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20年前の少女失踪事件は何を引き起こしたのか !? シリーズ最新作！

ノーマンズランド
誉田哲也

東京葛飾区のマンションで、女子大生が殺害された。特捜本部入りした姫川玲子班だが、容疑者とし
て浮上した男は、すでに別件で逮捕されていた。情報は不自然なほどに遮断され、捜査はいきづまって
しまう。事件の背後にいったい何があるのか？ そして20年前の少女失踪事件との関りは？ すべて
が結びつくとき、玲子は幾重にも隠蔽された驚くべき真相に気づく！

18日発売（紙と同日）

銀の夜

4334791069
¥750

心震えるラストが魂を揺さぶる、待望の角田光代の世界。

角田光代
15歳で女子高生バンドを組んだ少女たちは35歳となった。夫の浮気を見過ごしてきた女。子供を通し
て自分を生き直す女。母親の呪縛から逃れられない女。
「浮き輪に乗って漂っているような人生じゃな
くて、自分の腕でがしがしと泳ぎたいじゃない」
。生きる手応え、深い充実を求めてあがく女性たち。物
語は私たちにそっと寄り添い、心震える感動のラストへと誘う。14年間埋もれていた傑作が今、光を浴
びる。著者5年ぶりの長編小説。

17日発売（紙と同日）

4334913741
¥1600

著者を取り巻くありふれた小さな日常が、
やがて大きな
「物語」を生み出していく。

100日間おなじ商品を買い続けることで
コンビニ店員からあだ名をつけられるか。
ビスコをめぐるあたたかで小さな物語

与謝野
2020年1月、note で多くの反響と感動を巻き起こした記事が待望の書籍化！ 100日間近所のコン
ビニで「ビスコ」を買い続けたら、はたしてあだ名はつけられるのか？ 著者を取り巻くありふれた小さ
な日常が、やがて大きな「物語」を生み出していく。note の記事では語りつくされなかった100日間＋
αの「その後」の話も収録。おもしろくてちょっと泣ける、まったく新しい物語が誕生する。

4334951996
¥1000

FLASHデジタル写真集 R

三上悠亜 【電子限定配信130ページ】おしゃ可愛ヘアヌード

三上悠亜／ NIWATARO［撮影］

電子版限定配信130ページの超大作。Instagramフォロワー236万人超、Twitterフォロワ

ー142万人超の国民的セクシー女優がファッション誌スタッフと究極のおしゃかわグラビアを
追求！ 美しきスタイルと着こなしで、男子はもちろん女子の心も鷲掴みに。バストトップも
ヘアも透ける煽情的な下着をつけると、上品で憧れさえ感じさせる。ベッドシーンでは、肉

感的ながら抱きしめたくなるキュートさを漂わせる。三上悠亜の新境地だ！
FLASHデジタル写真集 R

染谷有香 05. 染メリークリスマス！ 06. 和に染まる～冬編～

染谷有香／岡本武志［撮影］

霊長類最強グラドル・染谷有香の G カップのバストアップが露わに。週刊 FLASHで連載され

ていた「染まるシリーズ」の5、6作品目。クリスマスでは「電飾は新しい世界観を演出できま

した。ソメリカルパレードって名づけられました（笑）」と語ってくれた。
「和に染まる」では手
拭いがお気に入り。
「グラビアの諸先輩方から聞いていて憧れていました。隠せる面積が少
ないから、逃げられないので、どう使えばいいか考えるのが楽しかった」

FLASHデジタル写真集 R

染谷有香 07. チョコに染まる 08. 洋館に染まる

染谷有香／岡本武志［撮影］

霊長類最強グラドル・染谷有香の G カップのバストアップが露わに。週刊 FLASHで連載され

ていた「染まるシリーズ」の7、8作品目。チョコでは裸エプロンを披露。
「恥ずかしかったですね。
でも押しに弱いので、好きな人に言われたら、結局やっちゃうと思います」。洋館は、
「コスプ

レ」が裏テーマ。
「本物の眼帯があんなにエロくなるなんて。ツインテールは、まったく私のキ

ャラではないので、今回しなかったら、一生しない予定でした」

心中旅行
花村萬月

文芸編集者の澤野逸郎は、妻と双子の娘と4人で幸せに暮らしていた。編集長に昇進し幸せ

の絶頂かと思われたが、いつの間にか編集部には鬱が蔓延し、自身も薬の過剰服用がやめ

られなくなっていた。部下の豊嶋との不倫も始まり愛欲に溺れる逸郎だが、ひとつの悲劇を
きっかけに、すべてが暗転する⸺。生と死を描き続ける著者の真骨頂！

ニュータウンクロニクル

中澤日菜子

多くの家族が夢と希望を抱えてやって来た郊外の人工都市「若葉ニュータウン」。この町が
経験するのは高度経済成長期やバブル景気、震災⸺そして令和の時代。それぞれの区切

りで葛藤する主人公たちに誰しも思い当たる何かがあるはず……。�ニュータウン�の姿を
1971年から2021年まで10年ごとに切り取り、みずみずしく描いた連作短編集！

乗りかかった船
瀧羽麻子

大学院で機械工学を学んだが入社早々営業に配属された雄平は、待望の異動で人事部に

回され……。
（
「海に出る」
） 事業戦略室室長に抜擢された玲子。責任ある仕事にはりきる

11月6日
FLASH写真集

¥1500

11月6日
FLASH写真集

¥1500

11月6日
FLASH写真集

¥1500

11月10日
同日発売
光文社文庫

4334791077

¥900

11月10日
同日発売
光文社文庫

4334791093

¥650

11月10日
同日発売
光文社文庫

ものの、未だ男性中心の風潮が強い業界で数々の価値観の相違に直面し……。
（
「波に挑む」
） 4334791107
創業百周年を迎える中堅の造船会社「北斗造船」で働く人びとの苦悩と奮闘を鮮やかに描く、 ¥650
全7編を収録！

11月10日

神楽坂愛里の実験ノート4

リケジョの出会いと破滅の芽

絵空ハル

父を亡くし一人になった母のこともあり、神楽坂愛里は以前より頻繁に帰省するようになった。
丁度収穫祭の村は、実りを喜ぶ一方、ある家では大部分の稲が枯れ、壊滅状態だという。そ

の田には、見たことのない雑草が伸びていた。同行する福豊颯太たちと調べると、それは稲
に多大な害をもたらす外来種であることが分かったが、持ち込んだ犯人は誰なのか ?!

桑島かおり

たすく

ミツルと匡がモデルをつとめたフォトウェディングのリーフレットが出来上がり、ふたりが結婚
しよう や

したと勘違いする人もちらほら。そんななか、寿家は長兄・将也発案の家族旅行でサクラリ
や しき がみ

キャラクター文庫

4334791131

¥700

11月10日

ことぶき酒店御用聞き物語5
湖鳥温泉の未来地図

同日発売

同日発売

キャラクター文庫

けい すけ

ゾートへ。屋敷神を信じておらず折り合いの悪い次兄・啓介は乗り気でないようだが……。 433479114X
あり が

ミツル、匡、有賀の三角関係に決着 !?

寿酒店の未来は？ 絶対に見逃せない第5弾！

遺恨の譜 決定版
い

こ ん

ふ

勘定吟味役異聞（七） 上田秀人

将軍生母側近の絵島が処分され、将軍の傅役間部越前守に陰りが見えてきた折、大坂の米

相場が暴落し、勤番侍や大名の台所が窮地に陥る。側衆格の新井白石から、背後を探るよ

う命じられた勘定吟味役水城聡四郎は、禁忌とされてきた大奥での調べに乗り出すが、幼き
将軍家に刺客が放たれた。衝撃の結末とは⸺。聡四郎シリーズの ｢ 原点 ｣ 決定版、震撼の
第七弾。

椎名教授の異常な愛情【分冊版】20
笹原智映

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。教授の一方的な愛情表現に振り回されてる葉山は�教授を思い通りにできる�
呪文を手に入れる。試しにとなえてみると呪文の効果は絶大で、教授は葉山の言うとおりに
振舞う。だが、教授の寸止め攻撃に、葉山の気持ちはさらに昂り……!?
FLASHデジタル写真集 R

染谷有香 09. OL に染まる 10. お嬢様に染まる

染谷有香／岡本武志［撮影］

ついに！ 霊長類最強グラドル・染谷有香がヘアヌードを披露。週刊 FLASHで連載されてい

た「染まるシリーズ」の9、10作品目。OL に憧れがあったという。
「スーツ姿嬉しかったです。
社内恋愛とかしてみたい。同じフロアの教育係の先輩と、こっそり付き合ってみたい」。お嬢

様ではバレエの衣装を着た。
「3歳から中一までバレエを習っていました。姿勢には気を付け

ようと鏡を見て、ポーズをチェックしながら撮影しました」
FLASHデジタル写真集 R

染谷有香 11. 家政婦のお染さん 12. 卒業に染まる

染谷有香／岡本武志［撮影］

ついに！ 霊長類最強グラドル・染谷有香がヘアヌードを披露。週刊 FLASHで連載されてい

た「染まるシリーズ」の11、12作品目。家政婦編では、料理をしたり掃除をしてくれる姿を収録。

「毎日料理します。得意料理は麻婆豆腐。掃除も得意ですよ。誰にも落とせない床の汚れ

をきれいにするのが得意なんです」。卒業編では「ウェディングドレス初めて着たので、テンシ

ョン上がりました。1年に渡る連載の集大成です」と語った。

¥700

11月10日
同日発売
光文社文庫

4334791158

¥700

11月13日
コミック

¥200

11月13日
FLASH写真集

¥1800

11月13日
FLASH写真集

¥1800

FLASHデジタル写真集

大久保桜子 いつでも満開

大久保桜子／矢西誠二［撮影］

マンガ誌、週刊誌などのグラビアに引っ張りだこ！ 『宇宙戦隊キュウレンジャー』ハミィ／カ

メレオングリーン役で一躍有名になった、人気女優と過ごした夏の思い出をぎっしり詰め込ん

11月17日
FLASH 写真集

だ。T シャツ姿で飛び回ってはしゃぐ無邪気な姿を見えたかと思えば、お風呂場ではしっとり

した表情も見せる。透明感あふれる白い肌とメリハリボディに心を奪われる。季節を問わず、 ¥1200
大久保桜子という可憐な花はいつでも満開に咲いている！

山本太郎とN 国党
SNS が変える民主主義

真鍋厚

山本太郎と立花孝志⸺彼らは本当に「ポピュリスト」と切り捨てていい存在なのか。それ

とも、バブル崩壊のツケを押し付けられた世代の怨嗟が、
「時限爆弾」のように噴出したがゆ

えの現象なのか。本書は、気鋭の評論家による、SNS 全盛時代の民主主義のあり方を問う

11月17日
同日発売
光文社新書

4334045081

新しい切り口の政治論であり、開かれた「パンドラの箱」の行く末を問う警世の書でもある。 ¥760

これからの民主主義は、SNS の影響を抜きにしては語れない。

それでも君はどこにでも行ける

11月17日

ホリエモン世界紀行ふたたび！ ますます沸騰するアジア経済、没落していく日本⸺。猛ス

ノンフィクション

堀江貴文

ピードでグローバル化し、そして、新型コロナウイルス禍で分断された世界を、僕らはどう泳

いでいけばいいのか。アフリカから南米まで堀江貴文が世界中を巡って考えたグローバリズ

ムの辿り着く未来と、そこで強く賢く生きていくために。
「アフリカ／中東編」
「ヨーロッパ／オ
セアニア編」
「南北アメリカ編」
「アジア編」
「日本編」を収録。

お金を呼び込む龍
SHINGO

14年間勤めた上場企業を過労とストレスによる心身不調で退社。無職で先行き不透明。妻
子と30年以上の住宅ローンを抱えた状態で、毎月の生活と支払いにヒイヒイ。一時は手持

ちのお金が3000円に……。そんなボロボロの人生が、龍と出会ったことで好転。3年後には

年収1億円超に。龍はお金が大好き。龍はお金を呼び込む。この本では、龍のチカラを使った

「お金を呼び込む秘密」をみなさんに大公開します！

星2.0
yuji

星は読まず、星を感じて、輝く星になれ！ 予約のとれないヒーラー・yuji が綴る、十二星座

の本質とその辿るべき運命。この本は、単なる「星占い」の本ではありません。あなたがあ

なた自身の力によって、あなたらしく、あなただけの未来を歩むための、確かな羅針盤にな

ります。あなた自身のことだけではなく、周囲の人間を理解する上でも、必ず役に立つでしょ

う。魂に刻まれた道を進むために、人生の岐路で繰り返し読んでください。

新型コロナ―専門家を問い質す
い ず み もくれん

小林よしのり／泉美木蘭

素人の戯言？ 違う、専門家への挑戦状だ⸺。ファクトを積み上げ、日本における新型コ

ロナの真の姿を解き明かす。新型コロナの不安を払拭し、次の一歩を踏み出す、
「覚悟」のノ

ンフィクション対談。事実とデータの比較・検証を通じて、専門家を問い質す。そして、あなた
の「経済活動再開」に論理的な根拠を与える一冊になるはず。

同日発売

4334952119

¥1200

11月18日
同日発売

ノンフィクション

4334952097

¥1200

11月18日
ノンフィクション

4334951953

¥1600

11月18日
同日発売

ノンフィクション

4334952046

¥1400

11月18日

マッサゲタイの戦女王
篠原悠希

沼沢ゲタイの氏族長の親族として生まれ、すべてのゲタイを束ねるマッサゲタイ国王の第

十一妃となった少女・タハーミラィ。生まれながらの碧眼を「邪視」だと忌まれ、常に目を伏

せて生きてきた彼女が、広大なる大地を目にし、王国の理に触れ、やがて戦場にまで飛び出

していく⸺。古代オリエントを舞台に、実在した女王と、四大帝国のうち三国を併呑した「諸
王の王」との邂逅、戦乱、その真実を描く、絢爛にして凄絶な一大叙事詩！

トリップ
角田光代

普通の人々が平凡に暮らす東京近郊の街。駆け落ちしそびれた高校生、クスリにはまる日
常を送る主婦、パッとしない肉屋に嫁（とつ）いだ主婦⸺。何となくそこに暮らし続ける何

者でもないそれらの人々がみな、日常とはズレた奥底、秘密を抱えている。小さな不幸と小

さな幸福を抱きしめながら生きる人々を、透明感のある文体で描く珠玉の連作小説。直木
賞作家の真骨頂。

同日発売

四六判文芸書

4334913733

¥2200

11月18日
光文社文庫

4334741924

¥500

内澤旬子の島へんろの記

11月19日

般若心経を唱え、迷って、歩いて、また迷って⸺。四国八十八ヶ所だけでなく、香川県最大

ノンフィクション

内澤旬子

の島である小豆島の中に八十八ヶ所の霊場があることはあまり知られていない。海あり山

ありの風光明媚な遍路道、祈ることの意味、島民とのふれあいなど、島に移住した人気エッ
セイストが書き尽くす、結願まで約２年の迷走巡礼記！
世界一100人を同時通訳してわかった

小熊弥生

「最速」で結果を出す人の成功哲学

ノーベル賞受賞者、マーケティングの巨匠、記憶力世界一、元大統領、営業の神様、世界ナ
ンバーワンコーチ……。数々のカリスマたちの言葉を伝えてきてわかった、誰よりも早く、無

駄なく目標を達成するための成功法則とは。著者もTOEIC280点から3年半で通訳士になっ

ただけでなく、作った会社は広告費ゼロで単月売り上げ2400万円達成。モチベーションが
上がり、
「お金」と「時間」の使い方が変わる一冊。

FLASHデジタル写真集

神部美咲 1泊2日、もう会わない

神部美咲／笠井爾示［撮影］

『馬好王国』
（フジテレビ系）の MC を務めるなど、いまバラエティに引っ張りだこの神部美咲。
2020年5月に発売された FLASHデジタル写真集『初デートは自宅で』のイチャイチャ感とは

対照的な、
「お別れ旅行」がテーマになっている。海辺の旅館を舞台に、濡れ透けショットや

セクシーなはだけ浴衣を大胆披露。26歳になって初グラビアだったという今作では、
トレー

ドマークの笑顔を封印。儚げな表情が印象的な1冊になった。

みずうみ／三色すみれ／人形使いのポーレ

シュトルム／松永美穂［訳］

将来結婚するものと考えていた幼なじみとの初恋とその後日を回想する「みずうみ」。継母と
前妻の娘との心の揺れを描く
「三色すみれ」。旅芸人一座との出会いと別れ、そして大人にな

って思いがけず再会する「人形使いのポーレ」。若き日の甘く切ない経験を繊細な心理描写
で綴った傑作3篇。

同日発売

4334952062

¥1400

11月20日
同時発売

ノンフィクション

4334952070

¥1400

11月24日
FLASH 写真集

¥1200

11月26日
古典新訳文庫

4334754244

¥790

ミミズによる腐植土の形成
ダーウィン／渡辺政隆［訳］

自宅の裏庭につづく牧草地の一角に石灰をまき、家族の協力を得ながら土を掘り返しての

観察と実験を重ねること40年。ミミズの働きと習性について生涯をかけて研究したダーウィ

ン最後の著作。
『種の起源』で提唱したみずからの理論を下支えする存在、それがミミズだっ
た。ミミズはすごい。でも、ダーウィンはもっとすごい。

共産党宣言

マルクス、エンゲルス／森田成也［訳］
マルクスとエンゲルスが共同執筆して1848年の二月革命直前に発表し、その後のプロレタ

リア運動の指針となり世界を大きく変えることになった、わずか23頁の文書。いわゆる�党派�
的な檄文ではなく、労働者がなぜ虐げられているのか、なぜ搾取されるのかなど、資本主義

の弊害、そのからくりを解く。労働者の団結こそが社会を変える力であるという、働く人びと
の味方マルクスの主著の一つ。

ヤコブの梯子
警視庁行動科学課

六道慧

父親に殺意をもって首を吊し上げられた30歳の息子は、親に寄生する中年パラサイトだった。
彼は、精神刺激薬リタリンを服用していた。処方箋があれば入手可能な、この薬の出どころ

を追うと……。老人が次々死亡する病院、住宅の隠し金庫で金塊とともに保管されていたリ

11月26日
古典新訳文庫

4334754287

¥850

11月26日
古典新訳文庫

4334754201

¥980

11月27日
光文社文庫

4334773761

タリン⸺。犯人像作成のプロ・麗子と美人検屍官・清香。二人は深い闇へと導かれていく。 ¥600

焦茶色のナイトガウン
杉原爽香 四十七歳の冬

赤川次郎

ある日、爽香の元に高校の同級生・井田の娘から一本の電話が。なんと、妻殺しの容疑で井
田が逮捕されたという。娘いわく、容疑を否認しているそうだが……。そして爽香は、仕事帰

りに火事の現場に遭遇。のちに現場で殺人事件が発生していたと判明。被害者は国会議員
の息子というが、怪しい事実が隠されているようで⸺!? 登場人物が読者と共に年齢を重
ねる大人気シリーズ！

東京近江寮食堂 青森編
明日は晴れ

渡辺淳子

妙子と安江、二人のおばちゃんが営む谷中の東京近江寮食堂は本日も大賑わい。新人バイ

ト・睦美の出身地、青森のご当地料理が好評なのだ。そんな中、子連れ客・絵美里の様子が
気になり、妙子たちは声をかける。息子の偏食を直したい彼女のために、特別なメニュー作

りを思い立つのだが⸺。下町の食堂に集う人々と、心のこもった料理の数々が胸をうつ感
動作。

駅に泊まろう！
豊田巧

セクハラ、パワハラ、サービス残業……。ブラックすぎる居酒屋チェーンの職場に辞表を叩き

つけた桜岡美月は、東京駅から新幹線のグランクラスに乗り込んだ！ 目指すは北海道の大

地。亡き祖父から譲り受けたコテージのオーナーとしての新生活が待っている！はずだった

のだが⸺。そこは超ローカル駅のただの古ぼけた駅舎だった。ハートフルなお仕事＆鉄道
小説！

11月27日
光文社文庫

433479078X

¥600

11月27日
光文社文庫

433479081X

¥600

11月27日
光文社文庫

4334790828

¥600

十津川警部 西伊豆変死事件
西村京太郎

西新宿のホテルで、女性の刺殺体が発見された。免許証から北千住のクラブのママ「中川真
由美」と分かる。ところが静岡県警から、中川真由美は5年前に西伊豆の堂ヶ島沖合で溺死

しているとの報告が！ いったい、どちらが本物なのか？ そして、ニセ者の狙いは？ 十津

川は事件の鍵を握る地、金沢へ⸺。やがて浮上してきたのは、意外な組織の関与だった。

倉阪鬼一郎

時は文政。本所相生町の河岸の裏通りに並ぶのは、蕎麦に寿司、天麩羅におでんと、とりど

りの屋台だ。哀しい過去を持つあるじたちはみな情に厚く、いつしかなみだ通りと名がついた。
元締めの善太郎の悩みの種は、腰の据わらない跡取り息子だ。その小太郎が、賭場で大き
な借金をこしらえてしまったのだが……。人情と江戸の味に心癒される新シリーズ開幕！

藤井邦夫

薬種問屋『萬宝堂』の若旦那が旗本の娘に恋をした。身分違いの恋に不安を覚えた番頭は、
公事宿『巴屋』に依頼を持ち込んできた。出入物吟味人の日暮左近が調べ始めたところ、背

後に若旦那を狙った企みが潜んでいた。そして、若旦那が狙われた本当の理由が明らかにな

ったとき、巴屋主の姪おりんが攫われた。左近の無明刀が外道の陰謀を斬る！ 充実のシリ
ーズ第九弾。

ここまでわかった！ 本当の信長

渡邊大門

若いころは「大うつけ」、天下人となってからは革新的な政策を次々と実行し、かつ神仏を恐

れなかった無神論者……。しかし「信長の研究は日進月歩で進んでおり、これまでに改めら
れた事実も少なくない。つまり、私たちがテレビや小説で知る、おなじみの信長の姿はもは

や古いのだ」
（
「はじめに」より）。アップデートされた最新の信長像に迫る。
FLASHデジタル写真集

ねもぺろ from でんぱ組 .inc「萌えキュン」だけじゃありません。

ねもぺろ from でんぱ組 .inc ／峠雄三［撮影］

アイドルグループ「でんぱ組 .inc」から、根本凪と鹿目凛によるユニット「ねもぺろ from でん

ぱ組 .inc」がグラビア界に殴り込み。普段から仲が良い2人の�素�を切り抜いたようなカット

から、大人っぽいカットにまで挑戦した。シリアスな雰囲気で2人が密着するシーンでは、本気

で恥ずかしがる一幕も。タイプは違えど、スタイル抜群の2人、本作を見たら「ねもぺろ」ファ

ンになること請け合いだ！

FLASHデジタル写真集

4334790836

¥520

光文社文庫

4334790909

¥600

11月27日

冥府からの刺客

知れば知るほどおもしろい50の謎

光文社文庫

11月27日

夢屋台なみだ通り

日暮左近事件帖

11月27日

峰島こまき ぜんぶ詰め込んで、夏。

峰島こまき／ YOROKOBI［撮影］

所属するアイドルユニット「ナナランド」では、小動物のようなルックスと全力パフォーマンス

で見る人の心を鷲掴みにする峰島こまき。2020年の夏はなかなか楽しめなかったからこそ、

�楽しかったはずの夏�を、思い出アルバムに詰め込んだようなグラビアに挑戦。ひまわり畑、
プールに海、そしてバーベキュー。青空のもと、太陽よりも眩しい笑顔を目いっぱい見せてく
れた。彼女と一緒に夏を楽しんだ気分に浸れる作品になっています。

光文社文庫

4334790925

¥600

11月27日
知恵の森文庫

4334787924

¥800

11月27日
FLASH 写真集

¥1200

11月27日
FLASH 写真集

¥1200

20年で元本300倍 お金が集まる5つの原則
秋山哲

「まずい……。人生やっていけるのか」。マイナス4500万円。大学生のときに初めて生涯収

支の計算をした僕は、圧倒的にお金が足りない不安に押しつぶされそうになっていた⸺。

それから20年後。著者は住宅費用を運用益だけで賄い、老後資金も貯め終えている。生涯

お金に困らない生活はどう手繰り寄せられたのか。個人投資家でUSJ のマーケティングディ

レクターである著者が明かす、独自の投資術と仕事やお金との向き合い方！

下町はなぜ人を惹きつけるのか？

「懐かしさ」の正体

三浦展

明治維新の30年後に「ふるさと」が注目され、敗戦の30年後に「下町」が発見された⸺。下

町はかつて工場からの煙が立ち上る、
「近代」の象徴でもあった。やがて東京の重心は山の

11月27日
同時発売
光文社新書

4334045049

¥840

11月27日
同時発売
光文社新書

手に移動し、高度成長期を経て下町はノスタルジーの象徴として「発見」された。果たして、 4334045057
日本人は下町の姿に何を見出しているのだろうか？ 人々の暮らしや住まい、娯楽を中心に、 ¥900

「ディスカバー・下町」された13の街の実像をひもとく。

「宇宙の音楽」を聴く
指揮者の思考法

伊藤玲阿奈

私たちは今、以前には考えられなかったようなスピードで世界が変化する時代に生きていま

す。むかし教えられたことが通用しなくなるなど序の口で、まったく逆のことが正しいとされる

ことさえ頻繁に起こるようになりました。
（中略）では、どのようにしたら上手に対処できるの

でしょうか（
「はじめに」より）。20歳を過ぎて音楽家への道を選び、ニューヨークで戦ってきた
指揮者が綴る、
「しなやかな思考」のつくりかた。

Z 世代

若者はなぜインスタ・TikTok にハマるのか？

原田曜平

Z 世代を理解するキーワードは「チル（まったり）
＆ミー（自己承認欲求、発信欲求）」⸺Z 世
代は「ゆとり世代」と何が違うのか？ 世代人口が少ないにもかかわらず、なぜ発信力・拡散

力が巨大なのか？ なぜコロナ禍でも予想外に消費金額が大きく、人材として「ダイヤモンド

の卵」と呼ばれるのか？ Z 世代＝「スマホ第一世代」を若者研究の第一人者が徹底分析。

一生つかえるメイク
YOSHINKO

一度覚えたら一生つかえて、自分の顔が好きになる。それが YOSHINKO の魔法のメイクで

す。10分で小顔に見える、顔が明るくなる。秘密は、メイクの順番とバランスの取り方にあり！
自分の顔に自信がない、メイクが苦手、厚く塗って欠点をカバーしなくちゃいけない…… そ

う思い込んでいる方にこそ試してほしい。誰のためでもない、自分のためのメイクを始めまし

ょう！

僕の献立

本日もお疲れ様でした

麻生要一郎

「誰かの好きなものを料理している時が幸せだ」。展示会やアーティストのライブ打ち上げな
どで引っ張りだこの、著者のお弁当。パートナーとの日々の献立を伝えるインスタグラムも好

11月27日
同時発売
光文社新書

4334045065

¥1000

11月27日
同時発売
光文社新書

4334045073

¥920

11月27日
同時発売

ノンフィクション

4334952038

¥1400

11月27日
同時発売

ノンフィクション

評。そのどっしりと優しい、日々のレシピが初めて一冊の本に。作家の角田光代との鍋対談、 4334952011

アーティストの坂本美雨とのお弁当対談も収録。誰かと食卓を囲む幸せを噛みしめられる一
冊。

¥1500

11月27日

椎名教授の異常な愛情【分冊版】21
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。海辺に近い椎名家の別荘を訪れ

た、教授と葉山たち一行。海が好きな葉山は、子供の頃の思い出を教授に語るが、海にいい
思い出の無い教授は、葉山の話に言葉を返せない。そんな教授に海の思い出を贈ろうと、葉
山は教授と浜辺に繰り出す。

スパダリの俺が黒王子には逆らえない 2【特典ペーパー付】
山田まりお

少女マンガを隠れ趣味に持つエリートの真鳥課長は、理想の俺様ヒーローを地でいくような
後輩のイケメン腹黒王子・千住に翻弄される毎日でストレスを溜めていた。そんなある日、千

住が男と二丁目で揉めてる現場を目撃し、弱みを握ったのも束の間。なぜか壁ドンで唇を奪

われたり、エロいセクハラを受けるヒロインのように狙われ脅される日々。真鳥を翻弄しまく

る黒王子の真意とは……。腹黒王子×スパダリのハイパーエロキュンBL!!

両性α 4

生意気キメラは逆らえない。

伊藤良

た！ 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…!!

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 3
宮沢ゆら

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

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……!?

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 合本版2
左東ヨシタカ

『ビッチな僕を満たす魅惑の極大×××～長くて、硬くて、大きくて～』第3、4話を収録した合

本版！ H 依存症の椿と不思議な同棲を開始した研修医の優之介。でも、椿の過去は思った

よりも闇が深く…。なんとかしてあげたいと思う優之介だったけど⸺。そんな二人の関係を
引き裂こうとする存在が現れ !?

ふたりの夜のすごしかた

合本版3

リア充漫画家と引きこもりオタクのトクベツナイト

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6、7話を
収録した合本版！ 相良と距離をとってしまい、気まずいまま1週間が経過してしまった二人
……。このままじゃ……と考えた蛍は決意を決めた！

11月27日

コミックシーモアのみ
他書店2021/1/8発売

コミック

¥200

11月27日
コミック

¥200

11月27日

コミックシーモアのみ
他書店2021/1/8発売

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

長くて、硬くて、大きくて

¥200

コミックシーモアのみ
他書店2021/1/8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

俺とあいつの10年計画

コミック

コミック

¥150

11月27日

コミックシーモアのみ
他書店2021/1/8発売

コミック

¥350

11月27日

コミックシーモアのみ
他書店2021/1/8発売

コミック

¥300

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 合本版2

11月27日

『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！

コミック

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……。世話焼き上

司・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、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☆

チンピラ君のメスイキ調教 6

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」

お馬さんとセックスセラピー 1
毎日、たーっぷり注いでやる

彩田あまた

「精液が必要なら黙って従え」喧嘩ばかりの馬獣人とライオン獣人がセックス治療のパートナ

ーに!? ライオン獣人の礼央と馬獣人の理生は、ホストクラブのNo. 1とNo. 2。ライオンのブ

ランド力で常にトップを走る礼央は、格下のくせに生意気な態度をとる理生のことが気に食
わない。ところがある日獣人からヒト化する病気�無獣症�にかかった礼央は治療に大量の精

液が必要だと聞き、精液量の多い馬獣人の手助けが必要に⸺!?

¥350

11月27日
コミック

¥200

11月27日
コミック

¥200

