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24日発売（紙と同日）

二十面相が死ぬはずがない。それでも、
まさか、
ひょっとして!?

二十面相 暁に死す
辻真先

昭和21年春。疎開していた少年探偵団の団員も、少しずつ戻ってきているなか、二十面相の暗躍はや
むことがなかった。団員の羽柴くんの家には、明智探偵と小林少年の偽者まであらわれたという。銀座
の美術店、名古屋の映画館、私立学園の建築予定地と、神出鬼没の二十面相を、明智は追い詰める
ことができるのか？ そして、
「小林少年の偽者」の正体は !?

昭和のダーク・ヒーローを巨匠が令和

に蘇らせた傑作冒険小説、第2弾！

26日発売

師弟

4334913903
¥1800

杉本昌隆ｰ藤井聡太ほか6組の師弟の“心の内”に迫った話題の書

棋士たち 魂の伝承

野澤亘伸
「師」の多くは昭和から平成を彩った名棋士たち。
「弟」は、今をときめく昇り竜の若手棋士。生まれた
場所も世代も違い、なんの縁もなかった二人が「師」
と
「弟」
として出会い、互いの人生に大きく影響を
与え合う。時には勝負の場においてライバルともなる。一人の棋士が育つ過程を、師弟という関係を縦
糸に、それを支える家族の物語を横糸に描く。

26日発売

4334791573
¥650

初めてのフォトスタイルブック
『io（イオ）』がデジタル版で発売！

小宮有紗 PHOTO STYLE BOOK io
小宮有紗
『ラブライブ！サンシャイン !!』黒澤ダイヤ役、また Aqours のメンバーとしても活躍する小宮有紗の、芸
（イオ）
』がデ
能活動10周年を記念して2020年8月5日に発売された、初めてのフォトスタイルブック『io
ジタル版で発売。声優だけでなく、女優、モデル、DJ など、活動の幅を広げる彼女のすべてが詰まった
一冊です。

4334902588
¥1800

FLASHデジタル写真集

マリア友 ハーフ美尻配達員

マリア友／富田恭透［撮影］

バラエティ番組『ノブナカなんなん？』
（テレビ朝日系）で「可愛すぎるUber Eats ガール」と

して紹介され、話題となったハーフモデル・マリア友が初グラビアでいきなり美尻を露わに！

173センチという長身に、メリハリのある抜群なスタイルは、世界レベルの特級品だ。さらに、
度胸も世界レベルの彼女は、手ブラやシャワーシーンにも挑戦した。大胆で情熱的なマリア
友に、ゾッコンになること間違いなし！

インソムニア
辻寛之

アフリカのある国に派遣された陸上自衛隊 PKO 部隊の七人が現地の武装勢力に襲われ、
一人が死亡。帰国後、さらにもう一人が自殺する。現地でいったい何が起きていたのか？

3月9日
FLASH 写真集

¥1200

3月10日
同日発売
光文社文庫

自衛隊のメンタルヘルス官・神谷啓介と自衛隊病院の精神科医・相沢倫子は真相を探るが、 4334791638
残された五人の証言はすべて食い違い、さらに防衛省の上層部からも圧力がかかる……。

¥700

3月10日

消えた断章
深木章子

10年前、葛木夕夏は叔父に誘拐された。その間の記憶はなく、叔父は失踪。事件は親族間

のトラブルと判断されたのだが、今になって刑事が接触してきた。最近見つかった男児の白

同日発売
光文社文庫

骨遺体が関わっているようだが、夕夏は自分がその男児を殺したかもしれないという⸺。 4334791646
推理作家志望の君原樹来が、妹の麻亜知、元刑事の祖父・継雄と不可解極まる誘拐事件の
謎に挑む!!

しまなみ幻想 新装版
内田康夫

浅見光彦が「平塚亭」で出会ったのは、今治からピアノのレッスンに通う中学生、村上咲枝。
新聞によると、一昨年自殺した彼女の母親は、亡くなる直前に来島海峡大橋で目撃されてい

た。ところがその目撃者が事故死する。光彦は自殺に疑念を抱き、今治へ向かう⸺！ し

まなみ海道や瀬戸内の島を舞台に、死の真相を探る、旅情ミステリーの決定版！

不思議な現象解決します
会津・二瓶漆器店

広野未沙

会津若松にある二瓶漆器店の跡取り娘・仁瓶早希には�付喪神�を見る力がある。ある日、
交通事故に遭って入院中の叔母・綾乃から、
「裏の窓口」を引き継ぐよう頼まれた。付喪神が

らみで起こる�不思議な現象�を解決するのがその仕事だという。勝手がわからないまま早
希は、外面だけなら好青年な会津塗の職人・桐生和臣とトラブル解決に奔走することに―
―。

小公子

バーネット／土屋京子［訳］
心優しく美しい少年セドリックは、ニューヨークで母親と暮らしていたが、7歳のある日、自

分が英国の貴族ドリンコート伯爵の唯一の跡継ぎフォントルロイ卿であることを知らされる。
渡英して祖父の住む城で教育を受けることになるが……。格調高くて読みやすい新訳と、C・
E・ブロックによる壮麗な挿絵・口絵で蘇る不朽の名作。

¥700

3月10日
同日発売
光文社文庫

4334791662

¥700

3月10日
同日発売

キャラクター文庫

4334791700

¥600

3月12日
同時発売

古典新訳文庫

4334754406

¥1120

ミドルマーチ4

ジョージ・エリオット／廣野由美子［訳］
バルストロードの暗い過去が知れ渡り、彼から融資を受けたリドゲイトにも世間から疑惑の

目が向けられる。一方、結婚生活に不満を抱えたロザモンドは、ロンドンから戻ったウィルに

心引かれるが、彼は違う女性を愛していたのだった⸺。それぞれの新しい人生へと連なる清々

しい結末！

3月12日
同時発売

古典新訳文庫

4334754414

¥1290

3月12日

賢者ナータン

レッシング／丘沢静也［訳］
十字軍の停戦協定が成立したエルサレム。キリスト教徒のテンプル騎士に養女を助けられ

たユダヤの商人ナータンが、イスラムの最高権力者から「3つの宗教のうち本物はどれか」と
問われる。18世紀、カントとならんで、啓蒙の世紀をリードした思想家レッシングの代表作で

あり、
「寛容と人間愛」を説いた思想劇。付録に〈指輪の寓話〉
（
『デカメロン』
）、
〈寓話〉
（レッ
シング）。

古典新訳文庫

4334754341

¥910

キム

3月12日

植民地時代のインド。英国人孤児のキムは現地民に溶け込み逞しく暮らしていたが、チベッ

古典新訳文庫

キプリング／木村政則［訳］
トから聖なる川を探しに来たという老僧に感化され、弟子として同道する。だが現地語と変
装が得意な彼は英国軍の目にとまり、やがて重大な任務を担うことになる……。ノーベル賞
作家の代表長篇。

資本主義から脱却せよ
貨幣を人びとの手に取り戻す

松尾匡、井上智洋、高橋真矢

豊かな現代に生きるはずの私たちが将来への不安や焦りを感じている根源的な理由の一つは、
人生そのものが大きな負債（借り）を返すために成り立っているからである、と言うことがで

きる。
（中略）私たちはこの本で、違う新たなストーリーを提示したい。
（中略）つまり、ネガテ

ィブからポジティブへの反転である。
（プロローグより） いま、私たちが発明すべき「新しい
ストーリー」とは？ 経済学の論客2人と不安定ワーカーが問う。

ルポ

婚難の時代

悩む親、母になりたい娘、夢見るシニア

筋野茜、尾原佐和子、井上詞子

平成に入って加速した結婚離れ。生涯未婚の男性は4人に1人、女性は7人に1人となり、結

婚していない人の約半数が「相手に巡り会わない」と感じている。一方、結婚への道はどん

どん多様に。住職がサポートする「寺コン」や親が我が子の相手を探す「代理婚活」まで。十
人十色の婚活模様だ。はたして私たちは結婚ができなくなったのか、しなくなったのか。共
同通信の女性記者3人が緻密な取材を基に現代人のリアルな結婚観に迫る。

ドレミファソラシは虹の七色？
知られざる「共感覚」の世界

伊藤浩介

「共感覚」とは、音や文字に色を感じたり、色から音を感じたり、味から形を感じたりする現象

を指す。このとき、脳の中ではどのようなメカニズムが働いているのか。この現象は、珍しいも

のなのか、そうでないのか。ドレミファソラシが虹色の七色になるという著者が発見した共感
覚の現象をもとに、音階がなぜ色を持つのか、そしてなぜそれが虹色になるのかという問題

の答えを探る。人間の認知の不思議を探る知的スリルに満ちた一冊。

4334754368

¥1350

3月16日
同日発売
光文社新書

433404526X

¥920

3月16日
同日発売
光文社新書

4334045286

¥820

3月16日
同日発売
光文社新書

4334045308

¥840

小説 アノニマス 警視庁指殺人対策室
西条みつとし

SNS 上の誹謗中傷による被害に立ち向かう、警視庁指殺人対策室を舞台にした新感覚サス

ペンスドラマ
（テレビ東京）を小説化。わけアリ捜査官、万丞渉を演じた香取慎吾のスペシャ

ルインタビューも収録。

同時発売
ノベライズ

4334913962

¥1300

美人をつくる！ 毎日の「こうじ水」
野崎ゆみこ

モデルが毎日飲んでいるキレイの源「こうじ水」。こうじの力で美腸になり、美肌やダイエット、
デトックスが叶う他、免疫力もUP。こうじを水に入れて一晩置くだけでできる簡単さなので、
絶対に挫折しない新しい健康美習慣として、美意識の高い有名人の間で流行中。飲むだけ

でなく、肌に塗っても保湿＆美白効果があります。直接、腸に善玉菌を届けて腸をきれいにし

てくれるので、高いサプリを飲むより、断然効果があります。

FLASHデジタル写真集

3月19日

大久保桜子 戦隊ヒロインと温泉旅行

大久保桜子／栗山秀作［撮影］

『宇宙戦隊キュウレンジャー』でヒロインを務めた女優・大久保桜子と温泉旅行に。私服で旅

館にチェックインするところから始まり、温泉シーンでは、ゆったりとお湯に浸かり、リラック

スしている自然体の表情が見られる。さらに、温泉卓球にも挑戦。負けず嫌いという彼女が
夢中になっている姿は、愛らしさに溢れている。効能：元気を分けてもらえます。清楚な顔立

ちと美バスト、メリハリボディに癒されます！

南紀殺人事件

内田康夫

大学の同僚・松岡から那智勝浦への旅の同行を依頼された和泉夫妻。松岡の教え子達が、
江戸時代に行われていた、ある宗教行事を再現させるというのだが、その行事の最中、殺人

3月19日
レシピ本

4334952232

¥1000

3月23日
FLASH 写真集

¥1200

3月24日
同日発売

四六判文芸書

事件が起きてしまう！
（
「還らざる柩（ひつぎ）」
）。熊野那智、太地、龍神……南紀州を舞台に、 4334913911
旅情ミステリーの魅力を満載した、単行本初収録となる二作品を含む連作短編集！ 内田
康夫、没後三年特別出版 !

夜想曲……別れ
早坂真紀

長く勤めた大学の職を離れ、専業作家になった直後、突然の病魔が作家を襲う。不自由な
身体が、次第に穏やかだった作家の心を蝕む。妻は、悩み、苦しみ、そして生命の尊厳を自

問しながら、夫の介護に懸命に努めるのだが（
「夜想曲」
）。作家・内田康夫の妻でもある著

¥1600

3月24日
同日発売

四六判文芸書

433491392X

者が、実体験をもとに、夫婦のあり方を問う表題作を始め、老いとともに変貌していく夫婦、 ¥1800
家族の姿を描いた短編集！

花下に舞う
か

か

あさのあつこ

口入屋の隠居と若女房が殺された。北定町廻り同心、木暮信次郎は、二人の驚愕の死に顔

から、今は亡き母が洩らした「死の間際、何を見たのであろうか」という意味不明の呟きを思

い出す。謎めいた事件と才知にたけた女性であったと知る母の過去。岡っ引の伊佐治、商い

3月24日
同日発売

四六判文芸書

4334913938

の途に生きようと覚悟する遠野屋清之介。得体の知れない危うさに呑み込まれていく男たち。 ¥1600
江戸に蔓延る闇を暴く、待望の「弥勒」シリーズ最新作！

3月24日

前夜

森晶麿
〈蛭鬼〉の血が目覚める条件は、本当の恋に落ちること。
〈蛭鬼〉になれば人として死に吸血

鬼として復活する⸺。密室の別荘で、若き映画スター・比留間稔流が殺された。稔流は弟

の真斗に、自分たちは〈蛭鬼〉の血統だと言っていた。真斗は、稔流の復活を信じて、謎を探

同日発売

四六判文芸書

4334913946

っていく。本当の恋を求めながら⸺。犯人は誰なのか、兄弟は真に〈蛭鬼〉の血統なのか。 ¥1800
本格ミステリ、幻想小説、青春小説の要素を融合した力作長編。

3月24日

小布施・地獄谷殺人事件
お

ぶ

せ

梓林太郎

戦時中に負傷し記憶を失った少女・七恵は、指物職人の坪倉夫妻に引き取られた。6年後、
縁談が舞い込むが、彼女に降りかかった不幸により破談となってしまう。さらに、坪倉が建て
替えの仕事を請けた酒蔵で一人の男が殺される。凶事が続く中、七恵が出会う画家・古屋敷

圭介。彼もまた、一連の事件に関わる身であった⸺。戦後間もない時代を背景に、小布施

の町並や縁の深い葛飾北斎の絵画、そして信州の峰々が彩る傑作ミステリー！

カッパ・ノベルス

4334077463

¥900

3月24日

鬼役（壱）
坂岡真
くろ

毒を啖うて死なば本望⸺将軍家毒味役を務める御膳奉行、またの名を「鬼役」。十八年間、
や

同日発売

せ くらんどの すけ

鬼役を務めてきた矢背 蔵 人 介には、もう一つ「暗殺役」という隠れた顔があった。ある日、
蔵人介は非道の御用商人を成敗する。しかし、そこから幕閣の陰謀に巻き込まれ⸺。豊富

光文社文庫

4334764010

な脇役たちを取り揃え、蔵人介の田宮流居合術の「剣」が巨悪を裁く壮大なシリーズ第一弾、 ¥550

開幕！

3月24日

刺客

鬼役（弐） 坂岡真
あり た しゅ め

勘定奉行の有田主馬が闇討ちされた。目撃談では下手人は居合の達人で武悪面をつけて
や

せ くらんどのすけ

いた。将軍家毒味役の矢背 蔵 人 介に向けられた疑惑。そしてさらに罠が仕掛けられる。は

たして「見えざる敵」の目的とは⸺。蔵人介「正義」の剣が奸臣を斬る！ 臑斬り達人の家
けんげき

臣や薙刀名人の養母と豊富な脇役たちが勢揃い。笑いあり迫力の剣戟ありと超一級時代シ

リーズ第二弾。

鬼役（参） 坂岡真

や

せ くらんどの すけ

「赤穂の塩にはくれぐれもお気をつけなされ」将軍家毒味役の矢背 蔵 人 介は、事前に忠告
くら

を受けていたが、毒と見破りつつも啖い、倒れる。一命を取り留めた蔵人介は、将軍家斉の
命を狙った下手人探しを始める。そして浮かび上がってきたのは予想もしない刺客の存在だ

った。蔵人介にとって、史上最大の「幻敵」との闘いが始まった⸺。絶好調シリーズ渇望の
第三弾！

¥550

光文社文庫

4334764266

¥550

3月24日

遺恨

や

せ くらんどのすけ

旗本の最高位である御小姓組番頭の橘右近に呼び出された将軍家毒味役の矢背 蔵 人 介。

聞けば橘の管理する目安箱が盗まれたという。調べ始めた蔵人介の前に、とてつもない不

正が浮かんできた。そして、不正を調べていた御庭番も殺害される。すべて伊達家仙台藩の
下屋敷を根城とする勢力の仕業だった。蔵人介は死地へ飛び込む⸺。大好評シリーズ、笑

いと涙の第四弾！

4334764150

3月24日

乱心

鬼役（四） 坂岡真

光文社文庫

光文社文庫

4334764428

¥550

3月24日

惜別

鬼役（五） 坂岡真

や

せ くらんどのすけ

吉原の冥加金三千両が強奪された。鬼役の矢背 蔵 人 介は、自分の「暗殺御用」を知る御小

姓組番頭の橘右近から、冥加金強奪の真相を調べるよう指令される。金の行方を掴んだ蔵

人介の前に現れたのは、かつての無二の親友、神尾徹之進だった。
「今を大切に生きよ」と
心中で諭す蔵人介に、神尾の刃が向けられた⸺。話題騒然の鬼役シリーズ、笑えて泣けて
爽快な第五弾。

ドラマスタイリストという仕事

ファッションで役柄をつくるプロフェッショナル

西ゆり子

「衣装をつけることで、役者にスイッチが入る瞬間がうれしい」。
『ファーストクラス』
『家売るオ
ンナの逆襲』
『時効警察』など、人気ドラマのスタイリストとして活躍する西ゆり子のキャリア

ヒストリー。臨場感あふれる現場のエピソードが満載！

陰謀奉行

闇御庭番（三） 早見俊

闇御庭番・菅沼外記は新潟湊を訪れ、薩摩藩の御納戸役が、豪商の北国屋へ一つの壺を手
渡すのを目撃する。それは一国を滅ぼしかねない危険な「抜け荷」だった。その流通を阻止

しようとする外記の前に、次々現れる敵。一方江戸では、老中・水野忠邦の進める強引な奢

侈取締まりが、悲しい殺しを引き起こす⸺。手に汗握る騙し合いと悪党退治。痛快なシリ

ーズ第三弾。

唐渡り花

闇御庭番（四） 早見俊

将軍直属の闇御庭番・菅沼外記は、江戸に流入する危険な抜け荷品の実態と、その流入経

路を探る密命を受ける。棒手振りの義助は、魚河岸で仲間が死んだ背後に不審な犯罪の匂

いを嗅ぎ、浅草奥山に小屋を張る唐人一座の花形・ホンファに魅了された春風は、怪しい廃
寺へと導かれていく⸺。同様に事件を追う南町奉行の鳥居耀蔵と外記らの、新たな決戦

が幕を明ける！

心の一方
し ん

闇御庭番（五） 早見俊

五年前の乱で死んだ大塩平八郎の名を騙り、江戸で打ち壊しが発生、老中・水野忠邦が襲

撃される。不思議な術でそれを助けたのは、芥川源丞という侍だった。折しも箱根山中では、
幕閣を揺るがす密書が見つかり、将軍直属の闇御庭番・菅沼外記は背後を探ることに。密書

を追ううち明らかになる芥川の正体。そして芥川の秘術と菅沼流気送術、二つの流儀が直
接対決に！

偽の仇討
に せ

あ だ う ち

闇御庭番（六） 早見俊

将軍直属の闇御庭番・菅沼外記配下の真中正助は、同じ道場に通う、高潔で手練れの使い
手だった持田加兵衛が仇討ちされたことに疑問を持つ。一方、仇討ち本懐を遂げた松本左

内という侍は、読売でもて囃され大人気になっていた。実はこの仇討ちには、持田・松本の
郷里である諫早藩を巡る、巨大な陰謀が絡んでいたのだが……。闇御庭番が人心すさむ江
戸で悪党退治！

光文社文庫

4334764541

¥550

3月24日
同日発売

ノンフィクション

4334952348

¥1400

3月26日
光文社文庫

4334778526

¥650

3月26日
光文社文庫

4334778690

¥700

3月26日
光文社文庫

4334779271

¥700

3月26日
光文社文庫

4334790135

¥700

3月26日

踊る小判

闇御庭番（七） 早見俊

奢侈禁止令に苦しむ江戸に吉報が。締め付けの急先鋒、妖怪奉行鳥居耀蔵の行方が知れな

いというのだ。鬼の居ぬ間にと浮き立つ町に、盗賊・黄金党が小判を振る舞い、人々は明るさ
を取り戻したように思えた。しかし、その小判は贋金！ 闇御庭番・菅沼外記らは贋金探索の

密命を受け、怪しい黄金党の正体を探るが⸺。鳥居の行方が絡む騙し合いの果て、最後に
笑うのは、何奴だ。

光文社文庫

4334791204

¥650

3月26日

名探偵ぶたぶた
矢崎存美

日常の中の、小さな謎。心に引っかかった、昔の記憶。失くしてしまったものの行方。胸に秘

めた、誰にも言えない秘密。そんな謎や秘密を抱えた5人が出会うのは、なんとも「謎すぎる」

ぶたのぬいぐるみ、山崎ぶたぶた。小さくてピンク色で、かわいいけど、実は名探偵って、本

光文社文庫

4334791255

当 !?⸺本当なのだ。悩みを解決するヒントをくれるんだって。心温まる謎解き、5編を収録。 ¥500

輝け！浪華女子大駅伝部
蓮見恭子

マラソン選手だった千吉良朱里は、所属チームの休部をうけ、女子大の新設駅伝部で監督

を務めることになった。学校側から要求されたのは、5人の部員と3年目の全国大会出場！

3月26日
光文社文庫

苦労の末、部員を確保するが、陸上未経験者もおり、全国レベルには程遠い。そんな状況で、 4334791395
一人の才能ある選手が託された……。泣いて笑って、走って。爽快青春ストーリー、疾走！

海の牙

八丁堀つむじ風（十） 決定版

和久田正明

裏通りのオンボロ長屋に、白いむく犬が住んでいた。可愛がられていたが、悪党に殺されて

しまった。悲しくてやりきれない住人たちは息巻いて、犬の仇討ちを計画する。武器を手に、

¥700

3月26日
光文社文庫

いざ乗り込まんとするも、一足先に相手は何者かに殺されていた。一体誰が……？
（
「一犬伝」
） 4334791441
思いにかられて驚くような活躍を見せる江戸っ子達を、同心・成沢東一郎が温かく見守る。

かなたの雲

日本橋牡丹堂 菓子ばなし
（七） 中島久枝

注文に応じて新しい菓子を考案する
〈小萩庵〉にも客が増え、牡丹堂は忙しい毎日だ。そんな
折、職人の伊佐が仕事の合間に見世を抜けることが増えていた。行く先は、病に倒れた母親

が身を寄せる寺だ。かつて、まだ幼かった伊佐を捨てた母。小萩はやるせない思いを抱きつ

つ、伊佐のためにと奮闘するのだが……。小萩の恋のゆくえからも目が離せない、シリーズ第
七弾。

百年の仇

くらがり同心裁許帳

井川香四郎

三年程前、津軽藩の江戸家老が殺された。罪を白状した男が鋸挽になったのだが、その直

前に、現場から逃げ出していた奧女中が男の無実を訴えていた。再度の探索も上手くいかず、

くらがりに落ちたこの事件を、永尋書留役の角野忠兵衛が調べ始める。先日あった南部と
津軽の人間による仇討ち騒ぎもこの事件に繋がっているようで……。
（表題作） 待望の新
章開幕！

¥700

3月26日
光文社文庫

433479145X

¥600

3月26日
光文社文庫

4334791468

¥700

3月26日

男気

隠密船頭（六） 稲葉稔

北本所の侠客一家に、仇敵の勢力が急襲をかけた。双方とも親分を失う大抗争だった。と、

そこに居合わせなかったやくざの一人が殺された。折から人手の足りない南町奉行所では

奉行の筒井和泉守が「奉行の隠密」となった沢村伝次郎に探索を命じる。強面、狂暴なやく

ざたちを調べ上げた伝次郎が、�仁義なき戦い�の果てに見たものは……。涙こぼれるシリ
ーズ第六弾。

大江戸木戸番始末（十四） 喜安幸夫

両国米沢町の木戸番・杢之助は、深夜、人知れず東海道中へと旅立った。中島屋主人・徳兵
衛の頼みを受け、手代の紀平と共に「毒薬」の処方箋を持つ伊勢津藩の侍・加瀬志一郎を追

う旅だ。加瀬を追ううち、何者かに襲われる母娘を助けた杢之助は、危機に足を踏み入れる！
もう両国には帰れねえ、その覚悟を決めた杢之助が、激しい戦いの末にたどり着く場所とは
──。

Giallo 編集部［編］

●新連載！：中山七里、大山誠一郎

●快調連作・連載陣！：芦辺 拓、石持浅海、恩田 陸、近

藤史恵、西條奈加、朱川湊人、長浦 京、東川篤哉、深町秋生、藤野恵美、前川 裕、矢樹 純、

イクタケマコト ●スペシャル・ゲスト：水生大海

●第24回日本ミステリー文学大賞受賞

記念特集：
【大賞インタビュー】黒川博行、
【新人賞対談】朱川湊人×茜 灯里

ャル対談：辻村深月×薬丸 岳、誉田哲也×長濱ねる

●2大スペシ

王室外交物語

君塚直隆

「時代遅れの遺物」から、民主政治や平和を支える存在へ⸺。今や世界でわずか28ヵ国（日
本も含む）となった君主国が、21世紀の現代に極めて重要な意味を持ち、特に「外交」の面

で力を発揮しているのはなぜか。本書ではまず外交の源流、3500年前の中東に読者をいざ
ない、中世イタリアの近代外交の夜明け、16世紀以降の宮廷外交黄金期、20世紀の二度の

大戦を経ての英王室の発展を辿り、日本の皇室のあり方も振り返る。

未来は決まっており、自分の意志など存在しない。
心理学的決定論

¥600

光文社文庫

4334791492

¥650

3月26日

ジャーロ No. 75

紀元前14世紀から現代まで

4334791476

3月26日

旅路の果てに

カラー版

光文社文庫

妹尾武治

あなたが本書を手にすることは、138億年前から決まっていた。⸺心理学、生理学、脳科学、
量子論、人工知能、仏教、哲学、アート、文学、サブカルを横断し、世界の秘密に挑む。気鋭

の心理学者による�トンデモ本�

巨人軍解体新書

ゴジキ
（@godziki_55）
2020年、原辰徳監督の下でリーグ2連覇を達成するも、日本シリーズでは福岡ソフトバンク

ホークスに屈辱の4連敗。読売ジャイアンツはどうすればパ・リーグに勝ち、
「球界の盟主」の

座を取り戻すことができるのか。現役選手からも支持される巨人ファンが、ファンもアンチも
日本一多い巨人軍の哲学と将来を考察。21世紀のスター選手たちの紹介や補強戦略の変
化などを分析し、巨人のすべてを書き尽くす。

ミステリー雑誌

¥500

3月26日
同時発売
光文社新書

4334045278

¥1060

3月26日
同時発売
光文社新書

4334045294

¥900

3月26日
同時発売
光文社新書

4334045316

¥840

20世紀論争史
現代思想の源泉

高橋昌一郎

20世紀の思想がそれまでに比べて複雑なのは、コンピュータや遺伝子操作などの科学技術

が飛躍的に発展した結果、そもそも人間とは何か、知性とは何か、存在とは何か……といっ

た問いが複雑化し、本質的に深まった点にある。もはや「科学を視野に入れない哲学」も「哲
学を視野に入れない科学」も成立しない時代を迎えた今、改めて世紀を代表する知の巨人

たちが繰り広げた原点の論争を振り返る。

反オカルト論
高橋昌一郎

占い、霊感商法に死後の世界……科学が発達した21世紀でさえ、
「オカルト」は多様な姿で
生き続けている。この「罠」に、大学生や社会的エリート、学問に携わる専門家でさえも陥って

しまうのはなぜか。現代社会にはびこる欺瞞に囚われないための科学的思考法を、わかりや
すい対話方式で取り上げる。スピリチュアリズムに代表される狭義のオカルトだけでなく、
「江
戸しぐさ」や「STAP 細胞」といった広義のオカルトまでを検討。

自己分析論
高橋昌一郎

「自己分析」とは、多くの若者が就職活動を通じて直面するものだが、字面から受ける印象

は意味深であり、その過程で誰もが苦悩する。
「自分とは何か」という問いは人類が生まれ

3月26日
同時発売
光文社新書

4334045324

¥1200

3月26日
光文社新書

4334039464

¥740

3月26日
光文社新書

てこのかた考えてきたテーマに他ならないからだ。自分を知り、志望は何かという「暫定解」 4334044646
を出すための攻略法、あるいは人生において「本当の自分」に迫る術を探る。探求を続ける
人に、わかりやすいディベート形式で贈る。

FLASHデジタル写真集

成海花音 ひとり立ち

成海花音／木村哲夫［撮影］

映画『ブレイブ- 群青戦記 -』でスクリーンデビューを果たした成海花音。女優・佐伯日菜子を

母に持つ彼女は、この春高校を卒業し女優の道へ。今作は高校生活最後のノスタルジック
な瞬間を切り取ったグラビアになっている。フレッシュな水着姿に、少し背伸びした大人っぽ

い水着姿、さらに今回で見納めになるかもしれない制服姿や9年前から始めたという薙刀の
袴姿も必見です。

よしりん辻説法 4 美女の箱舟
小林よしのり

「女性の人権」
「女性差別」が議論される現代に、突き刺さる⸺。小林よしのり氏、初めての

本格「女性論」が完成！ 注目される女性には必ず�美しさ�がある。小池百合子、あいみょん、
小泉今日子、岡田晴恵、鈴木愛理、周庭、池江璃花子……、大勢の�美女�たちをギャグ満載

で説き倒す。描きおろし漫画18ページ、新型コロナ禍を振り返るエッセイなども収録。週刊

「FLASH」で好評連載中の『よしりん辻説法』第4弾。

男色大鑑 改 武士編 合本版2
身を捨てても守りたい愛

九州男児

『男色大鑑 改 武士編～身を捨てても守りたい愛～』第4～6話を収録した合本版！ 絶世の
美少年に生まれたのに、自分を醜いと思い込んでいる専十郎。特定の相手を作らないと有名

なモテ男・六之進。一途で優しく、相手のためなら身を引く懐の大きい左膳。専十郎の美しさ

により、3人の運命の歯車が狂いだし、三角関係が導いた結末は⸺。※井原西鶴の男色大
鑑『身替りに立つ名も丸袖』より

¥820

3月26日
FLASH 写真集

¥1200

3月26日
コミック

4334952356

¥800

3月26日
コミック

¥400

3月26日

お馬さんとセックスセラピー 合本版1
毎日、たーっぷり注いでやる【特典ペーパー付】

彩田あまた

『お馬さんとセックスセラピー～毎日、たーっぷり注いでやる～』第1、2話を収録した合本版！
喧嘩ばかりの馬獣人とライオン獣人が治療のためにセックスパートナーに!?

常にホストク

ラブNo. 1のライオン獣人・礼央は、No. 2のくせに生意気な態度の馬獣人・理生のことが大嫌

い。しかしある日、礼央は獣人がヒト化する病気�無獣症�にかかり大量の精液が必要になり
!?

精液量の多い馬の理生からもらう事になって!?

チンピラ君のメスイキ調教 8

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

西原ケイタ

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」

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
完全版1【特典ペーパー付】 のの字

『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1～4話を収録した完全版！
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・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犯されます☆

コミック

¥200

3月26日
コミック

¥700

3月26日

Loveless SEX Bear 4
「好きだ

¥350

3月26日

「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

愛のない獣

コミック

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⸺。

3月26日

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 1

コミックシーモアのみ
他書店5/7発売

高岡七六

拾ったアンドロイドは完璧だけどH な機能付き!? アンドロイド大好き機械ヲタのリヒトは、
研究者としては天才だが人間としては難ありボッチ。ある日、拾ったアンドロイドを仲間にし

ようと修理したら、それは SEX 専門セクサロイドだった!? 甘い言葉を囁きながら、キスして、
アソコを扱いて、勃った下半身を押し当ててきて!?

と感じつつヲタ気質を隠せないリヒトはそのまま…!?

機械なのに勃起ってどんな機能だよ!?

コミックシーモアのみ
他書店5/7発売

七杜のん

『Ωな生徒のスパルタレッスン～恋を学ぶには程遠い？～』第5、6話を収録した合本版！ つい

にお見合い当日⸺!? 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

3月26日

Ωな生徒のスパルタレッスン 合本版3
恋を学ぶには程遠い？【特典ペーパー付】

コミック

感動の最終回 !!

コミック

¥350

ビッチな僕を満たす魅惑の極大××× 完全版
長くて、硬くて、大きくて【特典ペーパー付】

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1～4話を収録した完
全版！ H 依存症の椿は、可愛い容姿で男を食い漁る日々。でも、満足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、爽やか青年・優之介が
応募してきた。優之介は『太い・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!?

3月26日

コミックシーモアのみ
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コミック

¥700

