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29日発売（紙と同時期） 作り置きレシピの決定版の最新作。市販の調味料3本で基本の味がビシッと決まる！

nozomi
シリーズ累計100万部突破！　作り置きレシピの決定版の最新作。ミツカンとコラボし、「味ぽん®」「カ
ンタン酢™」「追いがつお®つゆ（2倍）」の3本を使ったメニューを開発しました。市販の調味料をベー
スにするので、カンタンなのに味がビシッと決まります。調理の手間が驚くほど省ける“下味冷凍”レシ
ピも充実。毎日の献立作りがラクになる全51品収録。

つくおきの“悩まない”おかず

4334914322
¥1850

19日発売（紙と同日） 復興支援金の横領疑惑が発覚。10年後、海から黄金のインゴットが見つかり……

染井為人
東日本大震災で被災した天ノ島に現れたNPO法人「ウォーターヒューマン」代表、遠田政吉。「復興
のカリスマ」と豪語する彼は、支援隊を立ち上げ、救世主として君臨するが、復興支援金4億2000万円
の横領疑惑が発覚する。島を復活させるための命の金が、ひとりの男の私利私欲のために溶けて消えて
しまったのだ。地元の新聞記者、菊池一朗は、得体の知れない詐欺事件の解明に奔走する。圧倒的な
筆致で人間の闇に迫る、興奮の感動巨編。

海
わ だ つ み

神

4334045715
¥780

19日発売（紙と同日） タイムトラベルから星間飛行まで、物理学者と映画を見ながら探る、SFの可能性

高水裕一
実物と瓜二つだった『インタステラー』のブラックホール。30年の時を経て似た惑星が見つかった、『ス
ター・ウォーズ』の太陽を2つ持つ惑星タトゥイーン⸺。時にフィクションの壁を超えて、現実世界へと
飛び出してくるSF世界。そんな一度は夢見たSF世界の可能性と限界を、テレポーテーションから星間
飛行、はたまたタイムトラベルまで、宇宙物理学が専門の著者と一緒に探る！　フィクションが未来の科
学を導く!?

「時間」と「宇宙」を巡る考察
物理学者、SF映画にハマる



神奈川県警みなとみらい臨港署の警務課に勤務する駒井健人は、ある夜、公園で襲われてい
たオメガの男を助ける。一輪の花を残して姿を消した男……。数日後、「オメガのキャリアが
新署長として赴任」との前代未聞の人事に湧き立つ所轄署だったが、その署長は助けたオメ
ガの男で⸺!?　ワンコ系アルファ巡査部長×ツンデレ美人オメガ署長が巻き起こす、ご当
地警察オメガバース★

「他人の夢に入り込む」という不思議な性質を持つ藤巻充。ある日入り込んだ夢の中で、自分
が夢の主に口で奉仕している姿を見てしまった。いったい誰が自分にフェラチオさせる夢なん
か見ているんだ!?　人懐っこい後輩に、仕事のできるイケメン上司……。夢の主はいったい
誰⸺!?

聖王都グランディーの地に加護を与える虎の聖獣王・ティグリスの贄として、ブリーディング
ファーム（飼育場）で生まれ育った鹿の少年・ルー。ついに父や兄のように神殿に献上された
その日、ティグリスと謁見したルーの身体が変化して⸺!?

大企業・相沢グループの一人息子の花梨は、実はオメガの大学三年生。これまでの発情期は
抑制剤で抑えられていたのに、ある日突然、突発的な発情に襲われてしまう。そんな花梨を
助けてくれたのは、相沢グループに匹敵する大企業・東徳グループの嫡男にして若き専務・東
徳恭平⸺二次性別はアルファの男。発情に抗えず、一度だけ恭平と身体を重ねた花梨だっ
たが、後日、恭平から突然告白されて……!?

近藤家では、まことしやかに受け継がれている話がある⸺「運命の人に触れれば音が鳴る」
と。じいちゃんもばあちゃんも、父さんも母さんもそうだったから「いつか閃くんも、音が鳴る
相手と出会う日が来るかもね」と小さい頃から聞かされている。にわかには信じがたいけど、
オレも出会ってしまったんだ……。運命のアイツ、秀葉高校生徒会の葛西寛哉に…。って、オ
レの運命の相手って男だったの⸺!?

営業三課の課長・青野は「ハピネス製菓の王子様」の異名を持つ部下の牧瀬が自慢だった。
仕事は完璧、遊びの誘いも断らない、そんな牧瀬を青野は歳の離れた友人と思っていた⸺
その日までは。「課長が好きなんです。抱きたいって意味で」告白をなかったことにしたいけれ
ど、牧瀬が離れていくのは嫌で……。一途なキラキラ王子様系年下部下×不器用に逃げ惑う
ツンデレ上司のリーマンBL♪

ハマデカ 1　
オメガな署長とアルファな俺　おんだミム［漫画］／谷崎トルク［原作］

夢で会いましょう 1　
一宮思帆［漫画］／佐東周［原作］

恋するバンビと絶対君主な主さま 1　
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

うそつきオメガと溺愛アルファ 1　
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

すべては音が知っている 1
御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

バツイチ課長と恋する王子 1　
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］
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「今ある季節のものを、体に必要な分だけ食べる。シンプルな汁ものとおかずがあれば、もう
十分なのです」という考えのもと、春夏秋冬ごとに汁ものとおかずのレシピを掲載。子どもた
ちが社会人となったことや、自身の年齢や体調の変化など。家族のためのごはん作りが、今ま
で以上によりシンプルになった著者ウー・ウェンさんの「一汁一菜の現在形」をご紹介します。

週刊プレイボーイ「恵体番付」で東の横綱に選ばれるなどグラビアアイドルとして人気を博し、
2021年にMUTEKIから衝撃デビューした安位カヲル。本作では「いままでグラビアで着たこ
とないです」と本人が語る�フェティッシュ�な衣装に挑む。全裸に透明レインコートをまとっ
た姿、競泳水着に白ソックス、Ｔシャツ＆ブルマ姿を披露し、ポップかつ少し変態的な世界観
が詰まった107ページの大ボリュームのヘアヌード写真集！

週刊プレイボーイ「恵体番付」で東の横綱に選ばれるなどグラビアアイドルとして人気を博し、
2021年にMUTEKIから衝撃デビューした安位カヲル。本作は、高級ホテルで�密会�している
という設定。スカートを脱ぎ純白の下着が露わになると、目隠しプレイやアブノーマルな水着
を着せられたり……といった�禁断プレイ�が繰り広げられる。セクシー女優としてブレイク中
の彼女との逢瀬を味わえる一冊。超豪華113Pヘアヌード。

天文十八年、悪魔はフランシス・ザヴィエルに従う伊留満に化けて、日本にやって来た。マル
コ・ポオロの旅行記とは様子が違うし、誘惑する相手も見当たらない。暇つぶしに園芸でもや
ろうと、畠に種を播いた。花をつけたその植物の名を問うた牛商人に悪魔は⸺。（煙草と悪
魔）　ご存知、短篇の名手として知られる芥川龍之介の、ミステリ作品集が登場！

ウー・ウェンさんちの汁ものとおかず　
ウー・ウェン

【電子版限定107ページ】FLASHデジタル写真集 R　安位カヲル　フェチ＆ポップ
安位カヲル／小塚毅之［撮影］

【電子版限定113ページ】FLASHデジタル写真集 R　安位カヲル　スイートルームで禁断プレイ
安位カヲル／小塚毅之［撮影］

黒衣聖母　
探偵くらぶ　芥川龍之介
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光文社文庫

1945年8月、大日本帝国の敗戦⸺。焼跡となった東京で小林少年はただ一人、未だ行方の
掴めない明智小五郎の留守を預かっていた。そんな中、かつて世間を騒がせた二十面相から
四谷重工業の社長・四谷剛太郎あてに犯行予告が届く。世紀の大怪盗と、怪しげな軍需産業
の首領……彼らが狙い、守るものとは一体!?　辻真先版『怪人二十面相』開幕！

焼跡の二十面相　
辻真先

10月13日

4334792537

¥700

光文社文庫

4334952712

同日発売

同日発売

ビッグデータ解析による犯罪予測システムを開発していた蒼井俊は、連続猟奇殺人犯�V�を
見つけるため、プロファイラーの水無月玲が率いるPITへの異動を命じられた。個性豊かな
メンバーたちとVを追っている最中、現職の刑事が惨殺されて⸺。AIとプロファイリング、先
に犯人にたどり着くのはどちらか!?　驚愕の真相が待つ、警察ミステリー最前線！

PIT　特殊心理捜査班・水無月玲　
五十嵐貴久

10月13日

4334792545

¥700

光文社文庫

同日発売

同日発売

オリジナル

オリジナル



世界規模の大災害から9年、荒野となった日本。機械獣「カムイ」を駆る少女・ヒナコ。動物へ
の変態が可能な青年・ナオキ。復興を目指し「技術遺産」を採掘する八尾技研。技術遺産の強
奪を目論む大陸系の集団「赤熊」。そして、カラス型の飛行体で舞い降りる多国籍組織…。混
沌の中、ヒナコとナオキが出会い、新たな世界が始まりを告げる！　崩壊と希望のサバイブ・
ロード、開幕!!　第1話

世界規模の大災害から9年、荒野となった日本。機械獣「カムイ」を駆る少女・ヒナコ。動物へ
の変態が可能な青年・ナオキ。復興を目指し「技術遺産」を採掘する八尾技研。技術遺産の強
奪を目論む大陸系の集団「赤熊」。そして、カラス型の飛行体で舞い降りる多国籍組織…。混
沌の中、ヒナコとナオキが出会い、新たな世界が始まりを告げる！　崩壊と希望のサバイブ・
ロード、開幕!!　第2話

被疑者を射殺してしまったことで、一週間の自主謹慎に入った刑事の獅堂は、故郷の村を訪
れている。突然、学ランの少年・香島が、彼の慕う人物が殺人事件の犯人として容疑をかけら
れている、と救いを求めてきた。殺人の一部始終が記録されている証拠の映像は、紫水晶の
中にあり、自分たちはその水晶を研究している〈星詠会〉の研究員であると語るのだが⸺。

剣客研ぎ師の荒金菊之助は南町奉行所定町廻り同心・横山秀蔵から、魚問屋のおかみ殺し
の探索を頼まれる。調べ始めたものの、意外なことに難航する。一方、出入りしている料理屋
の主が家族に暴力を振るっているのを諫めるが、逆に主の怒りを買うことに。お人好しの菊
之助は降りかかる難儀をどう乗り越えるのか⸺。稲葉稔の原点シリーズ決定版、情が沁み
る第十三弾。

尾張藩が幕府に献上する三千両の「鯖代」が盗まれた。調べが進む中で浮上したのが天保鶺
鴒組なる旗本奴。すると、将軍家毒味役矢背蔵人介の家に居候をする宗次郎と天保鶺鴒組と
の関わりが浮上してきた⸺。真の下手人は、そして、その意図は何なのか。蔵人介の正義の
剣が悪を断つ！　200万部突破の大人気シリーズ、著者が大幅加筆修正した新装版第二巻。

グレイト トレイラーズ 【分冊版】1　
宮川輝

グレイト トレイラーズ 【分冊版】2　
宮川輝

星詠師の記憶　
阿津川辰海

父の形見　決定版　
研ぎ師人情始末（十三）　稲葉稔

刺客
鬼役（弐）　新装版　坂岡真

10月13日

10月13日

10月13日
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¥150

¥800

¥650

¥650
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光文社文庫

光文社文庫

（どうしてこんなに完璧なんだろう）。誰をも惹きつける美貌。トップの営業成績。恋人は年下
の医師。会社の先輩・君島沙和子に、真澄の目はつい奪われてしまう。だが、ときに垣間見せ
る尖った表情、その完璧主義、秘密主義に普通でないものを感じ始めて……。転職、転居を
繰り返す沙和子の秘められた素顔とは？　現代社会の病理を深く抉る傑作サスペンス長編。

女神　新装版
明野照葉

10月13日

4334792618

¥700

光文社文庫

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売
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オリジナル

10月14日
コミックシーモアのみ

他書店11/18発売

10月14日
コミックシーモアのみ

他書店11/18発売



小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第1話。

2番セカンド 【分冊版】1　
小木ハム
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小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第2話。

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第3話。

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第4話。

2番セカンド 【分冊版】2　
小木ハム

2番セカンド 【分冊版】3　
小木ハム

2番セカンド 【分冊版】4　
小木ハム

世界規模の大災害から9年、荒野となった日本。機械獣「カムイ」を駆る少女・ヒナコ。動物へ
の変態が可能な青年・ナオキ。復興を目指し「技術遺産」を採掘する八尾技研。技術遺産の強
奪を目論む大陸系の集団「赤熊」。そして、カラス型の飛行体で舞い降りる多国籍組織…。混
沌の中、ヒナコとナオキが出会い、新たな世界が始まりを告げる！　崩壊と希望のサバイブ・
ロード、開幕!!　第4話

グレイト トレイラーズ 【分冊版】4　
宮川輝

¥150

世界規模の大災害から9年、荒野となった日本。機械獣「カムイ」を駆る少女・ヒナコ。動物へ
の変態が可能な青年・ナオキ。復興を目指し「技術遺産」を採掘する八尾技研。技術遺産の強
奪を目論む大陸系の集団「赤熊」。そして、カラス型の飛行体で舞い降りる多国籍組織…。混
沌の中、ヒナコとナオキが出会い、新たな世界が始まりを告げる！　崩壊と希望のサバイブ・
ロード、開幕!!　第3話

グレイト トレイラーズ 【分冊版】3　
宮川輝

¥150
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小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第7話。

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第8話。

江戸の芳町で、旗本奴に襲われる陰間の京次を救ったことがきっかけとなり、口入屋「ひなた
屋」の用心棒となった隻腕の浪人・朝比奈結之助。そんな結之助のもとに、罪なき者を苦しめ
る悪党どもの話が次々と舞い込み……。最強の剣術「無住心剣術」で悪に立ち向かう必殺剣
戟譚!!　第1話。

八代将軍となった徳川吉宗は、幕政改革の手始めに、贅沢三昧を繰り返す大奥の粛清に取り
掛かる。そのため吉宗は、以前に勘定吟味役として利用していた水城聡四郎を御広敷用人に
抜擢。しかし、吉宗の密命を実行せんと突き進む聡四郎の前に、またしても巨悪が立ち塞が
る。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?　第1話。

2番セカンド 【分冊版】7　
小木ハム

2番セカンド 【分冊版】8　
小木ハム

ひなげし雨竜剣 【分冊版】1　
菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

御広敷用人 大奥記録 【分冊版】1　
かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第6話。

2番セカンド 【分冊版】6　
小木ハム

小倉あずき、小学四年生。言葉がノドでつっかえて、上手にしゃべれない少年。だから思った
ことや気持ちをまわりに伝えられなくて、少しずつ孤立する。やがて不登校になった。そんな
あずきを孤独の闇から救ったのは、プロ野球選手、東都ナイツの向井信次郎。どんなブーイ
ングや逆境にも負けない彼の背中と言葉を信じ、あずきは、外の世界へと踏み出していく。小
さな勇気がみんなをつなぐ、ふれあいと共感の物語。第5話。

2番セカンド 【分冊版】5　
小木ハム
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モスクワからおびき出したナポレオン軍を迎え撃つパルチザン戦で、勇み突撃するペーチャ。
そして敗走を重ねたフランス軍は、ついにロシアの地から一掃される。捕虜から解放されたピ
エールとナターシャの、再会したニコライとマリヤの、そして祖国ロシアの行く末は……。「試
練の時を生き延びた主人公の内には、死んでいった複数の者たちの精神世界がそのまま息づ
いていて、彼とともに変わりゆく世界をみているかのようです」（訳者）

蜂矢徹郎、大学三年生。行動原理はもれなく内定獲得のため。常時スーツで（寝る時も！）誰
に対しても敬語、友人の取捨選択は就活に有益か否か。周囲からは「就活侍」とイジられて
いるがどこ吹く風。ところが、奔放な同級生との出会いや謎のおじさんとの同居でペースは乱
されていく……。就活を一世一代の大勝負と見なす徹郎に勝利の女神は微笑むのか!?　就
活戦線と青春の道を空回りで全力疾走のエンタメ長編！

寺社巡りが趣味の高校生カップル、律と祈里。律には思いを寄せられている幼馴染がいた。
彼女はある日、二人のデート現場に現れ……「デイドリーム・デイ」／エッセイストの誠は、ふ
と立ち寄った「縁切榎」で入院中の父の絵馬を見つける。美貌の父が晩年に願ったのは……

「チャーミング・マン」／親友と恋人の板挟み、いびつな親子の愛憎、あぶり出された過去、ま
まならない人間関係……女性のあるがままを肯定する5つの作品集。

戦争と平和6　
トルストイ／望月哲男［訳］

就活ザムライの大誤算　
安藤祐介

神様たち
森美樹

急進的な民主主義者からプロレタリアートによる革命を目指す共産主義者へ。青年マルクス
は、宗教批判から現実の政治変革としてヘーゲルの法哲学批判へと向かい、そしてユダヤ人
問題、すなわち「貨幣」に支配される社会を変革することなしに、真の人間解放はあり得ない
と喝破する。独創性あふれる「初期マルクス」の最重要論文集に、詳細かつ丁寧な解説を付
す。

イギリスと植民地アメリカの関係が悪化するなか、王政、世襲制の非合理性を暴き、国家を冷
静な眼差しで捉えたペイン。独立以外の道はなしと喝破した小冊子「コモン・センス」は世論
を独立へと決定づけ、アメリカの歴史を、ひいては世界の歴史を動かした。ほかペインの筆の
力が冴える「アメリカの危機」「厳粛な思い」「対談」も収録。

ユダヤ人問題に寄せて／ヘーゲル法哲学批判序説　
マルクス／中山元［訳］

コモン・センス　
トマス・ペイン／角田安正［訳］

ポーカーフェイスな女子高生「さつき」と、ハイテンションな火星人「メイ」のわちゃめちゃな
異星バディが誕生（地球は滅びかけてるけど）!!!　なぜ地球は廃墟に？　なぜ火星人が…？　
二人の目的は？　細かいことは置いておいて、二人の観光地めぐりは続く。第1話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】1　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

¥50

コミック

オリジナル

10月14日
コミックシーモアのみ

他書店11/18発売

10月15日

10月15日

10月15日

4334752985

4334754465

4334754503

¥1260

¥820

¥1060

古典新訳文庫

古典新訳文庫

古典新訳文庫

10月19日

10月19日

4334914306

4334914330

¥1700

¥1800

四六判文芸書

四六判文芸書

同日発売

同日発売



人口、GDP、賃金、論文数、ジェンダー平等、メディア……あらゆる指標で停滞・衰退を隠せな
い日本。世界での大きなプレゼンスがもはや過去のものになりつつある今、「普通の人々」は
何を求めて毎日を暮らしているのか？　最新の調査で判明したのは、ささやかな幸福への願
望と社会に対する不満の減少、無関心だった。長期にわたった安倍政権に対する評価からも
見えてくる「日本の現在地」を徹底分析。

元来、美術というものは歌謡曲や映画とちがって、すぐに誰にでも入ってくるような安易なも
のではない。言語と同じく、ある程度の素養が必要であり、センスや好き嫌いではなく、前提
となる知識があってはじめて理解でき、感じることができるものなのだ。こうした知識は日本
の学校教育では得られないが、美術館に足を運び、適切な美術書を読むことによって培うこ
とができる。（「まえがき」）　美術史家と読む美術の本質に迫る55話。

学問とは、無駄が山ほどあるものであり、何度も失敗をくり返すのが常である。そして大学が、
社会にとっても、学生にとっても、研究者にとっても価値ある存在であるためには、そこで行わ
れている研究の何たるかを広く、深く、理解してもらう必要がある。本書では、京大の名物教
授が大学や研究、教養の本質をズバリ指摘する。真に豊かな社会のための大学改革論。学生
たちよ、大学で真面目に目的など持ってはいけません。

2600年にわたる哲学の語りあい。「存在」とはなにか。「私が私である」とはどういうことか。
そもそも「問い」とは何なのか、などなど。そこでは様々な問いが投げかけられ、答えが紡が
れてきた。その内容は時に難解で、日常を生きる私たちには無関係なものに見えるかもしれ
ない。しかし、哲学の言葉は私たちにこそ向けられている⸺。「探究」の歴史と「問うこと」
の意味を知る、不確かな世界を生き抜くための哲学入門。

大下流国家
「オワコン日本」の現在地　三浦展

名画の生まれるとき
美術の力 II　宮下規久朗

野蛮な大学論
酒井敏

「問い」から始まる哲学入門
景山洋平

世の中には「知ってるつもり」があふれている。「知ってるつもり」はなぜまずいのか？　認知
科学・認知心理学の知見によると、我々は手持ちの知識を使うことでしか対象を見ることがで
きない。システム化されていない断片的な�知識�だけでは、きちんとした疑問や推測が起き
ないのだ⸺ロングセラー『わかったつもり』刊行から16年。今最も求められる「問題発見
力」を身につけるための方法を解説。

知ってるつもり
「問題発見力」を高める「知識システム」の作り方　西林克彦
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高知県を走る観光特急で現代の陰陽師・高見恵二が殺され、さらに元首相夫人・伊東宏子も
殺害される。二人とも歴史検閲組織・日本桜会の幹部だった。十津川警部が連続殺人と沖縄
に消えたある特攻機の謎に挑む！

特急「志
し

国
こ く

土
と

佐
さ

　時
ト キ

代の夜明けのものがたり」での殺人
西村京太郎
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人は誰でも「癒しの力」を持っている。プロのヒーラーになりたい人も暮しの中で「私」や「あ
なた」を癒したい人も、読んでください。人は癒されることで、自分が本当にやりたいこと、こ
の世界に生まれたことの意味を生き始めます。どんな人にも必要な「満ち足りた人生を歩む
ための基礎」。「願わくばこの本があなたの内に眠る魂の望みとヒーラー性を呼び覚まし、最
高のポテンシャルを引き出しますように」⸺著者渾身の書下ろし。

工業用品でありながら美しさと緻密さで人の心を奪う、お菓子の缶。暮らしのいちばん身近に
ある芸術品ともいえる、そのひとつひとつが持つ歴史とストーリーを深掘りした、�缶マニア�
による偏愛カタログ。1900年代初頭のレアなお菓子缶や葛飾北斎、東郷青児、ルノワールな
ど芸術作品に彩られたアート缶、懐かしの定番缶や憧れの外国のお菓子缶まで……。レトロ、
最新、限定、定番。古今東西から集めたお菓子の缶が500缶以上集結！

不安と不満だらけの人生を送っている、長続きせず3日であきらめてしまう、本当にやりたい
ことが見つからない⸺。そんな人を救うのが、�魔法の質問�。「自分のどこを認めますか？」
「どんなことで笑いましたか？」「どんな幸運を受け取りますか？」……。1日10秒、質問に答
えるだけで、あなたの人生のステージが1日ずつ上がっていく！

ミス・インターナショナル2016日本大会ファイナリストのグラビアクイーン。NHKドラマ『オリ
バーな犬、このヤロウ』に出演など、女優として活躍する彼女の2年ぶりのFLASHデジタル写
真集。夏の相模湖で撮影された。身長172センチGカップの絶世の美女が晴天の中きらめく
姿が堪能できる。ワンピース水着、チューブトップ水着、下着、Tシャツなど、8パターンの衣装
を収録。グラドルから女優への転身を決意した時期に撮られた意欲作。

癒す人の教科書
本郷綜海

素晴らしきお菓子缶の世界
中田ぷう

1日1問答えるだけで理想の自分になれる　365日の質問
マツダミヒロ

FLASHデジタル写真集　奈月セナ　Gカップ、舞い戻る
奈月セナ／野川イサム［撮影］

マーク・ザッカーバーグが「Facebookをアジアで一番理解している男」と称した連続起業家
で、ホリエモンこと堀江貴文とのコラボ楽曲を発表するなど、アーティストCEOセオとしても
活躍する佐藤俊介、初の著書！　個人が大企業を上回る発信力を持つ2030年に、自分の人
生を生きるための「能動アウトプット術」を伝授。理論を実践するドリルパートには、俳優の山
田孝之をはじめ、各界で活躍するプロフェッショナル8名の回答を収録。

2030年の教科書
今日から始めよう　能動アウトプット術　CEOセオ　佐藤俊介
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FLASH 写真集

世の中には上手にお金を貯められても、上手にお金を使える人はわりと少ない。お金を生き
金にするのも、死に金にするのも、使い方次第。上質な浪費、妄想してみました⸺。数々の
人気テレビ番組やヒット映画の脚本を手掛け、「くまモン」の生みの親であり「地方再生請負
人」でもあるオールラウンドのトップクリエイターが初めて綴った、小山流・「これからの時代」
のあまりに素敵なお金の使い方！　人はきっと誰かの天使になれる。

妄想浪費
小山薫堂
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『古事記』『土佐日記』『源氏物語』『徒然草』『古今和歌集』……。かの有名な日本文学の古典
には、学校では教えてくれない「秘密」があった。それはエロティシズムだ。おなじみリンボウ
先生が誰もが知る有名な作品の数々から色事溢れる場面を抽出し、面白おかしく解釈を披
露。つまらなかった古典がこんなに艶っぽいものとは！「目からウロコ」のリンボウ流「特別課
外講義」。

中学校の国語の時間。「走れメロス」の音読テープに耳をふさいだ森見少年は、その後、くっ
ついたり離れたりを繰り返しながらも、太宰の世界に惹かれていった⸺。読者を楽しませる
ことをなによりも大切に考えた太宰治の作品群から、「ヘンテコであること」「愉快であること」
に主眼を置いて選んだ19篇。「生誕百年」に贈る、最高にステキで面白い、太宰治の「傑作」
選！

「これからは竹林の時代であるな！」閃いた登美彦氏は、京都の西、桂へと向かった。実家で
竹林を所有する職場の先輩、鍵屋さんを訪ねるのだ。荒れはてた竹林の手入れを取っ掛かり
に、目指すは竹林成金！　MBC（モリミ・バンブー・カンパニー）のカリスマ経営者となり、自家
用セグウェイで琵琶湖を一周……。はてしなく拡がる妄想を、著者独特の文体で綴った一冊。

薬やその調合技術、秘具性具に精通するよろづ光屋の情ノ字。名に反して、情など一欠片も
ない彼は、他人を信じない。唯一心を許すのは白犬の鞆

とも

絵
え

だけ。しかし、無垢な夜鷹・おしゅ
んにだけは惹かれた。市井の者から大奥まで身分を問わず、萬の悩みに耳を傾ける中で見出
す人間の愚かさ、美しさ。五代将軍・綱吉の世を舞台に、性の深淵とまことの尊さを描いた江
戸人情譚。

古典文学の秘密
林望

奇想と微笑
太宰治傑作選　森見登美彦［編］

美女と竹林
森見登美彦

よろづ情ノ字　薬種控
花村萬月

日本人の観光は少しせわしすぎる、という著者が「観光しない観光」を提案。目指すのは、ど
こへも行かない旅、何もしない旅。人影のない山道に分け入って手付かずの自然の美景に
出会ったり、人知れず佇む老建物を裏手に回って観察したり。日本と英国での経験を元にリ
ンボウ先生が実践的な旅を旅情たっぷりに指南。文庫版、電子版だけの「リンボウ流旅の流
儀」も巻末に。

「どこへも行かない」旅
林望
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神城澪、37歳。命の恩人である真人と再婚してもうすぐ1年、順風満帆な日々を過ごしてい
た。そんな折、近所で起きた「女性記者殺人事件」を境に、澪は運命の濁流に巻き込まれて
いく⸺。原作は、累計発行部数1億部突破のヒット作『金田一少年の事件簿』の天樹征丸、
作画はドラマ化された『ホリデイラブ～夫婦間恋愛～』も話題の草壁エリザ。「女性自身」誌
上で繰り広げられる�魅惑のラブ×サスペンス�！

死ぬほど愛して 1
天樹征丸［原作］／草壁エリザ［漫画］

4334808204

¥700

コミック

同日発売

10月21日
LINEマンガのみ
他書店12/3発売



伊佐と一緒になることになり、心弾ませる小萩。まだ内緒のつもりが、年の暮れには見世の
面々に知られることとなった。みなに祝福され、ますます菓子づくりに励もうと思う小萩だが、
まわりは違う心づもりらしい。〈小萩庵〉の看板はおろして、手伝い程度に働けばいいという
のだが……。人生の曲がり角でとまどい悩む小萩が選ぶ道とは？　好評シリーズ第八弾。

瀬戸内一の船匠と称えられる嘉右衛門。しかし、自信を持って造り出した七百石積みの大船
が時化で沈没、右腕と頼む弟・市蔵や大勢の船子を失ってしまう。失意の嘉右衛門は河村屋
七兵衛からの千石船建造の依頼を断るが、息子・弥八郎はそんな父を詰り、嘉右衛門は弥八
郎を義絶する。弥八郎は、一人、千石船建造に取り組むことを決意するが……。

ヒマネタが一転、特ダネスクープに!!　「週刊超真相」の佐久間が体験取材している最中、超
高級シニアレジデンスが占拠された。格差に憤怒する侵入犯たちは、元医師、元警官、元過
激派など多士済々。「宝の山かよ！」と、佐久間が取材を進めると、施設の若い職員たちも、あ
る計画を企てていた。「人生一発逆転！」を目論んだ彼らの行く末は。成就か!?　破滅か!?

消えた肖像画、失踪した令嬢、運び出された巨大な彫像⸺。万能の天才レオナルド・ダ・ヴ
ィンチが、ミラノ宰相ルドヴィコ・スフォルツァと、才媛チェチリアとともに不可解な事件の謎に
挑む。15世紀末のミラノを舞台に、当時最先端の科学的知見をもって解き明かされる、事件
の意外な真相。科学と謎を融合させたE・A・ポーの系譜に連なる傑作本格ミステリー！

あしたの星
日本橋牡丹堂　菓子ばなし（八）　中島久枝

男たちの船出
千石船佐渡海峡突破　伊東潤

天国と地獄
悪漢記者　安達瑶

旧宮殿にて
15世紀、ミラノ、レオナルドの愉悦　三雲岳斗

心浮きたつ北海道のつかの間の夏。コテージ比羅夫は連日満室で、オーナーの美月はコック
の亮と忙しくも充実した日々を送っていた。そんな中、リピーターのカップルが、いつもと違っ
て会話が弾まずぎごちない様子なのに気づく。心配した美月は事情を聞きだすのだが……。
新米コテージ・オーナーの、元気いっぱいの北海道ライフを描く、好評シリーズ第3弾！

駅に泊まろう！
コテージひらふの短い夏　豊田巧

10月22日

10月22日

10月22日

10月22日

10月22日

4334792286

4334792340

4334792367

4334792308

433474365X

¥600

¥600

¥850

¥800

¥550

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

誰もが振り返る美貌と豊かな知性。クライエントへの真摯な姿勢。精神科医の資格も持つ
月島繭子は、どこから見ても完璧な臨床心理士だ。だが、彼女にはもうひとつの貌があった
⸺。今日のクライエントは目の前で恋人に死なれた若い女性だ。打ちひしがれた彼女が語
るありふれた身の上話は、やがて異様な熱を帯び始め……。人の心の奥底を抉るダーク・サ
スペンス。

殺人カルテ
臨床心理士・月島繭子　大石圭

10月22日

4334792154

¥750

光文社文庫



2021年2月にグラビアデビューするや、マンガ誌や週刊誌からオファーが殺到中の櫻井音乃。
日増しに洗練されていく19歳は、次世代グラビアクイーンとして名前が挙がることも。そんな
彼女の武器は、圧巻のスタイル。本作では、王道ビキニ、くびれが際立つワンピース、大人っ
ぽいチューブトップなど、さまざまな水着を披露。リゾート感溢れる一軒家のリビングやベッド
ルーム、プールサイドで、その魅力を余すところなく伝えている。

ティーン誌モデルを務め、YouTube活動も積極的に行う、SNSの総フォロワー70万人超えの
古田愛理。同世代女子の憧れでありながら、グラビア第7世代の筆頭として各誌のグラビアを
席巻する彼女が高校を卒業し、ぐっと大人っぽさを増して帰ってきました。海辺の街、青く煌め
くプールの水しぶき、そして夏の恋。忘れかけていたあの頃の夏を思い出させてくれるような、
ノスタルジックでセンチメンタルな作品に仕上がっています。

「好きだ。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
病で甘えたがりの性格とは違い、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』の特性
ゆえに玄蔵は自分の気持ちを隠していて⸺。

『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1～4話を収録した完全版！　
「精液が必要なら黙って従え」嫌いなアイツがセックス治療のパートナー!?　ホストクラブで
常にトップを走るライオン獣人の礼央は、格下のくせに生意気な態度をとる馬獣人の理生が
気に食わない。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⸺!?

【電子版限定100ページ】FLASHデジタル写真集　櫻井音乃　19歳、輝く夏色ボディ
櫻井音乃／唐木貴央［撮影］

FLASHデジタル写真集　古田愛理　夏恋センチメンタル
古田愛理／東 京祐［撮影］

Loveless SEX Bear 7
愛のない獣　霧嶋珠生

お馬さんとセックスセラピー 完全版　
毎日、たーっぷり注いでやる 【特典ペーパー付】　彩田あまた

邪馬台国はどこにあったか？　君臨した女王・卑弥呼とは何者か？　この日本史最大の謎に、
入院加療中の名探偵・神津恭介と友人の推理作家・松下研三が挑戦する。一切の詭弁、妥協
を許さず、二人が辿りつく「真の邪馬台国」とは？　発表当時、様々な論争を巻き起こした歴
史推理の一大野心作。論拠を示したエッセイを併せて収録。

邪馬台国の秘密　新装版
高木彬光

10月22日

10月26日

10月29日

10月29日

10月29日

4334741428

¥700

¥1500

¥1200

¥200

¥700

光文社文庫

FLASH 写真集

FLASH 写真集

コミック

コミック

欠落した記憶を抱え、殺人現場の写真に執着を持つ青年と、心を閉ざして、理想的な優等生
を演じつづける孤独な少女。進学塾の屋上で出会った二人が見つめる恐ろしくも哀しい事
件の真実とは何か？　そして、少女のつけた巨大なヘッドフォンのコードは、どこにつながる
のか？　冷徹なまでに美しい本格の論

ロジック

理で解かれる最大の謎は、エンドロールのあとの二
人の未来⸺。

少女ノイズ
三雲岳斗

10月22日

4334747582

¥700

光文社文庫

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル



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
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…!!

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!?　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……!?

「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！

鬼は俺の父親を殺した。唯一の肉親を亡くし、鬼を憎み仇をとるために生きてきたライカは、
鬼のギイに大怪我を負ったところを救われる。最初は警戒していたライカだったが、優しく介
抱してくれて、言い伝えと違うギイに心を許してしまう。しかし、ギイは人と慣れ合うことを拒
み、ライカを村へ帰そうとする。しかし、そんな二人になによりも恐ろしいことが起こり⸺。

「寂しい鬼×純粋な人」の種族を超えた禁断愛。

両性α 5　
生意気キメラは逆らえない。　伊藤良

スパダリセクサロイドはご奉仕上手 !? 4
高岡七六

君のこと、表で懲らしめ裏で愛して。 4 【特典ペーパー付】

靴川

異種族愛鬼譚 3　
いなる

『君なら君なら』第1～5話を収録した完全版！「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どころにしていた。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⸺。そんななか、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!?

君なら君なら 完全版1 【特典ペーパー付】

くるわ亜希

¥800

¥200

¥200

¥200

¥200

『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5～8話を収録した完全版！　
いつも助けてくれるゴーグルナイトが何者なのか気になって仕方ない朝陽。ゴーグルナイ
トの面影が、どこか部下の月森に似ているような気がして……。そんななか、新しい敵が！　
次は公衆トイレで二本差し!?　そんなの挿いるわけねーだろ！　笑いあり涙ありの感動のク
ライマックス!!

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2 【特典ペーパー付】　のの字

¥700

10月29日

10月29日

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

コミック

コミック

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

オリジナル

オリジナル

10月29日
コミックシーモアのみ

他書店12/3発売

10月29日
コミックシーモアのみ

他書店12/3発売

10月29日
コミックシーモアのみ

他書店12/3発売

10月29日
コミックシーモアのみ

他書店12/3発売


