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21日発売（紙と同日）

デパ地下の和菓子屋「みつ屋」を舞台にした、累計80万部の大ヒットシリーズ第3弾！

アンと愛情
坂木司

成人式を迎えるアンちゃん。大人になるにはまだ早い気がするし、振り袖を選ぶのにも躊躇しがち。そ
れでも、時間は進むし、みつ屋のお客さんたちが持ち込む様々な要望は待ってはくれない。和菓子に込
められた謎は、さらに深まるばかり。少しずつ増えてきた経験と、拡がってきた行動範囲を自信にかえて、
アンちゃんは真相に辿り着けるのか？ デパ地下の和菓子屋「みつ屋」を舞台にした累計80万部の大
ヒットシリーズ、待望の第3弾！

2日発売

4334913679
¥1700

人生の中間地点でこそ、
「本当に自分が欲しいもの」が見えた。もう一度歩き出す男女の群像劇。

今はちょっと、
ついてないだけ

映画化決定！

伊吹有喜
バブルの頃、自然写真家としてもてはやされた立花浩樹は、ブームが過ぎると忘れられ、所属事務所に
負わされた多額の借金を返すうちに40代になった。カメラも捨て、すべてを失い。自分が人生で本当に
欲しいものとは、なんだったのか？ 問い返すうち、ある少女からの撮影依頼で東京へ行くことになった
浩樹は、思いがけない人生の「敗者復活戦」に挑むことになる。

3日発売（紙と同日）

4334777465
¥600

ラグビー大好きにゃんこ達を描く画期的コミック、第3巻 !

ラガーにゃん 3

猫リンピック 7にゃん制＆車いす猫ラグビー編

そにしけんじ
猫がラグビーに挑戦する話題作「ラガーにゃん」3巻のテーマは、セブンズ
（7人制ラグビー）
＆車いすラ
と「車いす猫ラグビー」に挑みます。基本技
グビー。今回、猫たちは興味津々で「7にゃん制ラグビー」
術やルールの解説は、元日本代表キャプテン・廣瀬俊朗氏が担当するという、“ 可愛い顔して本格的 ”
な本書。読むだけで、癒されながらニャぜかラグビーの基礎知識が一通り身についているという、画期
的な“ラグビー入門書 ”です。

4334951910
¥720

誰よりもつよく抱きしめて
新堂冬樹

児童書専門店を営む水島月菜は、児童文学作家の良城と結婚して8年。とても優しく思いや

りのある夫⸺だが、強迫的な潔癖症を患う彼は、愛する妻に指一本触れることさえできな

10月2日
光文社文庫

いのだった。店の隣のバーで働く青年と知り合い、次第に心惹かれる月菜。しかし彼もまた、 4334744834
誰にも言えない秘密を抱えていた……。揺れ動く女性の心をきめ細かく描く、究極の純愛小
説。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】17
笹原智映

天才と呼び声も高い変人・椎名教授に恋愛促進薬の「ドジっ子になる☆クスリ」を盛られて

しまい、その解毒薬を作る条件で助手になった葉山。しかし、気がつけば本気で恋に落ち、

ついに相思相愛（？）
のカップルとして歩みだす。従兄弟のハル兄に、教授への愛を告げた葉山。

その言葉を聞いた椎名教授も葉山の思いを受け止めることに……。ついに2人は相思相愛
に!? ついに助手・葉山の貞操が奪われる！……やも？

いけない妄想腐男子【分冊版】5
山田まりお

ついに有原に、自分の気持ちを伝えた佐藤。すると有原は、自分も佐藤を好きだと話し始め

るが、佐藤の好きと有原の好きはちょっとずれていて……。二人の距離が近づき始めた矢先、
有原の妹が部屋に押し掛けてきた。それをきっかけに、自分の過去を話し始める有原。佐藤

は有原の複雑な深層を知ることに。複雑な腐男子心を、切なくもリアルに描く痛キュンBL！
第5話。

シネマコンプレックス
畑野智美

100人近くが働く郊外のシネコン。日曜日でクリスマス・イブの今日は、舞台挨拶やイベント
上映もあり、大忙しだ。過去に秘密のあるアルバイト、地元を離れた学生、家庭に居場所を
なくした主婦、それぞれが微妙な人間関係の中、複雑な悩みを抱えながらもひたむきに仕事

をしている……。映画館の各部署で働く人の想いが重なり合う、心温まる連作短編集。

桂望実

母親がスーパーで買い物をするわずかの間に、6歳の少女が忽然と姿を消した！ 12年後、

フリーライターの飯塚桃子は、事件についての本を書き上げるため、当事者や関係者たちへ

の取材を重ねていく。それぞれの人物の言葉から浮き上がってくる驚くべき真実、そして少女

と母親を待ち受ける運命とは？ 1章ごとにがらりと変貌を遂げてゆく極限のミステリー！

女子大生桜川東子の推理

10月2日
コミック

¥200

10月2日
コミック

¥200

10月8日
同日発売
光文社文庫

4334790941

¥700

10月8日

諦めない女

銀幕のメッセージ

¥550

鯨統一郎

未解決事件を肴に盛り上がるバー〈森へ抜ける道〉。映画談義にも花が咲き、今宵も話は脱

線しまくり。常連の山内、工藤、マスターの島、あわせてヤクドシトリオと、非凡な推理力を持

つ東子らいつものメンバーに、
「推理正解率100パーセント」を自称する映写技師の千木良

悟も加わって、ダイイング・メッセージが関わる事件に挑む。驚愕の展開が待つシリーズ第7弾！

同日発売
光文社文庫

433479095X

¥700

10月8日
同日発売
光文社文庫

4334790968

¥700

10月8日

隠蔽人類
鳥飼否宇

アマゾンの奥地に調査に向かった日本の研究者たちが、未知の民族を発見した。驚くことに、
彼らの DNA はホモ・サピエンスとは大きく離れたものだった！ 別種の人類発見に沸く調査

団だったが、研究者の一人が殺される。犯人はどうやら仲間の中にいるようで⸺！ アッ

と驚く怒涛の展開で読者を翻弄するノンストップ・ミステリーの驚愕の結末とは !?
ぎょう こ う

勘定吟味役異聞（六） 上田秀人

将軍生母月光院の側近絵島（えじま）が門限破りの廉（かど）で処分された。勘定吟味役水

城聡四郎は側衆格の新井白石から、絵島事件の裏を探るよう命じられる。動き出した聡四

郎の前に、またも豪商紀伊国屋文左衛門の影がちらつく。そして、紀伊国屋文左衛門の仕掛

けた驚愕の罠を知った聡四郎がとった行動とは……。聡四郎シリーズの「原点」決定版、手

に汗握るスケールの第六弾。

4334790976

¥750

同日発売
光文社文庫

4334791026

¥700

10月8日

おしどり夫婦 決定版

研ぎ師人情始末（七） 稲葉稔

研ぎ師の荒金菊之助は、従兄弟の南町奉行所臨時廻り同心横山秀蔵から、札差江橋屋の息

子音吉が攫われた件で探索を頼まれる。必死の探索も虚しく、音吉は遺体で見つかる。音

吉殺しの下手人に一向に辿り着けない菊之助は、妻お志津の一言から、事件の糸口を摑む

ことに⸺。お人好しで直心影流の遣い手、荒金菊之助が活躍する稲葉稔の原点シリーズ
決定版第六弾。

同日発売
光文社文庫

4334791034

¥650

10月14日

夢中力

堀江貴文／野村克也
IT と野球。全く異なる分野で活躍する二人には共通項が多い。情報を武器にし、時間を効

率的に使い、積極的に投資する。そして、
「好きなこと」をとことん追求する生き様。何かに

夢中になり心血を注いでいる人にかなうものはない。2004年の球界再編時に両者は出会っ

てから互いに尊敬の念を抱いてきた。第一線で数々の実績をあげた彼らの独自の思想を、
ト
ピックごとに紹介。突き抜けた二つの生き方に触れる贅沢な読書体験。

同日発売
光文社新書

4334044980

¥800

10月16日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】18
笹原智映

世界的天才そして種族【変態】の椎名教授に、恋愛促進薬の「ドジっ子になる☆クスリ」を盛

られてしまい、その解毒薬を作る条件で助手になった葉山。しかし、気がつけば本気で恋に
落ち、晴れて公認のカップルになってしまう。椎名教授への恋心を確信し、セクハラ教授の

助手に戻った葉山。溜まった仕事をこなそうと励むも、相変わらずのセクハラ三昧に後悔す

るも……。ついに童貞（推定）葉山の初めてが奪われる!?

コミック

¥200

10月16日

いけない妄想腐男子【分冊版】6
山田まりお

チャラ男大学生の寺本は、大学図書館で「現場」を見られてから、堅物メガネの図書館司書・
来ヶ谷に「監視」されることに。堅物の来ヶ谷とチャラ男の寺本は、いつもズレてばかり。寺
学校の図書館を舞

台とする、メガネ司書×チャラ男大学生の、純文学 BL の恋の行方は？ 「妄想腐男子」のも

う一つの物語。

光文社文庫

10月8日

暁光の断 決定版

本の心と体を射止めようとした来ヶ谷は、お酒の力を借りて、ついに !?

同日発売

コミック

¥200

【電子版限定32ページ増】RaMu

RaMu ／小塚毅之［撮影］

2nd 写真集 pieni

YouTube 登録者数22万人の RaMuちゃん3年ぶりの2nd 写真集。148cm の身長に90cm の

H カップというアンバランスなボディを生かし、
「エロ×ロリータ」をテーマに沖縄で撮りおろ

した。
「pieni」はフィンランド語で「小さい」という意味。下乳を解禁した上に、初めての背中

ヌードも披露しており、芸術的でセクシーなカラダを堪能できる。また、電子版限定で32ペー
ジオリジナルカットを増やしている。紙版と一緒に楽しんでほしい

首イラズ

す お う いん ま ど か

華族捜査局長・周防院円香

岡田秀文

円香さまが動けば、事件が動く、国が動く⸺。
〈麗人公爵・周防院円香〉が連続殺人に挑む
大正時代ミステリー！ 時は大正、警察庁に「華族捜査局」が新設された。局長の周防院円
香と、来見甲士郎は、九鬼梨伯爵家で起きた毒殺事件を捜査する。動機は相続権争いと思

われた矢先、彼らの前に第二の犠牲者の「生首」が現れ、九鬼梨家の「首なし村の呪い」が

明らかに。犯人の真の目的、暴いてはならなかった�一族の秘密�とは……。

もしかして ひょっとして
大崎梢

心配性でお人好し。生徒会の仕事を引き受ければ部活動のもめごとが持ち込まれ、人手が

ないからと子どもやペットの世話を頼まれる。親しい人の老後の不安が少しでも慰められる

10月20日
同日発売

FLASH 写真集

4334902596

¥3000

10月21日
同日発売

四六判文芸書

4334913687

¥1850

10月21日
同日発売

四六判文芸書

なら、多少の苦労は厭わないし、罠にはめられた知人のことは我が事のように悔しい⸺。 4334913695

損得を考えずに動いて、余計なトラブルに巻き込まれて、貧乏くじを引きっぱなし。それでも、 ¥1300

この謎を放ってはおけない！ 賑やかでアイディアに満ちた6つの傑作短編。

動物警察24時
新堂冬樹

東京都に実験的に設置された動物保護を目的とする
〈東京アニマルポリス〉通称 TAP は警察

や動物愛護相談センターと協力しながら、日夜活動している。TAP で精力的に活動する北
川璃々。後輩の中島涼太や警察官の天野広大らとともに、ペンキ弾事件、タレント愛犬虐待
疑惑、ペット誘拐事件などを解決していくが、ついには TAP 存続に関わる事件が⸺。彼女

らは、この危機にどう立ち向かうのか !?

霊能者たち
嶺里俊介

霊能者・長谷川裕子は、悩んでいる若い夫婦を紹介された。夫婦の二人の幼い娘たちが車

に撥ねられ、姉が亡くなったという。その後生き残った妹が変なことを言い出した。
「あたし、
鏡に映らない。きっと吸血鬼になったんだ」
（
「鳥は涙を流さない」
）霊を巡るさまざまなトラ

ブルの解決のために、人知れず命まで懸ける霊能師たちの活躍を、ときに優しく、ときにシニ
カルに、ときにユーモラスに活き活きと描く
『霊能ミステリー』登場！

ヘッド・ハンター
大藪春彦

晩秋のアラスカ荒野に、独り獲物を追う男がいた。杉田淳、34歳。元傭兵の彼の標的は、人

間ではなく野生動物たちだ。大ヘラ鹿、グリズリー、バイソン……鍛え上げた肉体を駆使し、
凄まじいまでの執念で次々とトロフィー級の大物を倒し食らう杉田。行く手を阻む密猟者グ

ループを殲滅し、彼のハンティングは続く⸺。大藪文学の極北をなす傑作！

10月21日
同日発売

四六判文芸書

4334913709

¥1700

10月21日
同日発売

四六判文芸書

4334913717

¥1800

10月23日
光文社文庫

4334790550

¥900

10月23日

KAMINARI
最東対地
けい いち

の なみ そう た

兄一の勤めるスーパー、デルソルの水産部門に入った新しいアルバイト・野並双太は、愛想

がなく、誰とも打ち解けず、常に誰かの目を気にして、怯えているようだった。双太の正体
ま

ゆ

み

を探ろうとしていた兄一と同僚の麻由美は、ある日、奇妙な男に遭遇する。ごま塩頭を短く
刈り上げた5、60代の、奇妙な抑揚で話すその男は、次第に奇怪な本性をあらわしていった
……

4334790690

¥600

10月23日

海の上の美容室
仲野ワタリ

三品明、24歳、美容師。職場で自分の居場所を見失っていた彼女が踏み出した新天地⸺

それは海の上だった！ クルーズ船の美容室のスタッフとして航海に出た明が出会う、プロフ

ェッショナルでユニークな仲間たち。さらに、それぞれに事情を抱えたゲストたちとの温かな
触れ合いが、明に自信と勇気を取り戻させてゆく。読めば元気をくれる爽快お仕事小説！

トルストイ／望月哲男［訳］
始まりは1805年夏、ペテルブルグでの夜会。全ヨーロッパ秩序の再編を狙う独裁者ナポレ

オンとの戦争（祖国戦争）の時代を舞台に、ロシア貴族の興亡から大地に生きる農民にいた

るまで、国難に立ち向かうロシアの人びとの姿を描いたトルストイの代表作。全6巻。

アラバスターの壺／女王の瞳

ルゴーネス／大西亮［訳］

エジプトの墳墓発掘に携わった貴族の死は、現場で
〈死の芳香〉を嗅いだせいなのか？ 確
信が深まるなか同じ芳香を纏う女が現れ……史実を元にした連作の表題作、画期的な装置

の発明者の最期を描く
「オメガ波」など、科学精神と幻想に満ちた、近代アルゼンチンを代表

する作家の傑作18編。

岩田健太郎

「分かったつもり」から「本当に分かった」へ⸺。新型コロナへの対応も長期戦となる中、緊
急対応的な言説ではなく、腰を落ち着けた考察・説明・検証が必要となっている。神戸大学感

染症内科教授である著者が、各国の流行状況の違いや流行の波について、諸活動と感染対
策・検査・マスク・治療・緊急事態宣言の考え方についてなどをじっくりと解説する。巻末対談

では「8割おじさん」こと西浦博教授（京都大学）に丁寧に話を聞く。

「残念なシニア」をつくらないために

4334790712

¥900

古典新訳文庫

4334754171

¥1020

10月23日
古典新訳文庫

433475418X

¥1000

10月23日

丁寧に考える新型コロナ

失敗しない定年延長

光文社文庫

10月23日

戦争と平和1

ルゴーネス幻想短編集

光文社文庫

石黒太郎

少子高齢化が深刻さを増す2020年代において、労働力不足を補うもっとも手近、かつ有用

な人材は、世にあふれるシニアをおいて他にない。しかし、抜本的な雇用形態の見直しをせ

同時発売
光文社新書

4334044999

¥960

10月23日
同時発売
光文社新書

ずに�小手先の定年延長�を行えば、大量の「残念なシニア」がつくられ、企業は崩壊に向かう。 4334045006
会社の将来を憂う経営者や人事部員、これから定年を迎える会社員、そしてすべてのシニア
予備軍へ、気鋭の人事コンサルが贈る�正しい定年延長�の提言書。

¥800

室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる
笹井恵里子

「冬の室内温度は18度以上に」。WHO がこのように勧告していることをご存知ですか？ 実

は「健康」は、住環境に大きく影響を受けています。実際、
「室温を2度上げると健康寿命が
4年のびる」
「室温を5度上げると脳神経が5歳若くなる」という研究結果があるのです。本書
は最新のエビデンスをもとに「健康を守る家」
「健康寿命を延ばす家」について考えます。運
動や食事だけでは実現できない、新しい健康のあり方を提案します。

税金下げろ、規制をなくせ
日本経済復活の処方箋

渡瀬裕哉

かつて世界で最も勢いのある経済大国だった日本が「失われた30年」と呼ばれるほど不況

から脱出できないのはなぜか。それは「税金と規制」の問題に集約される。だが、日本は世

界に先駆けて少子高齢化が進み、財政状況も悪化。社会保障費は増え、自然災害も毎年の

ように日本を襲う。であれば「増税はやむなし」なのか？ 規制と税金に苦しむ日本が打つ
べき手とは？ 俊英の政治アナリストが、私たちに刷り込まれた「洗脳」を解く。

10月23日
同時発売
光文社新書

4334045022

¥780

10月23日
同時発売
光文社新書

4334045030

¥780

染谷有香 01. 汗に染まる 02. ソフトクリームに染まる

10月27日

2年間の沈黙を経て、霊長類最強グラドル・染谷有香がついにグラビア復帰。週刊 FLASHで

FLASH 写真集

FLASHデジタル写真集

染谷有香／岡本武志［撮影］

連載された「染まるシリーズ」の1、2作品目。夏のビーチとハウススタジオで撮影された。
「ま

さか27歳にもなって、ビキニを着て晴れた海岸で撮っていただけるなんて
（笑）。
『27歳でソフ

トクリーム』はスベるか、ドエロになるか、どっちかな？ と思っていましたが、品があってセク
シーでカッコいい感じになりました！」と、本人も会心の作品だ。
FLASHデジタル写真集 R

染谷有香 03. S に染まる 04. M に染まる

染谷有香／岡本武志［撮影］

霊長類最強グラドル・染谷有香のバストアップがついに露わに。週刊 FLASHで連載された「染

まるシリーズ」の3、4作品目。S 嬢の撮影では「こんなに専門的な小道具を使うのは初めて！

¥1200

10月27日
FLASH 写真集

楽しかったです」と語ってくれた。どちらかというと染谷さんは M 気質なので、M の衣装、表

情ともにとてもハマっている。
「私、胸がじゃじゃ馬というか、柔らかくて暴れ乳なんです( 笑 )。 ¥1500

そこも注目してみてください」。暴れるG カップを堪能しよう！

FLASHデジタル写真集

生牡蠣いもこ あしたの、いもこ

生牡蠣いもこ／栗山秀作［撮影］

アイドルグループ「神使轟く、激情の如く。
」のメンバー・生牡蠣いもこが人生初のボクシング

グラビアに挑戦。�干物女子�が一念発起してボクシングを始めたら、美しくなりすぎてしまっ

たというストーリー仕立てになっている。持ち前の運動神経で、軽やかなフットワークを見せ、
サンドバッグに強烈なパンチを繰り出す。可愛くて、爽やかで、グッとくる。アイドル界とグラ

ビア界の2階級女王の誕生だ！

男色大鑑 改 武士編 合本版1

いくえにもかさね添いとげるこい

『男色大鑑 改

九州男児

武士編～いくえにもかさね添いとげるこい～』第1～3話を収録した合本版！

剣の道一筋だった半右衛門は、ある日心友のお願いで美少年・玉嶋主水に絡む事に。半右

衛門に剣を向けられ怯える主水を心友が助ける筋書だったが……主水は刀を手に切りかか

ってきた !?
てきて!?

剣の腕が良い主水に驚いていると、
「貴方になら抱かれてもいい」と主水が言っ

※井原西鶴の男色大鑑『詠めつづけし老木の花の比』より

10月30日
FLASH 写真集

¥1200

10月30日
コミック

¥400

10月30日

Loveless SEX Bear 2
愛のない獣

「好きだ

霧嶋珠生

大好きだ⸺ でもそれを口に出すことはできない…」熊型の『獣人類』
・玄蔵は、

臆病で甘えたがりな性格とは違い、身体が大きいことがコンプレックス。そんな玄蔵を「可

コミック

愛い」と言ってくれた人間の久士のことを、玄蔵は子どもの頃からずっと好きだった。久士も

玄蔵をかわいがってくれて、成長した今も2人は兄弟のような関係を続けていたが、
『獣人類』 ¥200

の特性ゆえに玄蔵は自分の気持ちを隠していて⸺。

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 5

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☆

パパとぼくとかぞくになってよ 5
靴川

「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。笑うことも忘れ、父親としての自信を無くしていた。そんな親子の前に、

飾らない真っすぐな言葉を伝えてくるゲイの比呂が引っ越してきた。比呂の明るさに懐く空。

しかし、一人で抱え込む翼を助けたい比呂の想いは翼には届かなくて……。それぞれが悩
み苦しみ、想いを抱え繋がり合い、幸せな家族を創る物語⸺。

お前のデカい好意をEDDT のオレに突っ込むな！完全版【特典ペーパー付】

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1～4話を収録した完全版！ 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!?

コミック

¥200

10月30日
コミック

¥200

10月30日
コミック

¥700

10月30日

君なら君なら 2

コミックシーモアのみ
他書店12/4発売

くるわ亜希

「いつか2人の舞台をやろう」歌舞伎界屈指の女形の名家・京月屋に養子として入門した柚

流は、幼馴染で名門・鳴神屋の御曹司でもある凜弥との約束を心の拠り所にしていた。しか

し現実は凜弥の隣には遠く及ばず悶々とする日々で⸺。そんな中、2人きりの稽古中に、い
きなりキスをされ凜弥の手が合わせの中に入ってきて!? その手が何故だか気持ちよくて抗
えないでいると「俺がお前を本当の女形にしてやる」と言われて⸺!?

やっと出会えた理想のアソコ……。H 依存症の椿は、可愛い容姿で男を食い漁っていた。でも、
椿を満足させることのできる理想のアソコは未だ現れず……。そんな中、募集していたハウ

スキーパーの仕事に、医学部卒の爽やか青年・優之介が応募してきた。そんな優之介は『太い・
したい椿と純情な心で耐える優之介のアソコを巡る攻防戦は !?

¥200

コミックシーモアのみ
他書店12/4発売

左東ヨシタカ

硬い・大きい・遅漏』と椿の理想を兼ねそろえた魅惑のアソコの持ち主で!?

コミック

10月30日

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 4
長くて、硬くて、大きくて

10月30日

何としても落と

コミック

¥200

スパダリの俺が黒王子には逆らえない 1【特典ペーパー付】
山田まりお

イケメンエリートで、つき合う女性も途切れないと噂の真鳥課長の隠れた趣味は少女マンガ。
その少女マンガの俺様ヒーローを地でいくような、上から目線で突っかかる生意気な後輩の

イケメン黒王子・千住に、ムカつきながらも胸キュンさせられ、動揺する日々。ある日、その後

輩が二丁目で男と揉めてる場面を目撃してしまう真鳥。だが、なぜか密会を見られた千住に
壁ドンで脅され…!?

腹黒王子×スパダリのノンストップエロキュンBL!!

椎名教授の異常な愛情【分冊版】19
笹原智映

世界的天才そして種族【変態】の椎名教授に、恋愛促進薬の「ドジっ子になる☆クスリ」を盛

られてしまい、その解毒薬を作る条件で助手になった葉山。しかし、気がつけば本気で恋に
落ち、晴れて公認のカップルになってしまう。椎名教授の変態的な愛情表現に、たじたじの

葉山。そんな中、
「マグロは NG」という女子生徒の会話を偶然耳にした葉山は。お酒の力も
借りて、積極的に誘おうとするのだが……!?

10月30日

コミックシーモアのみ
他書店12/4発売

コミック

¥200

10月30日
コミック

¥200

