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20日発売

不安神経症の著者が自分自身の姿を見つめた、韓国大人気エッセイ待望の邦訳。

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

死にたいけどトッポッキは食べたい
ペク・セヒ／山口ミル［訳］

いつも自分に自信がなくて、ぼんやり死にたいと思っているのに、おなかがすいてトッポッキが食べたい
とも思う。はっきりしない私の心はどうなっているんだろう。不安神経症に悩む著者が精神科医との会
話を通して見つめる自分自身の姿に共感の嵐！ 韓国で40万部を超えた大ヒットノンフィクション待望
の邦訳。1日中憂鬱に感じられる日だって、些細なことに笑っていい。相反する気持ちを抱えることが、
生きているという事だから。

20日発売

4334951376
¥1200

仏教などの名言を寂聴さんがやさしく解説。藤子不二雄 Aさんとの対談も収録。

寂庵コレクション Vol. 1

くすりになることば
瀬戸内寂聴
31年間会員向けに発行されていた月刊新聞『寂庵だより』が本になって復刻！ 本書は、一面を飾っ
ていた仏教を中心とした名言を寂聴さんがわかりやすく解説。また、巻頭にはスペシャル企画として、ま
んが界の巨匠・藤子不二雄 A さんとの対談「幸せな死に方」も収録。97歳と85歳の天才同士のトーク
に、大笑いしながらも元気と勇気がもらえます！

20日発売

4334951325
¥1400

2016年2月の逮捕後、有罪判決を受けた清原氏が、沈黙を破りすべてを告白。

魂問答

清原和博・鈴木泰堂
2016年2月、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕。懲役2年6ヶ月、執行猶予4年の有罪判決を受けた
清原氏が、沈黙を破りすべてを告白。なぜ、堕ちたのか。なぜ、生きるのか。罪を悔いながら薬物依存、
うつ病とたたかう日々。最愛の母の死。離別した子供達への想い……。最も信頼する僧侶との対話か
ら見えてきた、絶望の先にこそある希望。悔恨の涙とともに生まれた懺悔録。

4334951317
¥1100

12日発売（紙と同日） 「奇跡を起こす」男は、なぜ愛する妻を殺害したのか？――謎が連鎖し、運命が躍る。

オブリヴィオン
遠田潤子

妻・唯を殺害した罪で服役後、37歳の吉川森二は他人との交流を拒み孤独に生きることを決めた。何
より大切だった唯とその兄の圭介との絆は失われ、一人娘の冬香からも激しく糾弾される森二を、新た
な試練が次々と見舞う。オブリヴィオン＝忘却と赦し。赦されざる罪を犯した男に、救済は訪れるのか。
闇の中でもがき生きる人間の痛みと希望を描く、傑作長編。

20日発売

4334790011
¥750

アフガニスタンに身を捧げたその生き様と信念こそ、混迷する今の世界に必要だ。

ほんとうのアフガニスタン

18年間
“闘う平和主義”
をつらぬいてきた医師の現場報告

中村哲

2019年12月4日、中村哲は凶弾に斃れた⸺。内戦や外国の侵攻、大干ばつで疲弊する国土。1984
年現地に赴任。医療から始まった支援は、井戸掘りや用水路建設にまで発展した。現実を報道しない
報道機関、現地から撤退する国際団体があるなか、決して見下ろすことなく現地の人とともに生き、この
地に身を捧げた。混迷する世界情勢の今こそ何をなすべきか？ 著者が貫いた生き様と信念を通して
4334973337
¥1000

見えてくる。井上ひさし氏との対談収録。

24日発売（紙と同日）

力尽きていても作れるラクうまレシピ本待望の第2弾！

力尽きレシピ 2

犬飼つな

今日も1日頑張ったすべての人の救世主！ 力尽きていても作れる、超かんたんでおいしいアイデアレシ
ピ集、待望の第2弾が登場！ 包丁も火も使わないレシピ、レンジ任せのワンタッチレシピなど、残り体
力5%しかない時でも作れるラクうまごはんレシピが大増量！ お料理初心者やお子様、お年寄りまで、
気楽に作っておいしく食べられます。冷凍食材やレトルトだって大活躍。家ごはんをあきらめたくない時の、
強〜い味方です。

25日発売（紙と同日）

433495152X
¥900

実話をもとに東村アキコが書き下ろしで挑む爆笑ファンタジー。

稲荷神社のキツネさん

東村アキコ［作画］
町田真知子［原作］

井上正助は旅行代理店勤務のしがないサラリーマン。趣味の食べ歩きと旅で憂さを晴らす日々を送っ
ていた。そんなある日出かけた京都の稲荷神社で、不思議な白狐に出会う。その白狐は思いがけない
ことをささやく。
「ボクは稲荷神社の神様のお使い。キミのおじいさんにツイていたキツネだよ。キミはお
じいさんと違ってぜんぜんお金儲けができていないね」。実話をもとに東村アキコが書き下ろしで挑む
笑える“お金 ”ファンタジー。

4334951481
¥1000

3月6日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】2
笹原智映

苦学生・葉山は、天才と呼び声も高い変人・椎名教授のもと、留学免除という条件で、実験

の手伝いをすることになった。しかし、｢ドジっ子になる☆クスリ」を盛られた葉山は、ベタな

恋愛シチュエーションを引き起こす。解毒剤は教授お手製のウェディングケーキの中にある

と言われるが、
「ドジっ子」のため全身ホイップまみれに！ 教授×助手、恋するクスリでホイ

ップ三昧？ ドタバタBLコメディ第二話。

鹿谷サナエ

「歌の下手な男は女にモテない」と音楽教師・小野寺に言われ、オンチを治すため小野寺の

元へ向かう剛司。指導を受ける剛司は、服を脱がされ、ピアノに合わせて、体に触られる！
慌てて教室を飛び出た剛司が、携帯電話を忘れたことに気づき教室に戻ると、小野寺は別

の生徒を指導していた。それを見てなぜかイライラする剛司を見た小野寺は……。小野寺
先生の愛のレッスンは、ちょっと過激 !?

青山十三

自分を慕う甥・伸一の恋情に気づく、叔父の千晴。伸一の想いを受け止めたものの、血縁、

同性、未成年という罪悪感に襲われる千晴。だが伸一は、捨て身で千晴にぶつかってくる。

そんな伸一を愛おしく思う千晴は、伸一の進学のため無理な投資に走ってしまう。叔父と甥

の切なくも暖かい恋愛を描いた BL、第二話。叔父×甥……この心満たすのは ､チェスと、キ

スと、熱い秘めごと……。

¥200

コミック

¥200

3月6日

姫とジョーカー【分冊版】2
春野アヒル

ゲイで遊び人の生徒・七瀬に、お初を奪われてしまった担任教師・高橋。付き合うことになっ

た2人は、学校内では互いに話しかけないようにすることに。だが人気者で誰にでも優しく
接する七瀬に、嫉妬を覚える高橋。それでも自分にも優しくマメに接していた七瀬の態度が

急によそよそしくなり、とまどいを覚え……。遊び人の生徒×男初心者先生の、前途多難な
純情イバラ道ラブストーリー、第二話。

コミック

¥200

3月6日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】2
銭形たいむ

関白・豊臣秀次の寵愛を受けた小姓・不破万作が驚きの告白！ 秀次に言えなかった、不破
万作に懸想した深草浪人との隠れた悲恋。／【補足】歴史 BL 探偵所
話……。第二話。

コミック

3月6日

ステイルメイト【分冊版】2

歴史の陰に BL あり!!

¥200

3月6日

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】2

～貧乏浪人の叶わぬ恋～

コミック

不破万作と深草浪人

教科書では教えてくれない歴史 BL 秘

エレクトラ！～罪深き聖女たち vol. 2

いがらしゆみこ［漫画］／佐藤博之［原作］

巨匠・いがらしゆみこが、デビュー50周年を記念して「女性自身」に連載中の衝撃作・待望の

第2巻！ 天才子役・遠山エレナが女優に復帰した目的は、亡くなった父の正妻・芳江と兄・

コミック

¥180

3月10日
同日発売
コミック

弘毅への復讐だった。エレナは策略をもくろみ、弘毅に自ら墓穴を掘らせることに成功する。 433480814X

そしてマネージャー・青地駿介がエレナを暴漢から救ったことから燃え上がる恋の予感。そ

こに次回の主演映画で共演するイケメン男優・三上啓太がエレナに迫る！

¥660

3月12日

ボイルドフラワー

沸点桜

北原真理

ユコが店の金を持って逃げた。歌舞伎町の風俗店でセキュリティをするコウは、昔の男・シン

プの頼みを受け、美しく淫乱で狡猾な少女・ユコを連れ戻しに向かう。しかしそこに見知らぬ

殺し屋が現れ、コウはやむを得ずユコと逃げることに。二人は素性を隠して海辺の団地に潜

伏するが⸺。性と暴力に抗う女たちの生き様を描く、第21回日本ミステリー文学大賞新人
賞受賞作。

金子ユミ

ふ

名門私立千手學園には、今日も妖しい呪いの噂が飛び交っている⸺。ある日、1年生の富
き

なが と

けい

こう

貴が�図書室の怪人�に出くわしたと生徒たちの間で大騒ぎに。浅草育ちの永人は、慧や昊、
の

え

乃絵らと真相究明に乗り出すが、生徒会長の東堂に「この件は忘れたまえ」と横槍を入れら
れてしまう。そして、永人が千手學園を退学するという噂が⸺!?

園ミステリ！

期待値を超える

僕が失敗しながら学んできた仕事の方法

光文社文庫

4334779875

¥850

3月12日

千手學園少年探偵團
図書室の怪人

同日発売

大正浪漫の香り漂う学

松浦弥太郎

信じられないミスをしたときはチャンスである。失敗をどう立て直すかで、人となりが見えて

くる。挽回しようと懸命になる姿が、相手の心を揺さぶる。うまくやろうとしなくていい。流暢

に話す必要もない。手もとが震えてしまってもいい。仕事に必要なことは、情熱、笑顔、そし

同日発売

キャラクター文庫

4334779972

¥750

3月17日
同日発売
光文社新書

433404462X

て正直さなのだから。苦しい思いを抱えていても、かならず自信は取り戻せる。元『暮しの手帖』 ¥760
編集長による、勇気がわいて、少しだけ前向きになれる仕事論。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】3
笹原智映

苦学生・葉山は、天才と呼び声も高い変人・椎名教授のもと、留学免除という条件で、実験

の手伝いをすることになった。しかし、｢ドジっ子になる☆クスリ」を盛られた葉山は、ベタな

3月20日
コミック

恋愛シチュエーションを引き起こす。解毒剤を盾にセクハラを受け続ける葉山は、ついに風

邪をこじらせる。病院に行くとそこにも椎名教授が、診察をしようと待ち構える。教授×助手、 ¥200
恋するクスリで手厚い看病三昧？ ドタバタBLコメディ第三話。

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】3
鹿谷サナエ

学の前に、突然現れた幼なじみの一海。ひとつ年上のクセに、小さくてトロかった一海との
中学以来の再会は、いきなり後ろ手に縛られて!?

激しい思いが、いま重なる……。メガネ

×学ランBL（その手を離さない）／老舗和菓子屋の一人息子・和弘は甘い物が大の苦手。そ

んな彼の前に和菓子の精・アズキが現れる。和弘の和菓子嫌いを治すため、黒蜜を秘部に
染みこませ、甘い調教が始まる……。メガネ×スイーツBL（GHOST? SWEET?）。

ステイルメイト【分冊版】3
青山十三

自分を慕う甥・伸一の恋情に気づき、その想いを受け止めることにした叔父の千晴。塾の夏

期合宿に参加した伸一は、千晴と音信不通になり心配する。夏合宿の休みの日、伸一が千

晴の家に戻ると千晴は不在で、テーブルの上に、スーツ姿で女性と一緒に映る千晴の写真を
見つける。普段見ない千晴の姿を見た伸一は不安になり……。叔父と甥の切なくも暖かい
恋愛を描いた BL、第三話。

3月20日
コミック

¥200

3月20日
コミック

¥200

3月20日

姫とジョーカー【分冊版】3
春野アヒル

ゲイで遊び人の生徒・七瀬に、お初を奪われてしまった担任教師・高橋は付き合うことに。ブ

ランドスーツを着て、高級料理しか食べないブルジョワ気質の高橋。そんな先生の部屋にお

呼ばれした七瀬が見たものは、外見とは正反対のオバケが出そうなボロアパート暮らしで、

おまけに電気まで止められていた。遊び人の生徒×男初心者先生の前途多難な純情イバラ
道ラブストーリー、第三話。

¥200

3月20日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】3
銭形たいむ

俳聖 ･ 松尾芭蕉の俳句は愛の言霊……。罪人となった弟子の美青年・坪井杜国を連れ出し
吉野の山へ、俳句に隠されたラブ句＆弟子と秘密のラブ旅☆逃避行。／【補足】歴史 BL 探
偵所

コミック

松尾芭蕉と坪井杜国～つれづれなるラブ2人旅～

歴史の陰に BL あり!!

では教えてくれない歴史 BL 秘話……。第三話。

教科書

コミック

¥180

3月20日

強く美しく鍛える30のメソッド
菊地晃

一流アスリートのサポートや、世界の舞台から学んだことを活かし、体作りをするすべての人

の不調を解決させたい。専属トレーナーとしてソチと平昌の2度の五輪を経験した整体師が

教える、最強の「心と体の整え方」とは⸺。体の声を聴く
「手当ストレッチ」
、体の軸を整える

ノンフィクション

4334951252

「1回転ジャンプ」、血流を促す休憩時間の「プチ・アイシング」など。筋トレに、体調不良に、 ¥1300
体の痛みに、誰でも日常的に応用できる実践ポイント。

進化形態はイクメン

「子育てする父親」が家族と人類を救った

アンナ・メイチン／熊谷千寿［訳］

おむつを替え、本を読み聞かせ、習いごとの送り迎えをするような、ごく普通のお父さんたち。
驚くべきことに、彼らは妻の妊娠・出産に同期して自らも生理的に変化を遂げ、子どもの成

長に大きな良い影響を与える「父親」へと変身しているのだ。神経科学、遺伝学、心理学な

どの最新研究と、多彩な父親たちへの膨大なインタビューから、現代における父親たちの知

られざる役割が明らかに。オックスフォードの気鋭の人類学者による快著。

だって買っちゃった

マンガ家の尽きない物欲

吉田戦車

妻も同業者であること、子供とネコがいること、岩手に親がいること、そして酒好きのマン

ガ家であること⸺。買いものは、吉田戦車の人生だ !

海苔のように軽い「ノートPC」を

買い、血圧におびえながら「汁麺」を食べ、娘と100均の「ピンポンセット」で遊ぶ……。週刊

3月20日
翻訳

433496236X

¥1440

3月20日
同日発売
エッセイ

4334951465

「FLASH」連載の買いものエッセイ完結編。たっぷり61話に、カラーイラスト
（一コマ漫画） ¥1100
を122点収録。描き下ろしおまけ4コマも必読 !

女性リーダーが生まれるとき

「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成

野村浩子

2019年12月、世界経済フォーラムから発表されたジェンダー・ギャップ指数で日本は調査対

象の153カ中121位、過去最低の順位となった。女性リーダーの少なさが下位低迷の大きな
要因だ。意思決定層に女性を増やさないと、日本は変わらない。それどころか、このまま沈

んでしまう。四半世紀にわたって女性リーダーの取材を続けてきた著者が、国内外の女性役
員にインタビュー。
「生の声」から、これからの時代を生き抜くヒントを探る。

3月27日
同時発売
光文社新書

4334044638

¥900

3月27日

搾取される研究者たち
産学共同研究の失敗学

山田剛志

政府が推進する政策である「産学連携」または「産学共同研究」。一見、順調に見えるが、残
念ながら様々な課題がある。企業側はともかく、大学側や研究者にとって、その労力に見合

う効果が生まれたとは言い難い。本書は、研究者と弁護士の二足の草鞋を履く著者が、実
際に解決に奔走した事件をベースにその実態を暴く。

芸術的創造は脳のどこから産まれるか？
大黒達也

創造とは、生物に与えられた至高の精神活動である。そのため、ある偉大な創造がなされ

た時、人はそれを「天の啓示」などといい、科学の対象とはなり得なかった。しかし近年、脳

科学や人工知能などの発展とともに、創造性の問題を科学的に論理付けようという試みが

同時発売
光文社新書

4334044654

¥800

3月27日
同時発売
光文社新書

4334044662

増えている。そこで「脳の潜在記憶」の観点から、人間の創造性がどのように生まれてくるのか、 ¥900
脳科学や計算論、人工知能に関する論文を通して探求する。

「自分らしく生きて死ぬ」ことがなぜ、難しいのか
行き詰まる「地域包括ケアシステム」の未来

野村晋

地域包括ケアシステムとは、厚労省が構築を推進する「誰もが住み慣れた地域で自分らしく
最期まで暮らすことができる社会」を実現するシステムだ。全国の市区町村では地域に合っ

3月27日
同時発売
光文社新書

た地域包括ケアの構築を進めているが、状況は芳しくない。何が実現を不可能にしているのか。 4334044670
実際に柏市や岡山市で構築に取り組んだ現役厚労官僚が具体的行政手法を紹介。自治体

や医療・福祉関係者、企業や市民が協働して次の一歩を踏み出すことを促す。

ママはかいぞく

カリヌ・シュリューグ［文］／レミ・サイヤール［絵］／やまもとともこ［訳］
主人公の少年のママは、日々、海賊の仲間たちと宝島を目指して航海に出かける。帰宅する

と具合が悪そうにぐったりするママ……。日に日に元気がなくなり、食欲も落ちていくが、宝

島を見つけた日を境に元気を取り戻していく。一見、たわいないストーリーだが、裏の真のス

トーリーに気づいたとき、感動が押し寄せてくる。類のない、大人も楽しめる仕掛け絵本。フ
ランスで話題に。

朱川湊人

あ ぎのはし

3月27日
同時発売
絵本

4334962408

¥1200

3月27日

鬼棲むところ
知らぬ火文庫

¥920

た ろうくれふさ

鬼が出ると噂の安義橋を渡ることになった太郎暮房。恐る恐る橋を進むと、艶やかな髪と白

い肌を持つ見目麗しい女が立っていた。女は太郎暮房を呼び止め、思いがけないことを口

にする。
（｢ 安義橋秘聞 ｣） 人の心は、鬼よりも不可思議で恐ろしい。恐怖、哀切、妖艶、感
嘆⸺。鬼にまつわる説話を大胆に脚色した、奇想と怪異の短編集。

エンドレス・スリープ
辻寛之

「死ぬのが怖いですか」大井の港湾倉庫で火災事故が発生。大森署の矢島は現場の冷凍倉
庫でマイナス60度で保管されていた身元不明の5体の死体を発見する。異例の事件に警視

庁は捜査本部を設置。死体がどこからきて、誰の手で何のために保管されたのか。一番最

同時発売

四六判文芸書

4334913377

¥1600

3月27日
同時発売

四六判文芸書

4334913385

初に身元の判明したフリーライター・如月啓一の遺稿に5人の名前が遺されていた⸺。
【
『死』 ¥1500

に直面する】
という究極のテーマに挑戦し、胸に迫る意欲的傑作長編！

3月27日

女神のサラダ
瀧羽麻子

東京の会社に勤めていた沙帆は、過酷な労働環境に疲れ、心身ともに限界を迎えていた。

どこか違う環境でやり直したいと、意を決して高樹農園に転職することになるのだが……（夜

明けのレタス 群馬県昭和村・高樹農園⸺）。全国各地を舞台に、農業に関わる女性の想

同時発売

四六判文芸書

4334913393

いと悩みを鮮やかに描いた、一緒に泣いて、笑って、元気になれる8つの短編集。土の匂い、 ¥1500
太陽の光、作物が繋ぐ人との絆⸺いいじゃない、農業。

3月27日

天下取
て ん

か

と り

村木嵐

武田、今川、北条による同盟で政略結婚をさせられた、三人の姫⸺黄梅院、嶺松院、早川

殿。束の間の幸せは三家の対立によって崩れてしまう……。戦国の世の道理に翻弄されな

がらも、愛する家族のために生きる女たちの運命とは !?

武田信玄の正室・三条や、本願寺

顕如の室・如春と亡き朝倉義景の娘、信玄の娘である松姫と織田信長の息子との悲恋、後

の名君・保科正之を育てた見性院など、全六編を収録した渾身の短編集！

同時発売

四六判文芸書

4334913407

¥1400

幻のオリンピアン

3月27日

故障により東京オリンピックへの夢破れたカナリー体操部アシスタントコーチの帆乃夏。あ

四六判文芸書

酒本歩

る日、選手の真央が腹部の激痛に襲われ病院に運ばれる。痛み止めの薬による急性胃炎と
診断されるが、不穏な空気を感じる帆乃夏。独自に調査を始めるが……。東京五輪出場に
人生を懸けた体操選手に向けられる愛と憎悪。今、運命の跳馬がスタートする。驚愕の結
末が待ち受ける青春ミステリ！

朝比奈あすか

中学高校の同級生だった洋美とリラは乳児の予防接種会場で偶然に再会。育児に悩む洋
美にリラは手を貸し、二人は�ママ友�となった。やがて洋美の子・敏光とリラの子・光鳥は同

じ幼稚園、小学校へと進むが、�問題児�の敏光の乱暴がひどくなり、その対象は光鳥に。リ

ラはついにあることを決断する……。母親の無力感、悔しさ、葛藤を浮き彫りにする著者会
心の長編！

宮木あや子

「帝国テレビジョン」で働く女たちの日々は、世間の認識とは裏腹に、華やかさから程遠い。
倒れるまで奮闘する宣伝部・松国、仕事以外はまるでダメなプロデューサー・脇坂、倦怠に
沈む脚本家・大島、刺青持ちのマネージャー・片倉、憧れの人と出会う日を夢見るテレビ誌

記者・山浦。ままならないことばかり。それでも私たちはこの仕事が好きだ。5人の切実さが
胸に迫る連作短編集。

前川裕

世間を騒がす児童行方不明事件に、ある大学教授が偶然関わることとなった。場外馬券売

り場でいつも見かける男が容疑者に浮上したが、週刊誌の記者に報道とは異なる事実を伝
えたからだ。予期せぬ殺意が近付きつつあることも知らず……。
（
「しりょうのふね」
） 元新

聞記者が未解決事件の真相を小説の形式で追及。見出された光景にあなたは戦慄する。異
常と陰惨に満ちた短編集。

¥1500

光文社文庫

4334774385

¥850

3月27日

帝国の女

未解決事件ファイルの迷宮

4334913415

3月27日

不自由な絆

アウト ゼア

同時発売

光文社文庫

4334776639

¥600

3月27日
光文社文庫

4334778607

¥650

アロの銃弾

レディスナイパー 前篇

3月27日

鳴海章

スマホの戦闘用 AIアプリを相棒とする孤独な狙撃手・亜呂は、マニラの繁華街で起きた邦人

誘拐に出動した武装警官隊をたった一発でしりぞける。一方、北朝鮮から富山県の漁港に
潜入した5人の工作員を七秒で阻止したのは警察庁公安部局の支援組織 SD のスナイパー

木谷赫音だった。両者の運命は複雑にからみ合い、凄腕のスナイパー同志がついに衝突する！

矢崎存美

閑静な住宅街の中にある「シェアハウス＆キッチンY」は、全6室の小さな共同住宅。1階には、

大きくて温かみあるキッチンがあって、昼間は近所の人たちが集まるイベントスポットになる。

そこに新しく引っ越してきた実里は、玄関で出迎えてくれたオーナー兼管理人の姿に驚愕す

る⸺（
「ワケアリの家」
）。心優しい頼れる山崎ぶたぶたが、住人たちのために大活躍！

八丁堀つむじ風 決定版

4334778895

¥750

3月27日

ぶたぶたのシェアハウス

月の牙

光文社文庫

光文社文庫

4334779468

¥500

3月27日

和久田正明

南町奉行所定廻り同心、成沢東一郎は岡っ引きの寅吉、密偵のお紋らと共に、日夜、江戸の
治安を守っている。唯一の気がかりは病身の妻、信乃のことであった。ある日、薬研堀の料
理屋で立て籠もりが起こる。成沢の同僚、当麻三郎助は手柄に焦がれ、その店に急ぐのだ

光文社文庫

4334779689

が⸺。人望と実力を兼ね備えた腕利き同心・成沢が活躍する「八丁堀つむじ風」シリーズ、 ¥700
開幕！

風の牙

八丁堀つむじ風（二） 決定版

3月27日

和久田正明

助六一味と不知火一味の盗賊二大勢力が拮抗する江戸。定廻り同心、成沢東一郎たちは、
探索に心血を注いでいる。ある日、情報を得て潜入するも傷を負い、行き会わせた男に助け

光文社文庫

られ難を逃れた。その男は堅気には見えないが、邪気のなさを感じさせて⸺。
（
「大盗の恋」
） 4334779816
腕利き同心・成沢が悪を懲らしめ怨みを正し、人の心の誠に揺れる。人気シリーズ第二弾！

3月27日

凪待ち
な ぎ

加藤正人
会社を辞め、無為な日々をギャンブルで紛らわせていた木野本郁男は、心機一転、パートナ

ーの亜弓とその娘・美波と共に彼女の故郷・石巻で暮らすことを決意する。だが、亜弓の父

親に認められず、再びギャンブルに手を染めてしまう。亜弓が何者かに殺され⸺。居場所

のなくなった郁男は、立ち直れるのか !?
が小説化。

香取慎吾主演、白石和彌監督作品を脚本家自身

Giallo 編集部［編］
●スペシャル・ゲスト：宮部みゆき「女神の苦笑」最新短編

●新連載！：石持浅海「座間味く

んの推理」が復活！ ●快調連作・連載陣！：青柳碧人、我孫子武丸、恩田 陸、近藤史恵、坂
木 司、西澤保彦、東川篤哉、前川 裕、イクタケマコト

光文社文庫

4334779778

¥700

3月27日

Giallo No. 71

●第23回日本ミステリー文学大賞

受賞記念特集【大賞インタビュー】辻 真先、
【新人賞対談】有栖川有栖×城戸喜由
回「本格ミステリ大賞」候補作決定！

¥700

●第20

ミステリ専門誌

¥500

令和の乳神様４姉妹

FLASHデジタル写真集

吉田実紀、山本ゆう、彼方美紅、ちとせよしの／福田ヨシツグ［撮影］
こぼれそうなおっぱいが「これでもか！」と感じられる。長女は「グラビア界のヒロスエ・みけぱい」
こと吉田実紀、次女は「第2の井上和香・ゆうぱい」こと山本ゆう、三女は「ぼくのニャンコ・
みくぱい」こと彼方美紅、四女は「おっとりほんわか ちとせぱい」ことちとせよしの。FLASH

でしか見られない令和の乳神様・4姉妹、たっぷりご覧あれ！

FLASHデジタル卒業アルバム

川崎あや くびれストよ、永遠なれ

川崎あや／佐賀章広、木村哲夫、青山裕企、岡本武志［撮影］

ウエスト52センチ。奇跡のくびれスト・川崎あやが、�20年3月をもって芸能界引退！ そこで、
3カ月限定のデジタル卒業アルバムをリリースする。
�16年に、ミスFLASH グランプリを受賞し

てから4年間。ミスに輝いた当時の記者会見時の写真や、グアムでの初撮り下ろし、リクルー

トスーツ姿、バニーガール、ナースコスプレに、制服姿まで、本誌が撮りつづけてきた川崎あ
やのすべてを一挙大公開！

FLASHデジタル写真集 R

七菜乃［撮影］

写真家・七菜乃 女体18人全裸撮影会

「裸を撮ってほしい！」ヌードモデルとして活躍する七菜乃が、一般女性をSNSで集め、カメラ

マンとして撮影会を敢行。2週間ほどで集まったのは20～40代の成人女性18名。会社員、ダ

ンサー、主婦、カフェの店員、モデル志望……。
「今の自分を残したい」
「新しいことに挑戦し
たい」と、前向きな理由を持って撮影に積極的だった彼女たち。�リラックスした集団生活�を

テーマに、基本的にフィルムカメラで撮影された作品だ。

突然パパになりました 3
子持ち元カレと夫夫生活

彩田あまた

「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……！

突然パパになりました

合本版1

子持ち元カレと夫夫生活【特典ペーパー付】

彩田あまた

『突然パパになりました～子持ち元カレと夫夫生活～』第1、2話を収録した合本版！ 面食

いでアラサーゲイの湊は駄目男ばかりと付き合っていた。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。誠実な男を探していたのに、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!? しかも彼には秘密が……！

男色大鑑 改 6

若衆と美坊主の秘恋

九州男児

美坊主の『主膳』は3年前まで江戸で一等美しい女形だった。どんなに美しくとも歳には敵

わず、成長する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

り切れない想いの中、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。

3月27日
FLASH 写真集

¥1200

3月27日
FLASH 写真集

¥1200

3月27日
FLASH 写真集

¥1200

3月27日
コミック

¥200

3月27日
コミック

¥350

3月27日
コミック

¥150

3月27日

あなたの奥に入りたい 4

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⸺!?

ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい 完全版【特典ペーパー付】
銀川ケイ

『ショタ顔ヤンキーはお医者さんとシたい』1～4話を収録した完全版！ ショタ顔がコンプレッ
クスな千代吉は、ある日偶然見かけた岬に人生初の一目惚れ！ でも子供扱いで相手にさ
れず……。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

の練習相手を頼む千代吉。でも正雄は千代吉に特別な感情があって……。複雑な三角関係
の行きつく先は⸺!?

Loveless SEX Dog
愛のない獣

霧嶋珠生

合本版2

『Loveless SEX Dog ～愛のない獣～』第3～5話を収録した合本版！ 「番の匂いだ」御室が
連れてきた獣人類・白が雪也に放った衝撃的な言葉。白は雪也から獣人類だけがわかる番

コミック

¥200

3月27日
コミック

¥700

3月27日
コミック

特有の匂いがするというのだ。番の相手は白ではないようだが、雪也が�誰かの番�だという

のは確実なようで……。更に白は番について詳しい話をしてあげると雪也を御室家へ誘うが、 ¥550

そこで雪也が見たのは⸺!?

満月の夜、イケメン父子に出会いました 3

愛のない獣

お

や

こ

一文字はや子／朱西美佐［原作］

「あんた直樹に利用されてるだけだ」謎のモデル系イケメン・仁に言われて動揺する翔太。お

れが「眷属」っていったいどういうこと……？ そしていきなり仁に抱きすくめられて翻弄さ
れる翔太だったが⸺!?

癒される☆ロマンティック子育てBLラブ♪

3月27日
コミック

¥200

