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10日発売

光文社電子書籍 新刊予定

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

『第1感』
『天才！』の著者が贈る全米ベストセラー。

トーキング・
トゥ
・
ストレンジャーズ

「よく知らない人」
について私たちが知っておくべきこと

マルコム・グラッドウェル／濱野大道［訳］
『天才 !』などの世界的ベストセラーを送り出してきたグラッドウェルが、多
『第1感』
様な実例と鋭い洞察力によって、人間の性質の暗い側面に関する定説の誤りを暴き、
「他者といかにつきあうか」
という人間の根源的な営みに新しい光を当てる。他者と
出会う機会がかつてなく多い時代における必読の書！

10日発売（紀伊國屋書店先行／他書店 7/15）

4334962424
¥1440

名翻訳者14人が語りでナビゲートする古典文学入門編。

文学こそ最高の教養である

駒井稔＋
「光文社古典新訳文庫」編集部［編著］
混迷の深まる現代に、何らかの指針を求めつつ、現実世界をひたむきに生きる人々にとって、文学は「即
興性のない教養」
として魅力的、かつ有用な存在ではなかろうか。
「光文社古典新訳文庫」を立ち上げ
た駒井稔が、その道の専門家である翻訳者14人に初歩的なところから話を聞いた。肩の力を抜いて扉
を開け、名翻訳者達の語りを聞くうちに、しだいに奥深くまで分け入っていく……。紀伊國屋書店新宿
本店の大人気イベントの書籍化。

24日発売（同時発売）

4334044824
¥1400

戦前から戦後の白黒写真約350枚をAI 技術と、取材や資料をもとに人の手で彩色。

AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争
庭田杏珠 渡邉英徳（「記憶の解凍」プロジェクト）
【『この世界の片隅に』片渕須直監督 推薦】東大教授 現役東大生のユニットが戦前から戦後の貴重
な白黒写真約350枚を最新の AI 技術と、当事者との対話や資料、SNS での時代考証などをもとに人
の手で彩色。戦前の平和な日常と忍び寄る不穏な影。真珠湾攻撃、硫黄島の戦い、沖縄戦、度重な
る空襲、広島・長崎の原爆。そして終戦し、残ったのは破壊の跡と復興への光⸺。カラー化により当
時の暮らしがふたたび息づく。

4334044816
¥1500

FLASHデジタル写真集

7月7日

吉田莉桜 おはよう、天使

吉田莉桜／前康輔［撮影］

「高一ミスコン2017」でグランプリ。ドラマ『DASARA』
（日本テレビ）にも出演するなど、女優

としても活躍している。この春に高校を卒業して初めての撮影で、
「史上最高にオトナっぽい
吉田莉桜」をテーマに、庭やソファ、ベッドなどのシチュエーションで、撮りおろし。顔面偏差

値の高さとスタイルの良さが際立つ衣装が見所だ。可愛らしさと、ベッドで誘う艶っぽさの

ギャップも楽しめる。

卑劣犯

素行調査官

笹本稜平

生活安全部長の鹿野は、車は盗難されたものでアリバイもあると主張。鹿野には児童性愛
趣味の噂が尽きないのだが⸺。警視庁監察係の本郷と仲間は、国枝の部下らとともに、上

級官僚が握り潰そうとするおぞましい秘密に迫ってゆく。警察内部の巨悪を討つ、好評シリ

ーズ第4弾！
み

森谷明子

瀬戸内海に浮かぶ五木島。過疎が進み、航太の通う高校も再来年には廃校になる。家業の
和菓子屋を継ぐことを父親に反対され、宙ぶらりんな日々を過ごしている航太を、俳句甲子
園を目指す同級生の日向子が仲間に誘う。親友の恵一や個性豊かな後輩たちをどうにか仲

間に引き込んで、頭数は揃った。未来への希望も不安も、すべてを込めて、いざ言葉の戦場へ！

光文社文庫

4334790496

¥800

同日発売
光文社文庫

4334790518

¥800

7月8日

うなぎ女子
加藤元

お不動さんの参道にあるうなぎ屋「まつむら」。そこにはとある一人の男に縁深い、五人の女

たちが集う。売れない俳優と同棲する女、大学教授と見合いをする女、ベストセラーを夢見る女、

「太るから」うなぎが嫌いな女⸺。人生の決断を迫られた彼女たちのそばにはいつもうな
ぎがあった。甘くてしょっぱい、うなぎのように濃厚な連作5編を収録！

唯川恵

取材のためのはじめての登山がつらくて、山なんてやめた……はずだった。それが浅間山を

皮切りに、谷川岳や八ヶ岳、そして富士山、ついには標高5000メートルを越えるエベレスト
街道を歩くまでに。何が楽しいのか？ 辛いのにどうしてまた登ってしまうのか？ 山道具か

ら下山後の宴会まで、さまざまな山の魅力を描いた傑作エッセイ。

光文社文庫

4334790526

¥600

同日発売
光文社文庫

4334790534

¥600

7月8日

江戸川西口あやかしクリニック4
藤山素心

にい み てん ご

同日発売

7月8日

バッグをザックに持ち替えて

恋の百物語

同日発売

7月8日

南風吹く
な

¥1200

7月8日

児童ポルノサイトの捜査をしていた国枝刑事が何者かにひき殺された。車の所有者である

み

FLASH写真集

なな き

だ

あ づき

あやかしクリニック院長、新見天護の彼女的ポジションを手にした七木田亜月は、テンゴの

うっかりミスの頻発が気にかかっていた。クリニックのファミリーたちも心配し、その原因は

同日発売

キャラクター文庫

睡眠不足だと分かったのだが、単なる不眠ではなく呪いをかけられていたことが判明し⸺。 4334790585

あやかしと人間が暮らす江戸川町に、人を思う物語があふれ出す。やっぱり恋って最強だ！

¥700

最上のほめ方

自己肯定感を高める4つのステップ

八田哲夫／原邦雄

世界10ヶ国のべ100万人以上が感動した�ほめ育�と幼稚園・保育園・こども園で3700回以

上の講演・研修の実績を持つ幼児教育のプロが生み出した「ほめる育児」の決定版！ 我が

子の自己肯定感と可能性を伸ばす「最上のほめ方」を、4ステップに分けて解説します。
「し

つけ×子のタイプ分け×自分ほめ×親子ほめ」で、我が子にあったほめ方が分かる！ 自立

した世界基準の子どもに育つ！ ほめて育てたい親御さん必読の一冊。
潜在意識を宇宙クラウドファンディングにつなげる

穴口恵子

1日3分 瞑想してお金持ちになる方法

お金に縁がないという人は、お金持ちになることを無意識に避けてしまう「お金のブロック」
が心の中に存在しています。自分の中の「お金のブロック」に気づいて、瞑想を使って浄化し

ていくと、世界が変わっていきます。本書には、瞑想音声にアクセスできるQRコードがつい

ています。豊かさと自由と幸せを手に入れた女性実業家のナビゲートで「お金を引き寄せる
体質になる瞑想」を体験してみましょう。

驚くほどすっと口から出てくる

デイビッド・セイン

超かんたん ネイティブ英語100

I�d like to order.（注文をお願いします）
と言いたかったのに、I�d like order.（ご静粛に）
と言

ってしまった。What do you think?
（意見を教えてほしい）と言うべきなのに、What�s your

opinion?
（あなたの思いつきは？）と失礼な一言になってしまったなど、間違えやすいポイン

トを解説し、日常や海外旅行で役立つ一言をご紹介。ダウンロード音声付き。
自分でも気づかなかった

山森隼人

美しい声になる 歌がうまくなる

奇跡の3ステップmethod

ある朝声を失った歌手、人気ビジュアル系バンド「Duel Jewel」ボーカルの隼人が、奇跡的

に復活した驚異の発声法を初公開！ この発声法を活用すれば、あなたの人生が変わる。
日常会話、プレゼン、会議、デート、電話、カラオケ、交渉事……簡単なコツでぐんと好印象

になり、仕事も人間関係もうまくいく。
「三年間発声障害で悩み続けたけれど、出会ったその
日に治ると確信できた」⸺ﬂumpool 山村隆太氏推薦！

なぜ、2時間営業だけでうまくいくのか？
大西益央

1日2時間、1000日のみの限定営業！ ボストンの超人気ラーメン店「Tsurumen Davis」店主

が贈る、先の見えない時代の不安を一瞬で打破する型破り経営＆人生論。
「これからどうな

るか」より「これからどうしたいか」で生きよう。先の見えない時代の究極の生き方は「今を

生きる」ということ。今を生きるために「終わりを決める」ことで人生が激変しいつでもどこ

ででも思い切り楽しく生きることができるようになる。

やめる美容
友利新

自分で気が付いていない習慣や、良かれと思ってしている間違った頑張りが、あなたのキレ

イを妨げているかもしれません。糖質オフをやめる、カロリー計算をやめる、ストイックな食
事をやめる……正しい知識を身につけて、何かひとつ思い切ってやめることが、美と健康へ

の第一歩。さあまずは、無理に頑張ることからやめてみましょう。人気の女性医師が教える

ストレスフリー、ハードル低めの生活改善読本。

7月10日
ノンフィクション

4334950663

¥1100

7月10日
ノンフィクション

4334950914

¥1200

7月10日
ノンフィクション

4334951031

¥1300

7月10日
ノンフィクション

4334951155

¥1300

7月10日
ノンフィクション

4334951430

¥1300

7月10日
ノンフィクション

4334951538

¥1100

Fラン大学でも東大に勝てる

吉井伯榮

7月10日

逆転の就活

偏差値も知名度も低い、いわゆる「Fランク大学」の学生でも、就活で人生逆転できます！ 4

コマ漫画を使ったエントリーシート術、志望企業をムダなく12社に絞る方法、面接での自己演

出術など、就活必勝法をストーリー形式で教えます。著者は、自己紹介すらできない学生をア

ップルジャパン、セブン&アイホールディングス、ローソン、ホンダ、JTB グループなどトップ企
業に続々内定させてきた、就職率100％の伝説の講師。

ノンフィクション

4334951589

¥1200

7月10日

愛と魂の法則
錦織新

感情を手放して、最高に幸せなパートナーシップを実現する方法。
「ソウルメイトと出会いたい」

「昔のような関係を取り戻したい」
「なぜ二番手にしかなれないの」
「実は人を愛したことがない」

ノンフィクション

……いかなる悩みも、あなた自身で解決することができる。本当の愛やパートナーシップには、 4334951686
過去に負ってしまった傷や痛みをすべて無効にするような力がある。
「引き寄せの法則」を日
本に広めた立役者による渾身の書下ろし。

7月10日

1秒で分かる！ 人相術
顔には9人の神さまがいる！

Love Me Do

今、一番当たると話題の占い師 Love Me Do の最新刊「顔占い」。金運、恋愛運、仕事運、出

世運など気になる運勢が全て分かる！ 顔のパーツごとに1秒で判断できる方法から、仲良

くするべき人相、気を付けるべき人相のほか、開運メイク、プロならではのマニアックな占い
方法まで紹介。数多くの有名人を占ってきた著者だからこその説得力で徹底解説する。この
本で、顔に宿る神さまを味方につけて幸運を引き寄せよう！

「かわいすぎる料理家」いんくんの 彼女をキレイにする

ファン・インソン

ファン韓ごはん

「かわいすぎる料理家」として、その美貌で話題騒然のいんくん。1991年韓国・ソウル生まれ、
こう見えてもれっきとした男子です。いんくんの料理のルーツは、韓国宮廷料理人の流れをく
む祖母と母から受け継いだ伝統の味。この本格派の味にイマドキっぽくアレンジを加え、い

んくん流のレシピを作り上げました。日本のスーパーで普通に手に入る食材を使い、カンタ

ンかつおいしい韓ごはん全48品を厳選、紹介しています。

小説で読む名作戯曲

ロミオとジュリエット

鬼塚忠／シェイクスピア［原作］

14世紀、北イタリアの街ヴェローナで、100年を超えていがみ合うキャピュレット家とモンタ

ギュー家。かたき同士の名家にそれぞれ生まれ、一瞬で強く惹かれ合ったロミオとジュリエット。
二人の情熱的な恋と、悲しい物語の行方とは。中高生でも読みやすいようにやさしい言葉で
小説化した、古典に親しむ入門シリーズ。

小説で読む名作戯曲

¥1300

曽根崎心中

黒澤はゆま／近松門左衛門［原作］

「お初、さぁどこで死のう」。徳兵衛に問われたお初の中で、答えはもう決まっていた。
「曽根

崎の森」。大阪の、大阪の街で死にたかった。⸺元禄時代、難波の街。物心ついたころか

ノンフィクション

4334951597

¥1300

7月10日
ノンフィクション

433495166X

¥1300

7月10日
戯曲／小説

4334951678

¥1200

7月10日
戯曲／小説

ら廓（くるわ）
という特殊な世界で生きてきたお初と、醤油屋の手代・徳兵衛は、愛し合うものの、 4334951783
一緒になることはかなわない。向かった先は、曽根崎の森だった。愛と絶望の末に、語り継

がれる「恋の手本」となった二人の悲恋を、やさしい小説で読む。

¥1200

野村監督の教え
知と理と情の人間哲学

7月10日

飯尾哲司

南海代表・江夏豊「愛すべき人だった」、ヤクルト代表・古田敦也「弱いチームに行って勝負す

るところが生き方としてすばらしい」、阪神代表・遠山奬志「改めて野球のヤの字から教えて
もらった」、楽天代表・山崎武司「ひとことで言うと『情』の人です」 ⸺2020年2月に逝去

した野村克也が、監督を務めた4球団の�教え子�たちが明かす「人間・野村克也」の真実。

笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に、
「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。椎名教授への本当の気持ちに気づいてしまった葉山が、その想いを伝えられな

いまま、椎名教授はアメリカに行くことになる。教授と離ればなれになりたくない葉山は、つ
いに自分から告白する！ 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！

¥1300

コミック

¥200

7月10日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】11
銭形たいむ

恋の罠にハメた敵方小姓との悲恋。筑前国の城主・原田親種の小姓・染川十郎を利用し、謀

を成そうとする大友軍・吉野八郎。そしてその陰謀に乗り、主君の首を打ち落とした十郎。二

人の愛の行方は……。／【補足】歴史 BL 探偵所 吉野八郎と染川十郎～謀略から生まれた
小姓同士の恋～ 戦国 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♪
第11話。

コミック

¥180

7月10日

ワンコの誘惑【分冊版】5
山田まりお

古雅山に過去を詮索され、激怒する姫川。落ち込む古雅山を残して、姫川は藤木に誘われて

飲みに行くが、思いがけず口説かれ始めて……!? 藤木に古雅山への想いを告げる姫川。し
�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5話。

狼と赤ずきんちゃんと【分冊版】5
小林こたろ／山田ウメ［シナリオ］

生活能力のない父親と2人暮らしの、はすっぱな美少年。父親が騙されて購入した大量のマ

ッチを、彼が売ることに！ 美貌を生かして女装をした少年は、例の�マッチ売りパフォーマン

ス�で同情を引き、マッチを売っていく。大量に買ってくれた純朴そうな紳士をホテルに誘うが、
紳士が豹変してあんなことやこんなことまで！ 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】5

こむすびはるか

奈津紀の親友・柳田は、学校の渡り廊下で地縛霊の少年と目が合ってしまう。その少年は柳

田につきまとい、ついには告白してきた。少年は、想いを寄せていた自分の先輩に柳田を重
ねて、柳田に取り憑いてしまったのだ。そのことを知った柳田は成仏させるため、先輩に代
わって地縛霊の体を……。奈津紀の親友・柳田×気弱な地縛霊 BLラブ。

4334951775

7月10日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】11

かしその背後にいた古雅山は、姫川の言葉に我慢できなくなり公園へ連れ出し……!?

ノンフィクション

コミック

¥200

7月10日
コミック

¥200

7月10日
コミック

¥200

FLASHデジタル写真集

夢見るぅ Iカップ“隊長”と夢の温泉ツアー

夢見るぅ／上野勇［撮影］

待望のデジタル写真集第3弾。Twitterフォロワー数24万人突破。
『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。�売れっ子グラドル�への道を順調

に歩んでいる彼女が過去最大露出に挑戦！ ある旅行代理店で紹介されたのは、夢のよう
なツアーだった。濡れて、透けて、隠して……I カップ 満喫温泉ツアー出発進行！

天文学者が解説する

谷口義明

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅

賢治には未来が見えていた⸺。
『雨ニモマケズ』
『注文の多い料理店』などの作品で知られ

る宮沢賢治は生誕から120年以上が経った現在でも多くの人に愛され、影響を与え続けてい

る。賢治は37年という短い生涯で膨大な量の作品を遺したが、本書では『銀河鉄道の夜』を
テーマに賢治の宇宙観に迫る。このユニークな童話はどのように構想されたのか。賢治は宇
宙に何を見ていたのか。天文学者によるこれまでにないアプローチ。

小池百合子 権力に憑かれた女

ドキュメント東京都知事の1400日

和田泰明

カメラの前でフリップを出し、記者からの質問に当意即妙に答える。
「ロックダウン」
「東京ア

ラート」といったフレーズを、メディアに取り上げさせる⸺。小池百合子は、メディアの特性

を熟知している。市場移転、東京五輪にメスを入れはした。コロナ対策でも、愚策を続ける

7月14日
FLASH写真集

¥1200

7月15日
同日発売
光文社新書

4334044832

¥1100

7月15日
同日発売
光文社新書

4334044867

安倍晋三との差は歴然だった。だが政治家としてのビジョンはなにも見えてこない。一体、 ¥980
なにをやりたいのか？ 「週刊文春」記者がつぶさにレポートする。

図書館の子
佐々木譲

1937年の東京。隅田川で拾われた男が病院に運ばれてくる。身元不明の男は記憶を失って

いたが、なぜかこれからやってくる戦禍の時代を知っているかのようだった……「遭難者」。

7月17日
同日発売

四六判文芸書

とある北の国。猛吹雪の夜、図書館に一人の少年が取り残された。暖房もない極寒の館内。 4334913555

そこに突然現れた謎の男は少年を救い、やがて大切なことを伝え始めた⸺「図書館の子」。 ¥1400

「時とたたかい、時に翻弄される者たち」を描く全6編の短編集。

ブラックウェルに憧れて
南杏子

「女性医師は、女というだけで欠陥を抱えているのだろうか」医大の解剖学実習で組まれた
のは女性4人だけの班だった。長谷川仁美、坂東早紀、椎名涼子、安蘭恵子。城之内泰子教
授の指導の下、優秀な成績で卒業した彼女たちは、真摯に医療の道を歩むが……。医学部

不正入試と過酷な医療現場。女性医師たちがつむぐ涙と希望。そして、秘められた真実。デ

ビュー作『サイレント・ブレス』が話題の現役医師が描く切実な人間ドラマ！

7月17日
同日発売

四六判文芸書

4334913563

¥1400

哄う北斎

7月17日

イタリアの美術館から盗まれたクリムトの絵画が発見される。その絵を入手したのは評判の

四六判文芸書

わ ら

望月諒子

悪い美術商・吉崎為一郎だ。一方、明治初期に日本美術を精力的に集めたフェノロサのコ

レクションが密かに買い戻されていて、そこには北斎の一級品の肉筆画が存在しているとい

同日発売

4334913571

う。突然日本に現れた「クリムト」。美術愛好家たちを奮い立たせる幻のコレクション「北斎」。 ¥1700
騙し騙され、日本の美術界をめぐる、絵画ミステリー第3弾 !!

断罪

悪は夏の底に

7月17日

石川智健

ある不可解な殺人事件で知り合った稲城検事の命で、警視庁の青山陽介が調査に向かった

武蔵野東署では、事故死や病死と判断された人物の関係者が相次いで行方不明となってい

た。それらには、美しき検案医・夏目塔子が関係するのか？ 青山は安楽椅子に座ると集中

力が高まるという特異な能力を持つ同級生の〈不安椅子探偵〉小鳥冬馬に協力させ、真相を
追う……。新進気鋭の作家が挑む、悪とは、正義とは何かを問う異色ミステリー！

同日発売

四六判文芸書

433491358X

¥1500

7月17日

ふるえるからだ
大西智子

40歳の志津は、スーパーで見かけたアルバイトの大学生・理人に近づくため、同じスーパー

でアルバイトを始める。夫であり、いとこでもある和仁から「離婚しよう」というメッセージが
届いた数日後、志津はバイト帰りの理人を待ち伏せし、強引に車の助手席に誘うが……。夫

の不貞。父への憎悪。息子との蜜月。禁断の交わりが行き着く先は⸺錯綜する愛と性を
描く、衝撃の問題作！

同日発売

四六判文芸書

4334913598

¥1600

立待岬の鷗が見ていた

7月17日

5年前に函館で起きた連続殺人・傷害致死事件。美貌の作家として注目され始めた柚木しお

四六判文芸書

平石貴樹

りは、その一連の事件の関係者だった。彼女の作品を読んだことをきっかけに、舟見警部補

は以前事件を解決に導いた青年、ジャン・ピエールに、再び捜査協力を依頼。関連があるの

かどうかも分からなかった3つの事件について、当時の記録を辿り始める。積み重ねられた
事実と痕跡で、見えてくる事件の真相とは！

初心者からプロまで使える

庄司いずみ

カフェ経営をしている方やレシピ開発をしている方にぴったりなプロ向けヴィーガンレシピブ
本があれば慌てずに対応できます。もちろん、初めてヴィーガン料理を学ぶ人にも分かるよ

う、基礎から徹底解説。簡単なワンプレートランチメニューからフルコースまで、これ1冊あれ
ばヴィーガン料理のすべてが分かります。

似鳥鶏

みのる

さとる

洋菓子が美味しい喫茶店プリエールは、店主の兄・季と、元警官でパティシエ役の弟・智が切

り盛りする隠れ家的お店だ。優秀な警官だった智を連れ戻そうと店に詰め掛けるのは、県
なお

警秘書室の直ちゃん。彼女が持ち込む未解決事件を、兄弟で捜査することになって⸺。4

つの奇妙な殺人事件を、名探偵の兄弟の絆と甘いケーキが解決に導く。ほろ苦く切ない傑
作ミステリー。

同日発売

ノンフィクション

4334951821

¥2300

光文社文庫

4334790038

¥700

7月24日

難事件カフェ2
似鳥鶏

なお

隠れ家的喫茶店プリエールに県警秘書室の直ちゃんが持ち込んだのは、企業の御曹司が殺

害された事件。事件発生時に一緒に別荘にいた友人3人の犯行は否定され、外部犯の可能
みのる

性も否定されてしまう。犯人がいない（!?）殺人事件を、店主の季と、元警官でパティシエ役

（
「第一話」
） スイーツが彩る奇妙な3つの事件を、名探偵の兄弟が
の弟・智はどう解くか？
華麗に解決に導く。

¥1400

7月24日

難事件カフェ

さとる

4334913601

7月17日

Vegan Recipe Book

ック。ベジタリアンやヴィーガンの外国人、様々なアレルギーを持つお客さんが来ても、この

焙煎推理

同日発売

光文社文庫

4334790186

¥650

7月24日

君のいるすべての夜を
草凪優

暑くけだるい夜。晴子の体は甘い匂いを振りまきながら熟し崩れていく果実のようだった。
年収2000万円の企業役員でありながら、晴子は週末だけ体を売っている。10代から憧れて

いた和也。運命の男の転落を知り、彼女の心の中で何かが壊れた⸺。17歳で初体験。和

也と一夜だけ体を重ねた24歳。婚約者と別れた37歳。そして……。流転する女の人生を描く！

光文社文庫

4334767974

¥550

7月24日

もう一度、抱かれたい
草凪優

同棲時代を過ごした安アパートでの一夜（
「浅草旅行」
）。かつて手玉に取った二人の男との

戯れ（
「セックス・アンド･レスト」
）。カップルがお互いの性癖を打ち明け……（
「セカンド･ セ

ックス」
）。子どもの頃から知ってる童貞クンの筆下ろし
（
「桜の窓」
）。夢のようなひととき、切

ない想い、甘酸っぱい思い出……。愛しあい、抱きあった「素敵な時間」を呼び起こす艶美
な短編集。

光文社文庫

4334772269

¥500

7月24日

鬼門酒場
草凪優

下町にひっそりと佇む呑み屋。陰ある男、事情を抱えた女が、黄昏色の焼酎ハイボールで日

頃の鬱憤を洗い流す。屋号のないその店を人は「鬼門酒場」と呼ぶ。ここで出逢った男と女の

光文社文庫

物語⸺。ある画家と交渉にあたっていた牛尾田は、この店で仏頂面の美女・千笑と出逢う。 4334777864
彼女をモデルにして描かれた肖像画こそが、牛尾田が求めていたものだったが……。
（
「春の
暮」
）

女王刑事 闇カジノロワイヤル
デ

カ

沢里裕二

警視庁刑事の紗倉芽衣子は、SM の女王だった経験から、風俗と水商売の人脈を捜査にフル
活用している。特殊メイクで銀座のビルオーナーになりすました芽衣子は、歌舞伎町の裏社
会に潜入する！ ホストに案内されたのは裏カジノ。そこで、待ち受けていた首領の正体とは
!?

特殊工作員という新たな辞令を受けた芽衣子が、変幻自在に大活躍！

鬼の牙

八丁堀つむじ風（五） 決定版

和久田正明

死んだ糸物問屋・丸屋孫大夫の、後添いの姿を見た時、成沢東一郎は目を見開いた。京の

出だというその女の高貴な佇まいに何かを感じ、その身辺を調べ始める。すると、丸屋の前に、
後添いで入った家でも主人を亡くしていたことが分かった。女の目論見とは⸺？
（
「魔性の
泪」
） 儚い願いに縋り、金に取り憑かれた哀れな女の最後を、定廻り同心・成沢は静かに見
守る。

よろず屋平兵衛 江戸日記
三人の用心棒

鳥羽亮

浅草福井町の稲荷通りにある居酒屋「吉田屋」は、主の佐竹平兵衛が住人の揉め事の相談

にのることから「よろず屋」と呼ばれる。ある日、よろず屋に老舗料理屋の娘が駆け込んできた。
ならず者たちに店を譲れと脅されているという。解決に乗り出した平兵衛の前に人斬りの異

名を持つ男の影が。平兵衛が神道無念流の剣で悪に立ち向かう。著者畢竟の新シリーズ開
幕。

¥600

7月24日
光文社文庫

4334790194

¥700

7月24日
光文社文庫

4334790275

¥700

7月24日
光文社文庫

4334790291

¥600

7月24日

ミステリー作家は二度死ぬ
小泉喜美子

推理作家の恋住木美子は、作品数も収入も知名度も低いが、能書だけはまくし立て、おまけ

に酒乱ときては敬遠する編集者も多い。だが、そんな彼女にテレビ局から、現代ミステリー
について一席という出演依頼があり、それが大変なことに……自身をパロディ化した「木美
子の冒険」をはじめ、ファンタジーやハードボイルドなども収録した傑作短編集！

南極で心臓の音は聞こえるか
生還の保証なし、南極観測隊

山田恭平

「南極大陸の奥に進むと、静かすぎて己の心臓の音が聞こえるという」⸺学生時代に聞い

た伝説のような話に心惹かれた著者は、ついに第59次南極観測隊・越冬隊のひとりとして
南極に降り立つ。非日常が日常的に起こる1年4ヶ月の滞在記。南極をテーマにした人気ア

ニメ『宇宙よりも遠い場所』の展開予想を南極からブログ上で行い話題となった南極観測隊
員（大気研究者）による、南極観測隊のリアルが分かる一冊！

子規を「ギャ句゛
」る

名句をひねると「ギャ句゛
」になりました

夏井いつき

「ギャ句（ギャグ）」とは、名句の一部を変えて、意味や場面の転換を味わう言葉遊び。ディー
プな楽しみの同好会会長を自称する俳句の辛口先生が、本書で設定したお題は「正岡子規

光文社文庫

433479033X

¥900

7月24日
同時発売
光文社新書

4334044840

¥1000

7月24日
同時発売
光文社新書

をギャ句る」。一般応募で寄せられた2243句から選句し一挙星付け！ 原句があるギャ句は、 4334044859
誰でも気軽に始められて挫折知らず。名句の知識と技が身に付き、発想や表現も柔らかく豊

かになってメリットずくめ。ページを開いたあなたはもうギャ句ラー！

昭和アイドル映画の時代
寺脇研

1960年代から80年代の約30年間に盛んに製作された「アイドル青春映画」。
「これを観に映

画館へ通った方も、少なくないと思う。そんな皆さんと記憶を共有するためにも、いつか、こ

の時代の映画についてきちんとまとめたいと考えてきた」
（本書「まえがき」より）。スクリーン

¥880

7月24日
知恵の森文庫

433478786X

のアイドルの姿に熱く見入った10代、20代のときめきが、記憶の奥底から、今、よみがえる。 ¥1190
構想30年超、著者渾身の書き下ろしアイドル日本映画クロニクル。

時代劇ベスト100+50
春日太一

地上波のテレビからはほぼ消えた一方で、BS、CS、レンタルショップ、ネット配信などでは膨
大な数の作品が観られる時代劇。本書では、日本の時代劇を知り尽くした著者が、戦後に製

作された映画、テレビドラマの中から、視聴する側のさまざまな趣味嗜好を考慮し厳選した

150作品を紹介する。これから観てみたいと考えている人に、入り口となる好みの1本が必ず
見つかる時代劇ガイドの決定版。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】12
笹原智映

風紀委員の瀬戸は、お調子者で人気者の楢川が大の苦手で、いつも口論ばかりしている。
楢川が面倒をみている猫と、あやまって一緒に階段から落ちた瀬戸は、保健室で目を覚ます

と、ネコミミとシッポが生えていた！ その姿を、看病にきた楢川に見つかってしまい、治すに

7月24日
知恵の森文庫

4334787878

¥800

7月24日
コミック

は猫と同様に甘えればいいと言われるが……。メガネ優等生×お調子者、ツンデレ、ネコミミ、 ¥200
読み切りBLコメディ。

7月24日

COMIC 歴史 BL 人物伝【分冊版】12
銭形たいむ

小姓への横恋慕が招いた今川家のお家騒動。今川良真の小姓・河田八雲を手に入れようと、

良真の異母弟・今川義元の近習・菅西角兵衛は謀略を企てる……。主人今川良真の仇討を、
見事果たした河田八雲のその後は？／【補足】歴史 BL 探偵所
仇討ちの果てに出会う恋～

ル大研究♪

第12話。

吉江喜四郎と河田備前守～

戦国 BL 歴史秘話☆教科書では教えてくれない歴史 BL カップ

コミック

¥180

7月24日

ワンコの誘惑【分冊版】6
山田まりお

傷害罪に問われた寒河江を弁護した椿山。5年後、寒河江は青年実業家として椿山の前に現

われた。寒河江との顧問契約を交わした後、飲みに誘われた椿山。立派になった寒河江に喜

コミック

ぶ椿山だが、天然の椿山は寒河江の体を刺激してしまう。5年前からの想いの丈を椿山の体

にぶつける寒河江。その気持ちに困惑する椿山だったが、激しく体を愛撫されるうちに……。 ¥200
元チンピラの青年実業家×弁護士の下剋上ラブ！

7月26日

ナルニア国物語 1 魔術師のおい 3
C・S・ルイス／土屋京子［訳］／玉樹庵［画］

自分たちの世界に魔女を連れてきてしまったディゴリーとポリー。魔女はアンドリュー伯父

さんを従えロンドンの街で大暴れ！ ディゴリーとポリーは魔女を元の世界に戻せるのか !?
世界最高のファンタジー長編をコミカライズ。繊細な筆致でナルニアの世界が描かれます。

FLASHデジタル写真集

大久保桜子 Sunday Morning

大久保桜子／矢西誠二［撮影］

スーパー戦隊シリーズ『宇宙戦隊キュウレンジャー』でカメレオングリーン／ハミィを演じた
大久保桜子が初登場。戦隊女優といえば、�日曜の朝の顔�。
「もしもそのヒロインと日曜日

の朝を過ごすことができたなら」という僕らの夢をグラビアで叶えてくれた。今回は、お菓子

作りが得意だという彼女に、パンケーキ作りに挑戦！ 弾ける笑顔とメリハリBODY に心を
撃ち抜かれること間違いなしです。

【電子版限定32ページ増】佐野ひなこ写真集

佐野ひなこ／ ND CHOW［撮影］

Hina

「グラビア原点回帰」をテーマに2年ぶりの写真集。海、プール、夕焼け、船、ベッド、カフェ、
テニス、読書シーンなど、ハワイのロケーションをフル活用した1冊。電子版にオリジナルカッ

トを32ページ追加。
「ジムに通ったり、前乗りしてトレッキングしたりと準備万端で撮影に臨
みました。つい開放的になってしまい、終始はしゃいでいたように思います。ぜひ、一緒にハ

ワイを旅しているような気分で、楽しんでもらえれば嬉しいです」

お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！ 合本版2

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3、4話を収録した合本版！ 今まで以

上に積極的に迫ってくる高田にタジタジの上野。そんな中「次はちゃんと最後までしろよな！」

の約束を果たすべく、遂に高田の高田が上野のナカに⸺!?
の事をすっかり忘れて喘ぐ上野に高田は止まらず⸺!!

気持ち良すぎて、ED の治療

コミック

¥650

7月28日
FLASH写真集

¥1200

7月28日
FLASH写真集

¥2500

7月31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

のの字

7月31日

合本版1

『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』第1、2話を収録した合本版！
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…。世話焼き上司・

コミック

朝陽は、ツンデレ部下・月森と仕事終わりに飲んでいた帰りに化物に襲われた！ 化物の目

的は H な事で人間を侵す事 !? さらに戦うには魔法少女に変身するしかない!? 45歳童貞、 ¥350
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☆

男色大鑑 改 武士編 1

いくえにもかさね添いとげるこい

7月31日

九州男児

剣の道に生き色恋にとんと興味がない半右衛門は、ある日心友・田代のお願いで、どんな男

にもなびかない美少年・玉嶋主水に喧嘩を売る事に。半右衛門が喧嘩を主水に売り、そこを
田代が助ける筋書だったが、主水は刀を手に取り乗って来た !?

コミック

綺麗な顔に似合わず剣の

腕が良い主水に驚きつつも、全力で応える半右衛門に主水は「貴方になら抱かれてもいい」 ¥150

と言ってきて!?

※井原西鶴の男色大鑑『詠めつづけし老木の花の比』より

ふたりの夜のすごしかた

完全版1

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト【特典ペーパー付】

7月31日

コミックシーモアのみ
他書店 9/1発売

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1～5

話を収録した完全版！ 学生の頃、イケメン相良に追い回され、リア充恐怖症になった根暗オ

タクの蛍。社会人になっても仕事以外はぼっちを貫き、家で絵を描く日々。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!? 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。

両性α 2

生意気キメラは逆らえない。

7月31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……!!

¥200

コミックシーモアのみ
他書店9/1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～棘～ 完全版【特典ペーパー付】
粧妃／諏訪山ミチル［原作］

【伝説のヒット作！
『華闇の褥』待望の続編、全5話収録の完全版 !!】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「歌

舞伎町にカジノ建設」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

7月31日

Ωな生徒のスパルタレッスン 3

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 !?

¥800

コミックシーモアのみ
他書店9/1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！

恋を学ぶには程遠い？

コミック

コミック

¥200

7月31日

コミックシーモアのみ
他書店9/1発売

コミック

¥800

