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光文社電子書籍 新刊予定

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

22日発売（紙と同日） 「効かせ甲斐のあるお年頃」を迎えて改めて考える、美の楽しみ方と向き合い方とは。

きれいになりたい気がしてきた
ジェーン・スー

『美 ST』連載が待望の書籍化！ “ 効かせ甲斐のあるお年頃 ”を迎えて改めて考える、美の楽しみ方
と向き合い方とは。
「どうせ生きるなら、好きな自分で生きていきたい」
「誰に遠慮する人生じゃなし、自
分のための美ですもの」
「四十代も終わりかけになって、ようやく女が楽しくなってきた」。これから40代
を迎える方も、いままさに同年代という方も、お年頃セカンドシーズンが楽しくなるエッセイ44本！

15日発売（紙と同日）
ブ

ル

ー

Blue

4334952925
¥1200

さまざまな社会問題に斬り込んだ、著者渾身の社会派ミステリー！

葉真中顕
平成一五年に発生した一家殺人事件。最有力容疑者である次女は薬物の過剰摂取のため浴室で死
亡。事件は迷宮入りした。時は流れ、平成三一年四月、桜ヶ丘署の奥貫綾乃は「多摩ニュータウン男
女二人殺害事件」の捜査に加わることに。二つの事件にはつながりが……!?

平成という時代を描き

ながら、さまざまな社会問題にも斬り込んだ、社会派ミステリーの傑作！

16日発売（紙と同日）

4334793037
¥900

なぜ国と東電は廃炉可能との幻想を広め続けるのか。廃炉を阻む最大の要因は。

「廃炉」
という幻想
福島第一原発、
本当の物語

吉野実
「福島第一原発の廃炉は順調だ」
「30〜40年で完了する」⸺そんな話を信用している人もいるかもし
れない。しかしそれはとんでもない話だ。使用済み燃料の取り出しは滞り、燃料デブリは取り出す方法

すら見つかっていない。それではなぜ、国と東電は廃炉が「できる」
という幻想を広め続けるのか。廃炉
を阻む最大の要因は？ 事故発生当日から一貫して国と東電を取材し続ける記者が、幻想とその背景、
廃炉の本当の未来に迫る。

4334045898
¥1100

16日発売（紙と同日）

世界中で大ベストセラーの“双方向絵本”、待望の日本語版。

ほんのなかのモンスター

トム・
フレッチャー［ぶん］／グレッグ・アボット［え］／いがらしかなこ［やく］
ほんのなかに、モンスターがはいっちゃった！ どうやったら、そとにだせる !?

本を開けば即、こどもた

ちが夢中になる“ 双方向絵本 ”。本を揺らしたり、傾けたり、
くるくる回したり、大声を出したり。自分で
どんどんページをめくり、本の中と現実の世界を行ったりきたり。こんなにこどもが喜ぶ本、今までに見

4334902863
¥1200

たことない！ 英国初、世界的ベストセラーとなった Whoʼs In Your Book? シリーズ第1作。

16日発売（紙と同日）

世界中で大ベストセラーの“双方向絵本”シリーズ第2作。

ほんのなかのドラゴン

トム・
フレッチャー［ぶん］／グレッグ・アボット［え］／いがらしかなこ［やく］
とってもかわいいドラゴンが、ほんのなかでひをふいちゃった！ たすけてあげられるかな？ 本を開けば即、
こどもたちが夢中になる“ 双方向絵本 ”。ふーっと息をかけたり、ページをパタパタしてみたり。自分で
どんどんページをめくり、本の中と現実の世界を行ったりきたり。こんなにこどもが喜ぶ本、今までに見

4334902871
¥1200

たことない！ 英国初、世界的ベストセラーとなった Whoʼs In Your Book? シリーズ第2作。

22日発売（紙と同日）

青い雪

非業の運命に翻弄されながらも、強く生きる人々を描く慟哭の長編ミステリー。

麻加朋

夏の数日をともに過ごす三組の家族を、悲劇が襲う。最年少の五歳の少女が失踪したのだ。事件性も
疑われるが、手掛かりが乏しく、行方は知れぬまま。穏やかな避暑地での日々は永遠に失われてしまっ
た⸺。三組がそれぞれに秘めた複雑な家庭の事情と、長い時を経て現れ出た一通の告発状。絡み
合った謎が氷解したとき、明らかになる真実とは？ 新人離れした慟哭の大河ミステリー。第25回日
本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。

22日発売（紙と同日）

4334914489
¥1700

ノンストップ、
ハードボイルド＆本格ミステリー。魂を揺さぶるエンタメ巨編！

クラウドの城
大谷睦

イラク帰りの元傭兵・鹿島丈（かしまたける）
は妻の
〈第25回日本ミステリー文学大賞新人賞受賞作〉
故郷・北海道で、米・ソラリス社のデータセンター警備に就く。だが勤務初日、厳重なセキュリティーシ
ステムを突いて、密室殺人が発生。道警やマスコミ、米軍属が駆け付け、現場は混乱を極める中、第
二の密室殺人が起こり……。封鎖された“クラウドの城 ”で、鹿島は殺人者と対峙する。データセンタ
ーの内実を描き切った大注目作！

4334914497
¥1700

【電子版限定133ページ】FLASHデジタル写真集

雪平莉左／佐藤裕之［撮影］

雪平莉左 昼下がりのホテルで

2021年、突如現れた�Fカップお姉さん�。27歳の遅咲きルーキーながら、漫画誌の表紙をい

くつも飾り、
「テレビ千鳥」や「競馬魂」などバラエティ番組にも引っ張りだこの大注目の存在。
本作ではホテルのスイートルームを舞台に、ベッドで私服を脱いでいくエロスや、浴室でのチ

ューブトップ姿、艶やかなヒップラインが際立つワンピース水着姿などを撮り下ろし。グラビア
映えする白肌の美女との昼下がりの逢瀬を堪能できる133P。

FLASHデジタル写真集

林田百加 ハイレグ切っちゃった

林田百加／木村哲夫［撮影］

現役大学生で�令和のハイレグプリンセス�と呼ばれる林田百加の FLASHデジタル写真集シ

リーズ第1弾！ 本作では、林田自ら自分の着ている水着をハサミで切ってハイレグに。清楚

で上品なルックスとハイレグ衣装のマリアージュは、見る者をくぎ付けにすること間違いなし。

FLASHデジタル写真集

佐藤栞 お嬢様の冒険

佐藤栞／矢西誠二［撮影］

国民的アイドルグループのメンバーとして6年間活躍した佐藤栞。新グループ「刹那的アナス

タシア」のプロデューサー兼アイドルとして、アイドル人生初のデジタル写真集で、ビキニや清

楚なランジェリーなど、4種類の衣装を披露している。ステージでは華麗なパフォーマンスを
見せる彼女の、新しい挑戦は必見だ。

ハマデカ 5

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］

「好きだ。…ワンコのおまえと、したい…」署長秘書のかたわら、大鐘組の捜査報告作成に明

け暮れる健人。いきなり発情した署長から悩ましく迫られて⸺!? 「抱きたい、番って俺の

ものにしたい…！」猛烈に欲情しながらも必死で耐え忍ぶ健人に、署長は⸺？ 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★

夢で会いましょう 5

一宮思帆［漫画］／佐東周［原作］
「接触のあった他人の夢に入り込む」という不思議な性質を持つ藤巻充。自分とHしていた夢
の主・課長補佐の黒岩を好きになってしまうが、黒岩の職場結婚の話を聞いて密かに失恋決

定…。そんな夜に、充は黒岩の過去のトラウマの悪夢を見てしまう。飛び起きた充は、深夜に

もかかわらず思わず黒岩の自宅を初訪問してしまうが、そこで判明した事実とは⸺!?

うそつきオメガと溺愛アルファ 5
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

「恭平のことが好きで仕方ないんだ…っ」ようやく自分の気持ちに正直になって、涙ながらに
東徳恭平に告白した相沢花梨。恭平と一緒にいたアルファ美女についての誤解も解けて、晴

れて恭平とお互いの想いを深く確かめ合う。ちょっと意地悪だけど優しい恭平とラブラブな庶

民デートを楽しんでいたら、幼なじみの晴と偶然再会してしまって⸺!?

2月1日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

2月1日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

2月3日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

2月4日

Renta! のみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

2月4日

Renta! のみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

2月4日

Renta! のみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

2月4日

すべては音が知っている 5

Renta! のみ
他書店3/4発売

御萩もち［漫画］／十月凪［原作］

「オレたちは真っ赤な手錠で結ばれてるのかな」寛哉と一緒におばあちゃんから近藤家が縁

結びの神様から授かった音についてのご先祖さまの記録を見せてもらって、自分たちの気持

ちを確かめなおした閃。パートナー当てクイズで優勝すれば家族からも交際を公認してもら
えることに。
「文化祭が終わったら、お前に話があるんだ」と寛哉に予告して…!?

バツイチ課長と恋する王子 5
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

助けてもらった安堵感からイカされてしまったあの日以来、牧瀬のことが気になって仕方ない

青野課長。誤解としがらみのために部長令嬢とお見合いさせられてしまう。当の令嬢からは、
牧瀬さんを紹介してほしいと懇願されて…。そして青野の見合いを知った牧瀬は⸺!? 一
途な王子様系年下部下×不器用に逃げ惑うツンデレ上司のリーマンBL ♪

恋するバンビと絶対君主な主さま 3
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

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。男なのにティグリスに望まれ

て、贄ではなく侍女となった鹿の少年ルー。ティグリスとの初夜の翌日、幸福感に包まれてテ

ィグリスの帰りを待ちわびるルーだったが、ハリマウ神殿のハレムの側妾といるティグリスを
目撃してしまい⸺!?

FLASHデジタル写真集

林田百加 ハイレグで誘惑しちゃった

林田百加／木村哲夫［撮影］

現役大学生で�令和のハイレグプリンセス�と呼ばれる林田百加の FLASHデジタル写真集シ

リーズ第2弾！ 本作は、ジャケットにハイレグを合わせるという�ハイレグ姫�のドレスコード
を披露。誘惑するような表情と真っ赤な衣装で見る者の心を揺さぶる。

Platinum FLASHデジタル写真集

雪平莉左／カノウリョウマ［撮影］

雪平莉左 さざ波が聞こえる

グラビア界に彗星のように現れ、快進撃を続ける「パーフェクトボディのお姉さん」雪平莉左
がPlatinum FLASHデジタル写真集レーベルに登場！ 冬の海、ドライブデート、海沿いの温

泉宿という憧れのシチュエーションで魅せる、しっとり彼女感＆最強ボディの誘惑⸺。令和

のグラビアシンデレラの圧倒的美麗姿を記録したプレミアムな作品。

エスケープ・トレイン
熊谷達也

小林湊人が所属するエルソレイユ仙台に、梶山浩介が電撃加入することになった。梶山は長

年ヨーロッパで活躍し、ツール・ド・フランスにも出場したレジェンドだ。引退も囁かれていた

のに、なぜ日本の新参チームに……？ 梶山の加入で�天然�な湊人は覚醒できるのか？ 疾
走感溢れるレースの裏で繰り広げられる人間ドラマの面白さ。傑作スポーツ小説！

オリジナル
コミック

¥200

2月4日

Renta! のみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

2月4日

Renta! のみ
他書店3/4発売

オリジナル
コミック

¥200

2月8日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

2月11日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1000

2月15日
同日発売
光文社文庫

4334793045

¥700

2月15日

ひとんち 澤村伊智短編集
澤村伊智

他人の家とは何か「ズレて」いる⸺。友人の香織の家に遊びに行った「わたし」。近況報告

するうち、各々の家に伝わる独自のルールの話になり……。
（
「ひとんち」
）
「私」は食玩コレク
ターの柳から、
「シュマシラ」という聞いたことのないUMA をモチーフにしたロボットを見せら
れ……。
（
「シュマシラ」
）
ホラー小説の新鋭・澤村伊智による、日常のすぐそばに潜む恐怖を描

いた全8編！

黒い手帳
探偵くらぶ

久生十蘭

男は父の命令でイギリスに留学し、巴里に移ったところで陸軍士官と決闘する羽目になる。撃

が、その思いを隠して結婚したために、二人の気持ちはすれ違ったまま。ついには⸺。
（
「湖

畔」
）多彩なジャンルに縦横無尽の活躍を見せた作家の、奇想天外なミステリ作品集が登場！
と

研ぎ師人情始末（十五） 稲葉稔

剣客研ぎ師の荒金菊之助は、従兄弟で南町奉行所臨時廻り同心・横山秀蔵の頼みで、小料
光文社新書

理屋の主一家殺しの下手人を追い、八王子へ向かう。しかし、道中では府中を仕切る博徒

の面倒事にも巻き込まれ、たどり着けない。ようやく着いた八王子で菊之助を待っていたの

は⸺。これ以上ない迫力の死闘が繰り広げられる稲葉稔の代表的シリーズ決定版、つい

に感動の最終巻。

「ポジショナル」vs.「ストーミング」の未来

龍岡歩

FCバルセロナにてペップ・グアルディオラが革新的なフットボールを披露したのが2008年。以

降、2010年代を通じて現代サッカーは「異常」と呼べるほどの飛躍を遂げ、もはやそれまでと
は別次元の競技になっていった。その進化を象徴する言葉が「ポジショナル（プレー）」と「ス

トーミング」である。ペップ、クロップ、ナーゲルスマン……。10年代を代表する智将たちの戦
いからひも解く、サッカー界の来し方と行く末。

感染症としての文学と哲学
福嶋亮大

パンデミックに深く影響を受けたのはカミュの『ペスト』だけではない。ペスト、コレラ、結核、
エイズ⸺紀元前の古代ギリシアの時代から現代にいたるまで、文学者や哲学者がいかに感

染症＝病のイメージを自らの思考に取り入れてきたか。病とは人にとって何なのか。病気と

ともに生きてきた人間の一側面を、文芸批評家の著者が圧倒的な知識と手際で鮮やかに切

り取る病の文化史。

学校では学力が伸びない本当の理由
林純次

教育界のブラック化、教員の低レベル化、毒親の変異化、児童・生徒の超二極化、カリキュラ

ムのカオス化⸺学校をめぐる数々の問題について、マクロとミクロの視点を行き来しなが

ら、海外との比較も踏まえて論じ、より良い教育を実現するための提言を行う。8万部『残念
な教員』著者による危機の教育論。

4334793053

¥650

同日発売
光文社文庫

4334792863

¥1000

2月15日

故郷がえり 決定版

サッカー店長の戦術入門

光文社文庫

2月15日

たれた顔は異様な有様となった。帰国後、湯治に訪れた箱根で出会った少女に一目惚れする

さ

同日発売

同日発売
光文社文庫

4334793134

¥650

2月16日
同日発売
光文社新書

4334045901

¥940

2月16日
同日発売
光文社新書

433404591X

¥1060

2月16日
同日発売
光文社新書

4334045928

¥900

歴史検証 なぜ日本の野党はダメなのか？

「自民党一強」を支える構造

倉山満

政党とは本来、政権を目指して集まった集団である。つまり、与党になって政策を実現するか

らこそ存在価値を持つ。だが、日本の野党は政権を取る意志に乏しく、歴史的に常に弱い。一

方、自民党は昭和30年に結成されて以降、野党であった期間は5年に満たない。民主政治と
は、選挙による政治を指す。そして民主政治には、健全な批判勢力が必要となる。政治を諦
めないために、歴史から何を学べるか⸺。憲政史家とともに考える一冊。

FLASHデジタル写真集

林田百加 ハイレグ光っちゃった

林田百加／木村哲夫［撮影］

現役大学生で�令和のハイレグプリンセス�と呼ばれる林田百加の FLASHデジタル写真集シ

リーズ第3弾！ 本作では世界初�光るハイレグ�を披露した。電飾を身にまとい華麗に華や
かに読者を挑発する。過激さ、大胆さと上品さの黄金比が揃った林田の真骨頂が味わえる1
冊となった。

2月16日
同日発売
光文社新書

4334045936

¥900

2月18日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

シャルロットのアルバイト

2月22日

シャルロットは七歳の雌のジャーマンシェパード。お利口だけれど、普段はのんきな元警察

四六判文芸書

近藤史恵

犬。彼女と一緒にいると、いろんな事件に遭遇する。向かいの家には隠されたもう一人がい

る？ 偶然関わることとなったドッグスクールの不穏な噂とは？ それでも、シャルロットと出
会えて本当に良かった。謎に惑い、犬と暮らす喜びに満ちた、極上のコージーミステリー！

同日発売

4334914454

¥1500

名探偵・浅見光彦全短編

2月22日

帽子、ソアラ、居候、旅、そして透明な正義感。内田康夫が作り上げた名探偵を愛す、すべて

四六判文芸書

内田康夫

のひとへ贈る、魅力満載の作品集。単行本未収録作品「名探偵は居候」を含む、暗号や密室、

そして旅情など、ミステリーの楽しさをたっぷり盛り込んだ、浅見光彦の活躍を描く全短編、6
作を収めた永久保存版の短編集。浅見光彦登場40周年記念作品！

同日発売

4334914462

¥1900

明日のフリル

2月22日

上野の森に佇む、夜だけオープンする洋服屋。そこには一点モノの服が並ぶ。仕立てるのは

四六判文芸書

松澤くれは

ファッションデザイナーの梓振流。ある日、アパレル販売員の五福あやめがお店を訪れた。仕

事に忙殺される彼女だったが、振流のアイテムに心動かされ、日常が変わっていく。彼と同じ

時を過ごす中であやめは知る。天才デザイナーの服への想い、そして隠された秘密まで。そ

の一着を、もっと気楽に。笑顔をもたらすハピネス・エンタテインメント！

同日発売

4334914470

¥1800

それぞれの風の物語

2月22日

心地よい風の吹く、大阪南部の海辺の町。妻子に逃げられた50オトコが元カノに拾われた先

四六判文芸書

喫茶テンノットより

中場利一

は「喫茶テンノット」。男は店に来る顔馴染みや町の人々と、再び人生に向き直っていく。身内

を亡くしたイカナゴ漁師、離婚して愛娘と離れ離れになった友、同級生の女性とその年老いた

父親との確執と和解⸺町には義理や人情が渦巻いている。
〈岸和田少年愚連隊〉の元祖ヤ

ンチャ作家がたどり着いた境地！

同日発売

4334914500

¥1700

繭の季節が始まる

2月22日

次々と現れる強力な新型ウイルスに対抗するため、この国には《繭》の仕組みができた。政府

四六判文芸書

福田和代

が定めた期間は外出が禁じられ、巣ごもりを強制されるのだ。しかし、皆が室内で安全に過

同日発売

ごすなか、外に出なければならない者もいる。警察官の水瀬アキオもその一人だ。ある日、 4334914519
猫型警察ロボ・咲良と共に街をパトロールしていたアキオは、無許可で外に出ている犬を見

つける。首輪のデータから飼い主を訪ねると、部屋では人が死んでいて……。

¥1700

かきあげ家族

2月22日

コメディ映画監督の中井戸八郎（69）はスランプ中。そんな中、家庭を持つ長男の章雄（44）

四六判文芸書

中島たい子

が仕事を辞めて戻ってきた。同じ頃、長女の美子（33）が離婚、孫の吾郎（10）を連れて出戻っ

た。家にはもともと引きこもりの次男・真太郎（36）がいる。ある日、プロデューサーから八郎
が所有するはずの名監督�世界の黒川�の遺稿がネットオークションに出ていると聞き、八郎
は家族の誰かが出品したのではと疑うが……。

中国茶で、おとな時間
伊藤悠美子

元麻布で中国茶葉の店を営み、茶藝のレッスンも行う著者が、最新の中国茶の魅力を紹介。
一度は味わいたい10大銘茶や、プーアル茶の奥深い魅力、茶葉の選び方や保存方法などを
わかりやすく解説。新感覚のお茶料理、ノンアルブームで注目される料理×中国茶のペアリン

グレストラン情報も。大連の一見さんお断り紹介制茶館レポート、現地でお茶を買いたい方
のための指さし中国語などコラムも充実。極上の中国茶の澄んだひととき！

拝啓、おふくろ
道上洋三

おふくろ、面と向かって言わないと、わからないよ。親子であって親子でないような、すれ違

っているようですれ違っていないような、おふくろとの関係。ABCラジオの人気パーソナリテ

ィが初めて綴った少年時代と母のこと。著者とその母と長年共に暮らした著者の家族による

「義母チヨネさんのこと」
「祖母と父の光景」を収録。
「ご苦労様でした。ありがとう。しんど
かったな」生きている間に言えたら良かった。感涙必至の書下ろし。

経営リーダーのための社会システム論
構造的問題と僕らの未来

宮台真司・野田智義

「安全、快適、便利」なのに、なぜ生きづらいのか？ 社会学者・宮台真司と経営学者・野田智

義が、大学院大学至善館で行った講義を初書籍化。社会なくしてビジネスは存在しない。と

ころがビジネスパーソンほど、ふだん社会のことはあまり考えない。社会は便利で暮らしやす

くなっているはずなのに、人々はなぜ孤独で誰もが入れ替え可能なことに悩むのか？ すべ
ての企業人必須の、社会と未来を見通すための知的フレームワーク。

【電子版限定121ページ】FLASHデジタル写真集 R

うんぱい／矢西誠二［撮影］

うんぱい 3500万“いいね”の Hカップヌード

フォロワー360万人超の大人気 TikToker のうんぱいが初ヌード。セクシー系のショートムー

ビーが世間にウケ、TikTok の総�いいね�数は3500万以上を誇る。いままで見えそうで見え
ず、�お預け状態�だった Hカップのバストトップが、121ページの大ボリュームで楽しめる。変
形ニットやパイスラッシュなどのフェチ感のある衣装から、清楚な下着やシャツ、花と一緒に写

るヌードまで色んな彼女が楽しめる。令和最大のインパクトヌード！

4334913644

¥1600

2月22日
同日発売

ノンフィクション

4334952879

¥2500

2月22日
同日発売

ノンフィクション

4334952917

¥1300

2月22日
同日発売

ノンフィクション

4334952933

¥2300

2月22日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1500

【女子旅リアル特別版】 大和田南那

続 Private 後編

大和田南那／オオタニヒトミ、Tommy［撮影］

香川県、徳島県で撮影した大ヒット写真集『Private』には実は続きがあった。女性記者と2人

で旅に出るFLASH 大人気連載『女子旅リアル』とコラボし、四国を制覇すべく愛媛県と高知
県へ。
『Private』→『続 Private 前編』から続く、三部作のついにラストです。後編ではお風呂

をのぞくいたずらカットを中心に、女子旅ではしゃぐななちゃんを大ボリューム141ページで収
録。長く続いた旅の最後にななちゃんが見せた顔とは……。

FLASHデジタル写真集

林田百加 ハイレグでパリピっちゃった

林田百加／木村哲夫［撮影］

現役大学生で�令和のハイレグプリンセス�と呼ばれる林田百加の FLASHデジタル写真集シ

リーズ第4弾！ 本作は林田が海辺のリゾートでパリピになって休日を満喫する。特技は水泳

という林田の希望でプールグラビアを撮影。浮き輪に乗ってキメ顔をする彼女が愛くるしい。
水中写真も必見！

Platinum FLASHデジタル写真集

篠崎こころ／カノウリョウマ［撮影］

篠崎こころ 長すぎた蜜月

DJ、モデル、コスプレイヤーとマルチに活躍する金髪ショートカット美女・篠崎こころのデジタ

ル写真集！ ロックで退廃的な匂いの漂う街で過ごす2人の濃密な時間……。エモーショナル

でどこか切ない新感覚グラビア。水着から鮮烈ランジェリーまで、大ボリュームのドラマティッ
クな一冊です。

Platinum FLASHデジタル写真集

新谷真由／藤城貴則［撮影］

新谷真由 THE IDOL

2021年4月からパラディークとしてアイドル活動を再開した、グラビア界の期待の星・新谷真

由がポテンシャルを魅せつける！ 王道グラビアをテーマに、普遍的なグラビアシチュエーショ

ンを彼女が新訳 !?

全70ページで見せる新時代美少女の新たなスタート地点をご覧あれ！

しずく

西加奈子
恋人同士が一緒に暮らしたことから出会った2匹の雌猫。彼女たちの喧嘩だらけの日々、そし

て別れを綴る表題作。子供が嫌いな私が恋人の娘を一日預かることになった。作り笑顔で7

歳の子供に機嫌をとろうとしてもそう簡単にはうまくいかない……。二人のやり取りを、可笑

しく、そして切なさを込めて描く
「木蓮」。直木賞作家が贈る、
「女ふたり」をめぐる6つの極上
の物語。

ハピネス
桐野夏生

高級タワーマンションに暮らす岩見有紗は窒息寸前だ。ままならぬ子育て、しがらみに満ちた

ママ友たちとの付き合い、海外出張中の夫・俊平からの離婚申し出、そして誰にも明かせない
彼女自身の過去。軋んでいく人間関係を通じて、徐々に明らかとなるそれぞれの秘密。華や

かな幸せの裏側に潜む悪意と空虚を暴き出す。人気女性誌「VERY」連載時から話題沸騰の
衝撃作！

2月25日

オリジナル
写真集

¥2000

2月25日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

2月25日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1200

2月25日

オリジナル
FLASH 写真集

¥1100

2月25日
光文社文庫

4334747221

¥500

2月25日
光文社文庫

433477234X

¥700

2月25日

ロンリネス

桐野夏生

離婚の危機を乗り越えた岩見家だったが、娘・花奈のお受験や、夫・俊平の実家のある町田へ

の引っ越し話を巡って、夫婦仲はぎくしゃくしている。そんななか、有紗はふとしたきっかけか

ら同じタワーマンションに住む高梨と二人で会うようになり、ダブル不倫中の美雨ママに相談
するうち、彼に強く惹かれていく自分に気づく。許されない恋の行く末は⸺!?

4334792251

¥800

2月25日

風精の棲む場所 新装版
ゼフィルス

柴田よしき

京都・北山の奥深く。ミステリ作家の浅間寺竜之介は、愛犬のサスケとともに、地図にも載っ

ていない風神村を訪れた。村に棲息する美しい蝶を模した舞を見てほしいと、ファンの少女

から誘われたのだ。通し稽古の直後、舞手の一人が胸を刺され殺された。多感な少女たちの
想いが複雑に交錯する。
「村の乙女の伝説」が暗示する神隠しの真相とは !?

ステリ。

哀切の本格ミ

光文社文庫

4334764495

¥490

2月25日

女性作家
柴田よしき

実力はあるが作品が売れていない悩みを抱える作家・佐古珠美はかつて、ベストセラー作

家・豪徳寺ふじ子の秘書だった。奔放なふじ子に振り回され、恋人の芝崎夕貴斗を奪われて

しまう。ある日、夕貴斗の消息を探るライターが現れ、彼の遺書らしき手紙があると珠美に
告げる⸺。二人の女性作家の過去と現在が複雑に絡み合い、情念が蠢く。そして衝撃の結
末が！

猫は毒殺に関与しない
猫探偵 正太郎の冒険5
誰が犯人だ !?

光文社文庫

柴田よしき

桜川ひとみの自宅で開かれた鍋パーティ。作家仲間である四方幸江を陰で

中傷する人物を探り出す。それが、ひとみに任された役割りだった。だが、パーティ参加者の

光文社文庫

4334763081

¥700

2月25日
光文社文庫

中に、大きな殺意を抱く者がいて……。
（表題作）いつもクールに謎を解く猫探偵 正太郎が、 433477377X
生涯二度目の恋をした !?
（
「正太郎、恋をする」
） 珠玉の3編を収録。

2月25日

ゆきの山荘の惨劇
猫探偵 正太郎登場

柴田よしき

人里離れた柚木野山荘で作家仲間の結婚披露パーティが開かれる。飼い猫の正太郎を連れ

てやってきた桜川ひとみだったが、土砂崩れで山荘は孤立。そして、次々と事件が！ 毒死、転
落死と相次ぐ不審死は事故か殺人か !?

猫探偵正太郎が幼なじみの犬サスケ、美猫のトマ

シーナとともに真相に迫る。人間の会話を理解する猫探偵正太郎が大活躍するシリーズ第1
弾。

消える密室の殺人
猫探偵 正太郎上京

¥500

柴田よしき

同居人・桜川ひとみの突発的な行動によって、正太郎が連れてこられたのは、東京の S 出版。
猫モデルたちの撮影が行われているプレハブ小屋で、正太郎は一夜を過ごすことに。そこで、
友だちになったばかりのアビシニアンのデビッドが、カメラマンの高畑とともに死体となって
発見される！ 事件の真相を究明しようと、猫仲間とともに正太郎が奔走する冒険譚。

光文社文庫

4334774849

¥600

2月25日
光文社文庫

4334776698

¥600

鬼の壺

九十九字ふしぎ屋 商い中

霜島けい

九十九字屋店主の冬吾が、蔵に入ったきり姿を消した。どうやら蔵から逃げ出したあやかし

を追っているらしい。るいに助けを求められた冬吾の兄で神主の周音は、犬猿の仲の弟を探

しに向かうのだが……。
（表題作）
るいを見初めたという大店の若旦那との縁談が舞い込ん
だ。見合いの日、店の守り神だと名乗る童女がるいの前に現れて⸺（
「片恋」
）。好評シリー

ズ第八弾！

さよならは祈り 二階の女とカスタードプリン
渡辺淳子

七十四歳の服部勇の元に、一通の手紙が届いた。
「私の母のことを教えてほしい」。送り主の

名前に戸惑う勇の脳裏に、少年時代の風景が浮かぶ。大津、米軍キャンプのそば、一家七人、
小さな長屋の二階には、進駐軍相手のキャリーが住んでいた。貧しさとたたかう暮らしの中

に起こった、ある事件⸺。手紙が開いた思い出の扉が、男の心にさざなみを立て、人生を変

えていく。

SCIS 科学犯罪捜査班 V
天才科学者・最上友紀子の挑戦

中村啓

「この子は妊娠しており、そして、処女である」⸺4人の産婦人科医の診察の結果、そう診

断書には書かれた。人類史上、一度も起こったことがないはずの処女懐胎が現実に起きた。
小比類巻祐一警視正率いる最先端科学捜査班 SCIS に、世界中を震撼させた ｢ 事件 ｣ につ

いての捜査命令が下った。その衝撃の真相とは⸺。好評の SCIS シリーズ、
「シーズン1」最
終巻！

ちびねこ亭の思い出ごはん
ちょびひげ猫とコロッケパン

高橋由太

小学5年生の純はずっと学校を休んでいる。夏休みに親友の大和と自転車で行った冒険の旅。
小さないさかいから別れ別れになった後、大和は二度と帰ってこなかった。自分のせいだ。ど

んなに後悔しても何度謝っても、親友は永遠に戻らない。そんなとき、死んだ人と会える店が

あるという話を思い出す⸺。感動の涙がとまらない、切なくて温かい連作シリーズ第4弾。

天職にします！
上野歩

ハローワーク吾妻に新卒採用された間宮璃子は絶賛研修中。そんな彼女の元に、それぞれの
事情を抱えた求職者がやってくる。借金返済のため住み込みの家政婦の仕事を探している女
性、定年退職した父を働かせたいという娘、重い病気のために大手の内定を取り消された女

の子……。求職者のために奮闘するリコの成長を通して�働くこと�の意味を問う傑作長編！

全裸記者
沢里裕二

部長の愛人との社内セックスを目撃されたため、系列のスポーツ紙にとばされた毎朝新聞の
記者・川崎浩二は、本紙社会部に戻るため、スクープを追う。アダルト面担当として青森に飛

んだ川崎は、公園で乳繰り合うカップルに遭遇！ 女は不正融資の噂のある信用金庫の融資
課長の妻、その相手はなんと⸺。軽妙な筆致で綴る官能ミステリー連作集！

2月25日
光文社文庫

4334792464

¥600

2月25日
光文社文庫

4334792693

¥650

2月25日
光文社文庫

4334792812

¥750

2月25日
光文社文庫

4334792820

¥600

2月25日
光文社文庫

4334792839

¥700

2月25日
光文社文庫

4334792855

¥600

駆け落ちの罠

新・木戸番影始末（三） 喜安幸夫

泉岳寺門前町の木戸番杢之助を、古着を商う参左という男が訪う。ながれ大工の仙蔵から、
内藤新宿で駆け落ちの男女の亡骸が見つかったこと、この殺しには古着商いが関わっている

ことを聞いた杢之助は、参左のことが気になる。古着商いを追い、門前町に杢之助を知る両

国の岡っ引まで現れ、一触即発！ 謎の参左の正体と、思いがけぬ結末とは。好評シリーズ
第三弾。

フォンタマーラ

シローネ／齋藤ゆかり［訳］
舞台はイタリア中部の寒村フォンタマーラ。村民たちが代々管理、利用していた水が、ある日

を境に政府と結託した有力実業家によって奪われてしまう。ファシスト集団による横暴に抵抗

をつづける村民たち。彼らが最後にとった手段は……。刊行直後から各国語に翻訳され、反

ファシズムのベストセラーとなったイタリアの作家シローネの代表作。70年ぶりの新訳

2月25日
光文社文庫

4334792987

¥650

2月25日
古典新訳文庫

4334754511

¥1050

法王庁の抜け穴

2月25日

奇蹟によってカトリックに回心したフリーメーソン会員のアンティムと、幽閉されたローマ法

古典新訳文庫

ジッド／三ツ堀広一郎［訳］
王を救い出すという詐欺を企てる
《百足（むかで）組》の首領プロトス。そして、予期せぬ莫大

な遺産を手にしながらも「無償の行為」に走る19歳の青年ラフカディオ。登場人物それぞれ

に起こる偶然の出来事が複雑に絡み合う。時代を画したジッドの傑作「犯罪小説」。

スーパー受け様のオモチャとして飼われています 2
有頂天のぼる

初めは「オモチャ」なんて驚いたけど、なんて最高の仕事なんだ…！危ないところをスーパー

受け様の桐生さんに助けられ、オス堕ちさせられた渡会。桐生さんのオモチャは気持ちいい

し、ごはんもうまいので、今の仕事に満足していた。初の給料日。渡会は、少し元気のない桐

生さんにプレゼントを渡す。桐生さんは、ごほうびにいつもより優しく抱かれてくれて…。スパ

ダリな受け様とオモチャにされちゃう忠犬のハッピーエロコメ第2話★

幼馴染の雄っぱいが好きすぎる 合本版2
俺とあいつの10年計画

宮沢ゆら

『幼馴染の雄っぱいが好きすぎる～俺とあいつの10年計画～』第4～6話を収録した合本版！
いまだ宗親の雄っぱいをモフれない柚弦。チャンスが到来したのに、ドキドキしすぎて触れな

くて!? そんな中宗親に彼女が出来た事を耳にする。宗親との恋人関係の終わりに焦った柚

弦は「せめて初めてだけでもー !!」宗親のシャツを無理矢理剥ぎ雄っぱいに触れ…するとア

ソコが反応してしまい!?

異種族愛鬼譚 5

いなる

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。でも、ギイは人と慣れ合う事を拒み、ライ
カを村へ帰そうとする。しかし、そんな二人の元に何よりも恐ろしいことが起こり⸺…。
『寂

しい鬼×純粋な人』種族を超えた禁断愛。

4334754562

¥1180

2月25日
ブックパスのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥200

2月25日

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥450

2月25日

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥200

2月25日

バリタチリーマン雌化計画 4
美人ちゃんに狙われた俺

コミックシーモアのみ
他書店4/1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⸺!?

2番セカンド【分冊版】12

言葉がノドでつっかえて上手にしゃべれない少年は、思ったことや気持ちをまわりに伝えられ

なくて、少しずつ孤立し、やがて不登校になった。そんな少年を孤独の闇から救ったのは、プ

ロ野球選手の向井信次郎。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、少

年は、外の世界へと踏み出してゆく。感じること、考えること、強く信じることが、やがて誰か

の支えになり救いになる感動の物語。第12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
第5話。

ひなげし雨竜剣【分冊版】5
菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

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
第5話。

ひなげし雨竜剣【分冊版】6
菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

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
第6話。

ひなげし雨竜剣【分冊版】7
菊地昭夫［漫画］／坂岡真［原作］

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7話。

2月25日

オリジナル
コミック

¥100

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

戟譚 !!

¥200

2月25日

御広敷用人 大奥記録【分冊版】5

戟譚 !!

コミック

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

小木ハム

塞がる。聡四郎の一放流は、闇を切り拓けるか…!?

オリジナル

オリジナル
コミック

¥80

2月25日

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥100

2月25日

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥100

2月25日

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

オリジナル
コミック

¥100

2月25日

終わるセカイの修学旅行【分冊版】5

コミックシーモアのみ
他書店4/1発売

studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］
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5話。

冴えてる一言

水木しげるマンガの深淵をのぞくと「生きること」がラクになる

久坂部羊

妖怪マンガで有名な水木しげるだが、これは水木作品のほんの一側面にしかすぎない。水木

マンガの真髄は、本質をえぐる鋭い人間観察と、時には非情なほどシビアなリアリズムにあ

る。小学4年生以来、半世紀にわたって水木マンガを愛読する著者が、マンガ的なおかしみに
包まれつつも、マンガの枠を超えて哲学的な域にさえ達している水木作品の名言・箴言を、厳
選しお届けする。大人になったからこそわかる、刺さるセリフがある。

オリジナル
コミック

¥50

2月28日

同時期発売

ノンフィクション

4334952968

¥1800

