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女性初、黒人初、
アジア系初のアメリカ副大統領、初の自伝

私たちの真実

アメリカン・ジャーニー

カマラ・ハリス／藤田美菜子 安藤貴子［訳］
女性初、黒人初、アジア系初のアメリカ副大統領、初の自伝！ ⸺ジャマイカ出身の経済学者の父と、

インド出身のがん研究者の母の間に移民の娘として生まれた彼女は、いかにして「ガラスの天井」を打

ち破ってきたのか？ どのような知恵と判断力とリーダーシップで、数々の難題に対峙していくのか？
本書ですべて明らかに。

10日発売（紙と同時）

4334962483
¥1800

無理しない、
ちょうどいい毎日のごはんを、結婚3年目になるたかみなが提案

たかみなの
毎日食べたくなるそこそこごはん
高橋みなみ

毎日作るものだから、そこそこがいい。無理しない、ちょうどいい毎日のごはんを、結婚3年目になるたか
みなが提案。どのページを開いても、時間をかけずに美味しくできるレシピばかりを厳選。目玉焼きは
最高のトッピング、基本は切って炒めるだけ、あえる＆焼くだけでいいから品数を増やす、など、すぐに
マネできるテクもご紹介。
「今日もご飯をつくらなきゃ」
と苦痛に思っている人はもちろん、初めて料理を

4334952496
¥1100

する人にもおすすめ。

15日発売（紙と同日）

ミッキーマウスはチャップリンをモデルにしていた !?

ディズニーとチャップリン
エンタメビジネスを生んだ巨人

大野裕之
ディズニーの生涯の野心は「もう一人のチャップリンになること」だった。俳優の道を諦めた代わりに、
彼は「もう一人のチャップリン」をアニメーションの世界で創った。それがミッキーマウスだ。⸺固い
友情と時代に翻弄された離別。知られざる二人の師弟関係を豊富な資料で明らかに！ エンタメビジ

ネス創世記としても読める一冊。

4334045472
¥900

6月4日

星を見上げて歩き続けて
柏木由紀子

1985年8月12日の、日航ジャンボ機墜落事故。最愛の夫・坂本九との突然の別れから物語は

始まる。嵐になぎ倒されるようなショックから、娘たちを、そして夫の遺してくれた家を守りた

い……お嬢さん育ちの著者が一歩踏み出す決意をする。勇気と友情、希望に満ちた「心の軌
跡」。

【電子版限定48ページ増】花咲ひより1st 写真集

花咲ひより／岡本武志［撮影］

Metamorphose

�1000年に1度のロリ巨乳�と呼ばれる花咲ひよりが、1st 写真集をリリース。デジタル版は
未公開カットを追加し、合計176ページの大ボリューム版となっている。本作のテーマは、�変

身�。王道のビーチでの爽やかビキニから、コスプレチックな黒猫ボンデージ、爽やかなスポ

ーツウェアまで計16種類の衣装の花咲ひよりが楽しめる。無邪気にはしゃぐ姿、うっとりとし

た大人の表情まで、千変万化の彼女の姿にときめきが止まらない！

FLASHデジタル写真集

朝日ななみ 視線ひとりじめ

朝日ななみ／菊地泰久［撮影］

女優としての夢を叶えるため家族で上京し、事務所移籍後、朝日ななみに改名。グラビアで
水着になった途端、各誌からのオファーが殺到した注目株だ。幼さのなかに大人っぽい表情

同時発売

ノンフィクション

4334952461

¥1400

6月8日
写真集

4334902693

¥3000

6月11日

オリジナル
FLASH 写真集

が見え隠れし、何より�まんまるな美バスト�は誰もが認めるド迫力。納豆を食べて大きくした

という独自の乳活法で女優としてだけではなく、グラビアアイドルとしてもまだまだ成長中。 ¥1200
知ってる人も知らない人もぜひ一度見て欲しい！

FLASHデジタル写真集

崎川みずき 七変化

崎川みずき／木村哲夫［撮影］

「ミスFLASH2020」グランプリ最年少。1年間の任期を経て急成長した彼女が魅せる「本気
のグラビア」を披露！ 大人ランジェリー、誘惑の変形下着、健康的なデニム、シャツから覗

く下乳、妖艶なキツネ、肌に吸い付く黒タイツ、衝撃の手ブラまで、七変化で魅了します。
「1

年かけてコツコツ撮り溜めた崎川みずき成長記録です。おすすめはキツネになった姿。ひき

こもりのキツネが、大胆に脱いじゃう写真を楽しんでください」

新・人間関係のルール
辛酸なめ子

人間関係は人生の問題の多くを占めていて、ストレスの原因になったり、時には生きる活力

の源泉になったりします。
（中略）実感したのは、人間関係はその時の自分の状態を表す、と

いうことです。
（中略）
この本の執筆中、世界を激変させるパンデミックが発生し、人間関係

にも新しいルールが生まれつつあります。
（
「まえがき」より）
「コミュ力不足」を自認する辛酸
なめ子さんと一緒に、クスッと笑いましょう。なんとかなるさ！

ジェンダーで見るヒットドラマ
韓国、アメリカ、欧州、日本

治部れんげ

ジェンダー視点でドラマを見れば、世界のいまが見えてくる。ジェンダー問題の識者として様々
なメディアで活躍するジャーナリストが、韓国、アメリカ、欧州、日本の作品から22本のドラマ

6月15日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

6月15日
同日発売
光文社新書

4334045448

¥780

6月15日
同日発売
光文社新書

を解説。人権意識の低い日本のテレビを見られなくなった人たちへの「おすすめドラマリスト」 4334045456

としても使える新・ドラマ論。

¥940

夢中になる東大世界史
15の良問に学ぶ世界の成り立ち

福村国春

暗記だけでは解けない東大の世界史の入試問題。問題文は「読解力」がなければ正確に読

み解けず、具体的な事柄を抽象化して捉える「思考力」も求めてくる。一方で、東大世界史は

ただ難しいだけではない。答えを導く途中で、歴史を読み解く新しい視点にも気づかせてく
れる。本書ではそんな東大世界史の中から15の良問をピックアップ。まさに受験生が挑む

姿を追いながら、国際社会の歩みを俯瞰する。社会人にも受験生にも有用な一冊。

スポーツとしての相撲論

力士の体重はなぜ30キロ増えたのか

西尾克洋

平成の間に、大相撲の世界は激変した。力士の平均体重は30キロも増え、決まり手は寄り
切りではなく押し出しが中心に。身体を鍛えるために近代的なトレーニングも導入されてい

く一方、キャリアを左右する大怪我も頻発。そして外国出身力士が上位を席巻し、さらに相

撲自体が国民的スポーツから数あるスポーツの中のひとつへと変わった。こうした変化の背
景を探るとともに、伝統と進化のはざまで揺れ動く相撲の魅力を描き出す。

糖尿病の真実

なぜ患者は増え続けるのか

水野雅登

先端医療を誇る日本で、糖尿病患者とその予備軍の合計は2000万人、中高年の3人に1人

が該当し、その数字は年々増加している。なぜ医療が発達している日本で、糖尿病患者は増

え続けるのか。現代の糖尿病治療の真実と問題点について、2型糖尿病患者の脱インスリン
率100％の実績を持つ内科医が解説。実際の治療例も紹介しつつ、薬や医者に頼らず血糖
値を下げる方法や、薬を卒業できるようになるための道筋を伝える。

鎮憎師

石持浅海
大学時代のサークル仲間の結婚式の二次会に招かれた八人の同窓生。3年前のある事件以
来疎遠になっていた熊木夏蓮と再会し、翌日も集まることになった。しかしその日、夏蓮は

死体で発見される。犯人は八人の中に !? メンバーの赤垣真穂は、叔父から「鎮憎師」なる
人物を紹介される。事件を上手に終わらせてくれる人だという⸺。斬新な設定に唸る本格

ミステリー！

緑のなかで
椰月美智子

啓太は、北の大地の大学に進んで3年目になった。寮に入って、学生生活を謳歌している。
新学期を迎え、新歓企画で構内も寮も、浮き立っていた。そんなとき、双子の弟・絢太から、

6月15日
同日発売
光文社新書

4334045464

¥900

6月15日
同日発売
光文社新書

4334045480

¥880

6月15日
同日発売
光文社新書

4334045499

¥900

6月16日
同日発売
光文社文庫

4334792030

¥750

6月16日
同日発売
光文社文庫

母が書き置きを残して出ていったと連絡がきた。何故そんなことになったのか……。時に笑い、 4334792049
時に泣きながら自分を見つめ続ける、一人の大学生の1年を瑞々しく描く！

濡れぎぬ 決定版

研ぎ師人情始末（十一） 稲葉稔

研ぎ師の荒金菊之助は、妻のお志津が懇意にしている女から、頼みごとをされた。許婚が人

殺しの疑いで牢に入れられたが、無実なので疑いを晴らしてほしいというものだった。一方、
菊之助の従兄弟の南町奉行所臨時廻り同心横山秀蔵たちは質屋殺しを追っている。二つの

糸が繋がった時、驚きの真相が浮かび上がる⸺。稲葉稔の原点シリーズ決定版、一気読み

の第十一弾。

¥750

6月16日
同日発売
光文社文庫

4334792111

¥650

白昼鬼語
探偵くらぶ

谷崎潤一郎／日下三蔵［編］

会社員法学士湯河勝太郎が歩いていると、安藤という探偵が友人に紹介してもらったと声を

かけてきた。実は湯河本人を調べているといい、今の妻とはまだ法律上の結婚はしていな

6月16日
同日発売
光文社文庫

いこと、前の妻はチブスで死んだことを語り始める。湯河は不愉快な顔になった⸺。
（
「途上」
） 4334779646
江戸川乱歩にも多大な影響を与えた、谷崎潤一郎の探偵小説傑作選が登場！

なりたくて妖精になったわけじゃない

田中経一

地下アイドル界に新グループ「ティンカーベル」が誕生した。プロデューサーの奇抜な戦略で
注目を集めるも、時を同じくして業界内で連続殺人事件が起こり、メンバーも1人ずつ姿を消

¥1000

6月22日
同日発売

四六判文芸書

していく⸺。少女はなぜ消えた？ 「ティンカーベル」は存続できるのか？ アイドル、運営、 4334914071
ヲタク……それぞれの過去が交錯する、一気読み必至の地下アイドルミステリー。アイドル
番組の演出家の著者だからこそ描ける、業界の真に迫った意欲作。

¥1900

木乃伊の都

6月22日

十六世紀の長崎。十歳の次郎丸は、ある日、貿易商ペドロに誘われ、貿易船を見学すること

四六判文芸書

ミ

イ

ラ

金澤マリコ

に。しかしそれは罠であり、次郎丸は奴隷として売られ、母はペドロの妾となったことを知る。
奴隷として働き一年が経った頃、嵐により船が難破。次郎丸は命からがら生き延び、エジプ

同日発売

433491408X

トでミイラ職人と出会う。ある時、大量のミイラを注文する商人がペドロであることに気づき、 ¥1900
復讐の炎を燃やすが……。壮大なスケールで描く歴史冒険ミステリー！

三毛猫ホームズの懸賞金
赤川次郎

会社員の男が通勤途中のバスの中で殺された。男は死の直前、
「俺は狙われてる」と言い残

していた。一方、売れない歌手・百瀬太朗が出演するパーティで、人気歌手の辻村涼が毒殺

される。パーティの直前、百瀬のマネージャーの元に「百瀬が歌に手を抜いたら殺害する」と
いう脅迫メールが届いていたという。片山刑事とホームズたちは事件を追うことに。一見関
わりがないように思える事件を繋ぐものとは？ 国民的人気シリーズ第54弾！

新 50代は悩み多きお年頃
槇村さとる

50代が近づくにつれ、これまでとは違う�荒波�が押し寄せてくる。体型の変化、ポスト更年

期……なんとなく分かっているつもりでいても実際に経験すると悩ましいことばかり。だから

こそ、そんな日々における小さな幸せをかみしめたい。仕事やプライベートにおいて、漫画家・
槇村さとるが選び抜いた「人生の取捨選択」とは。50代の日々をイラストとともにユーモラ

スに綴った待望の新装版。大幅に構成を変えて新たに書下ろしも収録。

6月22日
同日発売

カッパ・ノベルス

4334077471

¥920

6月22日
同日発売

ノンフィクション

4334952542

¥850

余命1年ステージ4のがんを消して10年生きた私がしたこと

6月22日

あきらめるな、がんは消せる！ 「余命1年あまり」から劇的なダウンステージを果たし10年

ノンフィクション

志澤弘［著］／済陽高穂［監修］

生き延びた「がん患者」による「がん患者」のための、本当に役立つ闘病・治療の理念と方針、
成功の秘訣！ 「余命宣告を受けるような重篤ながんであっても、多くのがん患者さんが立ち
直ってがんを縮小させ、長期間にわたってがんと共存することができています。完治した人も

います」⸺何もしなければ、がんは消えない。がんを治すのは、自分。

同日発売

4334952526

¥1400

6月25日

バブル、盆に返らず
甘糟りり子

「1990年の私に、顔パスで入れないディスコはなかった」。経済ではなく、世俗＆カルチャー

でバブルを描いた一冊。熱く、愚かしくも、どこかいい匂いもしていたあの頃。
「アルファキュ
ービック」
「笄櫻泉堂」
「チャイナタウンパフェ」など、厳選キーワードで。

ただいまつもとの事件簿
新津きよみ

夫の転勤のため長野県松本市に転居した清水真紀は、仕事も決まらず友達もできず、宙ぶ

らりんな日々を過ごしていた。より松本を知るために参加した「移住希望者のための説明会」
がきっかけで友人ができ、東京で行方不明になった飼い猫が松本で発見された「茶トラ失踪
事件」など、いくつかの�日常の謎�に挑むことに。松本の魅力たっぷりのミステリー！

メールヒェンラントの王子
金子ユミ

警視庁捜査一課から禰原警察署生活安全課に飛ばされた岩魚鉄太。彼がバディを組むこと

になったのは、高校生と見紛う風貌の童二怜央だった。異動早々、近隣の禰原小学校に殺

害予告が届き、現場に急行すると……。児童たちを懐柔する謎の美少年の存在が、次第に
町と人々の闇を明らかにしていく。
「千手學園少年探偵團」シリーズの著者、初の警察小説！

SCIS 科学犯罪捜査班 IV
天才科学者・最上友紀子の挑戦

中村啓

人気ユーチューバーの大学生3人が、投身自殺した。マインドコントロールを疑う上司から
捜査を命じられた警察庁の小比類巻祐一警視正が、警視庁科学犯罪捜査班（SCIS）と調べ

始めたところ、想像もつかなかった真相が浮かび上がった⸺。科学者・最上友紀子と小比

類巻率いるSCIS が、最先端科学技術が絡む事件の真相に迫る！ 人気サイエンスミステリ

ー第四弾。

一命

鬼役（十六） 坂岡真

将軍の毒味役を務める矢背蔵人介の元にかつて矢背家に居候していた望月宗次郎が帰って

きた。窮地に陥った吉原の花魁を助けに戻ったと告げる宗次郎だったが、その花魁は消息

を絶っていた。宗次郎とともに行方を追う蔵人介の前に、宗次郎の出生と実の母にまつわる

とんでもない秘密が明らかになった⸺。真の親子とは何かを問う、超人気シリーズ、感涙
の第十六弾。

慟哭

鬼役（十七） 坂岡真

将軍の毒味役を務める矢背蔵人介は、実父・孫兵衛の料理屋で孫兵衛の元上役である天守

番之頭・中村勝之進と出会う。しかし、中村は何者かに斬られてしまう。その裏には薩摩の
影がちらつく。なおも死の背景を探る蔵人介の前に、父・孫兵衛の知られざる過去が浮き上

がり、自らの「出生の秘密」も明らかになってくる……。衝撃のラストに落涙必至の人気シリ

ーズ第十七弾。

同時発売
エッセイ

4334952534

¥1400

6月25日
光文社文庫

4334791786

¥600

6月25日
光文社文庫

4334791816

¥700

6月25日
光文社文庫

4334791913

¥750

6月25日
光文社文庫

4334769713

¥600

6月25日
光文社文庫

4334772188

¥600

6月25日

跡目

鬼役（十八） 坂岡真

将軍の毒味役、鬼役を代々務めてきた矢背家。当主の蔵人介は、ついに自らの跡を継ぐ者と

して居候の卯三郎を試すこととする。命懸けの毒味、驚異の水練、死に物狂いの武芸、桁外

れの早駆け……。卯三郎に次々に課されるのは想像を絶する試練だった。卯三郎はその試

練を乗り越え、矢背家の跡目を継ぐことはできるのか。大好評シリーズ、涙と笑いと感動の
第十八弾。

鬼役（十九） 坂岡真

将軍の毒味役 ｢ 鬼役 ｣ を務める矢背蔵人介。将軍を誹謗する落首を書いたとして、知己の奥

医師が切腹を申し付けられた。冤罪を晴らさんと動く蔵人介の前に立ちはだかったのは「甲

賀五人之者」と呼ばれる手練たち。その一人を斬ったことで蔵人介は謎の勢力を敵に回す

こととなった。想像を絶する強大な敵を相手に、蔵人介の運命やいかに。次作へつながる胸
騒ぎの第十九弾。
め

鬼役（二十） 坂岡真

将軍の毒味役「鬼役」を務める矢背蔵人介。裏御用を指示する橘右近から呼ばれて、奥高

家と大名との衝突の仲裁に入ったことから運命の糸は動き始めた。蔵人介を狙う「正体不

明の刺客」の口からは「京がおまんの墓場」という言葉が漏れる。京へ入った蔵人介の前に
待っていたのは、かつてない強大な敵と、自らの衝撃の過去だった。人気シリーズ二十作記
念の大傑作長編。

蒲松齢／黒田真美子［訳］
中国清代の作家蒲松齢が、科挙に落第しつづける中、古来の民間伝承などをもとに豊かな
空想力と古典の教養を駆使し、仙女、女妖、幽霊や精霊、昆虫といった異能のものたちと人

間との不思議な交わりを描いた怪異譚。目の中に住みついた小人同士の会話、愚鈍なイケ

メンのドッペルゲンガー、金持ち狐の復讐、菊好きな男に惚れた菊の精、仙術修行は壁抜け
の術、酒好き幽霊の恩返し、美女幽霊二人の誘惑に負けなかった男など43篇を収録。

竹内月音 いつかの放課後

竹内月音／西村康［撮影］

所属しているアイドルユニット「ナナランド」では、センターとして持ち前の歌唱力の高さでグ

ループを引っ張る竹内月音。今作は、学校・制服・水着の3つを掛け合わせ、二人きりで過ご

したいつかの放課後を想起させる、ノスタルジックなストーリーグラビアです。体育館で無邪
気にバドミントンを楽しむ姿や、学校の教室で物憂げに窓の外を眺める姿など、ピュアで可
憐な等身大の竹内月音がギュッと詰まった作品になっています。

男色大鑑 改 武士編

九州男児

『男色大鑑 改

光文社文庫

4334773591

¥600

光文社文庫

4334774059

¥600

6月25日

聊斎志異

FLASHデジタル写真集

¥600

6月25日

運命
だ

4334772994

6月25日

予兆

さ

光文社文庫

完全版【特典ペーパー付】

武士編～いくえにもかさね添いとげるこい～』第1～3話、及び『男色大鑑 改

武士編～身を捨てても守りたい愛～』第4～6話を収録した完全版！ 爺さんになっても添い
遂げた二人の生涯と、美少年を求めて生まれる三角関係の豪華2本立て！ 江戸男色を描

古典新訳文庫

4334754392

¥1400

6月25日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

6月25日

オリジナル
コミック

いた井原西鶴の男色大鑑の世界がここに⸺。※男色大鑑『詠めつづけし老木の花の比』 ¥800
及び『身替りに立つ名も丸袖』より。

6月25日

Loveless SEX Bear 合本版2
愛のない獣

霧嶋珠生

『Loveless SEX Bear ～愛のない獣～』第3～5話を収録した合本版！ 番に出会ったことが

久士にバレてしまった玄蔵。番になんて出会いたくなかったのに……一人苦しむ玄蔵の心と
行動はチグハグになってしまい⸺。

デリヘル呼んだら元担任♂がやって来た !?【特典ペーパー付】

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1～5話を収
録した完全版！ 「コッチで女の子みたいにイこうな」EDでイけない体だったのに元担任の男

のアレで絶頂させられ……!! チンピラ・光谷は20歳になった今も悪友とつるんでいた。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
男はかつて光谷たちが原因で辞めていった教師・逢坂で…!?

お馬さんとセックスセラピー 4

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⸺!?

君なら君なら 6

6月25日

オリジナル
コミック

¥800

6月25日

オリジナル
コミック

¥200

6月25日

コミックシーモアのみ
他書店2021/8/6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⸺!?

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 2
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!?

コミック

¥550

チンピラ君のメスイキ調教 完全版1

毎日、たーっぷり注いでやる

オリジナル

機械なのに勃起ってどんな機能だよ!?

と感じつつヲタ気質を隠せないリヒトはそのまま……!?

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。2
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す。抗う猛流のモノ
を無理やり扱きお尻を解そうとすると、いい表情を見せてきて。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！

オリジナル
コミック

¥200

6月25日

コミックシーモアのみ
他書店2021/8/6発売

オリジナル
コミック

¥200

6月25日

コミックシーモアのみ
他書店2021/8/6発売

オリジナル
コミック

¥200

6月25日

バリタチリーマン雌化計画 1
美人ちゃんに狙われた俺

コミックシーモアのみ
他書店2021/8/6発売

左東ヨシタカ

瀬名は顔のおかげで、バリタチ人生を謳歌していた。でも、ちゃんと一人と付き合いたいのに

ワンナイトの相手ばかりでガッカリ……。そんなある日、行きつけのゲイバーで飲んでいたら、
超絶美人のユキに声をかけられ！ 好みすぎてなんとか抱きたい！ なんなら付き合いたい！

そう思っていたのに……ホテルでユキに組み敷かれイかされ !?

ちょっと待て！ 俺がネコと

か聞いてない！ 攻めポジをめぐりリベンジに燃える瀬名は⸺!?

脳科学が明かした！ 結果が出る最強の勉強法

スタンフォード大学 OHS 校長が教える「超効果的 頭の使い方」 星友啓

重要ポイントの「まとめ」、授業中のノート取り、教科書への線引き……。従来「効果がある」

とされてきた勉強法も、今最新の脳科学によってことごとく
「効果なし」と判定されている。では、
本当に有効な勉強法はどんなものか？ 全米トップ校（スタンフォード大学オンラインハイス

クール）を率いる著者が、リトリーバル、メタ認知、社会脳などの知見を踏まえ、学歴・年齢・
能力に関係なく誰にでも実践できる勉強法を一挙に公開！

犬は愛情を食べて生きている

山田あかね

「動物を1匹も殺したくない」。映画『犬部！』の主人公のモデルで、東京・杉並「ハナ動物病院」
の院長・太田快作は、365日24時間を動物に捧げる男。診療が休みの日も、西に野犬がいる

と聞けば保護に行き、東に多頭飼育崩壊が起こったと聞けばワクチンを打ちに行く。フジテ

レビ系『ザ・ノンフィクション』
「花子と先生の18年～人生を変えた犬～」で描かれた、今話題
の人物に密着した感動ノンフィクション。

【電子版限定130ページ】FLASHデジタル写真集

小日向ゆか／前康輔［撮影］

小日向ゆか 人懐っこいカラダ

有村架純似の美女として人気を博すグラビア界の新星・小日向ゆか。人懐っこい笑顔が魅力

の彼女が、初めてセクシーな衣装に挑戦した。都内の豪邸を貸し切りにして撮影された。清

楚なワンピースから下着姿を露わにしたり、赤い三角ビキニでリビングでくつろいだり、黒の

ワンピース水着で挑発したり、彼シャツと下着を着て、ベッドで誘う表情も楽しめる。お嬢様
とのひと夏の恋を思わせるような、豪華な構成になっている。

オリジナル
コミック

¥200

6月29日
同時発売

ノンフィクション

433495250X

¥1300

6月29日
同日発売

ノンフィクション

4334952518

¥1400

6月29日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

