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光文社電子書籍 新刊予定

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

被害者の無念と加害者たちの打算、欲望に躍らされる人間を描く傑作。電子書籍特別解禁！

ダイイング・アイ
東野圭吾

雨村慎介は何者かに襲われ、頭に重傷を負う。犯人の人形職人は、慎介が交通事故で死なせた女性
の夫だった。怪我の影響で記憶を失った慎介が事故について調べ始めると、周囲の人間たちは不穏
な動きを見せ始める。誰が嘘をつき、誰を陥れようとしているのか。やがて慎介の前に妖しい魅力に満
ちた謎の女が現れる。女の正体は、人形職人が甦らせた最愛の妻なのか？ 電子書籍特別解禁！

24日発売（紙と同時）

4334748961
¥667

注目の感染症医による渾身の一冊

ぼくが見つけたいじめを克服する方法

日本の空気、
体質を変える

岩田健太郎
ダイヤモンド・プリンセス号の感染対策の告発で注目の感染症医・岩田健太郎による渾身の一冊。日
本で子供のいじめが減らない理由は、大人の社会がいじめ体質だからだ。自らもコミュ障でいじめられ
っ子だったという著者が、日本社会の同調圧力を打ち破る方法を提案。大事なのは空気ではなく科学。
ファクトを無視したフェイクな社会において人々が健康を損ない苦しむことになる。厚労省の体質や、
クルーズ船での告発に関する追記も。

24日発売（紙と同時）

4334044743
¥880

新型コロナのデマに騙されるな！

フェイクニュース時代を生き抜く

データ・
リテラシー

マーティン・ファクラー
SNS で誰もが発信し、本物そっくりのディープフェイクや扇動が溢れ、人々が情報のタコツボに陥って
いる今、真実を見極める力と、
「政府の番犬」
「ファクトチェッカー」
「ゲートキーパー」を担うジャーナリ
ストが不可欠だ。NY タイムズ元東京支局長が、スマホの無料アプリや左右両方の意見を読む方法な
ど誰もが今すぐできる情報収集を手ほどき。また、経営危機から V 字回復を遂げた同社にメディア再
興のヒントを探る。

4334044735
¥780

4月3日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】4
笹原智映

苦学生・葉山は、天才と呼び声も高い変人・椎名教授のもとで助手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。
あいかわらず椎名教授にセクハラを受ける日々の葉山だが、クリスマスイブの晩、椎名教授

の元に行き、次第に惹かれていく自分に気づく。教授×助手、恋するクスリでホーリーナイト
三昧？ ドタバタBLコメディ第4話。

鹿谷サナエ

老舗・和菓子屋の跡取り息子・和弘は、大の甘いもの嫌い。それを嘆くと和菓子の精・アズキ
は、和弘の和菓子嫌いを治すべく、店に弟子入りする。風邪を引いた和弘の看病で、アズキ

が仕組んだこととは、甘いショウガ湯を飲ませ汗をかかせること。たっぷりの汗をかかせるため、

さらに濃厚に攻めるアズキに和弘は……。メガネ×スイーツのセクハラ三昧 BL。

コミック

¥200

4月3日

ステイルメイト【分冊版】4
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。ある日、
千晴のサラリーマン時代の後輩・佐田が、独立した会社に千晴をスカウトしにきた。千晴の

心を引き止める伸一にターゲットを絞った佐田は、伸一を合格祝いの目的で誘い出して襲っ

てしまう。叔父と甥の切なくも暖かい恋愛を描いた BL、最終話。叔父×甥……この心満た

すのは、チェスと、キスと、熱い秘めごと……。

コミック

¥200

4月3日

姫とジョーカー【分冊版】4
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、彼と付き合うことに。
犬好きの高橋と猫好きの七瀬は、立ち寄ったペットショップでけんかしてしまう。仲直りする

ためにネコ＆イヌミミをつける2人だったが……。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4話。更に、塾講師×美人で慎ましくおしとやかなチュ

ーターとの、けもミミBL も収録！

コミック

¥200

4月3日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】4
銭形たいむ

合戦で大将同士のひと目惚れ！ 最強の攻め・佐竹義重と美少年大将の蘆名盛隆。敵の大
将同士が戦場で刃を交え芽生えた恋、その顛末は……。／【補足】歴史 BL 探偵所
てくれない歴史 BL 秘話……。第4話。

¥200

4月3日

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】4

重と蘆名盛隆～出会い、斬り合い、ひと目惚れ～

コミック

歴史の陰に BL あり!!

佐竹義

教科書では教え

よしりん辻説法 3 十二人の語るべき人類
小林よしのり

雅子さま、前澤友作、文在寅、八村塁……各界の人物を1名ずつ取り上げながら、現代社会

を説き明かす。ラミダス猿人の「アルディ」を取り上げた、オールカラー漫画も特別描き下ろし！

『よしりん辻説法』とは：三頭身で丸ハゲの「よしりん」と担当編集者の掛け合いで社会時評
を展開する、小林よしのり氏の最新シリーズ。随所にギャグを盛り込みながら、可笑しく愉快
に、本質を突きまくる⸺「笑えて学べる」真骨頂です！

コミック

¥180

4月14日
コミック

4334951457

¥800

FLASHデジタル写真集 R

加美杏奈 お団子スーパールーキー

加美杏奈／松田忠雄［撮影］

「40歳の元カレとのセックスレスが原因でAV に興味を持ったんです
（笑）」。今年1月にデビュ
ーを果たした�かみちゃん�こと加美杏奈。天性の明るさと透明感溢れる美ボディで、ファン

4月14日
FLASH 写真集

を増やし続けている。今作は「健康的な�陽�のヌード」をテーマに、大人の世界に染まり切っ

ていない初々しさを切り取った1作に。彼女は笑いながら産まれてきたのかもしれない……。 ¥1200
あなたも�かみちゃん�スマイルの虜になること間違いなしだ！

大べし見警部の事件簿 リターンズ
大べし見 vs. 芸術探偵

深水黎一郎

「警視庁最悪の警部」が帰ってきた！ 本格ミステリーの�お約束�をことごとく踏み荒らして
きた大べし見警部の、今度の獲物は芸術の世界⸺名画、名筆、名曲をめぐる事件に、今度

はあの「芸術探偵」も参戦。難事件をさらに難解にする混沌の世界に、もはや読者も悶絶 !?

ミステリーへの強すぎる愛と、芸術への深すぎる造詣が生み出す笑撃の作品に瞠目せよ！

ショートショートBAR
田丸雅智

行きつけのバーで勧められたお酒のラベルには、アルコール度数マイナス14% の表示が。そ

の奇妙なお酒の秘密とは？
（
「マイナ酒」
）。ちりん ちりん 亡くなった人がお盆に帰ってくる

と鳴る不思議な風鈴。大好きだった祖母もやって来たようなのだが⸺（
「霊鈴」
）。あなた

4月14日
同日発売
光文社文庫

4334790046

¥800

4月14日
同日発売
光文社文庫

4334779913

を5分間の小旅行へ招く、短くても心に残る21編。紙版カバー裏に隠されていた新作も収録。 ¥500

破斬 決定版

勘定吟味役異聞（一） 上田秀人

兄の急逝で家督を継いだ旗本・水城聡四郎は、将軍家宣側近の儒者・新井白石によって、勘

定吟味役に取り立てられる。勘定に疎い聡四郎だったが、巨額の金が動いた普請に目をつ

4月14日
同日発売
光文社文庫

けたことから、見えざる敵が蠢きだす。はたして幕府に巣食い、蜜を吸っていた者とは⸺。 4334790097
聡四郎が襲い来る刺客に一放流で立ち向かう！ 聡四郎シリーズの「原点」が決定版として
登場。

うらぶれ侍 決定版

研ぎ師人情始末（四） 稲葉稔

研ぎ師・荒金菊之助の住む源助店にいる五歳の男の子の姿が消え、その子の家で女が一人

殺された。子を案じる両親の頼みで菊之助は子供探しを始めるが、従兄弟の南町奉行所臨

時廻り同心・横山秀蔵から、女殺しについても探索を頼まれる。調べているうちに明らかに

なった衝撃の事実とは……。シリーズ最高の大迫力剣戟も入った、稲葉稔の原点シリーズ

決定版第四弾。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】5
笹原智映

苦学生・葉山は、天才と呼び声も高い変人・椎名教授のもとで助手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。
解毒薬を作ってもらえない葉山は、今度は「ネコミミ」が生えるクスリを飲んでしまう。全身

ネコ化した葉山に、椎名教授のマンションの隣人が近づき……。教授×助手、恋するクスリ

でネコミミ三昧？ ドタバタBLコメディ第5話。

¥700

4月14日
同日発売
光文社文庫

4334790100

¥650

4月17日
コミック

¥200

4月17日

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】5
鹿谷サナエ

体を交わすことなく付き合う臆病な元ノンケ上司・川口と、メガネ部下・松田の2人に出張の
好機が。2人でのお泊まりに緊張する川口。松田が優しく攻めると、次第に川口の心と体が

開かれ……。
（Under the Glasses）／「下品なサンタは嫌か？」クリスマスの夜にプレゼント

を配り終わったサンタとトナカイ。傷だらけのトナカイに、、攻めサンタが贈ったプレゼントと
は……？ めくるめく大人のクリスマスBL。

青山十三

佐倉智は、子供のころ憧れた優しい親戚の兄・伸一とイジワルな弟・伸次郎と、十数年ぶり

に再会する。子供の頃あんなに仲良かった兄・伸一はなぜかよそよそしい態度。一方、弟の
伸次郎はコワモテになっていたが、智に優しく接してくれる。子供の頃、伸一とつないだ手の
温もりに救われていた智は、今の素っ気なさに寂しく思うが……。すれ違う幼なじみの再会

を描いた、心温まるBL。

春野アヒル

先輩と付き合い始めて1年。マジメ×メガネの俺の恋人は、未だに1年経っても何もさせてく

れない。照れているのかと思うも、あまりの淡泊さに、
「愛はどこにあるのか……」と悩む日々。

嫌われているのでは？ とふられる前に自分から別れを告げることに。しかし先輩の表情が

気になって……。マジメ、メガネ先輩×イケメン後輩とのすれ違いを描いた学園 BLラブコメ

ディ！

¥200

銭形たいむ

戦国エグゼクティブ＆身分違いの恋。初代・徳川家康から三代・家光まで将軍様は BL 好き！
二代 ･ 秀忠は、8歳年上の丹羽長重との身分違いの恋に落ち……!? ／【補足】歴史 BL 探偵
歴史の陰に BL あり!!

コミック

¥200

4月17日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】5
徳川家三代～デキる男は美少年が好き～

コミック

4月17日

姫とジョーカー【分冊版】5

所

¥200

4月17日

ステイルメイト【分冊版】5

くれない歴史 BL 秘話……。第5話。

コミック

教科書では教えて

恋愛未満
篠田節子

専業主婦の美佳は、夫の大介がいまだにかつての友人たちと遊んでいることに不満を募ら

せていた。特にその中にいる吾妻智子の存在は、美佳の心をよけいに不安にさせていた「マ

ドンナのテーブル」。円満離婚が成立し、実家に戻った亜希子。ある日、同居中の母親の様
子がおかしいことに気付き、病院へ連れて行くと、医者から告げられたのは母の「認知症」だ

った「夜の森の騎士」。日常の中にある、男と女の微妙な関係性を描いた5編。

パライゾ
阿川せんり

あらゆる人間が一瞬にしてぐちゃぐちゃに捻れ、圧縮され、奇妙に艶めく黒い塊となった世界。

その中でなぜか●●●たちだけは、ヒトの姿で取り残されていた。電気が止まり、至る所で

コミック

¥180

4月21日
同日発売

四六判文芸書

4334913423

¥1400

4月21日
同日発売

四六判文芸書

火災や事故が起こり、崩壊していく街の中で、ある者は後悔と錯乱の中で震えながら……。 433491344X

ある者は唯一信じる最愛のペットを迎えに……。そして、それぞれの結末を迎えていく……。 ¥1400
青春小説を得意としてきた著者による、不条理な世界を描いた意欲作。

4月21日

透明人間は密室に潜む
阿津川辰海

透明人間による不可能犯罪計画と、意外すぎる動機。裁判員裁判×アイドルオタクのアクロ

バティックな法廷ミステリ。録音された犯行現場の謎と、新米探偵のささやかな特技。クル

同日発売

四六判文芸書

ーズ船内、脱出ゲームのイベントが進行する中での拉致監禁⸺。一編ずつ、異なった趣向、 4334913458
違った設定で作り上げられた、絢爛多彩、高密度の短編集。
『紅蓮館の殺人』のスマッシュヒ

ットで注目をあつめた新鋭が、本格ミステリの魅力と可能性に肉薄する。

小倉・関門海峡殺人事件
梓林太郎

北穂高岳を登山中、シングルマザーの門島由紀恵が命を落とした。鑑識の報告で他殺と判

明し、松本署の道原伝吉は捜査を開始。現場付近にいた人々への聞き込みの結果、不審な
単独行の男性が浮上する。さらに由紀恵の元夫・竹川実の姿は都内の住居になく、勤め先

も辞めていた。道原は二人の故郷・小倉へ。関係者の証言から、彼女の父と祖父が関門海
峡近くで不可解な死を迎えていたことを知る。三世代続けての事件に関連性はあるのか !?

ホークス3軍はなぜ成功したのか？
才能を見抜き、開花させる育成力

喜瀬雅則

21世紀の新たなる覇者・ソフトバンク。その「強さの原動力」として注目されたのは「3軍育

ち」。育成選手としてプロ入りした、たたき上げのプレーヤーたちだった。千賀滉大、甲斐拓

也、牧原大成、石川柊太、周東佑京、大竹耕太郎⸺3軍制を取る球団は数あれど、なぜホ

ークスだけが大成功を収めたのか？ 王会長をはじめ、多くの選手・関係者への取材を元に
解き明かす。その源流は、やはり�あの男�へと行き着いた。

管理栄養士が伝える

長生き食事術

人生100年時代の「新・栄養学」入門

麻生れいみ

私たちのカラダは「食」でできています。私たちの意識から遠ざかっていることについてあら

ためて意識していただきたく、私は本書の執筆を決意いたしました。日々の基本は食事です。

¥1600

4月21日
同日発売

カッパ・ノベルス

4334077439

¥800

4月24日
同時発売
光文社新書

4334044700

¥1000

4月24日
同時発売
光文社新書

食の内容や嗜好を変えていくことは、年齢を重ねれば重ねるほど容易なものではありません。 4334044719

しかし、食を変えることでカラダが変わる、人生が変わることを少しでも感じていただければ、 ¥780
著者としてこんなに嬉しいことはありません。
（
「あとがき」より）

深宇宙ニュートリノの発見
宇宙の巨大なエンジンからの使者

吉田滋

2017年、著者らが苦労の末に南極に建設した素粒子観測施設「アイスキューブ」がニュート

リノを捉えたという知らせが届いた。それは40億光年の彼方から、40億年の歳月をかけて

南極点の氷河に突き刺さった宇宙からの使者だった⸺。超高エネルギーのニュートリノを
放出している銀河とはいったいどんな天体なのか？ 宇宙研究の新たな地平を切り拓く
「高

エネルギーニュートリノ天文学」と呼ばれるサイエンスの現場の息吹を伝える。

米国ビジョントレーナーが教える

北出勝也

眼を動かすだけ1分間超集中法

メンタル的な不調や仕事のミスの多くは、
「視覚」に原因があります。眼を動かすだけで緊張・
不安・イライラがやわらぎ、ポジティブな気持ちになります。また、本や資料が速く読めるよう

になり集中力もアップ。一日数分のトレーニングで、人生を変えることができるのです！ ボ

クシングの村田諒太選手にも指導したオプトメトリー・ドクター（検眼士）が、ビジネスパーソ

ンこそ習慣にしたい「視る力のトレーニング」を教えます。

4月24日
同時発売
光文社新書

4334044727

¥1200

4月24日
ノンフィクション

4334951368

¥1200

はい、さようなら。
瀬戸内寂聴

累計100万部突破の「寂聴あおぞら説法」シリーズ最新刊！ 寂聴さんが長年続けている京
都・寂庵での日曜法話10年分から本人がセレクトしました。お釈迦さまの言葉、元気に長生

4月24日
ノンフィクション

きする秘訣、生きること愛することの意味、萩原健一さんら懐かしい人たちとの思い出……。 4334951236
法話の話題は、そのとき集まっていたお客さんたちの反応によって縦横無尽に展開。寂聴さ

んが語り尽くした�人生の極意�が1冊にギュッとつまっています。

新選組颯爽録
門井慶喜

池田屋に踏み込むも、なぜか敵を斬ろうとしない新選組隊長・近藤勇。その胸中にあった切

実な願望とは⸺。
（
「戦いを避ける」
） 新選組について語られる史実の隙間を覗けば、隊

士らの心理や葛藤がにじみ出る。近藤・土方らの意外な一面や、馬術師範・安富才助、密偵・
村山謙吉、文吏・尾形俊太郎らにも光を当て、歴史小説の名手が、鮮烈にして新しい新選組
像を描き出す。

身代わりの娘

大江戸木戸番始末（十二） 喜安幸夫

まだ肌寒い如月。米沢町の小間物商い、珠洲屋の娘・お珠は病が治癒したお礼参りに出か

けるが、同道の女中・お千がお珠に近づく白い蛇を目撃する。
「白蛇の現われた者は死ぬ」
言い伝えに、すわお珠に災難が、と一家は心配するが、それは、珠洲屋を見舞う大騒動の前

触れに過ぎなかった。頼れる木戸番の杢之助が町内の平穏を守るために大活躍。人気シリ

ーズ最新作！

逃げる

永井するみ
⸺家族に囲まれた幸せな日常に落ちた影。柴田澪は、夫の昌彦、娘の雪那と義母と暮ら

している。小学1年の娘の笑顔は胸がしめつけられるほどかわいい。ある日、友人の見舞い
に行った病院で、一時として忘れたことのなかった父の名前を聞いてしまう。
「今の生活を守

らなければ！」。余命に限りのある父親との再会が、あてのない逃避行の始まりだった⸺。

霧島から来た刑事
永瀬隼介

鹿児島県警の元刑事・古賀正之の元に一本の電話が入る。息子の武が消息を絶ったという。

武は警視庁組織犯罪対策部の刑事だが、なぜ？ 妻の心配を受け、正之は東京に向かう。

¥1000

4月24日
光文社文庫

4334776418

¥700

4月24日
光文社文庫

4334779565

¥650

4月24日
光文社文庫

4334779727

¥800

4月24日
光文社文庫

武の失踪に関わって浮かび上がってきたのが、日本一の武闘派組織 ｢ 桐生連合 ｣の名だった。 4334779743
慣れない東京で元刑事の不器用な ｢ 捜査 ｣ が始まった⸺。号泣必至のラストが待つ著者
渾身の力作。

クリーピー ラバーズ
前川裕

犯罪心理学者の高倉孝一が「高倉犯罪相談所」を開設した。気に入った事件しか引き受け

ないのだというが、高倉好みの気味の悪い�事件�が持ち込まれてくる。企業重役の不貞行為、

¥750

4月24日
光文社文庫

小劇団内の監禁事件、女子中学生拉致事件など、歪んだ愛にまつわる奇妙な事件の数々に、 433477976X
探偵・高倉孝一と助手の夏目鈴が挑む！ 好評「クリーピー」シリーズが新たなステージに!!

¥700

4月24日

カルメン／タマンゴ

メリメ／工藤庸子［訳］

純情で真面目な青年ドン・ホセは、カルメンの虜となり、嫉妬にからめとられていく。そして
軍隊を抜け悪事に手を染めるうちに、カルメンの情夫を殺し……（
「カルメン」
）。黒人奴隷貿
易を題材に、奴隷線を襲った反乱の惨劇を描いた「タマンゴ」。傑作中編2作を収録。

あなたと原爆

オーウェル評論集

ジョージ・オーウェル／秋元孝文［訳］

原爆投下のわずかふた月後、その後の核をめぐる米ソの対立を予見し「冷戦」と名付けた表

題作「あなたと原爆」、名エッセイ「象を撃つ」
「絞首刑」など16篇を収録。ファクトとフェイク、

古典新訳文庫

4334754074

¥790

4月24日
古典新訳文庫

国家と個人、ナショナリズムとパトリオティズムなど、
『1984年』に繋がる先見性に富む評論集。 4334754082

¥830

ミドルマーチ2

4月24日

金策に失敗したフレッド・ヴィンシーは、意中の女性メアリを含むガース家の人々を窮地に立

古典新訳文庫

ジョージ・エリオット／廣野由美子［訳］
たせてしまう。また、フェザストーン老人の遺言をめぐる騒動の意外な結末、リドゲイトとロ

ザモンドの接近、ドロシアとカソーボンの夫婦生活の危機など、多層的な人間関係が発展し

ていく第2巻。

チンピラ君のメスイキ調教 5

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」

お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！3

うみのまや

ED でDT なオレの貞操の危機！ イケメンで読モでトークもキレる、そんな上野の唯一の欠

点は『ED』。そのせいで未だに脱童貞できず……。ある日、断れきれずに参加した合コンで、

オレよりスタイルよくて女子にモテるムカつく奴・高田にトイレで突然アソコを扱かれ ED がバ

レた !?

すると「ED を治してやる」と言われ !?

前立腺を開発すると、尻の穴に指を突っ込

んで来た！ さらに出てきた高田の息子が狂気的サイズで!?!?

お前のデカい好意をEDDTのオレに突っ込むな！ 合本版1

うみのまや

『お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！』第1、2話を収録した合本版！ イケメン

でトークもキレる、そんな上野の唯一の欠点は『ED』。そのせいで未だに脱童貞できず……。
ある日の合コンで、オレよりイケメンで女子にモテるムカつく高田にトイレで突然アソコを扱

かれ ED がバレた !?

すると「前立腺を開発するとED が治る」と尻の穴に指を突っ込んで来

て！ さらに出てきた高田の息子が狂気的サイズで!?

4334754139

¥1190

4月24日
コミック

¥200

4月24日
コミック

¥200

4月24日
コミック

¥350

45歳童貞を見込まれて魔法少女アヌルローズになりました 2

のの字

45歳まで童貞だと、魔法使いも賢者も通りこして魔法少女になれるらしい……。世話焼き
昭和の男、中年リーマンの朝陽はツンデレ気味な所が可愛い部下・月森と仕事終わりに飲ん

でいた。その帰りに化物に襲われ！ 化物の目的は H な事で人間を侵す事らしく、戦う方法
は魔法少女に変身し身を捧げるしかない !?

変身の条件は純潔な体（童貞）である事と言

われ……45歳童貞、皆をH な化物から守るため体を張って代わりに侵されます☆

Loveless SEX Dog 完全版
愛のない獣【特典ペーパー付】

霧嶋珠生

『Loveless SEX Dog ～愛のない獣～』全1～5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（つがい）』に選ばれると、性別問わず出産

4月24日
コミック

¥200

4月24日
コミック

できる身体になる。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、太郎に群がる人間にうんざり……。 ¥800

しかし、心のどこかで番が見つからない事に安堵していたが……？

あなたの奥に入りたい

九条 AOI

4月24日

合本版2

『あなたの奥に入りたい』第3、4話を収録した合本版！ ノンケのはずの江村が若月にさらに
迫ってきて!?

一時的に流されているだけだと説得するけど納得しない江村。そんな中、北

川さんが若月に「会って話したい」と連絡をしてきて、それを知った江村は !?

をぶつける事が出来なくなった、不器用な大人の恋の終着点は⸺

男色大鑑 改

素直に気持ち

合本版2

若衆と美坊主の秘恋

九州男児

『男色大鑑 改～若衆と美坊主の秘恋～』第4～6話収録した合本版！ 美坊主の『主膳』は3

年前まで江戸で有名な女形だった。しかし歳には敵わず、老いる身体に思い悩む日々。そん
な主膳の前に、若くて美しい『浅之丞』が現れ……。
「自分もいい歳だし」と割り切れない想

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

コミック

¥350

4月24日
コミック

¥400

