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22日発売（紙と同日） 漫画家青年の夢と希望、不安と苦しみ、仲間たちとの温かな交流を綴った日記文学。

4334952798
¥2050

藤子不二雄Ⓐ
入手困難となっていた名著『トキワ荘青春日記』は、伝説のアパート「トキワ荘」を舞台に“まんが道”
にすべてをかけた著者が、生きて、描いて、愛した日々の克明な記録。コンビであり親友でもあった藤子・
F・不二雄をはじめ、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、寺田ヒロオ、鈴木伸一ら盟友と過ごした青春の日々
をつづっている。今回の復刊では自伝的漫画『まんが道』を挿絵に、臨場感あふれる作品に再編。遺
稿となったラフ画も掲載する。

トキワ荘青春日記＋まんが道

4334962564
¥1530

14日発売（紙と同日） 新型コロナワクチン開発の舞台裏。未曽有の状況でのリーダーシップの物語。

アルバート・ブーラ／柴田さとみ［訳］

新型コロナワクチン開発の舞台裏を、ファイザー会長兼CEOが自ら語る。著者のビジョンあるリーダ
ーシップのもと、ファイザーの科学者たちとパートナーのビオンテック社が共闘した2020年の濃密な9
か月間。それは、彼らが安全で有効な新型コロナワクチンの開発、治験、製造という従来であれば何年
もかかるプロセスをわずか9か月で達成し、「不可能を可能にする」までの物語だった。

ファイザー　不可能を可能にする9か月間の闘いの内幕
M
ム ー ン シ ョ ッ ト

oonshot

22日発売（紙と同日） 娘との日々を赤裸々に描いた人気新聞連載が書籍化。新作エッセイも収録。

4334953123
¥1400

坂本美雨
東京新聞で連載中の人気子育てエッセイが、書き下ろしを加えて待望の書籍化。ひとり娘・なまこちゃ
ん（愛称）の幼稚園卒園までを見守った6年間。娘と向き合うなかで初めて気づいた自分自身のことや、
周りの人たちへの想いを綴った日々の記録。書き下ろしは、特殊な環境に育った子供時代の両親や自
身についてはじめて語った「生い立ち」をはじめボリュームたっぷり。

ただ、一緒に生きている



14日発売（紙と同日）

14日発売（紙と同日）

14日発売

遠藤正之

ジェームズ・ブラッドワース／濱野大道［訳］

1994年、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏は、「銀行の機能は必要だが、今ある銀行は必要ない」
という趣旨の発言をしたといわれている。（中略）銀行は社会にとって本当に必要不可欠な存在なのか。
社会が銀行に求めている必要な銀行機能とは何なのか、その本質的機能を踏まえ、銀行が取り組むべ
き戦略にはどのようなものがあるのか。（「まえがき」より）　変革が進む金融業界を概観し、日本の金
融サービスの未来を考える。

平安鎌倉の世を襲う、疫病、地震、そして戦争。廂の下、猫と身を寄せ合い暮らす青年、自らを“喰い残
し”と名乗る顔の抉れた女、影のない美しき三姉妹の尼⸺。源平合戦の片隅で、長明の胸に小さな火
を灯し、消えていった忘れがたき人々。八百年の時を超え、今、私たちの心を震わせる、儚く切ない物語
集。直木賞作家が『方丈記』『平家物語』を奔放にアレンジ！

英国の“最底辺”労働に著者自らが就き、その体験を赤裸々に報告。アマゾンの倉庫、訪問介護、コー
ルセンター、ウーバーのタクシー⸺ワンクリックに翻弄される無力な労働者たちの現場は、マルクス
やオーウェルが予言した資本主義、管理社会の極地だ。グローバル企業による「ギグ・エコノミー」とい
う名の搾取、移民労働者への現地人の不満、持つ者と持たざる者との一層の格差拡大は他人事では
ない。横田増生氏推薦の傑作ルポ。

4334914683
¥1900

銀行ITの現状を分析し、日本の金融サービスの未来を考える。

英国の〝最底辺〟労働の体験を赤裸々にレポート。

累計売上3億5000万個超！　ルービックキューブ生みの親、初の自伝。

アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した

21日発売（紙と同日）

4334046126
¥920

4334770568
¥1100

4334962548
¥1800

金融DX、銀行は生き残れるのか

『方丈記』『平家物語』をアレンジした物語集。

揚羽の夢
朱川湊人

エルノー・ルービック／久保陽子［訳］

1980年代に大ブームを巻き起こしたルービックキューブ。人々はいまなおそれを解く速さを競い合い、
創造性の源、知性のシンボルとしてとらえてもいる。一方、その考案者の感性や思想は、キューブさなが
らにシンプルかつ深淵だ。富や名声に執着しない彼が、いかにキューブを考案し、そこから何を学んで
きたのか、赤裸々に語る！

四角六面 キューブとわたし

知らぬ火文庫

潜入・最低賃金労働の現場



「オメガはおとなしくアルファの創造主として子どもを産んでいればいい」真相に近づきつつ
あった署長は深夜の署内で拘束されてしまう。一連の事件の黒幕に襲われた署長の運命は
―!?「ユピテルをオーバードーズして死ぬオメガ……最高のシナリオでしょう？」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★

自暴自棄となった幼なじみの晴に、恭平が引き合わせたのは西馬先生！　「本当は……花梨
の顔が見たくて来たんだ」ようやく誤解が解けて花梨に謝罪する晴、友情を再確認できてほっ
とした花梨。晴と西馬先生を見送った直後に「次のヒートで俺と番になってくれ」と恭平から
プロポーズされる。本当なら嬉しいはずなのに、突然すぎて戸惑う花梨は⸺!?

「げっ、二つ星のレストラン？」「クリスマスデートですよ！　約束しましたよね !?」牧瀬とようや
く正真正銘の恋人となった青野課長。二人で迎える記念すべき初クリスマスイブデートに浮
かれる牧瀬を受け入れる課長だったが、イブ当日にトラブルが発生して⸺!?　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 ♪

ハマデカ 9　
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］

うそつきオメガと溺愛アルファ 9　
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

バツイチ課長と恋する王子 9　
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

虎の聖獣王ティグリスへの報われない恋心をようやく自覚した鹿の少年ルーは「ティグリスさ
まのお姫さまになれなくても、ティグリスさまをお慕いするただの侍者として、せめてお役に立
ちたい」と誓う。一方、禁断の魔術書『レメゲトン禁書』の封印破りに続いて、今度は側妾の姦
通罪が発覚して……。ティグリス、ついにハレム解散を宣言⸺!?

恋するバンビと絶対君主な主さま 5　
華灯宙［漫画］／あおい千隼［原作］

¥200

¥200

¥200

¥200

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

6月3日
Renta! のみ

他書店7/1発売

6月3日
Renta! のみ

他書店7/1発売

6月3日
Renta! のみ

他書店7/1発売

6月3日
Renta! のみ

他書店7/1発売

絵葉書に込められたメッセージを解き明かしてもらいたいというカメラマンの狩野からの依
頼に、頭を悩ませる佳音たち。間近に迫った〈自衛隊音楽まつり〉の練習にも熱が入る日々の
中で、絵葉書の元となった画集が届くが、なかなか真相にまでたどり着けない。そして迎えた

〈自衛隊音楽まつり〉の本番、再会した狩野の視線の先には、思わぬ人物の姿があり……。

「あやかしクリニック」⸺普通の人間には読めないというクリニックの名称。それを読むこ
とができる亜月も、あやかしの仲間 !?　やっと就職できた職場だけど、あやしすぎるものに
は近づかない……とばかりに、退職を申し出る亜月。それなのに自宅に帰ってみると、新た
なあやかしが待ち受けていた！　大ピンチの亜月の前に天護先生が駆けつけるけど……!?

碧空のカノン 8　航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 【特典ペーパー付】

田伊りょうき［漫画］／福田和代［原作］

江戸川西口あやかしクリニック 4 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

6月3日

6月3日

¥200

¥200

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル



スマホなどを通じて日々のさまざまな事柄（体調やタスクの進捗など）を測定し、新たな気づ
きと解決策を生み出そうとする「セルフトラッキング」のムーブメント。一見すると個人主義
的ないし利己的な行為だが、他者にも、そして社会にも裨益する関係主義的で利他的なも
のにはなりうるのだろうか。最新のテクノロジーを私たちが「巧く生きる」だけではなく、「善
く生きる」ための方法の一つとして捉え直す。橘玲氏推薦！

現代のようにグローバル化が進み、国境を越える人の移動が増える中、個人の国籍やアイデ
ンティティはどんどん複雑化している。外国に移住する人、移動を頻繁にする人、国際結婚
する人が増え、複雑化する国籍の問題はすっかり身近な現象になっている。（第1章より）自ら

「無国籍者」として人生の大半を過ごしてきた著者が、無国籍や複数国籍の当事者にインタ
ビュー。「国とは何か」「国籍とは何か」を根本から考える。

日本の失明原因第一位、数百万人の患者が存在する緑内障。「眼圧のコントロール」が重要
とされるが、それだけでなく、視神経への血流不足や機械的圧迫なども原因と推測されてい
る。欧米では失明しない病気になりつつあるが、日本では多くの人が正しい情報を知らずに
放置し、症状を悪化させている。本書では世界最高レベルの眼科外科医が、最先端の国際
眼科学会で結論付けられた知見や技術に基づき、正しい知識と最新治療法を解説。

データ管理は私たちを幸福にするか？
自
セルフトラッキング

己追跡の倫理学　堀内進之介

無国籍と複数国籍
あなたは「ナニジン」ですか？　陳天璽

緑内障の真実
最高の眼科医が「謎と最新治療」に迫る　深作秀春

6月14日

6月14日

6月14日

4334045790

4334046150

4334046142

¥880

¥980

¥900

光文社新書

光文社新書

光文社新書

同日発売

同日発売

同日発売

アイドルグループ「ラテラルアーク」のメンバー、遠月とうか初のデジタル写真集。スクール水
着、制服風など、半生を振り返るコスプレでグラビアに初挑戦。また白いランジェリーもよく
似合っていて、ファン注目の1冊になっている。

GHQ による日本占領期、民間情報教育局（CIE）は「ウォー・ギルト・プログラム」を実施した。
評論家の江藤淳はこれを「日本人に戦争の罪悪感を植え付けるための政策」と位置づけ、保
守論壇では「洗脳」言説が支持を広げていったが、学術的な根拠に基づくものではない。この
政策はどのように計画・実施され、日本人はどう受け止めたのか。複数の資料を通じて、日米
双方の思惑と変化を明らかにする。

『女性自身』にて連載中の人気コミック「死ぬほど愛して」。『金田一少年の事件簿』をはじめ
とする数々の大ヒット作で知られる天樹征丸、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がタッグを組んだ�魅惑のラブ×サスペンス�。3巻では、主人公・神城澪
宅の近所で起きた連続殺人事件の凶悪犯が、夫・真人であることが明らかに。その魔の手が
徐々に澪に迫っていく緊迫の展開をお楽しみください。

FLASHデジタル写真集　遠月とうか　アイドル人生、満喫中！
遠月とうか／栗山秀作［撮影］

GHQ は日本人の戦争観を変えたか
「ウォー・ギルト」をめぐる攻防　賀茂道子

死ぬほど愛して 3
天樹征丸［原作］／草壁エリザ［漫画］

6月7日

¥1200

FLASH 写真集

オリジナル

6月14日

4334046134

¥900

光文社新書

同日発売

6月10日
LINEマンガのみ

他書店発売日未定

4334808425

¥700

コミック



戦国末期、島津軍の猛攻により滅亡寸前の大友家。敵の大軍勢が迫るなか、居城の留守を預
かる吉岡妙林尼は女子供、年寄りと共に、寡兵での籠城を決断、徹底抗戦の道を選ぶ。それ
は武家の嫁としての誇りと、恋人と夫の命を奪った敵への復讐のためだった⸺。奇跡の鶴
崎城攻防戦で島津軍を十六度撃退したと伝わる〈九州のジャンヌ・ダルク〉の波乱の生涯を描
く。

江戸城の不浄門内で、勘定奉行が腹を切った。将軍家毒味役の矢背蔵人介は、小姓組番頭・
橘右近から呼び出され、かつて道場で鎬を削った友がその切腹に関わり、吉原からの冥加金
強奪の疑いをも掛けられていることを知らされる。友を追う蔵人介の前に明らかになった哀
しき事実⸺。200万部突破の超人気時代シリーズ、著者が大幅加筆修正した新装版、待望
の第五巻。

神守幹次郎と汀女が吉原会所に雇われ、一年余が過ぎた。弥生三月、吉原に桜が舞う季節、
女たちの想いと生き様が廓を揺るがす。信じた男に裏切られた遊女、友の無念を晴らすため
抜けた廓に舞い戻った女、金子のために命を散らす女。必死で生きる女たちを翻弄する悪党
に裏同心と仲間たちは立ち向かう。花と咲き誇り、また枯れ落ちる吉原の女たちを秘剣で救
えるか。

妙
みょう

麟
り ん

赤神諒

惜別
鬼役（五）　新装版　坂岡真

初花　決定版
吉原裏同心（5）　佐伯泰英

6月14日

4334793789

¥650

光文社文庫

同日発売

6月14日

4334793347

¥700

光文社文庫

同日発売

6月14日

4334793770

¥750

光文社文庫

同日発売

かつて「天才高校生作家」の触れ込みで華々しくデビューした榛名忍は今、燻っていた。そん
な折、東京五輪の開催が決まり、担当編集者からスポーツ小説を勧められる。なりゆきで競
歩の小説を書くことになり、大学の陸上部の練習を見に行くと、ただ一人の競歩選手・八千
代篤彦が黙々と歩き続けていた⸺。競歩の面白さを余すところなく描いた、青春小説の傑
作！

競歩王
額賀澪

三十年前、人々を震撼させた『北簑辺郡連続幼女殺人事件』。死刑が確定し収監されていた
二人組の犯人の一人が獄死した。当時、県警捜査一課の刑事だった星野誠司は、冤罪の疑
いを捨てきれずにいた。引退した今、孫の旭とその友人の協力を得て再調査へと乗り出して
ゆく。ネットを駆使して世論を動かす中、真犯人を名乗る人物が、新聞社に新たな証拠を送り
つける⸺。

虎を追う
櫛木理宇

6月14日

6月14日

4334793711

433479372X

¥750

¥700

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売

百年の歴史を持つ邸宅が火事になり、主とその妻が亡くなった。遺されたのは火災のため記
憶喪失になった二十七歳の娘・青河文と、由緒ある料亭旅館〈銀の鰊亭〉。甥の光は、妹を心
配する母の頼みで美しき叔母と同居し、営業を再開した店で文とともに客への〈御挨拶〉をす
ることになった。すると、火事に疑問を持つ刑事が光の前に現れた⸺。

〈銀の鰊
にしん

亭
て い

〉の御挨拶
小路幸也

6月14日

4334793703

¥750

光文社文庫

同日発売



「フィロソフィーのダンス」のマリチチこと奥津マリリを、旅先でのプロポーズをテーマに撮影。
無邪気にいちご狩りを楽しみ、大好きなお酒を軽く一杯。突然のプロポーズに胸をときめか
せ、ドキドキするシチュエーションで、自慢のスタイルを存分に披露する。

FLASHデジタル写真集　奥津マリリ　プロポーズ
奥津マリリ／岡本武志［撮影］

職場で、家庭で、SNSで、他人と意見がぶつかってしまったら、どう対応すればいいのだろう？　
相手を論破したり、やりすごしたりするよりも、あえて意見の対立に向き合うほうが、驚くほど
の成果を生むこともあるのだ。話題作『子どもは40000回質問する』の著者が、数多くの面白
い実例と研究をもとに、他人とのわだかまりを解消し、意見の対立から具体的な成果を生み
だすための原則・秘訣を明かす！

C
コ ン フ リ ク テ ッ ド

ONFLICTED　
衝突を成果に変える方法　イアン・レズリー／橋本篤史［訳］

古代ギリシャの演説の技術、弁論術をめぐり、ソクラテスがゴルギアスら3人と交わした対話
篇。人びとを説得し、自分の思い通りに従わせることができるという弁論術の正体をあきらか
にすべく、ソクラテスは弁論術教師のゴルギアスと弟子ポロス、アテネの若き政治家カリクレ
スを相手に厳しい言葉で問い詰め、論駁する。理想政治を追い求めるプラトンが、この時代の
社会と政治の現実に対して投げかけた、告発と批判の書。

ゴルギアス　
プラトン／中澤務［訳］

433496253X

¥1900

¥1200

四六判翻訳書

FLASH 写真集

6月14日

6月17日

6月14日

4334754627

¥1060

古典新訳文庫

オリジナル

人は SNSやアンケート調査には嘘をつくが、グーグルやポルノサイトなどの検索窓には本当
の欲望や本心を打ち明ける。そんな膨大な「ビッグデータ」をグーグルの元データサイエンテ
ィストが分析。米国の隠れた人種差別を暴き出すのを皮切りに、世界の男女の性の悩みから、
名門校入学の効果、景気と児童虐待の関係まで、通説とはまったく違う人間と社会の真の姿
を明かしていく。驚くべき事例満載でおくる全米ベストセラー！

孤独な放浪のさなかに訪ねた草砂原の楼閣。そこで巻き込まれた事件の顛末を語る表題作。
無頼漢として知られるフランスの詩人ヴィヨンの荒んだ一夜を描く「その夜の宿」。見知らぬ
屋敷に閉じ込められた男が思いもよらない結末を迎える「マレトロワの殿の扉」。芸術という
宿命に取り憑かれた旅芸人を主人公にした「天意とギター」の4篇。『ジーキル博士とハイド
氏』『宝島』などの名作を生み出す作家の筆が冴える傑作短篇集第2弾。

誰もが嘘をついている　ビッグデータ分析が暴く人間のヤバい本性　
セス・スティーヴンズ＝ダヴィドウィッツ／酒井泰介［訳］

臨海楼綺譚　
新アラビア夜話　第二部　スティーヴンスン／南條竹則［訳］

6月14日

6月14日

433477055X

4334754619

¥1140

¥930

未来ライブラリー

古典新訳文庫

同日発売

大籬の遣手のおしまが首吊りに見せかけて殺された。胸元に菖蒲の花が差し込まれた意味
と悲しい顛末とは。一方、吉原会所の用心棒・神守幹次郎はおしまの生まれ在所に遺髪を届
けるため、会所頭取・四郎兵衛らに同道し信州へ赴くことに。道中、一行を狙う何者かの視線
に気づく幹次郎。信濃へ向かう峠路で十五年前の恨みを持ち襲いかかる卑劣な敵を迎え討
つ！

遣手　決定版
吉原裏同心（6）　佐伯泰英

6月14日

4334793355

¥700

光文社文庫

同日発売



学校の勉強や友人関係、SDGsまで、世の中にあふれる「むずかしい問題」。どうやって考え
ればいいかわからず、大人でも投げだしそうになる問題には、世界一の頭の使い手で哲学
者のデカルトが発明した「むずかしい問題を考え抜くための4つのルール」が役に立つ！　む
ずかしい問題を自分の頭で「わかる！」に変える、一生役立つ「ものの考え方」が身につく、
10歳からの考え方の教科書。

思考の達人デカルトに学ぶ　むずかしい問題を考え抜く力　
齋藤孝

夫をがんの再発で亡くし、独りで小5の息子・柊を育てている宇多津早織。柊は不登校で、イ
マジナリー・フレンドと会話する日々だ。早織には、忘れられない恋があった。淡路島で過ご
した高校時代、美術部の同級生・沢井文也。文也の幼なじみ・雨谷尚美も彼に思いを寄せて
いた。25年の時を経て、雨谷との偶然の再会を機に、あの恋の結末にようやく向き合えた早
織は⸺。傷つけ、傷つけられた者たちへの赦しと再生の物語。

たこせんと蜻
と ん ぼ

蛉玉
だ ま

　
尾崎英子

高齢期のパート職員が働く坂田パーキングエリア。年金も医療保険もない梨元ちとせも、引き
こもりの息子と暮らす古田中栄も、老骨に鞭打って働き続けるしかない。駐車場には、猫と暮
らす老人、子連れのシングルマザー、母を介護する男などが行き場を失い彷徨っていた。ある
日、死亡した元夫の保険金が入るかもしれないとちとせに連絡が入り期待をするが……。車
上生活者たちの絶望と、晩年を切々と生きる老女たちのシスターフッド。

無年金者ちとせの告白　
西尾潤

433491473X

4334953131

¥1700

¥1350

四六判文芸書

ノンフィクション

6月21日

6月21日

4334914721

¥1800

四六判文芸書

6月21日

同日発売

同日発売

同日発売

大学教授兼実録小説家の稲本浩三は、未解決の中里信治・美絵夫婦失踪事件を題材にした
作品の取材を進めていた。事件の経過と残された謎を追う中、稲本は美絵がマルチ商法に関
係していたことを知り、驚く。彼もまた類似のビジネスの罠に嵌まった苦い過去を有していた
のだ。奇しくも勤務先の学内では悪質なネットワークビジネスが流行。この符合ははたして
偶然なのか？　ひたひたと恐怖が迫る圧巻のクライム・フィクション！

ギニー・ファウル　
前川裕

4334914705

¥1900

四六判文芸書

6月21日

同日発売

信長絶頂期。嵐で破壊し尽された離島に巨大南蛮船が漂着。船内には無数の棺、そして一
人の赤子がいた。島の網元・利兵衞はその赤子を「姫」と名付け育てる。たちまち美しく育っ
た姫は人外の存在であり、特殊な能力が備わっていた。姫は利兵衞の小さな夢を叶えるべく、
自らの力で信長、秀吉、家康ら、時の支配者たちを操り、異形の仲間と各地で凄絶な戦闘を
繰り広げていく⸺。史実と伝説が織りなす狂瀾の戦国活劇、開幕！

姫　
花村萬月

4334914713

¥2200

四六判文芸書

6月21日

同日発売

石神井公園の三宝寺池に浮かんだ不可解な水死体。肺から発見場所とは異なる水質の水が
検出されたことから、刑事・片倉康孝は事件を�他殺�と推理し、被害者の男がSNS に残した
写真を頼りに静岡県の大井川鐵道へ向かう。一方、父親を失った幼い娘は何かを知っている
ように、奇妙な言動で捜査を翻弄。事件の謎は思わぬ方向へと迷走をはじめるが……。本格
警察小説の醍醐味が詰まった傑作！

蒼い水の女　
柴田哲孝

4334914691

¥1900

四六判文芸書

6月21日

同日発売



どうして俺が……。ケガで戦線離脱中のバレー部エース、朔。恐ろしいジンクスが降りかかる
というクラス対抗駅伝にくじで選ばれ、失意は深まる。駅伝メンバーは5人。共通点はそれぞ
れの部活でメインを張れず、私生活でも下降気味の「ベンチ」なことだった。接点なんてなか
った5人がぶつけ合う本音。そして迎える真夏の本番。さあ、ベンチの意地と本気を見せよう
か。

ベンチウォーマーズ　
成田名璃子

高校三年の春、楓は悩み続けていた。あの時、一人の少年の希望を守れなかったことを……。
失意に暮れ、卒業後の進路も定まらぬ中、ずっと二人で暮らしてきたおじいちゃんの身に異変
が !?　そして、すみっこごはんの常連たちにも決意の時が近付く。年齢も職業も異なる人々
が集う�共同台所�が舞台の大人気シリーズ。それぞれの旅立ちがやさしく胸を打つ最終巻！

東京すみっこごはん　レシピノートは永遠に　
成田名璃子

�最高級のメロンカップ�と称されるG カップバストで頭角を表した、グラビアアイドル・草野
綾。2017年のデビュー以来、週刊誌で人気を博し、誌面を飾る。そんな彼女の1stにしてヘア
ヌード写真集をリリース。電子版では、オリジナルカットを38ページ追加した。「グラビアを始
めたときから、きれいなうちにヌード写真集を撮っておきたいっていう夢があったんです。リラ
ックスした表情、バストのナチュラルを楽しんでほしいですね」

【電子版限定38ページ増】 草野綾1st 写真集　あめ色の空に
草野綾／山岸伸［撮影］

6月24日

6月24日

4334902804

4334779166

4334793444

¥3500

¥600

¥700

光文社文庫

光文社文庫

6月21日

写真集

紙・電子版合計で16万部超！　一番売れているファイナンス本を完全アップデート＆リニュー
アル。WACC、ROIC、CAPM、IRR、現在価値、フリーキャッシュフロー……。難しい専門用語
も、やさしくソフトな語り口ですんなり頭に入ってくる。企業の経理・財務部門の人をはじめ、
経営に携わる人、起業家＆起業を考えている人、新入社員の人など、レベルアップを図るビジ
ネスパーソンは必読です！

「知識ゼロ」の人のための　超ざっくり分かるファイナンス　
石野雄一

4334953166

¥1300

ノンフィクション

6月21日

同日発売

�最後まで見たら、必ずまた最初から見返したくなる無限ループ写真集�として大ヒットした写
真集『Private』のデジタル版がついに発売！　香川県、徳島県と旅をするように自然体のま
まで挑み、「なにも隠さなかった私を見て欲しい」と本人も納得の自身作。プールサイドや遊
園地、BBQ をして楽しむななちゃんの無邪気さだけでなく、大人っぽいランジェリーカットや
手ブラ、何も身にまとわずカメラの前に立つ表情や仕草も必見！

大和田南那　写真集　Private　
大和田南那／細居幸次郎［撮影］

4334902790

¥3000

6月21日

写真集

蕎麦、セロリ、コーヒー、EV オリーブオイル、緑茶、ケール、赤ワイン、大豆、いちご、くるみ
etc. これらは代表的な�サートフード�で、サーチュイン遺伝子＝痩せ遺伝子を活性化し、積
極的に摂れば、辛い運動や空腹に耐える必要なく、筋肉量をアップさせながら脂肪燃焼が叶
う！　画期的なダイエット法の生みの親による元祖サートフード・ダイエット本。

サートフード・ダイエット　あなたが持っている「痩せ遺伝子」を刺激す

る方法　エイダン・ゴギンズ、グレン・マッテン／矢能千秋［訳］

433495314X

¥1600

ノンフィクション

6月21日

同日発売



小田原城主・北条氏康の八男として誕生した西堂丸（景虎）は、側室の子故に茨の道を歩む。
喝食僧から還俗後、甲斐・武田家の養子となるが同盟破棄で帰還。その後、大叔父・幻庵の入
婿となったが、今度は上杉謙信の養子に決まり越後へ。やがて謙信が没し、景虎は景勝と後
継の座を争うが……。三国一の美将と謳われた景虎の儚く、哀しい生涯を綴る、長編時代力
作！

上杉三郎景虎
近衛龍春

越後守護代・長尾為景の末子・虎千代は、十四歳の時に還俗して景虎を名乗る。兄・晴景を
助け、鎧袖一触、国内を平定した景虎。兄に代わって守護代に就くや、北条を攻めるべく関
東に兵を進めた。関東管領となり、名を上杉政虎と改め、宿敵武田信玄と雌雄を決するべく
川中島へ向かう。⸺著者が、膨大な史料と現地調査に基づく、新説の上杉―武田の激戦
を活写！

川中島の敵を討て
近衛龍春

京橋の油問屋で八人が惨殺される事件が起きた！　金目当ての凶行のようだが、恨みを持つ
者の仕業とも思える。定町廻り筆頭同心・篠原恵之介らが調べを進めると、三年前に亡くなっ
たこの家の長男の嫁が姿を消していた……。（表題作）　くらがり同心・角野忠兵衛、北内勝
馬はもちろんのこと、忠兵衛馴染みの小料理屋『蒼月』の父娘も活躍する書下ろし第三弾 !!

後家の一念
くらがり同心裁許帳　井川香四郎

6月24日

6月24日

6月24日

4334793649

4334738524

4334742041

¥700

¥950

¥600

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

来年秋に行われる次期市長選で、圧勝が確実視される現職を倒して欲しい⸺。当選確率99
％を約束する選挙コンサルタント・聖達磨の元に、莫大な報酬と共に無謀な依頼が持ち込ま
れた。候補者の選定から任された聖は、首都機能補完都市にも選ばれた高天市に向かう。こ
の勝負、勝ち目はあるのか!?　人間臭い選挙戦をリアルに描いた傑作ポリティカル・フィクシ
ョン！

当確師　
真山仁

6月24日

433479341X

¥600

光文社文庫

手土産もディナーの最後も、なぜケーキ？　嫌いな人はどうすればいいの？　困りませんか？　
「お気持ちだけ」と言えなかった長年のもどかしさに始まり、酒にぴったりの創作レシピから、

ロドルフ殿下や『ロンパールーム』の牛乳など懐かしの食の思い出まで⸺おいしく詰まった
ヒメノ式食エッセイ集！

ケーキ嫌い
姫野カオルコ

6月24日

4334793614

¥650

光文社文庫

船田信和は「安全・清潔都市事業モデル地区」に指定され活気のある姫田市で自分の能力
を発揮し、人生をやり直そうとしていたが、求職アプリに紹介された廃屋の解体現場で、バラ
バラにされた人体を発見してしまう。警察の聴取を終え、金のかからない空き家に住みつく
が⸺。近未来を舞台に、人々の成功と生きることへの執着をAI 監視社会を通して描く意欲
作登場！

不可視の網　
林譲治

6月24日

4334793436

¥800

光文社文庫



『異種族愛鬼譚』第1～5話を収録した完全版！　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⸺…。

異種族愛鬼譚  完全版 【特典ペーパー付】　
いなる

猫のおじさんの世話を通して始まった二人の交流は、おじさんとの別れを機にパタリと止ま
っていた。半年後の冬、ひょんなことから二人はしばしば一緒に食事をするようになる。そん
な中、人と人との縁が簡単に途切れてしまうことに気づいた武田は、有田にある提案を持ち
かける……。恋人とも、友人とも、家族とも違う。それでも君の隣にいたい⸺。自分たちだ
けの関係を模索しながら生きる人々の日々を綴った物語。

『その人間だけを特別愛している事に、名前をつける必要なんてあるんだろうか』家族でも、
恋人でもない。でも、お互いをいちばん愛している、歳の差幼なじみのえつことアラメ。えつこ
の両親の死をきっかけにふたりは同棲を始めるが、ある日を境にその関係は一変してしまう。
変わってしまったふたりが向かう先にあるものとは⸺？

煙たい話 5　
林史也

世界にさよならのキスをして 9 【特典ペーパー付】　
日々の杏

「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
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⸺。

Loveless SEX Bear 10
愛のない獣　霧嶋珠生

Instagramフォロワー数が100万人を突破したくりえみ。�SNSのフェチ天使�の名の通り、男
心をくすぐるプロフェッショナルだ。本作では、ちょっとあぶない雰囲気の昭和の不貞妻に扮
して撮り下ろし。服をたくし上げ、きれいな下乳を見せつけるくりえみ。浴衣を着崩して、髪の
毛をどんどん乱れてさせていくくりえみ。髪を濡らし、服を脱いで下着姿になってしまうくりえ
み。他にもいろんな表情やシチュエーションが詰まった自信作だ。

FLASHデジタル写真集　くりえみ　誘惑
くりえみ／矢西誠二［撮影］

6月24日

6月24日

6月24日

¥1200

¥200

¥850

FLASH 写真集

コミック

コミック

オリジナル

¥200

¥150

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

オリジナル

オリジナル

兵法の道を追い求める疋田豊五郎は、新陰流の祖・上泉伊勢守秀綱に弟子入りし、日々稽古
に励んだ。武田信玄と闘った後、永禄七年、豊五郎と一門の高弟・神後宗治は、師の供で上
洛の途に就く。奈良で豊五郎は、師に代わって宝蔵院の院主・胤栄や柳生宗厳と立ち合い三
度打ち負かす。やがて単身京に向かう師の名代として二人は当地に滞在、剣の指導に当たる
が……。

剣鬼　疋
ひ き

田
た

豊
ぶ ん

五
ご

郎
ろ う

　
近衛龍春

6月24日

4334743587

¥550

光文社文庫



「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⸺!?

君なら君なら 11
くるわ亜希

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⸺!?

「いいぜ、付き合ってやっても」苦手なアイツが恋人に!?　嘘から始まる恋の行方は……。人
に意見を合わせ周りから浮かないよう過ごすシンヤは、友達に促され断れずラブレターを出
すことに。返事を聞く為、約束した場所で待っていると、そこに現れたのはいつも傷だらけで
喧嘩ばかりしていると噂のヤンキー・マヒルで!?　怯えるシンヤにマヒルが話かけてきて…し
かもマヒルはシンヤが出したはずのラブレターを持っており⸺!?

バリタチリーマン雌化計画 5
美人ちゃんに狙われた俺　左東ヨシタカ

俺の平穏な日常が金髪ヤンキーの恋人（仮）に乱されてます 1　
さり

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7話

グレイト トレイラーズ 【分冊版】7　
宮川輝

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9話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】9　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

¥50

¥150

¥200

¥200

¥200

コミック

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

オリジナル

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売

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16話。

2番セカンド 【分冊版】16　
小木ハム

¥100

コミック

オリジナル

6月24日
コミックシーモアのみ

他書店8/5発売



グラビア・オブ・ザ・イヤー2021の受賞ペア。同い年（23歳）で、バストサイズも同じ100cm・Iカ
ップの藤乃あおいと未梨一花。プライベートでも仲がいい魔乳コンビの初共演を記念したデ
ジタル写真集（後編）。未梨は OL 風、藤乃は制服風の衣装から、お互いに脱がし合って下着
姿に。一方ワンピース衣装では、クールでかっこいい表情を見せる。2人の美ボディをあらゆ
る角度から収録。前編・後編を合わせて280ページを超える大作だ。

【電子版限定143ページ】FLASHデジタル写真集　藤乃あおい×未梨一花　Iカップ同乳生【後編】

藤乃あおい、未梨一花／門嶋淳矢［撮影］

グラビア・オブ・ザ・イヤー2021の受賞ペア。同い年（23歳）で、バストサイズも同じ100cm・Iカ
ップの藤乃あおいと未梨一花。プライベートでも仲がいい魔乳コンビの初共演を記念したデ
ジタル写真集（前編）。ビキニの衣装では、水着の紐をほどいてはしゃいだり、2人で１つのキ
ャンディを舐め合ったりする。タンクトップ姿ではベッドの上で触り合いをするなど、元気に乱
れる2人。前編・後編を合わせて280ページを超える大作だ。

【電子版限定145ページ】FLASHデジタル写真集　藤乃あおい×未梨一花　Iカップ同乳生【前編】

藤乃あおい、未梨一花／門嶋淳矢［撮影］
6月28日

6月28日

FLASH 写真集

FLASH 写真集

¥1500

¥1500

オリジナル

オリジナル

アイドルグループ「まねきケチャ」のセンター・松下玲緒菜のセカンド写真集。夏の奄美大島
と、冬の北海道でロケ。ぐっと大人っぽくなった彼女に迫る1冊。2023年春のグループからの
卒業を発表している彼女にとって、まねきケチャとして最後の写真集にもなる。

【電子版限定30ページ増】　松下玲緒菜2nd 写真集　in the seasons
松下玲緒菜／東京祐［撮影］

6月28日

写真集

4334902960

¥2700


