2021年

4月

光文社電子書籍 新刊予定

21日発売（紙と同日）

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

可笑しくて愛らしい、
ひとりの老女の内面に寄り添う、人生最晩年の物語。

にぎやかな落日
朝倉かすみ

北海道で独り暮らしをするおもちさん、83歳。夫は施設に入り、娘は東京から日に二度電話をくれる。
実は持病が悪化して、家族がおもちさんの生活のすべてを決めていくことに。不安と苛立ちと寂しさと、
懐かしさと後悔とほんのちょっとの幸せと、揺れては消える老境の心情が、静かに切々と迫ってくる。ベ
ストセラー『平場の月』の著者が、ひとりの老女の内面に寄り添う、人生最晩年の物語。

21日発売（紙と同日）

4334913989
¥1600

人間の業と祈りをつらぬく珠玉の物語10篇。直木賞受賞第一作。

われらの世紀
真藤順丈作品集

真藤順丈
日本を訪れたドイツ軍人とある“ 侍 ” が熾烈な戦いを繰りひろげる「一九三九年の帝国ホテル」。北の
大地で使命を負った女性たちの矜持と運命を活写する「レディ・フォックス」。芸に打ちこむあまり加速
度的に心身を崩壊させる漫才師を描いた「終末芸人」など、洋の東西を問わず、昭和、平成、令和の
百年をつらぬいて生き抜くひとびと＝「われら」の人生模様を、
『宝島』で直木賞を受賞した真藤順丈

4334913997
¥1800

が凄まじい熱量で描きだす作品集。

21日発売（紙と同日）

共犯者か、被害者か。前代未聞の経済事件のその後に迫る。

証言・終わらない日産ゴーン事件
市岡豊大

衝撃のゴーン逃亡から1年。主役不在の中、共謀者とされるケリー被告の公判が進む。
「私は日産の

人間でした。決してカルロス・ゴーンの人間ではありません」⸺ようやく実現した独占インタビューの

中でそう語る、右腕と呼ばれた男・ケリーとは何者か。共犯者か、それとも被害者か。犯罪は本当にあ
ったのか。日産が失ったものとは何か。4回にわたるケリー被告への独占インタビューを基に、終わらな
い日産事件のその後に迫る。

4334952313
¥1400

4月9日

唯一の月
伊東楓

TBS を退職し、絵本作家を目指してドイツに移住することを発表したアナウンサー、伊東楓

の初絵詩集。独学とは思えない写実的で美しい絵と、等身大の言葉が織りなす独自の世界

観は、コロナ禍を機に発表を始めた Instagramでも話題に。すべて書き下した45点の絵詩

とエッセイ、アシスタントを務めたラジオ番組『伊集院とらじおと』パーソナリティー・伊集院
光のまえがきも収録。自分の心に素直になる勇気を与えてくれる一冊。

FLASHデジタル写真集

黒木綾乃 箱入り娘の冒険

黒木綾乃／丸谷嘉長［撮影］

学習院大学を卒業したモデル・女優の黒木綾乃。オスカープロモーション所属の「箱入り娘」

が、可愛らしさと大人っぽさといった「対極」をテーマに限界露出に挑んだ。ナチュラルな表

情から、艶っぽい大人っぽさまで、その「対比」や「振り幅」を見てほしいという。
「令嬢」らし

いワンピース姿、かなり攻めた露出……。まだ、グラビア慣れしていないからこそ出せる雰
囲気からは、
「大女優」の片鱗がみられる作品になっている。

FLASHデジタル写真集

達家真姫宝 リスタート

達家真姫宝／西村康［撮影］

2020年に国民的アイドルグループを卒業し、新たに煌めき☆アンフォレントのメンバーとして

リスタートを切った達家真姫宝。センターとしての活躍を期待され、
「これまで以上に身近に

感じてもらえるアイドルになりたい！」と新天地での飛躍を誓う。シャボン玉と戯れる王道ア

イドルショットから、鮮烈水着姿まで、バラエティーに富んだ気合十分のデジタル写真集。20
歳目前、ふとした表情に漂う大人っぽい色気は必見！

運気を引き寄せるリーダー 七つの心得
危機を好機に変える力とは

田坂広志

「強運」のリーダーは、メンバーやチームにも「強運」を呼び込む／「運の強さ」は、誰でも、
意識的な努力で身につけることができる／人生において「良い運気」を引き寄せる、古今東

西、唯一の方法／歴史を変えたリーダーの誰もが、無条件に信じていたもの／21世紀の「新

たな運気論」では、
「運気」という言葉が消えていく。⸺14万部（電子版含む）突破の『運気
を磨く』の続編。

もしも、私が「がん」になったら。
81歳、現役医師の準備と決意

藤田紘一郎

がんは誰もがなりうる病気です。家族や友人に見つかり、次は自分が……と恐ろしくなった

こともあるかもしれません。でも、がんになった後どうするかを「自分ごと」として考えたこと
はありますか。人生100年時代、がんについて考えることは、生き方を考えることでもありま

絵詩集

4334952321

¥1300

4月9日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

4月9日

オリジナル

FLASH 写真集

¥1200

4月13日
同日発売
光文社新書

4334045332

¥780

4月13日
同日発売
光文社新書

4334045340

す。がんになったらどうするか？ がんを寄せつけないためにできることはないか？ 81歳、 ¥840
後期高齢者の元気な医師、藤田紘一郎先生と一緒に考えてみましょう。

お笑い世代論

ドリフから霜降り明星まで

ラリー遠田

霜降り明星のせいやが発した何気ない一言から、たちまち芸人の「第七世代」という言葉は

一般的なものとなった。本書は、それ以前の世代とは誰のことなのか、どのような変遷を経

て現在に至ったのか、
「世代論」で戦後お笑い史を読みといていく。お笑いとは、時代の空気

と流行に影響を受けるものであり、必ずや何らかの「世代」の傾向を刻印するものであるこ
とが一冊を通じて明らかになるだろう。これはもう一つの戦後史の姿である。

4月13日
同日発売
光文社新書

4334045359

¥920

郵政腐敗 日本型組織の失敗学
藤田知也

日本郵政グループは、2021年に郵便事業の創業から150年を迎えた。従業員40万人を超え

る巨大組織は「腐敗の構造」にはまって抜け出せずにいる。近年では、かんぽ保険の不正販売、
ゆうちょ銀行の不正引き出しと投信販売不正、NHK への報道弾圧、総務次官の情報漏洩と

4月13日
同日発売
光文社新書

4334045367

癒着など、数多の不祥事が発覚した。一連の事象の底流にあるのは、究極の「事なかれ主義」 ¥900
⸺。朝日新聞経済部のエース記者が、巨大グループの実態にメスを入れる。

心がスッと軽くなる禅の暮らし方
心配事を「力」に変える

枡野俊明

なぜ、私だけに不安や迷いや心配事が次々やってくるのか？ その疑問に、枡野俊明先生は

次のように答えます。⸺いまのあなたのままでいい。考えすぎず、楽に生きる。心配事や不

安から抜け出すために、いますぐ行動する。そして、シンプルに暮らす⸺。その術をわかり

やすく説く癒やしの一冊。ベストセラー『心配事の9割は起こらない』の著者が、コロナ禍に
おける新たに生まれた悩みや心配事を優しく取り除く。

三毛猫ホームズの裁きの日
赤川次郎

片山たちは、目の前で起きた一家心中から浜中美咲という少女を助け出すが、美咲は「私た

ち一家を死なせた人たちに仕返しする」と書き置きを残し、行方をくらます。美咲の父は、勤
務先の不正を告発し、裏切り者として報復を受けていたのだ。そんな中、美咲の父を追い込

んだ上司・室田の不倫相手が殺され、室田が逃亡を始める……。国民的ミステリーの第53弾！

ポストカプセル

折原一

結婚の申し込み、親に宛てた遺書、退職にあたってお世話になった相手への礼状、プロポー

ズした相手の小指を切断するという脅迫状、文学賞の受賞通知、家出した孫に宛てた助け

を求める手紙……大切な手紙の数々が相手に届いたのは、15年後だった。一体どうしてこ

んなことに？ 時間差で届いた手紙が巻き起こす悲喜劇の裏には「編者」の影が。著者なら

ではの怪作！

二人の推理は夢見がち
青柳碧人

早紀は泥酔して訪れたバーで、謎めいた男性・司と出会う。彼は眠っている間に触れた物の
記憶を、夢に見ることができるというのだ。そんな中、郷里の祖父が亡くなり、それが連続殺

人事件に発展。真相を探るべく司を伴い帰郷した早紀は、家族、友人らの秘密と、その真実

の姿を目にすることになる。記憶と夢、現実を自在に行き来する特殊能力探偵コンビが謎と

きに挑む。

境内ではお静かに 七夕祭りの事件帖
天祢涼

横浜にある、縁結びのご利益で評判の源神社で、壮馬は将来に迷いつつも、見習いの雑用係

を続けている。年下の巫女・雫へ恋心を伝えることは、まだできていない。そんな中、壮馬は

元カノの佳奈に頼まれ、学習塾を手伝うことに。そこに謎の男・上水流が現れて……。神社の
年中行事、七夕祭りが迫る中、壮馬と雫の凸凹コンビによる推理と、二人の恋の行方は？

4月13日
同日発売

ノンフィクション

4334952372

¥1260

4月13日
同日発売
光文社文庫

433479176X

¥650

4月13日
同日発売
光文社文庫

4334791778

¥850

4月13日
同日発売
光文社文庫

4334791794

¥650

4月13日
同日発売
光文社文庫

4334791808

¥650

4月13日

ショコラティエ
藤野恵美

母子家庭で育つ聖太郎は、誕生日会に呼ばれ、製菓会社の御曹司、光博と親しくなる。お
菓子作りを通して友情を深めるが、光博の幼馴染、凜々花のピアノコンクールに誘われ、住

む世界の違いに直面した。別の中学に進んだこともあり、あるきっかけで距離を置くことに

……。それぞれの環境の中、二人は大人になっていく。少年達の成長が胸を打つ極上青春ス

トーリー。

信州・善光寺殺人事件
梓林太郎

新潟県三条署の管内で、松本在住の男性の変死体が見つかった。松本署の刑事・道原伝吉

の調べで、被害者の娘の恋人が北アルプスで転落死していることが判明する。捜査が難航す

同日発売
光文社文庫

4334791824

¥750

4月13日
同日発売
光文社文庫

るなか、善光寺仲見世通りで銃撃事件が発生！ 使用されたのは機動隊員が紛失した銃で、 4334791832
撃たれたのは一連の事件の関係者だった⸺。複雑にもつれた事件の謎を道原伝吉が追う！

親子の絆 決定版

研ぎ師人情始末（十） 稲葉稔

研ぎ師の荒金菊之助は、親を殺されて天涯孤独となった女の子を長屋に引き取る。従兄弟

の南町奉行所臨時廻り同心横山秀蔵からは、掛け取りの金を奪われ殺された反物屋主の事

件の探索も頼まれ、それに、以前菊之助の長屋に住んでいた訳ありの職人の兄弟探しまで
手伝うことに。お人好しの菊之助、大忙し！ 稲葉稔の原点シリーズ決定版、涙のラストが待

つ第十弾。
ぎょう

4月13日
同日発売
光文社文庫

4334791867

¥650

4月13日

無暁の鈴
む

¥650

り ん

西條奈加

家族に疎まれ寒村の寺に預けられた武家の庶子・行之助は、手ひどい裏切りにあって村を

捨てた。絶望から�無暁�と名を変え、ひょんなことから一緒になった万吉と江戸に向かう。
悶着をきっかけにやくざの用心棒になった無暁と万吉⸺波瀾万丈の人生が始まる。信じ

るものを見失った無暁が、最後にたどり着く圧倒的な境地とは？ 傑作が待望の文庫化 !!

小公女

バーネット／土屋京子［訳］
裕福なクルー大尉の娘セーラは、預けられた寄宿学校でも特別待遇を受け、
「プリンセス」と
呼ばれていた。だが、ある日父の急逝と破産が知らされるや、すべてが取り上げられ、寒い
屋根裏部屋で下働きとして暮らすことに。持ち前の聡明さと空想力、プリンセスの気位で仕

打ちに耐えるが……。小学3年生以上の漢字は総ルビ。大人も子供も楽しめる新訳。1905
年初版時のカラー口絵8点も収録。
（解説・安達まみ）

都丸紗也華3rd 写真集 MeeTomaru

【電子版限定！超豪華106ページ増】

都丸紗也華／ Takeo Dec.［撮影］

端正な顔立ちとグラビア界屈指の美バストを武器に、ドラマやバラエティでも人気を博す都

丸紗也華。初めて T バックに挑戦した過去最大露出の最高傑作写真集の電子版。紙版の
128ページに加え、なんとオリジナルカットを106ページ追加。計234ページの超豪華写真

集だ。オーストラリアの中でも世界有数のセレブが集う街・ゴールドコーストとバイロンベイ

で撮影。
「超楽しかった！」と、身も心も解放された都丸紗也華が楽しめる1冊だ。

同日発売
光文社文庫

4334791875

¥750

4月13日
同日発売

古典新訳文庫

4334754422

¥1200

4月20日
写真集

4334902480

¥2700

【電子限定配信139ページ】FLASHデジタル写真集

藤乃あおい／岡本武志［撮影］

藤乃あおい Iカップ100cm、収まらない！

1st DVDが2020年の売上ランキングで1位を獲得した藤乃あおい。デビューから10か月足らず、
待望の初デジタル写真集をリリース。金沢が生んだ I カップ100cm バストがとにかく水着に
収まらない。ビキニ、タンクトップ、変形水着と、衣装からこぼれ落ちる美バストを360度全

方位で堪能できる。まだ金沢弁が抜けず、初々しさと飾らない性格も魅力。
「初めてでこん
なに大胆でいいの？」とこちらがドキドキしてしまう圧巻の139ページだ。

匣の人
は こ

松嶋智左
ある出来事により、刑事課から交番勤務へ異動となった巡査部長の貴衣子。ペアを組むの
は警察官になったばかりの里志だが、何を考えているか分からず、つかみどころがない。あ

る日ふたりは別荘地の保養所で、近所に住む技能実習生の他殺体を見つける。犯人も動機

も不明な中、里志が不穏な動きを見せる。貴衣子は里志が事件に関わっているのではと疑
念を抱き……。元女性白バイ隊員が描く、緻密な交番ミステリ！

4月20日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1600

4月21日
同日発売

四六判文芸書

4334913970

¥1800

鷹の城

4月21日

時は、激動の戦国を経て安土桃山時代の天正六年。全国統一を狙う織田信長配下の羽柴

四六判文芸書

山本巧次
秀吉は東播磨の城を攻めようとしていた。一方、江戸南町奉行所の同心・瀬波新九郎は下

同日発売

手人を追うさなか、崖から転落してしまい、なんと天正時代にタイムスリップすることになる。 4334913954
目の前には甲冑をまとった戦国の武士たちが現れ、そして事件が起きた。そこから始まった
途方もなく壮大な物語とは⸺。
「八丁堀のおゆう」の山本巧次、渾身の傑作！

Wako’s Room

Enjoy the little things every day!

Wako

ライフスタイルプロデューサー・Wako さんのハッピー哲学、�毎日をちょっと楽しく・ちょっと
幸せに�を日々の暮らしに取り入れる方法を詰め込んだ1冊。朝の儀式に始まり、、片付けや

オシャレなインテリア術、晩ごはんからバスタイムまで、何でもない日常をスペシャルなもの
に変えるテクニックを1日の流れに沿ってわかりやすくレクチャー。

夫婦トレ
め

お

「変わらない男」と「変わるしかない女」 はあちゅう しみけん

映画を「早送りして観られない」しみけんと、
「家事をしながら流し見できる」はあちゅう。人
気 AV 男優と作家・ブロガーが事実婚し、コロナ禍の巣ごもり生活を送るうち見つかった男女

間のギャップの数々。�異色カップル�と言われつつ、�意外と普通の夫婦�が家事、子育てな

ど「どの家庭にもある悩み」を本音で語り合い、理解し合うための「トレーニング本」です。

「倫理の問題」とは何か
メタ倫理学から考える

佐藤岳詩

それは良いことか、悪いことか。これは正義か、不正義か……。倫理の問いは、ちょっとした
ひっかかりから、大切な日常がゆらいだときに現れる。しかし、私たちの多くは「そもそも倫

¥1600

4月21日
同日発売
光文社文庫

4334952364

¥1500

4月23日
同時発売

ノンフィクション

4334952380

¥1300

4月23日
同時発売
光文社新書

理とは何なのか」という前提をきちんと理解していない。本書では倫理学者である筆者が、 4334045383
現代西洋倫理学のさまざまな立場を通じて、メタ的視点から「倫理」について考えていく。自
分と他人、そして世界の眺め方が変わる、メタ倫理学の入門書。

¥980

宇宙考古学の冒険

古代遺跡は人工衛星で探し出せ

サラ・パーカック／熊谷玲美［訳］

衛星画像を分析して遺跡を探す「宇宙考古学」。現代では、より高解像度でマルチスペクトル
な画像を用いることで、踏査の難しい砂漠や密林を探索し、古代の集落、道路、神殿、墓地

などを発見することが可能だ。だが、ひとたび遺跡を見つけたなら、やはり発掘チームをつ

れて現地に赴き、地道な発掘作業が始まるのだ。気鋭のエジプト学者が、みずからの体験を

軸に、考古学者の仕事とその魅力、宇宙考古学の最先端と可能性を紹介する。

ロシアン・ルーレットは逃がさない

プーチンが仕掛ける暗殺プログラムと新たな戦争

ハイディ・ブレイク／加賀山卓朗［訳］

毒殺、撲殺、自殺偽装……暗殺の舞台はイギリス、そしてアメリカへ。裏切り者は、必ず葬り
去られる。オリガルヒ、反体制派、内部告発者、外国人協力者まで、クレムリンはいかに彼ら

を追い詰め、抹殺するのか？ そして、なぜ西側諸国はプーチンを止められないのか？ ピ

ュリツァー賞ファイナリストによる渾身の調査報道。

おバカな答えもAIしてる
あ い

人工知能はどうやって学習しているのか？

ジャネル・シェイン／千葉敏生［訳］

人工知能が生み出す奇妙でワンダフルな世界にようこそ！ AI がいかに学習し、試行錯誤を

繰り返し、適応していくかについて、シンプルな実験を重ねながら紹介。思わず吹き出してし

まいそうな出力例（
「地獄の渦」味のアイスはいかが？）や、予想の斜め上を行く解決策を示

しながら、AI の得意分野と不得意分野、危険性や限界を解説する。ロボットが何を考えてい
るのかに興味のある人のための、パーフェクトな一冊。

隅田川御用日記 雁もどる
か り

藤原緋沙子

縁切寺「慶光寺」の御用宿 ｢ 橘屋 ｣ に、浪人の妻・工藤美帆が駆け込んできた。橘屋の主で

あり白河藩士となった塙十四郎が顔を合わせたところ、自分が以前にいた築山藩賄い方の

娘だった。夫が悪に手を染めており、吐いてはならぬ一言を妻に放ったことで離縁したいと

いう美帆の夫を調べてみるのだが……。代表作「隅田川御用帳」を継ぐ著者渾身の新シリー

ズ第一巻。

夜叉萬同心 お蝶と吉次
辻堂魁

北町奉行所の隠密廻り同心萬七蔵は、失踪した水戸家の勘定方・淡井順三郎の行方を探る

よう密命を受ける。探索の過程で七蔵は、深川門前仲町の子供屋の亭主、博龍と出会う。深
い絆で結ばれた博龍と、辰巳芸者の吉次、その姉で、鍛冶職人のお蝶。淡井の失踪は三人

の生き様と絡み合い、非情にも彼らの運命を変え、大きく事態を動かしてゆく。傑作シリーズ
第八弾！

魔性の牙

八丁堀つむじ風（十一） 決定版

和久田正明

茶屋の店先から成沢東一郎に声をかけた娘は、三年前に行方をくらましたお花だった。彼

女は十三から客をとっており、成沢は指図をしたその母親を諭したという過去があった。お
紋は、挿していた玉かんざしを手がかりにお花が今何をしているかを探るのだが……。
（
「あ
ばずれ」
） 過酷な境遇でも、己の力で進もうとする人々の助けとなるべく、成沢は今日も江

戸を行く！

4月23日
四六判翻訳書

4334962440

¥1920

4月23日
四六判翻訳書

4334962459

¥1760

4月23日
四六判翻訳書

4334962467

¥1600

4月23日
光文社文庫

4334791344

¥600

4月23日
光文社文庫

4334791484

¥650

4月23日
光文社文庫

433479159X

¥700

4月23日

間者

鬼役（六） 坂岡真

将軍の毒見役、鬼役の矢背蔵人介は、鈴振り谷で強盗に狙われた。難なく退治したあとに残

された一枚の駕籠図。そして、一関藩の元藩士が殺害され、老中首座の水野出羽守は毒殺、
中奥出入りの医師が斬られた。これらの線がつながったとき、幕府を巡る陰謀が明らかにな

る⸺。笑いと涙と爽快感の超一級時代小説。

鬼役（七） 坂岡真

将軍の毒味役を務める御膳奉行の矢背蔵人介に「裏御用」が下る。貨幣の改鋳で莫大な金

を手にする外道を成敗せよ！ しかし、奸臣と銭両替商は何者かに討たれ、蔵人介は「悪の手」
に落ちる。次第に浮かび上がる大疑獄。幕臣随一の遣い手、蔵人介には絶体絶命の危機が
訪れる。はたしてその先に見えたものは⸺。大反響の超一級シリーズ！

¥600

光文社文庫

4334764746

¥600

4月23日

覚悟

鬼役（八） 坂岡真

将軍家毒味役を務める矢背蔵人介は、ある日、隠密らしき者から連判状を預かる。そこには

大塩平八郎という名が記されていた。以降、蔵人介の周囲では異変が続発。浮かび上がって

きたのは、貧しき者を救うため公儀に牙を剥こうとする勢力だった。幕臣随一の遣い手、蔵人
介は「謀叛」に巻き込まれるのか。そして、その結末は⸺。大爆発のシリーズ、渇望の第八
弾登場。

光文社文庫

4334765629

¥600

4月23日

大義

鬼役（九） 坂岡真

毒を啖うて死なば本望と心得よ⸺将軍家の毒味役を務める矢背蔵人介の目の前で、老中

水野越前守忠邦の駕籠が襲われた。手練の刺客の前に立ち塞がった蔵人介は、そのことで

恨みをかうことになる。そして、蔵人介にも危機が迫る！ 「誇りさえあれば、虚しいことなど

ひとつもない」という思いを胸に蔵人介は悪に立ち向かう。大好評「鬼役」シリーズ、爽快感
抜群の第九弾。

光文社文庫

4334766358

¥600

4月23日

血路

鬼役（十） 坂岡真

「死ねや、公方」⸺将軍毒味役を務める矢背蔵人介の面前で、将軍家慶が襲われた。なん

とか将軍自身の命は助かったものの、当の家慶はそんなことも気にせず、逆に暴挙ともいえ

る企てを口にする。それは幕府財政が窮するなかでの「日光社参」だった。そして、蔵人介に
も密命が下る。人気大爆発の鬼役シリーズ、これ以上ない至高の爽快感をもたらす待望の
第十弾。

異形コレクションXLIX

4334764657

4月23日

成敗

ダーク・ロマンス

光文社文庫

井上雅彦［監修］

9年ぶりの復活！ 新たな伝説の始まりです。闇を愛する皆様。闇のなかで強く燦めく
「想像の

力」を信じる皆様。怪奇と恐怖、幻想と驚異、人外の唯美……。言葉の力で現実を越えようと

する小説の作者と読者の皆々様。そして、なによりも……異形の短篇小説を愛してくださる皆
様。お待たせいたしました。49冊目の《異形コレクション》をお届けします。
（編集序文より）

光文社文庫

4334766528

¥600

4月23日
光文社文庫

4334790992

¥1000

蠱惑の本

異形コレクションL

4月23日

井上雅彦［監修］

記念すべき50冊目を
〈本〉を愛する皆様に贈ります。貴方の本棚に、どうか、もう一冊、闇色

の本をお迎えください。本は、常に私たちの身近にあって、あらゆる「世界」を閉じ込めた存

在でした。本を開きさえすれば、脳裏に飛び込んでくる「未知」の世界。そこには人生を変え

てしまうような出会いもある筈です。記念すべき50巻目の《異形コレクション》を
〈本〉に関わ

るすべての人々に捧げます。
（編集序文より）

FLASHデジタル写真集

栗原舞優 あざとさの傑作

栗原舞優／ YOROKOBI［撮影］

人気アイドルユニット・リルネードのメンバー栗原舞優が、�ポスト田中みな実�と呼ばれるあ

ざとさを武器に初グラビアに挑戦！ 2人だけで秘密のデートをしているかのようなシチュエ
ーションのなか、元気いっぱいの水着姿と初披露のランジェリー姿で一気にロックオンされ

ること間違いなし。カメラの前では元気に走り回ったり、初々しく照れながらもグッとくる大
人な表情を見せてくれたりと、終始ドキドキ感が堪能できる1冊に！

認知症になった蛭子さん
介護する家族の心が「楽」になる本

蛭子能収

2020年、認知症であることを公表した漫画家・タレントの蛭子能収さんが、家族やマネージ

ャーの助けを借りつつ完成した、世にも珍しい�認知症エッセイ�。また、妻・悠加さんが過
酷な現状を初告白し、認知症介護の先輩たちに「介護相談」も。さらに、公表後も続ける人

気コラム「蛭子能収のゆるゆる人生相談」傑作選も収録。
「自分ファースト」で生きてきた蛭
子さんの考え方が、意外にも介護する家族の心を楽にするヒントになる！

タイからはじめるバックパッカー入門
藤井伸二

仕事や社会情勢など、様々な制限のもと自由になれなかった時間は終りにし、バックパック

を担ぎ、旅に出よう！ タイ在住の著者ならではの、気ままな旅が楽しめる東南アジアのめぐ

り方を案内する。屋台の匂い、路地裏さんぽ、不安と期待に満ちた鉄道移動など、ツアーで
は味わえない旅の魅力を教える。初心者にも、久しぶりに旅立つ人にも最適なガイド。

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 8

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☆

お馬さんとセックスセラピー 3
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⸺!?

光文社文庫

4334791115

¥1000

4月30日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

4月30日
同時発売
エッセイ

4334952410

¥1000

4月30日
同時発売

知恵の森文庫

4334787967

¥850

4月30日

オリジナル
コミック

¥200

4月30日

オリジナル
コミック

¥200

チンピラ君のメスイキ調教 合本版3
デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?

西原ケイタ

『チンピラ君のメスイキ調教～デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !? ～』第6、7話を収

録した合本版！ 逢坂への自分の気持ちを自覚した光谷。でも言えるわけねぇ……そう思い
悶々とする日々。そんな中、逢坂に約束をドタキャンされ、らしくもなく落ち込んでいた光谷

のもとに、男と一緒に逢坂が帰ってきて!?

両性α 完全版1

【特典ペーパー付】
生意気キメラは逆らえない。

伊藤良

『両性α～生意気キメラは逆らえない。～』第1～4話を収録した完全版！ αだけが通える学
園で、αだけど微量のΩ因子も持つ性別「キメラ」だということが判明しヤリまくりライフを楽

しんでいた新。しかし生徒会長の二宮が番だと判明しフェロモンは抑えられ……。ムカつく
と思っていた二宮に変な感情が芽生えだし!?

り⸺!?

そんな中、学園で新を攻撃する事件が起こ

スパダリの俺が黒王子には逆らえない 完全版【特典ペーパー付】
山田まりお

女も途切れないイケメンエリートと噂の真鳥課長の隠れ趣味は少女マンガ。そのマンガの

俺様ヒーローを地でいくような、上から目線の後輩イケメン黒王子・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いる場面を目撃して

しまう真鳥。だが、なぜか密会を見られた千住に逆に脅された挙げ句、激しく迫るセクハラ
行為に翻弄させられ……!?

君なら君なら 5

腹黒王子×スパダリのノンストップエロキュンBL!!

オリジナル
コミック

¥350

4月30日

オリジナル
コミック

¥700

4月30日

オリジナル
コミック

¥700

4月30日

コミックシーモアのみ
他書店6/4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⸺!?

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。1【特典ペーパー付】
靴川

「これはお仕置きだから」少し懲らしめるはずが……。理由あって爽やか優等生を演じる圭吾

は、ゲイを隠し男遊びも我慢し溜まりまくっていた。そんな中、妹をストーカーする猛流によっ

て我慢が限界に！ 「話をしよう」と、猛流をホテルに連れ込み押し倒し。抗う猛流のモノを無
理やり扱きお尻を解そうとすると、いい表情見せてきて。ゾクゾクと加虐心を煽られた圭吾は
⸺!? 『腹黒ドS ゲイ×純粋ヤンキー』歪んだ愛の形の行方は！

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 4
俺とあいつの10年計画

4月30日

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

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
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…!?

オリジナル
コミック

¥200

4月30日

コミックシーモアのみ
他書店6/4発売

オリジナル
コミック

¥200

4月30日

コミックシーモアのみ
他書店6/4発売

オリジナル
コミック

¥150

