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立ち止まるな、姫川玲子。人気シリーズ、3冊目の短編集！

オムニバス
誉田哲也

警視庁刑事部捜査一課殺人班捜査第十一係姫川班。事件がなければ休日も待機もシフトどおりに取
れるのだが、そううまくはいかない。各署に立てられた特捜本部に入ることもあれば、人手が足りない所
轄の応援に回ることもある。激務の中、事件に挑み続ける姫川玲子の集中力と行動が、解決の糸口を
たぐり寄せる⸺。姫川班の刑事たちに加え、玲子と因縁のある東京地検の武見も登場する、ファンに
はたまらない、シリーズ3冊目の短編集

23日発売（紙と同日）

4334913857
¥1500

変わらないもの、変わっていくこと。宮下家5人と1匹の3年間の記録。

ワンさぶ子の怠惰な冒険
宮下奈都

北海道トムラウシの山村留学から福井に帰ってきた宮下家。当時、子供たちの妄想（脳内）犬だった白
い柴犬ワンさぶ子を本当に迎え、すっかり家族の一員に。3人の子供たちは、大学生、高校生、中学生
となり、思春期真っ只中。それぞれが自分の道を歩き始めていく。広がる世界、かけがえのない音楽、
『神さまたちの遊ぶ庭』に続く、しあわせ感じる家
しなやかに自由を楽しむ、宮下家5人と1匹の3年間。
族エッセイ。

26日発売（紙と同時）

4334913881
¥1500

アメリカで25万部突破の絵本。メーガン妃がアーチー君に読み聞かせをして話題に！

アヒルかも！ウサギかも
！

エイミー・クラウス・ローゼンタール、
トム・リヒテンヘルド
せきねみつひろ［やく］
どっちにみえる？ あたまのたいそう！ じっさいに じぶんのめで たしかめてみよう。アヒルなのか
ウサギなのか（そうじゃないなにかなのか）
。なににみえるかは どうみるかによって ちがってくるよ。
⸺アメリカで25万部突破のロングセラー絵本。メーガン妃がアーチー君に読み聞かせをして話題に！

4334962475
¥1280

京都一乗寺 美しい書店のある街で
大石直紀

一乗寺に佇む、緑色の扉が印象的な書店⸺そこは訪れた人に様々な出会いを授ける。結

婚を間近に控えた美咲には幼少時の記憶がない。朧な思い出の中に、夜闇で輝くウエディン

2月5日
光文社文庫

グドレスを見て……。
（
「夜の花嫁」
） 会社で無能扱いを受ける圭吾はある日、バールを買った。 4334791298
同僚の香織を殺すためだ⸺。
（
「一乗寺のヒーロー」
） 京都本大賞受賞の著者が描く、儚

く美しい京都ミステリ4編。

Platinum FLASHデジタル写真集

石田桃香／前康輔［撮影］

石田桃香 海辺の音色

2019年夏のグラビアデビュー以降、各誌から引っ張りだこで躍進を続ける�浪速のピーチ姫�

こと石田桃香。今作では、楽しめなかった夏を思い返しながら海辺でギターを弾くシーンか

ら始まる、ノスタルジックなストーリーグラビアに挑戦してくれました。切ない表情でギター
を弾く姿だけでなく、元気いっぱいな明るい笑顔で自転車をこぐ姿、また部屋でくつろぐ水着
姿や荒れ気味の海で凛と立つ水着姿など、いろんな石田桃香が満載です。

桃太郎最凶伝説【分冊版】4
笹原智映／山田ウメ［シナリオ］

罠から助けてくれた恩返しに、子鶴のツル亀が、美少年の姿でおじいさんの家にやってきた。

ツル亀をひと目見てピーンとフラグが立ったおばあさんは、ツル亀との生活をうながす。予
想通り、天然ドジっ子のツル亀と気のいいおじいさんとの絡みで、腐女子のおばあさんは大

暴走！ おかげでお婆さんの描く漫画は、大ヒットするのでした。誰もが知っている日本＆世
界の童話を、BL にアレンジ！ こんなに危険な童話、読んだことない★

ボーダレス

誉田哲也

〈教室の片隅で密かに小説を書く女子高生と、彼女に興味を惹かれる同級生〉
〈事故で失明
した妹と、彼女を気遣い支える姉〉
〈音大入試に挫折して実家の喫茶店を手伝う姉と、彼女

に反発する妹〉
〈年上の女性に熱い思慕を抱く令嬢〉交わらないはずの彼女たちの人生が一

つに繋がるとき、待ち受ける運命とは !?
開する青春ミステリー。

4つの物語（ストーリー）が交錯し、スリリングに展

月夜に溺れる
長沢樹

神奈川県警生活安全部・真下霧生には子供が二人いる。長男は一人目の夫とその新しい妻

と暮らし、長女は、二人目の夫と別れた後、母の力も借りて、彼女が育てている。元夫は二

人とも警察官で、将来を嘱望された存在だ。霧生とて、あちこちの現場に駆り出される�使え

る�警察官だが、何故か、台風の目になりがちで……。警察小説に新たなヒロインがしなや
かに登場！

ウェンディのあやまち
美輪和音

二人の幼児が自宅に置き去りにされ、一人が餓死するという事件が発生した。物語に登場

するのは、客の男にのめり込む恋愛体質のキャバクラ嬢、女優としてドラマ出演のチャンスが
舞い込んだ女、自分を痛めつけるように働き続ける清掃員の女……。3人の女を繋ぐ、幼児

餓死事件の真実とは⸺。人間の業を抉る衝撃のノンストップ社会派ミステリーが待望の文
庫化！

¥650

2月5日
FLASH 写真集

¥1000

2月5日
コミック

¥200

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791506

¥700

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791522

¥750

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791530

¥700

俺たちはそれを奇跡と呼ぶのかもしれない
水沢秋生

「俺」はいったい誰なんだ？ 目覚めるたびに別人に成り代わる。年齢も性別もバラバラで、
脈絡があるのかどうかもわからない。そんな状況で目にした「カップル連続惨殺犯」の文字に

2月9日

同日発売
光文社文庫

「俺」は強い衝撃を受ける。この不可解な現象は、この事件に関係している？ まさか、
「俺」 4334791549
が犯人なのか !? どこに連れて行かれるかわからない、一気読み必至の徹夜本！

Y 田 A 子に世界は難しい
大澤めぐみ

自我を宿した AI 内蔵人型ロボット・瑛子は、わけあって和井田家に居候中。家族の勧めで高

校に入学し、目に映る景色が変わっていく。孤独な少女・風香との出会いや、いつもなにかと
騒がしい一家との日々。友情とか親子とか、検索しても正解のない世界を、ロボットならで
はのフリースタイルで瑛子は突き進む！ 鬼才のエッセンス全開のハイテンション青春 AI 家
族小説！

姫島殺人事件 新装版

内田康夫

雑誌の取材で大分の姫島に向かう空港で浅見光彦は、何度か一緒に仕事をしたカメラマン、
浦本智文に会った。彼は射爆場問題に揺れる日出生台に行くという。無事に取材を終えて
東京に戻っていた浅見に、姫島滞在時に絡んできた男が殺されたという連絡が入る。事件の

捜査は遅々として進まない様子だったが、突然、浦本が「会いたい」と連絡をしてきた⸺。

江戸橋慕情 決定版

研ぎ師人情始末（九） 稲葉稔

研ぎ師・荒金菊之助と同じ長屋の住人で、南町奉行所臨時廻り同心横山秀蔵の手下を務め

る次郎が、花魁殺しを捕縛した。しかし、下手人は大番屋から逃走してしまう。お人好しの菊

之助は、必死に追う秀蔵と次郎の助をすることになるのだが……。隣長屋に越してきた謎の
美人も絡んだ難問に菊之助が挑む！ 稲葉稔の原点シリーズ決定版、涙するラストが待つ第
九弾。

新選組の料理人
門井慶喜

戦に焼けた京の町で炊き出しをすることになった新選組、料理ができる者がいない。滅法ま

ずいその粥に文句をつけた菅沼鉢四郎は、原田左之助の命により剣を握らぬ「賄方」として
新選組に入隊することに。菅沼は数々の難題に直面しながら、隊士の暮らしや愛憎、組織の
矛盾を間近で目にしていく。食べ、生き、戦い、やがて歴史の波間に消える新選組を新視点

から描く。

鬼を待つ

あさのあつこ
飲み屋で男二人が喧嘩をした。一人は大怪我、殴った男は遁走の果てに首を吊った。町方に

すれば�些末な�事件のはずだった。しかし、怪我を負った男が惨殺されたことから事態は大

きく展開し、小間物問屋〈遠野屋〉の主・清之介の周囲で闇が蠢く。北町奉行所定町廻り同心
の木暮信次郎と岡っ引の伊佐治が辿り着いた衝撃の真相とは⸺。一気読みのシリーズ第九
弾。

¥600

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791557

¥650

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791565

¥700

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791581

¥650

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791603

¥700

2月9日

同日発売
光文社文庫

4334791611

¥700

ごめん買っちゃった
マンガ家の物欲

吉田戦車

食玩、納豆（タレ・からしなし）、タオルマフラー、タブレットスタンド、辛くないカレー粉……な

どなど、物欲にまかせて、
『失敗してもそれほど痛くない、ささやかな、
「欲しくて欲しくて、い

ても立ってもいられなくなるもの」
』
（本書「あとがき」より）を捜して、悩んで、買いまくる。人
気マンガ家渾身の「欲しいもの祭り」全62点の記録。

19世紀イタリア怪奇幻想短篇集
橋本勝雄［編・訳］

野生の木苺を食べたことがきっかけで、男爵の心と体が二重の感覚に支配されていく
「木苺

のなかの魂」、
〈真実の口〉
ドン・ペッピーノの忠義心が試練の数々に直面する寓話風の「三
匹のカタツムリ」ほか、世紀をまたいで魅力が見直される9作家の、粒ぞろいの知られざる傑
作を収録。全9作、本邦初訳。

ボク達の超 B 級アーカイブ

玉木朗

1970年代中頃から1980年にかけて、アメ横を中心に大爆発したアメリカン・スタイル。西海
岸テイスト、ヘビーデューティー、サーファーブーム、プレッピー……。忘れられないボク達だ

けの「超」B 級アイテムが甦る。
「バラクータG9」
「トップサイダーのスニーカー」
「レインスプ

ーナーのシャツ」……東京三軒茶屋のセレクトショップ「SEPTIS」オーナー玉木朗の独断と
偏見で選んだ珠玉のファッション・アーカイブ・カタログ。

FLASHデジタル写真集

東雲うみ 商社 OL、破れちゃった！

東雲うみ／木村哲夫［撮影］

「美尻グラドル総選挙2020」でグランプリを獲得した元商社 OL の東雲うみ。黒髪が美しい清

楚なお姉さんのチャームポイントは、
「100cm の豊満ヒップ」。パンツスーツが破れてしまう
ほどの破壊力なのだ。さらに、大胆なハイレグ衣装も披露した。ふっくらと柔らかな２つの球

体は、芸術品と言える。ケツ
（尻）圧上昇にご注意を！ 同時リリース『G カップ、こぼれちゃっ

た！』
（光文社）にも注目だ！

FLASHデジタル写真集

東雲うみ Gカップ、こぼれちゃった！

東雲うみ／木村哲夫［撮影］

「美尻グラドル総選挙2020」でグランプリを獲得した東雲うみはバストもすごい。
「100cm の
豊満ヒップ」と「90cmG カップ」の二刀流グラドルなのだ。黒のハイレグスーツでは自慢の

2月9日

同日発売

知恵の森文庫

4334787959

¥650

2月12日
古典新訳文庫

4334754376

¥950

2月12日
ノンフィクション

4334977510

¥870

2月16日
FLASH 写真集

¥1200

2月16日
FLASH 写真集

美尻を。さらに、T シャツ姿で豊かな下乳まで披露してくれている。まさに1作で2度美味しい。

グラビア界のニュー
（乳）
ヒロインと言える！ 同時リリース『商社 OL、破れちゃった！』
（光文社） ¥1200
にも注目だ！

FLASHデジタル写真集

ミス FLASH2021（益田アンナ・霧島聖子・名取くるみ・高槻実穂） 史上最強！

益田アンナ、霧島聖子、名取くるみ、高槻実穂／岩松喜平［撮影］

人気や実績のある候補者が勢揃いし、選考オーディションの序盤から過去最高の盛り上が

りを見せた「ミスFLASH2021」。選考期間中はライバル同士だった4人が、宮古島ではミス

FLASH 恒例の白ビキニ姿で手をつないで喜びをアピール。益田アンナ×霧島聖子、名取く

るみ×高槻実穂という仲良しペアショット、日没後の数十分だけの�マジックアワー�に撮り
下ろされた奇跡のショットも必見！ 2021年のグラビア界はこの4人が制覇する⸺。

2月16日
FLASH 写真集

¥1200

いつまでも親がいる
超長寿時代の新・親子論

島田裕巳

親子というのは難しい。これは誰もが経験するところです。
（中略）
この本では、とかく難しい

親子の関係を、世界観にまで遡って考え直していきたいと思っています。
（
「はじめに」より）

2月16日
同日発売
光文社新書

現代社会は大きな変化の中にある。その変化の中には、当然、親子の関係も含まれている。 4334045227

「人生100年時代」を迎えた今、親子関係の新たな課題とは？ 死生観・宗教観・育児観など、 ¥780
「永遠のテーマ」を様々な角度から捉え直す著者初の親子論！

渋沢栄一に学ぶ大転換期の乗り越え方

田口佳史

道徳なくして、ビジネスは成立しない。名著『論語と算盤』で、そう渋沢栄一は唱えた。渋沢
栄一はどんな生涯を送ったのか。そして『論語と算盤』や『論語』には何が書かれていて、私

たちが「今を生きる」上で、何を学び取らなければならないのか。渋沢の生涯をじっくりひも

ときながら考えていく。激変する時代を生きるビジネスパーソンに贈る「仕事の本質」を説く
新解釈の『論語と算盤』論。

桃太郎最凶伝説【分冊版】5
笹原智映／山田ウメ［シナリオ］

ガテン系アヒルの兄弟たちの元に拾われてきた、1人だけ毛色の違う子。毎日兄アヒルたち

に�いじめられてる�と感じていたが、それはいちばん末っ子がかわいすぎての愛情表現だった。

ある日遊園地ではぐれた弟くんは兄たちに捨てられたと思うが、様々な人との出会いのなか、
本当の自分の居場所を見つける……。誰もが知っている日本＆世界の童話を、BLにアレンジ！

こんなに危険な童話、読んだことない★
FLASHデジタル写真集

益田アンナ ミス FLASH2021グランプリ

益田アンナ／岩松喜平［撮影］

誰が見ても完璧な美女。大人気レースクイーンチーム「2017 Paciﬁc Fairies 9」メンバーと

して活躍し、ファッション誌「JELLY」専属モデルだった益田アンナが、まぶしすぎる水着姿を
披露！ 「レースクイーン時代にくびれ作りでフラフープを頑張ってたのですが、その成果を宮

古島で出せたと思います。見た目はキツそうだと思われるのですが、中身は結構ポンコツキ

ャラ。この写真集で親しみやすさも感じてもらえたら嬉しいです」
FLASHデジタル写真集

霧島聖子 ミス FLASH2021グランプリ

霧島聖子／岩松喜平［撮影］

「日本レースクイーン大賞2019」入賞。�せいこっこ�のニックネームで人気のレースクイーン
がグランプリを獲得。
「白い砂浜、青い海、豪華なヴィラ…すべてが印象的でした。水着姿も

ですが、秘書風のスーツとか、黒いキャットスーツもぜひご覧になってください。メイクや衣

装で気持ちが入るタイプなので、自分のなかでいろいろ妄想しながら楽しく撮影ができました

（笑）。グラビアで新たな魅力を皆さんにお届けします！」
FLASHデジタル写真集

名取くるみ ミス FLASH2021グランプリ

名取くるみ／岩松喜平［撮影］

王道ビキニからニット、ニーハイ、サスペンダーなどフェティッシュな衣装までを網羅。あざと

エロかわいさで魅せる天然娘が念願のグランプリを獲得。
「宮古島の夕暮れに染まる水平

線が圧巻だったのを覚えています。あと、料理が全部美味しかったですね。写真集の中には

サーターアンダギーを食べている写真もあってお気に入りです。ここがゴールではなくスター

ト地点。15年の歴史の中で一番だと言われるように走り続けたいです！」

2月16日
同日発売
光文社新書

4334045251

¥840

2月19日
コミック

¥200

2月22日
FLASH 写真集

¥1200

2月22日
FLASH 写真集

¥1200

2月22日
FLASH 写真集

¥1200

FLASHデジタル写真集

高槻実穂 ミス FLASH2021審査員特別賞

高槻実穂／木村哲夫［撮影］

大仁田厚プロデュースのプロレスアイドルユニット「スターダム★アイドルズ」の元メンバー。

キャッチフレーズは「いつも心に納豆魂！ ポンコツだけど粘り強さは誰にも負けません」。言

葉通り粘りに粘って審査員特別賞を獲得。遅咲きの童顔娘が、宮古島の地を駆け抜ける。
「太

陽が眩しくて、タイミングよく目を開けて撮影するのが大変でした（笑）。感謝の気持ちを忘れ

ず前に突き進んでいきますので、一生ついて来てください！」

或るギリシア棺の謎
柄刀一

かつて心臓移植を経験している南美希風と、その移植手術を執刀した医師の娘であるエリザ

ベス・キッドリッジ。ふたりにとって縁の深い篤志家の安堂朱海の訃報が届いた。高齢で長く

闘病していた彼女だったが、自殺あるいは他殺の疑いが浮上する。誰が、何のために？ 弔
意のために安堂家を訪れた美希風たちは、名家に伝わる奇妙な因習と、次々に襲い来る悲
劇の存在を知る⸺。精緻に濃密に語られる、柄刀版�国名�シリーズ第2弾！

2月22日
FLASH 写真集

¥1200

2月23日
同日発売

四六判文芸書

4334913865

¥2000

馬疫

2月23日

2024年、東京五輪の連続開催を控える日本で「新型馬インフルエンザ」が発生。感染した馬

四六判文芸書

ば

え き

茜灯里
を凶暴にさせてしまう「狂騒型」だった。五輪は無事に開催できるのか、そして新型馬インフ

ルエンザの先に現れる、もう一つの恐ろしいウイルスとは⸺。獣医師で大学教員の著者に

しか描けない、理系ミステリーの新境地！ 第24回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。

4334913873

¥1700

2月23日

田中家の三十二万石
岩井三四二

「あんなしょうもない男が大名になれたのも、戦国というおかしな世の中のせいでござろうて」
十六の歳に貧しい百姓から地元武将の小者となり、初めての禄は三石。しかし運と度胸に
冷静さも併せ持ち、時に痛快に、時に歯を食いしばってついには筑後三十二万石の大名へ

と出世していく⸺。圧倒的な迫力の戦闘場面と魅力溢れる人物描写。読む者を惹きつけ

てやまない、著者の円熟の境地をみせる歴史小説の傑作。

母親を失うということ
岡田尊司

母と私を結びつけていたのは、心の奥の深い傷⸺。大ベストセラー『愛着障害』著者が急

逝した母親の記憶を辿りながら、自らとの関係を初めて明かし、喪失の果てしない悲しみと

その先にある希望を綴った、著者初のノンフィクションにして最高傑作。
「私は母から受けた
ものを、何一つ返せずに、母はそれを求めることさえせずに、遠くにいってしまった」。誰もが
経験することになる母親の死、あなたはそれをどう受け止めますか。

成功したいなら誰かの「推し」になれ
自分の最高値をたたき出すナンバー1ホスト思考

同日発売

越前リョーマ

上は下に金を使え、下は上に気を使え。みんながやらないときこそ、自分はやる。前月より

低い数字を目標にするな。
「してあげる」と「してもらう」のバランスを見誤るな。いつでも「今」

に全力を注げ⸺。
「推したい」と思わせる人には理由がある。学生バイトからトップにのぼ

りつめ、歌舞伎町で「ホストの神」と呼ばれた男が明かす圧倒的�勝ち方�。

同日発売

四六判文芸書

433491389X

¥1800

2月23日
同日発売

ノンフィクション

4334952283

¥1400

2月23日
同日発売

ノンフィクション

4334952291

¥1300

2月23日

図解版 日本史は逆から学べ
河合敦

「なぜアメリカは日本を開国させたかったのか？」
「なぜ秀吉は天下を統一できたのか？」
「なぜ

武士が権力をにぎるようになったのか？」など、近現代から原始・古代まで「どうしてそうなっ

た？」でさかのぼれば、歴史の要点がよくわかる。人気歴史講師によるベストセラーとなった

文庫を、図説たっぷりにリニューアル。各時代の社会・文化がコンパクトに学べるコラム、
〈テ

ーマ史〉も豊富。

［漫画］
うなぎ［原作］／梅林イクミ

2人は、ごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をしました。ただ1つ違っていたのは⸺奥さまは「処
女」だったのです！ 子どもがほしいと思った瞬間からすべての歯車がズレていった、29歳処
女妻の妊活迷走記。
「なんで私は�普通�のことが�普通�にできないの」⸺。悩みに悩んだ
処女妻を待ち受ける衝撃の展開とは。人気ブログを書籍化した実話コミックエッセイ。

吟味方与力 望月城之進（二） 小杉健治

骨董屋『清和堂』の主人・七兵衛が殺され、下手人として七兵衛の後添い・おそのが捕われる。
吟味の場でおそのは「七兵衛は夫増吉の仇でございました」と訴える。なにゆえ�亡くなった

前夫の仇�なのか？ 城之進は増吉死亡のいきさつを調べ始める。一方、二度目の吟味で、お

そのは一転、下手人はほかにいて自分は無実だと言い出すが……。

石川渓月

太陽テレビの記者・塚原は、後輩記者からユニークな子ども食堂の話を聞く。週に2回、プロ

ウさんと呼ばれる人物だった。ユウさんの店「灯火亭」を訪れた塚原は、ますます彼に興味

を惹かれ、取材を進めるのだが……。
（表題作） ほろ苦いけどあたたかい、大人のための
連作集。

同日発売

コミックエッセイ

4334952259

¥1100

光文社文庫

4334791212

¥600

光文社文庫

4334791263

¥650

2月26日

ちびねこ亭の思い出ごはん
高橋由太

病気のため余命5年を宣告されていた早川凪は、恋人からプロポーズを受けた。彼のことは

好きだ。ずっと一緒にいたい。でも、長く生きられない私が、彼を幸せにできるわけがない。
彼女は死者に再会できるという、千葉の内房にある食堂へとやって来た。自分が5歳の時に
亡くなった母と話すために⸺。訪れる奇跡に温かな涙がとまらない、切なくて優しい連作
短編集。

十津川警部 君は、あの SL を見たか
西村京太郎

資産家の藤井清太郎が行方不明になり、家族のもとに、差出人不明の手紙が次々と届く。そ

こには、
「空」
「水」
「アメリカ」
「子供」
「金」⸺5つの言葉が指し示すSLの車内で、藤井は死ぬ

ことになると書かれていた。いったい、どこを走るSL なのか？ 指定の期日まであと2日。十
津川警部は難問を解き明かし、事件を阻止できるのか !?

¥1300

2月26日

の料理人たちが交替で料理を作るというのだ。そこで出会ったのは、謎めいた魅力のあるユ

三毛猫と昨日のカレー

4334952266

2月26日

翻りの訴 細腕敵討ち哀歌
ひるがえ

よりみち酒場 灯火亭

ノンフィクション

2月23日

奥さまは処女

夕やけの味

同日発売

緊迫の長編ミステリー！

光文社文庫

4334791271

¥600

2月26日
光文社文庫

4334791301

¥550

妖の牙

八丁堀つむじ風（九） 決定版

和久田正明

或る晩、自身番に疲れ果てた様子の女が駆け込んできた。夜になっても子供が帰ってこない

という。近所の家に聞き込みに行った同心・成沢東一郎は面食らった。皆、その女の家には

子供などいなかったと口を揃えて答えるのだ。どちらが本当のことを言っているのか。
（
「神
隠し」
） 必死で生きる女たちへ優しい眼差しを向ける成沢が、忌まわしい事件の裏を暴く！

オルラ／オリーヴ園

モーパッサン傑作選

モーパッサン／太田浩一［訳］

部屋の中に目に見えない何かがいる……。妄想と狂気に呑み込まれていく男の日記「オルラ」。
若き日の苦い思い出を浄化し、穏やかに過ごす老司祭のもとに、ある日、みすぼらしい身な

2月26日
光文社文庫

4334791336

¥700

2月26日
古典新訳文庫

りの若者が訪ねて来る。人生を揺さぶる直視し難い過去との対峙を描く
「オリーヴ園」など、 4334754317
病魔に冒され、寡作になりつつある後期の作品のなかから8篇をセレクト。素材・テーマとも

に厳選されたからこそ顕出したモーパッサンの真髄がここにある。

¥930

戦争と平和3

2月26日

妻の死後、田舎の領地に鬱屈して籠るアンドレイを蘇らせたナターシャとの出会い、そして婚約。

古典新訳文庫

トルストイ／望月哲男［訳］
条件付きで父親の承諾を得て保養の旅に出たアンドレイに対し、結婚までの1年の猶予を待

ちきれないナターシャは若さゆえ、ピエールの義兄アナトールの誘惑に心を動かされるのだった。 4334754325
一方、フリーメイソンとして自己実現を目指すピエールは……。運命の歯車が大きく動き出す。 ¥1050

現代の英雄

レールモントフ／高橋知之［訳］
「私」はカフカス旅行の道中に知り合った壮年の二等大尉マクシム・マクシームイチから、彼
のかつての若い部下ペチョーリンの話を聞く。身勝手だがどこか憎めないペチョーリンの人

柄に興味を覚えた私は、彼の手記を手に入れるが……。決闘で夭折した、ロシアのカリスマ
的作家の代表作。

日本史が面白くなる47都道府県県庁所在地誕生の謎
八幡和郎

なぜその町が県都となったのか？ 地元に住んでいる人でも知っているようで知らない「県

庁所在地」の成り立ちを、歴史的な経緯、地形、観光、都市開発の歩みなどから明らかにし

ていく。居住している都道府県はもちろん、出張や観光で他県を訪れた際にも、その町への
理解が深まり、新たな魅力を発見できる。

死ぬまで噛んで食べる
誤嚥性肺炎を防ぐ12の鉄則

五島朋幸

高齢者が入れ歯を外され、噛まずに食べられるものだけを食べている現実に接し衝撃を受

け、訪問歯科診療を始めたカリスマ歯科医が教える「今日からできること」。長い高齢期、い

かに QOL を高く過ごすかが大きな課題だが、口腔ケアに関しては間違った思い込みや知ら

れていない事が多くある。こうした状況に警鐘を鳴らし、多職種との連携による幅広いアド

バイスも交えながら、誤嚥を防ぎ、死ぬまで口から噛んで食べる方法を教える。

2月26日
古典新訳文庫

4334754333

¥1010

2月26日
知恵の森文庫

4334787940

¥750

2月26日
光文社新書

4334045235

¥840

日本のスポーツビジネスが世界に通用しない本当の理由
葦原一正

スポーツビジネスは何ら特殊なビジネスではない。日本のプロスポーツが、経営面でも海外

で戦えるビジネスになるために必要なものとは果たして何なのか。何が、日本のスポーツビ

ジネスには足りないのか。スポーツをこよなく愛し、スポーツの魅力にとり憑かれた Bリーグ

創設の立役者が明かす熱きビジネス論。川淵三郎氏推薦！ 本書は、スポーツビジネスを携
わる人にとっての必読の書である。

大学教授、発達障害の子を育てる
岡嶋裕史

先生には、もうちょっと親の話を聞いてもらいたい⸺。自閉スペクトラム症の息子と、自分

もその傾向があった父親の日常生活奮闘記。職業柄、大量の文献を読み込み、医師、臨床
心理士、役所、療育施設、教師、そして世間とのズレに挑むが……。

光文社新書

4334045243

¥820

2月26日
光文社新書

433404509X

¥940

2月26日

男色大鑑 改 武士編 6
身を捨てても守りたい愛

2月26日

九州男児

絶世の美少年に生まれた専十郎は、あまりにもの美しさに怯えた両親によって、顔を隠して
生きてきた。本人は自分の顔が醜いからだと勘違いしており……。ある日貞操の危機に見舞

コミック

われた専十郎は、街で有名なモテ男・六之進に助けられ、六之進に惚れてしまう。自分のよう

な醜い者は釣り合わない、そう思っていたのに、専十郎の美しさにより歯車が狂いだし⸺。 ¥150

※井原西鶴の男色大鑑『身替りに立つ名も丸袖より』より

Loveless SEX Bear 合本版1
愛のない獣

霧嶋珠生

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第1、2話を収録した合本版！ 熊型の『獣人類』
・玄

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

愛い」と言う人間の久士の事が、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』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 7

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☆

君なら君なら 4

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⸺!?

2月26日
コミック

¥350

2月26日
コミック

¥200

2月26日

コミックシーモアのみ
他書店4/2発売

コミック

¥200

ふたりの夜のすごしかた 9

陽キャ腐男子とツンデレアシのトクベツナイト

2月26日

コミックシーモアのみ
他書店4/2発売

村上左知

陽キャな腐男子漫画家×ため込み型ツンデレアシ。言葉足らずの二人の恋は !?

相良の所

にアシスタントとして出入りしている桃真は、BL も嗜む漫画家志望の陽平と同居中。ある日

から体の関係を持つようになったけど、陽平の描くBL 漫画のプレイが、自分たちの H と同じ
なのがもやもやする桃真。もしかして、この関係ってBL 漫画のネタ提供のため !?

ついにお見合い当日⸺!?

コミックシーモアのみ
他書店4/2発売

七杜のん

和景とのレッスンのおかげで、外出も他人ともしゃべれるよう

になった桃李。先生も新しい就職先が決まり、二人して別々の道に進むはずが…。ドキドキの
中、会場で桃李が出会ったのは⸺…。二人はやっぱり離れられない!?

¥200

2月26日

Ωな生徒のスパルタレッスン 6
恋を学ぶには程遠い？

コミック

感動の最終回 !!

コミック

¥200

