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わずか15分であっという間に3品完成する、作りやすい献立10パターン！

すぐめし献立
nozomi

すぐに作って、おいしく食べられる効率献立！ シリーズ累計100万部突破した作り置きブームの立役
者『つくおき』の nozomi 最新作は、15分で3品が完成する献立を10パターン紹介。ポイントは、調理
器具の組み合わせとムダのない作り方。順番通りに作れば、あっという間にバランスの良い食事ができ
ます。手数が少なくて作りやすい主菜、副菜、一品ごはんもバリエーション豊かに紹介。身近な食材を
使った、無理のないレシピが満載！

29日発売（紙と同時）

4334951600
¥900

新書大賞受賞『バッタを倒しにアフリカへ』が児童書で登場！

ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカへ
前野ウルド浩太郎
新書大賞受賞の『バッタを倒しにアフリカへ』が、リクエストにお応えして児童書版で登場！ 小3以上
で習う漢字は総ルビ、著者による爆笑用語解説、新エピソードも追加。オールカラー。ファーブルのよ
うな昆虫学者になるため、世界をバッタの害から救うため、アフリカに向かった若きハカセの冒険物語。

19日発売（紙と同日）

4334950884
¥1620

斬新なビジネスモデルによって業界で一人勝ちする企業を紹介。

業界破壊企業

第二のGAFAを狙う革新者たち

斉藤徹
大前研一氏推薦！ 「デス・バイ・アマゾン」という言葉がある。アマゾンの業務拡大によって、業績の
悪化が見込まれる企業や業界のことだ。同じような現象がさまざまな業界で起きている。ウーバー、エ
アビーアンドビーなどが有名なところだ。業界秩序や商習慣にとらわれず、斬新なビジネスモデルで驚く
べきスピードで顧客を獲得している企業、すなわち「業界破壊企業」である。22の業界破壊企業をピッ
クアップして徹底解説。

4334044751
¥820

5月1日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】6
笹原智映

智が恋心を抱く親戚のお兄さん・泰晴は一流パティシエ。進学のため上京してきた智の面倒

も見てくれる優しくて格好良くて、スキンシップの多いお兄さんだ。しかし、甘いモノが苦手な

智は、泰晴との距離をもっと縮めるため、お兄さんのスイート・レッスンで克服することにする。
生クリームまみれになった智に、泰晴が丁寧にレッスンを行うと……。鈍感な少年と一流パ

ティシエのあま～いBL。

鹿谷サナエ

母親の再婚で人生最大のプレゼントを貰った高広。小さい頃から義兄の広志を想い慕う高

広は、毎年広志からクリスマスプレゼントを貰うが、広志の欲しいものは教えて貰えない。二

人きりで暮らす中で密かに育まれたキモチが、高広が18歳のイブの夜についに爆発する！

メガネ×クリスマス×義兄×弟……「君のメガネを外させて…」 いちゃいちゃな聖夜を、ピ

ュアでキュートに描いた BL。

青山十三

猫好きの中野が神社で猫と戯れて「ネコになりたい」と思うと、猫神様（？）の気まぐれで、ネ

コミミとシッポが生えてしまう！ 周りの人にはネコミミとシッポは見えないが、学校一の不

良・五本木だけがその姿を確認でき、彼につきまとわれてしまう。五本木は猫好きだが、いつ

も猫からは嫌われていた。そんな五本木に、中野は猫との接し方を伝授する。猫好きコワモ

テ男子×猫ミミ男子の恋がキュートな、けもミミBL。

¥200

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。

高橋に「つき合いを考える」と言われてしまった七瀬。調子に乗りすぎたと反省した七瀬は、
強引に高橋を休日デートに誘いだす。悩んで寝不足だった七瀬が、高橋にもたれて寝ている
顔を見て、高橋は七瀬の人柄の良さを思い出す……。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、最終話。

銭形たいむ

美少年の審美眼を持つ男、独眼竜・伊達政宗。小姓・只野作十郎の横恋慕疑惑に激怒し、痴
話ゲンカのあげく渡した謝罪文とは……。／【補足】歴史 BL 探偵所

伊達政宗と只野作十

教科書では教えてくれない

夢見るぅ Iカップクイーン“隊長”の快進撃

夢見るぅ／惠原祐二［撮影］

Twitterフォロワー数22万人突破。
『家、ついて行ってイイですか？』に出演して一躍注目を
集めた隊長こと夢見るぅ。昨年本誌でグラビアデビューを果たすと、1st DVD「隊長 !!」が
Amazon DVDランキングで1位、FLASH デジタル写真集「I カップ�隊長�の出撃」が2019年

度で1位の売り上げを記録。爆乳美女のグラビア界進撃が止まらない。今、１位の I カップを

ご覧あれ！ 待望のデジタル写真集第2弾。

¥200

コミック

¥200

5月1日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】6
歴史の陰に BL あり!!

コミック

5月1日

姫とジョーカー【分冊版】6

FLASHデジタル写真集

コミック

5月1日

ステイルメイト【分冊版】6

歴史 BL 秘話……。第6話。

¥200

5月1日

真夜中のアンタッチャブル【分冊版】6

郎～ごめんね作十郎ちゃん by 政宗～

コミック

コミック

¥180

5月1日
FLASH 写真集

¥1200

FLASHデジタル写真集

佐藤麗奈「わたし、アイドルやめました」

佐藤麗奈／東京祐［撮影］

ギリギリな姿を初披露した佐藤麗奈。
�18年にアイドルを卒業し、あふれ出る大人の魅力が止

まらない。
「マジカル・パンチライン」ではリーダを務めるとともに、プロデュースも担当。
「ア

イドリング!!!」で鍛えたバラエティ対応力に加えて、クリエイティブな一面も開花させた。い
ままで見せたことがないアーティスティックでエロティックなカットを大量に収録。これを見
れば彼女の強い覚悟が伝わってくるはずだ。

FLASHデジタル写真集

サイバージャパンダンサーズ えちえちマウス

サイバージャパン ダンサーズ／井上たろう［撮影］

ねずみ 年 にちなんでサイバージャパンダンサーズの 人 気メンバー KAREN、JUNON、

KOZUE、RIOで構成された特別ユニット「サイバージャパンダンサーチュ」がえちえちマウス

になっちゃった！ 今回は撮影中に、スペシャルゲストの子猫が元気に大暴れしてくれたお陰

でいつも以上に肌と肌が絡み合い、彼女たちの吐息がリアルに感じられる作品に。セクシー

マウスの至極のカットに大チュウもく！

FLASHデジタル写真集

安藤咲桜「私を咲かせて」

安藤咲桜／熊木優 (io)［撮影］

�19年3月にアイドルユニット「つりビット」が解散となり、現在はソロタレントとしてマルチに

活動する安藤咲桜。グラビア界の次期エースと呼ばれる彼女が今回挑戦したのは、愛する
横浜 F・マリノス風なトリコロール水着でのサッカーグラビア。太陽の下でボールを蹴り、笑
顔弾けるショットを見れば元気が出ること間違いなし。また、後半はガラッと印象を変え、艶

のあるカットも。彼女のヘルシーとセクシーが両方詰まった作品だ！

FLASHデジタル写真集 Q

山崎真実 ひとときの恋人

山崎真実／藤本和典［撮影］

長崎、五島列島を舞台に「ひとときの恋人」を演出してヒットした写真集『ひととき』
（2020年

2月発売・光文社刊）の完全未公開カットで構成！ 惜しくも掲載できなかった衣装やシーン

が封入され、写真集を買った人でも楽しめる作品となっている。海、プール、温泉、旅館、ホ

テル、草原、船の中など、あらゆる情景で彼女を切り取った大作。30歳になってますます魅
力を増している山崎真実を堪能できる一冊だ。

FLASH 写真集

¥1200

5月1日
FLASH 写真集

¥1200

5月1日
FLASH 写真集

¥1200

5月1日
FLASH 写真集

¥2200

5月13日

三毛猫ホームズの復活祭
赤川次郎

高畠和人の母はオレオレ詐欺に引っかかり、さらにトラックに轢かれて重体に⸺。一方、片

山と妹の晴美は、別のオレオレ詐欺を阻止したものの、金の受け渡し役が殺害されてしまう！
捜査過程で浮き上がってきた〈K 学院〉の寄宿舎で暮らす少女・和美を訪ねるが……。和美と
犯人の関係とは？ 寄宿舎に集まった人々が事件の真相に迫る。国民的大人気シリーズ第
52弾！

同日発売
光文社文庫

433479016X

¥650

5月13日

豆しばジャックは名探偵
迷子のペット探します

5月1日

三萩せんや
みず かみ あ

ゆ

迷子になった愛猫トラジローを探していた水上亜由が飛び込んだのは、ペット専門の探偵

事務所。探偵として挨拶してきたのは可愛らしい豆柴！ 人語を操る「彼」に戸惑いながらも、
わた ら

せ

き いち

捜索を依頼する亜由だが、英国紳士風の助手・渡良瀬綺一の存在も気になって⸺。人と動

物を繋ぐジャックを通して、自分を探していく、ハートフルストーリー登場！

同日発売

キャラクター文庫

4334790232

¥600

5月13日

ドール先輩の修復カルテ
関口暁人

「もう俺のコレクションだよ、今日から君は⸺」そんなセリフで吉祥寺の名門私立高新入生
こ ひ な た ひな た

さわぎりどう る

の小日向雛太は半ば強制的に人形研究会の麗しき会長・沢桐瞳瑠、通称ドール先輩から入部

させられた。小動物系美少年の雛太は耽美系美少年ドール先輩に振り回されながら、様々な
ぬいぐるみや人形の修理に駆り出され、事件に首を突っ込んでいくことになるのだが⸺!?
え

君と子猫と鍋焼きうどん

平田ノブハル
にお

たわら とう こ

め たて

琵琶湖に浮かぶ竹生島のお土産屋さん「鳰 の海」で働く俵 燈 子 は、�霊視る�店長の目 建
か

い

甲斐とともに、依頼者からの霊にまつわるお悩み解決に奔走している。そんななか、お隣に
か

も たかのり

新しいカフェ「心屋」がオープン。イケメン店長の賀茂孝徳は陰陽師の末裔で、悪霊退治まで

できるという。思わぬライバルの出現に、燈子と甲斐は……。大好評シリーズ第2弾！

4334790240

¥700

同日発売

キャラクター文庫

4334790259

¥650

5月13日

熾火 決定版
お き

キャラクター文庫

5月13日

霊視るお土産屋さん 2
み

同日発売

び

勘定吟味役異聞（二） 上田秀人

勘定奉行の荻原近江守を御役御免に追い込んだ勘定吟味役の水城聡四郎に、将軍側近の

新井白石から新たな命が下る。標的は「御免色里」。吉原の運上金の闇を明らかにしろという。
吉原から幕府へ送られる毎年一万両以上もの運上金は誰の懐に入っているのか？ 禁断の

同日発売
光文社文庫

4334790267

領域に踏み込んだ聡四郎に、またも刺客が放たれた⸺。聡四郎シリーズの「原点」決定版、 ¥700
第二弾。

5月13日

猫の傀儡
く

ぐ

つ

西條奈加

猫町に暮らす野良猫のミスジは、失踪した先代・順松の後を継いで�傀儡師�となった。人を
遣い、人を操り、猫のために働かせるのが傀儡師だ。さっそく、履物屋の飼い猫から、花盗人

の疑いを晴らしてほしいと依頼があり、ミスジは狂言作者の阿次郎を連れ出した。次々依頼
をこなす一匹と一人は、やがて、順松失踪の意外な真相に⸺!?

時代ミステリーの傑作 !!

リゾートしらかみの犯罪
西村京太郎

十津川班の新米刑事・津村の両親が殺された。休暇中だった津村に容疑がかけられるが、
彼は五能線で青森の不老ふ死温泉へ旅をしていたという。津村は高校生の頃、不老ふ死温

同日発売
光文社文庫

4334790283

¥650

5月13日
同日発売
光文社文庫

泉で、未解決の殺人事件の目撃者となっていたのだが……。十津川は、観光列車「蜃気楼号」 4334790313

の時刻表に隠された空白をもとに、二つの事件の真相へと迫ってゆく⸺。長編鉄道ミステ

リー！

FLASHデジタル写真集

神部美咲 初デートは自宅で Vol. 1

神部美咲／細居幸次郎［撮影］

競馬情報バラエティ
『馬好王国～ UmazuKingdam ～』
（フジテレビ系）の新 MC に就任した

タレントの神部美咲。初となるデジタル写真集のテーマはイチャイチャ自宅デート。視聴者

を虜にしている彼女が魅せた様々な顔…。Vol. 1は、とにかく恥じらいの表情が満載の仕上

がりとなっている。公園デートから自宅へ帰宅。
「やっと二人になれたね…」のはずが、じら

され、じらされ、ようやく露わになる美ボディにドキドキできる52ページです！

¥600

5月15日
FLASH 写真集

¥500

5月15日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】7
笹原智映

遊び人でモテる成田は、卒業式でめぼしい女の子に「第二ボタン」を配っていた。女の子に
配るボタンが底をつきると、その場しのぎで同級生・川島の第二ボタンを奪ってしまう。第二

ボタンを奪われた川島は、成田が自分のことが好きだと勘違いしてしまう。川島のアタック

にすれ違ってしまう成田が、お互いに勘違いをわかり、ひと段落。……しかし、成田は川島の

ことが気になって……。学園すれ違い天然 BLコメディ。

銭形たいむ

主君の宇喜多直家に備前・さい所修理亮元常の暗殺を命じられた岡清三郎は、単身で乗り
込む。尺八の音色で元常にうまく取り入り、小姓として入城した清三郎。元常暗殺を企てる

も次第にその人柄に惹かれていき……。戦国美少年スパイ清三郎の、誘惑の尺八の音が響
戦国美少年スパイ～宇喜多直家の刺客～魅惑の尺八～

国 BL 歴史秘話☆教科書では教えてくれない歴史 BL カップル大研究♪

ワンコの誘惑【分冊版】1

第7話。

戦

山田まりお

�鬼姫�と呼ばれ生徒に恐れられる数学教師の姫川は、なぜかフィギュアオタクの国語教師・
古雅山に懐かれていた。姫川のフィギュアを作り激しく懐く古雅山に、イラつく姫川。古雅山か

らの最後のお願いで、二度と話しかけない事を条件に、ネコミミ写真を撮ることになるが……

!? �鬼教師�姫川に、激しくむしゃぶり懐く�フィギュアオタク教師�古雅山。
「犬攻め×ツンデ

レ鬼受け」な、猛攻 LOVE の行方は？

狼と赤ずきんちゃんと【分冊版】1
小林こたろ

童話や昔話が、緊縛＆ケモミミ＆純愛ありの、ラブ＆ピースな BL に様変わり！ おばあさん

の家に忍び込んだ狼は、お見舞いに来た赤ずきんの罠で気を失ってしまう。その後、見回り
にきたハンターに見つかった狼は、巨大な鉄砲の餌食に……。狼のお初を奪ったハンターと

の番外編も収録！ こんな弾けた童話読んだことない。日本や世界の、誰もが知っている童
話を、妄想力全開でBLアレンジ！

僕のお殿様【分冊版】1

こむすびはるか

学生の奈津紀は、前世で自分が仕えていたというお殿様の霊に取り憑かれてしまった。生前

2人で四十八手を極めようと誓い合ったものの、その約束を果たせないまま討ち死にしてしまい、

お殿様はその願いを成就するまで成仏できないという。奈津紀とお殿様のディープな四十八
手攻略の日々が始まる!?

第一話。四十八手紹介メモリアルイラスト付。

歴史秘話 外務省研修所
知られざる歩みと実態

¥200

5月15日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】7

く！／【補足】歴史 BL 探偵所

コミック

片山和之

外務省研修所は、1946年3月1日、日本が主権を喪失し、外交機能も停止され、外務省が機
構を縮小し、東京が焼け野原という極めて厳しい状況の中で設立された。この英断には、国
家の命運をも左右する「外交センス」を涵養する必要を痛切に感じた吉田茂など、元外交官

の強い想いが込められていた。日本が国際社会で生き残っていくには何が必要なのか。現・
所長が、華やかな外交の表舞台の対極に位置する研修所の意義と役割を問い直す。

コミック

¥180

5月15日
コミック

¥200

5月15日
コミック

¥200

5月15日
コミック

¥200

5月19日
同日発売
光文社新書

4334044344

¥800

5月20日

黙
しじま

辻堂魁
不浄な首斬人と蔑まれる生業を祖父、父から継いだ別所龍玄は、まだ若侍ながら恐ろしい
剣の使い手。親子三代のなかで一番の腕利きとなった彼は、武士が切腹するときの介添役

を依頼されるようになる。御家人や旗本相手の金貸業で別所家を守ってきた母・静江、五つ

同日発売

四六判文芸書

4334913474

年上で幼い頃から龍玄の憧れだった妻・百合と幼子の娘・杏子。静かに厳かに命と向き合い、 ¥1500
慈愛に満ちた日々を家族と過ごす、若き凄腕介錯人の極致。

結婚させる家
桂望実

40歳以上限定の結婚情報サービス会社で働く桐生恭子は、婚活界のレジェンドと崇められて

いる。会員のカップリング率一位のカリスマ相談員なのだ。恭子の発案で、大邸宅「M 屋敷」
に交際中の会員を泊まらせ、いっしょに暮らしてみるという「プレ夫婦生活」プランがスタート

した。中高年の彼らは、深刻な過去、家族の存在、健康不安と、様々な問題を抱えているが
……。人生のパートナーを求める50代男女の滋味あふれる婚活物語。

5月20日
同日発売

四六判文芸書

4334913482

¥1400

侵略者

5月20日

航空自衛隊飛行教導群に所属するF-15パイロットの森近は、訓練中に不明機の急襲を受け

四六判文芸書

ア グ レ ッ サ ー

福田和代
る。何とか空域を脱出した森近だが、同僚の深浦と安田の機体は撃墜され、行方不明となる。
二人は目を覚ますと、独立国家樹立を目指す
〈ラースランド〉が保有する最新兵器〈クラーケ

ン〉の中に拘束されていた。さらにリムパックによる作戦〈ディープ・ライジング〉によって、
〈ク

ラーケン〉を追い詰めるが……。壮大なスケールのエンタメ小説！

さよなら願いごと
大崎梢

夏休み。琴美の家に、子供たちの謎を解決してくれる青年がやってきた。祥子は想い人から、
思いもよらぬ相談を持ちかけられる。沙也香は、それとは知らず、大人たちの「不都合な真実」

同日発売

4334913490

¥1500

5月20日
同日発売

四六判文芸書

を掘り起こす。それぞれの謎を追いかけた、それぞれの夏休み。3人の少女をつないだのは、 4334913504
町で会ったという殺人事件だった。悪意が自分に向けられるとは、想像もしていなかった。 ¥1300
意外なつながり、意外な真相。鮮やかに紡がれた長編ミステリ！

おっぱい先生
泉ゆたか

産まれたばかりの息子が、おっぱいを飲んでくれない。こんなはずじゃなかった。途方に暮

れた新米ママの和美は、
「おっぱい先生」のいる助産院に辿り着く。そこで思いがけない助言

を受け、乳房に触られることで、母親失格と思い込んでいた身体と心が、じんわりとほぐれて

いく⸺。おっぱいに悩みを抱える女性たちが駆け込む、母乳外来の助産院を舞台に、性格
も家庭環境も異なる4人の母親たちが救済を得ていく姿を描く感動作。

FLASHデジタル写真集

神部美咲 初デートは自宅で Vol. 2

神部美咲／細居幸次郎［撮影］

競馬情報バラエティ
『馬好王国～ UmazuKingdam ～』
（フジテレビ系）の新 MC に就任した

タレントの神部美咲。初となるデジタル写真集のテーマはイチャイチャ自宅デート。視聴者
を虜にしている彼女が魅せた様々な顔…。Vol. 2は、彼シャツをまとって自宅でお花見を満

喫。シャツから伸びるすらっとした美脚、はだけてみえちゃうブラ紐など、フェチズムを刺激さ
れちゃいます。窓辺に射す光が彼女の魅力を最大限に引き出される44ページ！

5月20日
同日発売

四六判文芸書

4334913466

¥1400

5月22日
FLASH 写真集

¥500

FLASHデジタル写真集

神部美咲 初デートは自宅で Vol. 3

神部美咲／細居幸次郎［撮影］

競馬情報バラエティ
『馬好王国～ UmazuKingdam ～』
（フジテレビ系）の新 MC に就任した

タレントの神部美咲。初となるデジタル写真集のテーマはイチャイチャ自宅デート。視聴者

を虜にしている彼女が魅せた様々な顔…。Vol. 3は、全編水着の105ページ大ボリュームで

お届け。バンドゥビキニやワンピース水着を身にまとい、艶やかで、大人モード全開で駆け抜
ける。
「え、神部ちゃん、その表情初見なんですけど？」。ギャップにやられろ！

FLASHデジタル写真集

竹内渉 「美尻捜査官 渉」

竹内渉／野澤亘伸［撮影］

「ふだんはパッとしないOL 竹内渉は、じつは社長の特命で社内の不正を正す�美尻捜査官�
だった。今回のターゲットは32股の営業部長。彼の行きつけのクラブに忍び込んで、素行調

査をするはずが…」。ドラマやバラエティ番組で活躍中の女優・竹内渉が、持ち前の色気と94

㎝ヒップで社内の悪に立ち向かう。ストーリーも楽しめるように、
「文章が読める2時間ドラマ
風」写真集。変身シーン
（着替えシーン）も封入されている！

笑わせる技術

世界は9つの笑いでできている

西条みつとし

「共感」
「自虐」
「裏切り」
「安心」
「期待」
「無茶」
「発想」
「リアクション」
「キャラクター」⸺「笑い」

は9つに分解できる。日常会話から合コン、商談、スピーチ、お笑いのプロを目指す人まで、今、
最も注目される放送作家・劇団主宰者・脚本家が贈る新笑いの教科書。

「高学歴ワーキングプア」からの脱出
水月昭道

「この問題は解決しない。うやむやに終わるだろう」⸺『高学歴ワーキングプア』刊行か

ら13年。研究者であり僧侶でもある著者が、紆余曲折ありながらも辿り着いた境地とは？
元ポスドクの「バッタ博士」こと前野ウルド浩太郎氏との対談を収録。

日本の少子化対策はなぜ失敗したのか？
結婚・出産が回避される本当の原因

山田昌弘

「もっと早く、せめて団塊ジュニアが結婚、出産期に入るまでに、手が打たれていれば……」。1・
57ショック
（1990年）から30年。いまだ出生率が低迷し、人口減少が始まっている日本。家

族社会学者である著者は、失敗の原因を、未婚者の心と現実に寄り添った調査、分析、政策
提言ができておらず、また日本人に特徴的な傾向・意識、経済状況を考慮しなかったからだ

と考える。日本特有の状況に沿った対策は可能なのかを探る。

炎上 CMでよみとくジェンダー論
瀬地山角

SNS が発達した現代、
「CM」と「炎上」は切っても切れない関係となった。とりわけジェンダ

ーに対する無理解に端を発する炎上案件は数知れない。最近も日本赤十字社のポスターが

炎上したばかりだ。一方で、新しい人間や家族のかたちを描いて共感を抱かれた広告もいく

つか存在する。両者をわかつものは何だったのだろうか？ 東大で人気講義を開く社会学
者が「CM」を切り口に語る、目から鱗のジェンダー論。

5月29日
FLASH 写真集

¥1200

5月29日
FLASH 写真集

¥1200

5月29日
同時発売
光文社新書

433404459X

¥780

5月29日
同時発売
光文社新書

433404476X

¥780

5月29日
同時発売
光文社新書

4334044689

¥780

5月29日
同時発売
光文社新書

4334044697

¥820

日本の映画産業を殺すクールジャパンマネー
経産官僚の暴走と歪められる公文書管理

ヒロ・マスダ

国を挙げて推進されてきたクールジャパン政策だが、税金の無駄遣いや公的資金投資の失
敗が相次いでいる。とりわけ悲惨なのが映画産業で、全く成果を上げられないどころか50億

円近い赤字を垂れ流す壊滅的な状況だ。巨匠ヴィム・ヴェンダースからの言葉をきっかけに

この問題を長年追いかけてきた映画プロデューサーが、元凶である官民の癒着と不正を暴

くとともに、世界各国の成功例を基に、あるべき政策を提言する。

DOPESICK

アメリカを蝕むオピオイド危機

ベス・メイシー／神保哲生［訳・解説］

本書は、今やアメリカ史上最悪の麻薬問題となっているオピオイド蔓延の実態を余すことなく
描いたドキュメントだ。
「夢の鎮痛薬」として大々的に宣伝されていた処方薬のオキシコンチ

ンの被害について、欲深い製薬会社と堕落した医師との癒着、後手後手に回った行政、そし
て多勢に無勢を覚悟で問題に立ち向かう被害者の遺族や地域のボランティアたちの姿を、著
者のメイシー氏が5年にわたる取材で克明に記録したものである。

問いこそが答えだ！

正しく問う力が仕事と人生の視界を開く

ハル・グレガーセン／黒輪篤嗣［訳］

正しい答えを手にするための鍵は、正しい問いにある。MITの世界的イノベーティブシンカーが、

いま問いが必要とされる理由と、職場や地域や家庭において状況を打開する問いの効能に

ついて語る。問いを次々と生み出す環境やテクニック
（クエスチョン・バースト）についても解
説し、世界の課題のためにどのように問いを向けるべきか、そしていかに未来の問い手を育

てるかにも言及する。
「問い」研究のすべてを明かす話題の書。

人生がどんどん良くなる

Han

あなたが今、しあわせじゃないのは、今の「ご縁」に執着しているから。今あなたが結んでい

いると、あなたは心身に不調を来してしまうことになりかねません。そんな「ご縁」、今すぐ手

放しませんか？ アメブロで大人気の「未来創造カウンセラー」が、その方法、お教えします！

そして、あなたの「人生」に奇跡を起こします！

本間文子／チェーホフ［原作］

�高貴な俗物�と�正義の成り上がり�による、人生を賭けた愛憎劇。著名なロシア文学のひ

とつである「桜の園」から、新たな物語が浮かび上がる！ ラネーフスカヤの夫はシャンパン
の飲み過ぎで他界、息子は溺死、領地は競売にかけられる⸺。破産寸前の地主貴族の一

家が踏み出す、新しい人生とは。貴族と労働者の階級差、そして新しい時代の幕開けを描く
不朽の名作を、2時間でやさしく読めるよう小説化。

この国の「ウイルス」を撲滅するにはどうしたらいいのか？

光文社新書

4334044484

¥1200

5月29日
翻訳書

4334962386

¥1760

5月29日
翻訳書

4334962394

¥1600

ノンフィクション

433495149X

¥1200

5月29日

桜の園

日本再生への羅針盤

同時発売

5月29日

ご縁の結びなおし

るご縁があなたを苦しめるものであったり、それにもかかわらず、そのご縁に執着したりして

小説で読む名作戯曲

5月29日

辛坊治郎

「私が生まれてきた理由は、自分が知ったことをできるだけわかりやすく人に伝えていくこと
だと思っています。私が見たこと、聞いたこと、学んだこと、失敗の中で得たこと、それらをす

べてあなたに伝えるために、私の生はあるのです」( 著者 )。
「FLASH」で連載中の「ニュース

食い倒れ！」をまとめた人気シリーズ第6弾。安倍政権から年金、少子高齢化問題、米中覇権
争いまで……、日本再生への羅針盤を辛坊節で徹底解説いたします！

小説

4334951511

¥1200

5月29日
ノンフィクション

4334951473

¥800

ラ・ボエーム

アンリ・ミュルジェール／辻村永樹［訳］
安下宿に暮らす音楽家ショナールは、家賃滞納で追い出される寸前。金策の途上で出会っ

た詩人ロドルフ、哲学者コリーヌ、突然現れた画家マルセルと意気投合し……。気の多い女

ミミ、金持ちの愛人ミュゼットらも加わり展開される、自由放埒で甘美な物語。本邦初、23
の連作小説の全訳！

おとろし屏風

九十九字ふしぎ屋 商い中

霜島けい

「八枝様を助けて」。日に二度三度とるいの前に現われては訴える少女おコウの幽霊。おコウ
は生前、座敷牢で非業の死を遂げた八枝の世話をしていらしいのだが……。九十九字屋主
人の冬吾の忠告を守らず、るいはおコウが落としたいわくありげな櫛を持ち帰り、亡魂の怨念
騒ぎに巻き込まれてしまう。冬吾と八枝の間にある深い因縁とは？ 好評シリーズ第五弾！

鬼灯ほろほろ
ほ お ず き

九十九字ふしぎ屋 商い中

霜島けい

お盆用の鬼灯を求め、ナツと一緒に浅草寺にやって来たるいは、子供に財布を掏られそうに

なる。ナツが捕まえた男の子、寛太は棲む家もなく丸二日食べていないという。少年には、

何やら女の亡者が憑いているようだったが……。寛太が「姉ちゃん」と呼ぶ女の正体とは？
（表

5月29日
古典新訳文庫

4334754163

¥1280

5月29日
光文社文庫

4334778372

¥600

5月29日
光文社文庫

4334779549

題作）
あやかしたちと心やさしき人々の交流に胸がじんとあたたまる、大好評シリーズ第六弾。 ¥550

晩夏の向日葵
ひ

ま

わ

弁護人 五味陣介

り

福澤徹三

条川署の警官・新田真人は、オレオレ詐欺の金を受けとりに来た若者を現行犯逮捕した。犯

人の立花康平は苦学生で、書類を受け取るアルバイトのつもりだったという言葉に嘘はない

ようだった。真人は、かつて冤罪事件解決で知り合った弁護士の五味陣介に康平の弁護を
依頼。五味は康平の罪を軽くしようと、邪悪な黒幕の正体を暴くため、老骨にむち打ち奮闘

する！

御城の事件

〈東日本篇〉

二階堂黎人［編］／霞流一／高橋由太／松尾由美／門前典之／山田彩人
ある朝、川越城の外堀に浮かべられた一艘の紙の舟。日ごとに増えていくそれが意味するも

のとは？ 若き茶坊主が謎の解明に乗り出す「紙の舟が運ぶもの」。夜ごと、江戸城大奥で
赤子の泣き声がするという。解決を命じられた伊賀組の若者を待ち受ける運命を描く
「大奥

の幽霊」。東日本各地の城を舞台に、気鋭のミステリー作家らが競作する書下ろし作品全5
編を収録！

覆面作家
折原一

東京郊外の山間にある別荘に、行方不明だった推理作家・西田操が帰ってきた。西田は初め

ての小説『完全犯罪』で新人賞を獲得、謎めいた経歴ゆえ「覆面作家」と呼ばれていた。帰

還早々、長編小説の執筆に没頭する西田だったが、周囲では怪現象が続発する。その先に

待っていたものは⸺。劇中の小説と現実が錯綜、不可思議な世界に巻き込まれる折原ワ

ールド全開の傑作。

5月29日
光文社文庫

433477895X

¥600

5月29日
光文社文庫

4334779824

¥850

5月29日
光文社文庫

4334765351

¥600

5月29日

棒の手紙
折原一

これは棒の手紙です。この手紙をあなたのところで止めると必ず棒が訪れます。2日以内に

同じ文面の手紙を5人に出してください⸺棒？ 奇妙な手紙を受け取った水原千絵は、妹・
百絵の仕業と確信して、同じ文面の手紙を百絵を含めた5人に送った。その5人のうち、手紙

を止めた者が撲殺されて……。恐怖の連鎖が止まらない。騙りの名手による怪作！

大石圭

多くの美女たちを売買してきた奴隷商人サラサは、妹を解放するため、自らを奴隷として売る

ことを決意した。買い主は某産油国国王の第4夫人の日本人女性ユリエ。彼女はサラサに、
王の性の奴隷として仕えること、そして「王を暗殺しろ」という命令を与えるのだが⸺。傷つ

きながらも生き抜くため、したたかに闘うサラサの運命は？ サスペンス長編！

隠密船頭（四） 稲葉稔

尾張町の糸問屋恵比寿屋に賊が押し入り、主や奉公人二十人以上が惨殺され、二千両が盗

まれた。南町奉行・筒井和泉守の�隠密�となった沢村伝次郎は、前代未聞の凶悪事件の探

索を手伝うことになるが、他の同心たちの態度は冷たい。そして、探索を続けていた伝次郎

は、ついに下手人の手がかりを掴む⸺。電光石火の一刀が悪を斬る。迫力の剣戟が詰まっ

た第四弾！

八丁堀つむじ風（三）決定版

和久田正明

南町奉行所定廻り同心・成沢東一郎は、吟味方与力の高見沢右京に引き合わされた淀屋益

次郎から、抜け荷用の船造りを頼まれたのではないかという相談を持ち込まれた。隠密の
詮議を頼まれ調べ始めると、淀屋の倅の行状が思わしくないことも耳に入ってきた⸺。
（
「桜

雨」
） 上からの承服し難い圧力や、やるせない思いも抱えながら、同心・成沢、今日も江戸

を守る！

神隠しの少女
日暮左近事件帖

¥900

光文社文庫

4334779905

¥800

5月29日

激闘

火の牙

4334779883

5月29日

甘やかな牢獄
奴隷商人サラサ

光文社文庫

藤井邦夫

大店の呉服屋「丸菱屋」の娘おかよが、姿を消して十年後、店に戻ってきた。娘が本人かどう

かを確かめてほしいと丸菱屋に依頼された公事宿「巴屋」では、主の彦兵衛、出入物吟味人

の日暮左近が動き始める。しかし、おかよは何者かに狙われる⸺。おかよを狙う外道たち
の正体、そして、左近を救う意外な助っ人とは……。ページを繰る手が止まらないシリーズ
第八弾。

グラデーション
永井するみ

桂真紀は中学校に通う女の子。みんなが憧れている先輩の男子から誘われて一緒に帰っても、
気後れが先に立つ。学校行事で行った夏のキャンプでも、誰がカップルになるかで盛り上が

る友だちの話に素直に入っていけない。そんな彼女を驚かせた友人の思い切った行動とは
⸺。14歳の少女が23歳の大人の入り口に立つまでの10年間を丁寧に描いた連作小説！

光文社文庫

4334779980

¥600

5月29日
光文社文庫

4334779999

¥700

5月29日
光文社文庫

4334790003

¥600

5月29日
光文社文庫

4334747833

¥550

5月29日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】8
笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に、ベタな恋愛シチュエーションを引き起こす「ドジっ子

になる☆クスリ」を盛られてしまった苦学生の葉山。その解毒薬を作ってもらう条件で、教授

の助手をすることになるが……！ 椎名教授の双子の弟・晃介との兄弟喧嘩に巻き込まれた
葉山。晃介は椎名教授を呼び出す餌として葉山を利用するが……。教授のセクハラに翻弄

され、童貞（推定）葉山に貞操（？）の危機が訪れる！ 第六話。

銭形たいむ

博愛主義が招いた愛憎の果ての謀反。美少年をこよなく愛する大名の大内義隆。出雲遠征

を契機に、義隆の家臣は文治派と武断派の争いが絶えない事態に。そして義隆に寵愛され

ていた、陶五郎隆房の謀反が……。義隆に寵愛された小姓たちとの、愛憎劇の果ては……。
大内義隆と陶晴賢～謀反の原因は愛の裏切り!? ～

史秘話☆教科書では教えてくれない歴史 BL カップル大研究♪

ワンコの誘惑【分冊版】2

第八話。

戦国 BL 歴

�鬼姫�と呼ばれ生徒に恐れられる姫川。ある日、職員室で倒れて保健室で休んでいると、フ

ィギュアオタクの古雅山に乳首の色をチェックされているのに気づき激怒する。しかし女生徒

と仲良く怪しげな行動をとる古雅山に、なぜか苛立つ姫川。�鬼教師�姫川に、激しくむしゃぶ

り懐く�フィギュアオタク教師�古雅山。
「犬攻め×ツンデレ鬼受け」な猛攻 LOVE、第二話。

小林こたろ

ヘンゼル兄さん一途の弟グレーテルは、口減らしのため森に置き去りに。森の中をさまよい、

お菓子の家を見つける。が、そこは美少年が大好きな魔女（？）が住む家だった。魔女（？）に

捕らわれたヘンゼル兄さんを助けたグレーテルは、魔女（？）に縛られているヘンゼル兄さん

をみて大興奮。グレーテルの暴走が始まる！ こんな弾けた童話読んだことない。日本や世
界の誰もが知っている童話を、妄想力全開でBLアレンジ！

こむすびはるか

奈津紀の友人の柳田は�見える�男だった。奈津紀に取り憑いているお殿様を見た柳田は、
奈津紀に四十八手を極めろと助言するが、お殿様との四十八手を拒む奈津紀は、柳田に別

の方法での除霊を頼む。柳田が行う除霊の儀式に苦しむお殿様を見ているうちに、奈津紀

二人のディ

突然パパになりました4
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…！

コミック

¥200

コミック

¥200

5月29日

僕のお殿様【分冊版】2

取り憑いたお殿様を成仏させる方法は、四十八手を極めること!?

¥180

5月29日

狼と赤ずきんちゃんと【分冊版】2

ープな四十八手の日々が始まる。第二話。四十八手紹介メモリアルイラスト付。

コミック

5月29日

山田まりお

は……!?

¥200

5月29日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】8

／【補足】歴史 BL 探偵所

コミック

コミック

¥200

5月29日
コミック

¥200

ふたりの夜のすごしかた

合本版2

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

5月29日

村上左知

『ふたりの夜のすごしかた ～リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト～』第3～5

話を収録した合本版！ 相良からの予想外のアタックに、逃げ帰ってしまった蛍。嬉しいけど

どうしたらいいのか分からない…。アシスタントもやりたいし…と悩んでいると、相良の家に

イケメンが親しそうに入って行くのを目撃してしまい!?

両性α１

生意気キメラは逆らえない。

5月29日

伊藤良

αにもかかわらず微量のΩ因子を持つ「性別キメラ」だと、入学してから判明した新。同年代

の男子を惑わすキメラフェロモンが出るとわかり楽園を築いていたが、唯一そのフェロモン
が効かないのが、新よりさらに優秀で仲が悪い生徒会長・二宮だった。そんなある日、険悪

ムードの中2人で生徒会室にいると突然、新に発情期がおとずれて…!!

張りも厚みもある大胸筋……はぁ、宗親の雄っぱいは今日も完璧だ。男性型トルソーを抱い

て眠るほど雄っぱいが癒しの男子校生・柚弦は、幼馴染である宗親の胸に思う存分顔をうず

めるという目標をかかげ、密かに10年計画を立てていた。なぜか俺には横暴な宗親には知ら
れちゃいけないと思っていたある日、ひょんなことから10年計画ノートを見られてしまう!! す

ると、意地悪な顔で「これが欲しいんだろ」と宗親の雄っぱいが目の前に…!?

¥150

コミックシーモアのみ
他書店6/30発売

七杜のん

「俺だって変わりたい!!」子供のころのあるきっかけで、家に篭りきりになってしまったオメガ
お

見合い相手と会う前に、信頼を寄せている執事・柊の息子でアルファの和景を家庭教師とし

て迎え、自分を変えるためのレッスンをすることになるが…。おばかさんな桃李に振り回さ
れてばかりの和景とのスパルタ( 仮 )レッスンスタート!!

華闇の褥 新章5
しとね

粧妃／諏訪山ミチル［原作］

【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⸺!?

コミック

5月29日

Ωな生徒のスパルタレッスン2

～棘～

¥200

コミックシーモアのみ
他書店6/30発売

宮沢ゆら

の桃李。そんな自分を変えるために、両親の勧めでアルファとお見合いをすることに !?

コミック

5月29日

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる1

恋を学ぶには程遠い？

¥550

コミックシーモアのみ
他書店6/30発売

αが集う男子校で副生徒会長を務める優秀な新はゲイで、バラ色のヤリチン性活を送っていた！

俺とあいつの10年計画

コミック

コミック

¥200

5月29日

コミックシーモアのみ
他書店6/30発売

コミック

¥200

