。戦国のカリスマに仕えた男の葛藤
を描く、傑作歴史長篇！ （『信長さまはもういない』改題）
4334779697
¥650

21日発売

コミック

まんが 超訳『論語と算盤』渋沢栄一［原作］／守屋淳［監修］

／渋澤健［解説］／山本時嗣［シナリオ］／今谷鉄柱［漫画構成］／新津タカヒト［作画］

24日発売

もし逆境に立たされたサラリーマンが渋沢栄一『論語と算盤』を読んだら!? 近代日本経
済の父・渋沢栄一の名著を現代におきかえ、一番身近で一番読みやすいスタイルに再構成。
どんな状況でも運命を切り開き、人生を成功に導く教えが漫画でスラスラわかる！ 逆境に
立ったときこそ考えるべきこととは何か、やるべきこととは何か。大ベストセラー『現代語
訳 論語と算盤』の訳者・守屋淳監修、渋沢栄一の玄孫・渋澤健解説。

ノンフィクション 知恵の森文庫

賭博者

4334951333 ¥1100

ドストエフスキー［著］／亀山郁夫［訳］

ドイツの町ルーレッテンブルグ。賭博に魅入られた人々が今日もカジノに集まる。「ぼく」
は将軍の義理の娘ポリーナに恋心を抱いている。彼女の縁戚、大金持ちの「おばあさん」
の訃報を、一同はなぜか心待ちにしていて……。金に群がり、偶然に賭け、運命に嘲笑さ
れる人間の末路は？

神さまに愛されて超開運する 感動の神社参り

4334754155
¥850

はづき虹映

今までなかなか開運しなかったのは、正しい参拝法をしていなかったからかも!? お守りを
たくさん持っていたり、目を閉じてお願いごとをしたりしていませんか？ 実は、それらは神
さまにとっては失礼なやり方なのです。お賽銭の効果がハネ上がって金運がアップする方法
や、神さまが応援したくなる参拝の仕方など、神社のしくみを知って正しい参拝法を学べば、
超開運が叶うはず！ 巻末には、はづき式超開運神社リストつき。

談志は「これ」を聴け！

増補『談志の十八番』名演・名盤ガイド

4334951309
¥1300

広瀬和生

現代落語の「中興の祖」と評される立川談志。若くして天才と呼ばれ、歯に衣着せぬ毒舌
でマスコミの寵児ともなったが、彼の本質は「誰よりも深く落語を愛し、格闘し続けた男」
という一点にある。最晩年まで、その高座を追いかけ続けた著者だからこそ書ける談志論、
そして名演ガイド。若い落語ファンにも、“談志嫌い” にもお勧めしたい、増補決定版！
4334787053 ¥800

24日発売

光文社新書

アルゲリッチとポリーニ

ショパン・コンクールが生んだ2人の「怪物」 本間ひろむ

ともにショパン・コンクールで優勝し、現在世界最高のピアニストと称されるマルタ・アル
ゲリッチとマウリツィオ・ポリーニ。だが、2人の演奏スタイルは正反対。「情感豊かに感性
で弾く」アルゲリッチに対し、「完全無欠な演奏を披露する」ポリーニ。クラシック音楽界
の「生きる伝説」2人はどんな人生を歩み、演奏スタイルを追求してきたのか。日本との接
点は？ 2人の物語を、音楽的事象を時系列に沿って紹介。【名盤紹介付き】

アイロニーはなぜ伝わるのか？

4334044530 ¥840

木原善彦

「言いたいことの逆」を言っているのに、なぜか伝わる「アイロニー」という表現技法。本
書ではどうしてこうしたレトリックが相手に伝わるのかという問題を包括的に考える。加え
て、現実を相対化するための、知的な「武器としてのアイロニー」の可能性も示す一冊。

21世紀落語史

すべては志ん朝の死から始まった

4334044549 ¥780

広瀬和生

若者はなぜ渋谷の落語会にハマるのか？ 「落語ブーム」はどう生まれたのか？ 「志ん朝
の死」で幕を開けた21世紀の落語界⸺、その「激動の時代」の記録を後世に伝えるべく、
現在に至るまでの出来事を、落語ファンとして客席に足を運び続けた立場から振り返り綴
る。ほぼ毎日落語を聴く「BURRN!」編集長だから語れた「落語盛衰記」。今聴くべき演
者がわかる、「にわかファン」にも最適な一冊！

中学の知識でオイラーの公式がわかる

4334044557 ¥1000

鈴木貫太郎

「人類の至宝」に触れる喜びをあなたに。天才数学者の名を冠し最も美しいと言われる「オ
イラーの公式」は、最低限の知識から誰でもわかる。数学0点で10万フォロワーを集める
ユーチューバーが保証。目指すのは数式の丸暗記ではなく、あくまでも「真の理解」。本
書の内容と連動したウェブ動画とあわせて読むと万全。オイラーがわかれば高校数学の基
礎も一通り身に着く。躊躇も準備もいらない、さあはじめよう！
4334044565 ¥740

24日発売

文芸書

野守虫

柴田哲孝

の も り む し

強盗罪で拘留されていた竹迫和也が弁護士との接見中に脱走。彼は、定年間近の刑事・
片倉康孝が、かつて逮捕した男だった。休暇を使い、秘境のローカル線・飯田線で天龍
峡に赴く片倉。道中で竹迫の生家を訪ね、近隣住民から、彼の幼い頃、祖母が強盗に殺
されていたことを聞く。一方、犯罪を重ねて逃げる竹迫もまた天龍峡へ。彼にとって拭え
ぬ過去の眠る地で惨劇が始まる。片倉は凶悪犯の暴走を食い止められるか。そして衝撃の
結末！
4334913288

正体

¥1500

染井為人

埼玉一家惨殺事件の犯人が脱獄する。その極悪非道な男は未成年の死刑囚であった。24
時間フル稼働する東京オリンピック施設の工事現場、新興宗教に縋る主婦たちが働く山形
のパン工場、介護者の人手不足に喘ぐ千葉のグループホーム。日本の今を転々と逃亡、潜
伏する彼の本当の目的は何か？ 横溝正史ミステリ大賞出身作家が挑む、社会の歪みに隠
された真実。少年死刑囚の脱獄488日を追う！

おっぱいエール

4334913296 ¥1700

本山聖子

橘百花25歳。高校時代の同級生と結婚し、妊活を始めた矢先に乳がん発覚。古賀菜都32
歳。老舗造り酒屋の嫁として育児に奮闘する最中に乳がん発覚。田中柚子29歳。花嫁検
診で乳がんが見つかり婚約破棄。怒涛の3年が経過。闘病ブログを通して出会った3人は、
ひょんなことから金沢を旅することに。若年性乳がんを乗り越えた著者が、女性たちの生き
る希望と勇気を描く。小説宝石新人賞受賞作家渾身のデビュー作！

ウミガメみたいに飛んでみな

31日発売

木村椅子

433491330X ¥1400

就職活動はうまくいかなくて、そもそも特にやりたい仕事もなくて、彼女とは喧嘩になり、
未来が全然見えない。実家の母親はすでに亡く、父親はアイドルグループにはまっていた。
笑うチャンスはたくさんあったけど、素直に笑える気はしなかった⸺。誰かが君を見てい
てくれる。たとえば、「家族」とか。第11回小説宝石新人賞受賞作の表題作をはじめ、モ
ラトリアムを生きる若者たちと家族の交流を瑞々しく描いたデビュー作品集。
4334913318 ¥1400

格闘女子

黒野伸一

仕事は格闘技のラウンドガールだけ。売れないモデルの浅田美麗は、キャバクラのバイト
で、同棲する彼氏との生活をなんとか支えている。このごろ太りぎみの彼女に、事務所か
ら最後通告が。7キロ痩せなければクビ。ダイエットのために行った格闘技ジムで、美麗は
秘められた才能を見いだされ……。ラウンドガールから選手へ華麗に変身！ 19歳少女の
青春成長物語。（『ジョシカク！』改題）

格闘美神
ミューズ

黒野伸一

4334765300 ¥600

ラウンドガールから選手にヘンシーン！ モデルだった浅田美麗は格闘技の選手に転身。所
属団体ジュリアスの親会社が変わり、やり手の新社長が改革に乗り出した。アメリカの団
体ストライクボムと提携し、組まれた試合は顔面殴打もアリの金網マッチだった。美麗の対
戦相手は意外にも!? 人気低迷打破、そして恋愛も。女のコのハードな闘いはリングの中
だけじゃない！

4334765955
¥600

底辺キャバ嬢、家を買う

黒野伸一

32歳のあさ美は、ナンバーワンキャバクラ嬢。とはいえ、勤務先の「濱乙女」は激安店。
繁華街から離れた倉庫街の近く、いわゆる場末だ。実家暮らしの彼女が、タワマン生活を
夢見て……。ゴミ屋敷で暮らすおばあちゃん、シェアハウスで出会った男女。高齢化や待
機児童など、様々な問題の中で生きる人々を描いた、心温まる連作長編。（『あさ美さんの
家さがし』改題）

SCIS 科学犯罪捜査班 天才科学者・最上友紀子の挑戦

4334779328
¥750

中村啓

男性医師が子供を宿した状態で殺された。不妊治療の名医は自らの体を実験台にしていた
が、何者がどんな理由で殺害したのか⸺。iPS細胞、AIロボット、脳内インプラント……
最先端の科学技術が絡んだ複雑怪奇な事件に、天才科学者・最上友紀子と警察庁警視正
の小比類巻祐一率いる警視庁科学犯罪捜査班の面々が挑む。衝撃のサイエンスミステリー
シリーズ、開幕！

赤い珊瑚玉 日暮左近事件帖

藤井邦夫

4334779360
¥800

公事宿「巴屋」に、常陸の百姓が年季証文を持ち込んだ。百姓の女房が料理屋「松葉屋」
での奉公を終えているはずが、まだ明けていないといわれたのだという。「巴屋」出入物
吟味人の日暮左近が「松葉屋」の周りを調べ始めると、次々に不審な点が見つかり、背
後にある藩の影が浮かんできた⸺。左近の無明斬刃剣が、弱き者を狙う悪を斬る！ 迫
力と充実のシリーズ第七弾。

さらば黒き武士
もののふ

岡本さとる

4334779433
¥600

武田軍に攻め込まれ落城寸前の長篠城を救うため、鳥居強右衛門は城を抜け出した。そ
の強右衛門の口から語られたのは、京の町で出会ったある女の話で……（「長篠の蒼空」）
宣教師ヴァリニャーニから織田信長に献上された弥助。信長に気に入られた弥助は、武
士として信長に仕えることになるが……。（表題作） その他、感動必至の二編を収録。歴
史に埋もれた愛を描く、傑作短編集。（『花のこみち』改題）

31日発売

絵本

4334779441
¥650

バナナのかわをのっけたら ランプル・バターカップのおはなし

マシュー・グレイ・ギュブラー［著］／久保陽子［訳］

ランプル・バターカップはガタガタの歯が5本、かみの毛が3本、はだはみどり、そして左
足は右足よりすこし大きかった。ちょっと変わっていたんだ……。さあ、ランプルとキャン
ディコーン・カール(ランプルがおかしのくずでつくった架空のともだち)といっしょに、「自分
らしさ」のよろこびをみつけにいこう。
4334962300 ¥1200

31日発売

FLASHデジタル写真集 写真集

FLASHデジタル写真集 橋本梨菜
橋本梨菜／原田武尚［撮影］

Gのコントラスト

¥200

「日本一黒いグラビアアイドル」、「なにわのブラックダイアモンド」こと橋本梨菜。キュート
なルックスとはアンバランスな88センチのGカップバストが、ハワイのビーチで、ベッドで、
バスルームで弾けまくる。今作は、本人自ら前乗りして日焼けをする気合いの入れよう。こ
んがり焼けた健康的な小麦色の肌と、焼けていない白い柔肌とのコントラストがあまりにも
セクシーだ。こんなハシリナちゃん、いくら見ても見たリナいっ！

FLASHデジタル写真集 藤田いろは
藤田いろは／岩松喜平［撮影］

¥1200

ミスFLASH2020グランプリ

ミスFLASH2020オーディション開始時から、ずっとトップを走り続けた藤田いろはが、おしゃ
れにかっこよく魅せる！ 憧れの存在は、事務所の先輩でもある川崎あや。「私は手足が長
くてフィギュア体型だと思うので、曲線美が出ているショットに注目。あや先輩が “くびれス
ト” なら、私は “すらりスト” を目指します！ 25歳になった “いろはす” を、ぞんぶんに
楽しんでほしいです」。美しい体型がわかるハイレグショットも必見。

FLASHデジタル写真集 崎川みずき
崎川みずき／岩松喜平［撮影］

¥1200

ミスFLASH2020グランプリ

名古屋に拠点を置くアイドルグループ「イノセントリリー」の水色担当、“みじゅき” こと崎
川みずきが本格的なグラビア撮影に初挑戦！ 宮古島の空の下で、まぶしい水着姿を見せ
てくれた。「ずっと海でロケしてみたいと思っていたので感動です。かわいい写真をいっぱい
見てほしいなぁ（笑）」。じつは脱いだらすごい、85cm、Fカップのむっちりボディが弾ける
渾身の一冊。2020年期待のルーキーをいち早くチェックしよう！

BASIC Another Edition

¥1200

町田啓太／彦坂栄治［撮影］

連ドラ『螢草』（NHK）『女子高生の無駄づかい』（テレビ朝日）、舞台『勇者のために鐘
は鳴る』など、ドラマ、映画、舞台等に数多く出演する俳優・町田啓太が19年11月に発
売した1st写真集『BASIC』（紙書籍）
。数多くのファンから寄せられた「もっと見たい！」と
の声に応え、写真集では掲載しきれなかった、地元・群馬で撮影した29歳の素顔写真や、
スタジオ撮影での魅力あふれる完全未公開写真だけで構成した60Ｐデジタル写真集。
¥900

31日発売

コミック

パパとぼくとかぞくになってよ 完全版【特典ペーパー付】

靴川

『パパとぼくとかぞくになってよ』全4話を収録した完全版！ 「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。そんな
翼の前に、明るいゲイの比呂が引っ越してきた。比呂の明るさに空は懐くが、頼れない性
格の翼には比呂の想いは届かない。踏み込もうとする比呂は翼の過去を知ってしまい…。
性別も過去も、乗り越え幸せな家族を創る物語。

チンピラ君のメスイキ調教 3

¥700

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た!?

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」
¥200

ふたりの夜のすごしかた 4

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。

ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい 4

銀川ケイ

¥200

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
かけた岬に生まれて初めて一目惚れ！ そんな岬に子供扱いされ、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⸺。

突然パパになりました 2 子持ち元カレと夫夫生活

彩田あまた

¥200

「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……！

Loveless SEX Dog 4 愛のない獣

霧嶋珠生

¥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……？
¥200

あなたの奥に入りたい 3

九条 AOI

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⸺!?

男色大鑑 改 4

若衆と美坊主の秘恋

九州男児

¥200

美坊主の『主膳』は3年前まで江戸で一等美しい女形若衆だった。どんなに美しくとも歳
には敵わず、成長する自分の身体に思い悩む日々。そんな主膳の前に、若手の中でも群
を抜いて美しい『浅之丞』が現れ……。自分もいい歳だし対抗しても……と思うが、負け
たくない想いもあり割り切れない中、自分の太客に変な噂が流れている事を知った主膳は、
疑わしい浅之丞を部屋に呼び……。※井原西鶴の男色大鑑『江戸から尋ねて俄坊主』より。

華闇の褥 新章2 棘
しとね

粧妃／諏訪山ミチル［原作］

¥150

【伝説のヒット作！『華闇の褥』続編】数々の修羅を乗り越え結ばれた、男娼・悠也と元ヤ
クザの闇金屋・剣持。すっかり堅気になった悠也は剣持の野望「カジノ建設」のため、マ
カオでディーラー修行をすることに。一方、各国マフィアの進出で歌舞伎町に不穏な空気
が……。そして悠也に執着する中華マフィアの若きボスが出現して⸺!?

満月の夜、イケメン父子に出会いました 1
お や こ

¥200

一文字はや子／茜西美佐［原作］

「あれは夢？ それとも錯覚？」貧乏劇団員・成瀬翔太が千秋楽の打ち上げの帰りに出会っ
たのは⸺不思議な美形父子。翌日、父／大学講師・長谷直樹に家へ招かれた翔太だっ
たが、悠月の秘密を明かされて…!? 癒される☆ロマンティック子育てBLラブ♪
¥200

