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22日発売（紙と同日）

約138億年前に生まれ、膨張を続ける「宇宙を動かしているエンジン」の正体とは

決断が難しい店ほど、当たればワンアンドオンリーのおいしさとドラマがある！

4334046258
¥980

谷口義明

久住昌之

私たちが住んでいるこの宇宙は、いったいどうやって生まれたのだろうか。宇宙が生まれるには、何らか
の「エネルギー」が必要だったはずだ。本書では、「宇宙を産み出したエンジン」に焦点をあて、宇宙に
存在するエンジンを徹底的に洗い出すことを目的としている。約138億年前に生まれ、膨張を続けなが
ら今日に至っている「宇宙を動かしているエンジン」の正体は何か。天文学者が迫る。

『孤独のグルメ』原作者によるエッセイ38篇。旅先や散歩中に出会った飲食店⸺ネットで検索はいっ
さいせず、入る前に店をよーく見て、想像力をたぎらせる。決断が難しい店ほど、当たればワンアンドオ
ンリーのおいしさと、ドラマがある。これぞリアル『孤独のグルメ』！　挿絵は、「泉昌之」名義で著者と
長年タッグを組む和泉晴紀氏が担当。

宇宙を動かしているものは何か

勝負の店

433479419X
¥700

13日発売（紙と同日） 2020年「本格ミステリ・ベスト10」第1位、「このミス」第2位の話題作！

4334953298
¥1300

阿津川辰海
透明人間が事件を起こしたら？　アイドルオタクが裁判員裁判に直面したら？　犯行現場の音を細か
く聞いてみたら？　ミステリイベント中のクルーズ船で参加者の拉致監禁事件が起こったら？　波に乗
る著者が放つ高密度の本格ミステリ！　読めばファン確定。2020年のミステリ・ランキングを席巻。驚
嘆必至、必読の傑作短編集！

透明人間は密室に潜む



13日発売（紙と同日）

22日発売（紙と同日）

あさのあつこ

加賀美雅之

口入屋『佐賀屋』の主夫婦が惨殺された。死体は何かに驚いたまま死んだようだった。北町奉行所定
町廻り同心の木暮信次郎は岡っ引きの伊佐治に命じて事件の謎を追わせる。すると、小間物問屋『遠
野屋』主・清之介の周囲に繋がりが。浮かんでくる事実の裏にまたも意外な真相が⸺。最後に待つ
大どんでん返しの衝撃。100万部を突破した人気シリーズ、驚愕の第十弾。

光文社の新人発掘プロジェクト［Kappa-One］第一期4人のデビュー20周年を記念した企画の一冊。
加賀美雅之は2002年、『双月城の惨劇』で長編デビュー。該博な知識と驚きに満ちたトリック設計、ゴ
シック・ミステリの香気をたたえた筆致で、寡作ながら独自の地位を築くも、2013年に逝去した。デビ
ュー20周年に際して、単著未収録だった中短編10作をすべて収載して、短くも濃密な、その筆業を回
顧する。

抹茶のおやつは、手作りが一番おいしい。お家でつくる抹茶お菓子レシピの決定版が誕生！　3ステッ
プ以下の簡単おやつ、台湾カステラやバスクチーズケーキなど話題のスイーツに、デコレーションケーキ
などチャレンジレシピまで。和のイメージに囚われない“今っぽい”抹茶お菓子が100点以上。実際に
作って選んだ“お菓子作りにおすすめの抹茶”紹介などコラムも充実。抹茶愛が存分に満たされる1冊。 4334953301

¥1500

底知れない闇の中に最後に浮かび上がる衝撃の真相とは――

ゴシック・ミステリの香気をたたえた諸作で独自の地位を築いた著者の珠玉集

22日発売（紙と同日）

4334794300
¥700

4334914853
¥2700

4334953271
¥1400

花
か

下
か

に舞う

加賀美雅之未収録作品集

家で作れて失敗しないコツ満載の抹茶レシピ決定版

抹茶のおやつ100
福田淳子

22日発売（紙と同日）

本明秀文
2021年、アメリカのスニーカー小売最王手のフットローカー社に3億6000万ドル（日本円で約400億円）
で会社を売却し話題となった、世界的スニーカーショップ「atmos（アトモス）」創業社長、初の著書！　
手取り14万8千円のサラリーマンだった著者が、家族から集めた300万円を元手に、いかにして「スニ
ーカードリーム」を摑んだのか？　型破りな生き様を通じて、スニーカーマーケットと商売の本質が見
えてくる、心を熱くする一冊！

2.7坪のショップから400億円企業を育てた、a
ア ト モ ス

tmos創業社長、初の著書！

SHOE LIFE「400億円」のスニーカーショップを作った男



「黒崎操…これでお前は俺の『依り代』だ」明晰夢のような奇妙な世界で妖の悪意に襲われて
いた操は、常人離れした美しい男＝九尾の狐の神様に助けられる。だが、その“お清め”方法
は⸺完全に性行為 !?　そして自宅で悪夢から目覚めたはずが、その神様が待ちかまえてい
て……!?　神様の化身×サラリーマンの濃厚ファンタジー・オメガバース★

オメガの大学3年生・遼介は、庶民的なお坊ちゃま。親の勧めで日本有数の大企業である桜
羽商事のアルファ御曹司・大貴といきなりお見合いさせられてしまう。流されるまま政略結婚
が成立、そのまま二人で暮らすことに⸺!?　束縛も干渉も、身体的接触も一切してこない
大貴の無関心さに毎日モヤモヤしていた遼介だったが、ある日突然…!?

【インテリ幹部ヤクザ・各務×美形の殺し屋・流夏のミステリBLシリーズ開幕！／ Renta! 殿堂
入り『華闇の褥』の粧妃先生最新作】　闇から闇へ葬り去られる上流階級の悪事……。正義
の裁きを下せるのは元軍人の「美しき死神」ただ一人！　大物政治家 Jr.に愛娘を殺された大
手商社会長が、地位も名誉も擲つ覚悟で犯人の抹殺を流夏に依頼してきて⸺!?

神様のしっぽ 2　
一宮思帆［漫画］／二久アカミ［原作］

オメガの俺が、政略結婚 !? 1　
アルファの旦那様と、あまあま新婚生活中！　市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

暗殺者ロシアンブルー Vol. 1
哀傷の家 1　粧妃［漫画］／葉月［原作］

【インテリ幹部ヤクザ・各務×美形の殺し屋・流夏のミステリBL シリーズ「哀傷の家」完結編！
／ Renta! 殿堂入り『華闇の褥』の粧妃先生最新作】　大物政治家 Jr. をまんまと誘き寄せた
流夏。さらには当の大物政治家までも……。そして明かされた謎とは⸺!?　「美しき死神」
の華麗なる裁きを目撃せよ！「……貴方にふさわしい最期を用意しましょう」

暗殺者ロシアンブルー Vol. 2
哀傷の家 2　粧妃［漫画］／葉月［原作］

超人気スタイリスト金子綾×雑誌『VERY』による、ありそうでなかった“オールアバウトマタニ
ティ”の一冊。VERYのカバーや特集をはじめ数々の女性誌で活躍し、圧倒的な人気を誇るス
タイリスト・金子綾さんの初のマタニティスタイルブック。41歳で2人目を妊娠、そして42歳で
出産。そんな彼女のマタニティ期のファッションだけでなく、ヘルスケアや育児グッズ、自宅紹
介などライフスタイルまですべてを紹介！

再三の注意にもかかわらず男性内務班に侵入し、周囲を困らせていた新人隊員の理彩。理
由を聞いても決して口を割らず、佳音たちはお手上げ状態に。そんなある日、理彩が男性内
務班前の大木に登り、そこから落ちてしまう。幸い大きな怪我はなかったものの、不可解な行
動を心配する佳音たちを前に、理彩はようやく重い口を開く。それは、理彩の祖父にかかわる
秘密で……。

妊婦本。自分らしくいつもどおり　AYA KANEKO MATERNITY STYLE BOOK
金子綾

碧空のカノン 11　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］

9月2日

9月2日

4334952984

¥1500

¥200

ノンフィクション

コミック

オリジナル

¥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

9月2日
Renta! のみ

他書店10/7発売

9月2日
Renta! のみ

他書店10/7発売

9月2日
Renta! のみ

他書店10/7発売

9月2日
Renta! のみ

他書店10/7発売



大正9年の東京。侯爵令嬢の瀧川鈴子はとある事情から浅草出身で、怪談蒐集を趣味として
いる。ある日、室辻子爵邸に呼ばれて芸妓の悪霊を目撃した際、花菱孝冬という青年に出会
う。彼は十二単を纏う謎の霊を使い、悪霊を「食わせた」のだった……。掴みどころのない孝
冬を気味悪く思う鈴子だったが、なぜか孝冬に求婚され⸺！　逃れられない過去とさだめ
を背負う二人が結ばれることで、動き出す未来とは。

黒木理沙は魔女である。300年余りの人生で、得意になったことと言えばお料理と人助け。今
日は、一人で不安そうにしている女子学生に思わず声をかけた。魔女ばれしないように手助
けするのはちょっぴり大変だけれど、大好きな街の、誰かのためになるならば……！　⸺そ
んな優しい魔女は長い人生を楽しみながら、今日もこの街を見つめているのです。

住宅メーカーの総務部長を務め、土曜の夜は会社に内緒の別の顔を持つ水元闘子。宅配便
のドライバーをしている元ソフトボール選手の榎本千晴。鋭敏過ぎる感覚を持ち、ドイツパン
作りに情熱を燃やす石井日和。女と逃げた夫の小さな清掃会社を育て上げた会沢ひと美。仕
事の悩みや将来への不安に揺れる4人の女たちが踏み出す一歩。読めばすっと心が軽くなる
連作短編集！

花菱夫妻の退魔帖
白川紺子

食いしんぼう魔女の優しい時間
三萩せんや

世話を焼かない四人の女
麻宮ゆり子

アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ3」の後藤まつり。小動物のような愛らしさで人気の
メンバーの、初めてのデジタル写真集。水着撮影会で高い人気を誇る後藤だけあり、下乳全
開のビキニや眼帯ブラの水着に挑戦するなど、初のグラビアとは思えない大胆な水着に堂々
と望んでいる姿はファン必見だ。

ハローワーク吾妻の間宮璃子は、雇用環境・均等部千鳥ヶ淵分室に異動になった。メンバー
は室長の漆原早百合、労働基準監督署からスカウトされてきた城ヶ崎以蔵とリコのわずか3
名。先代社長の銅像へのお辞儀強要、レジでのセクハラ、長時間労働から突然のクビの宣告
など、働く人たちの訴えに応え、リコたちがさまざまな職場に斬り込んでいく！　痛快お仕事
小説！

大富豪・三田村朋哉は、孫娘の奈美に、遺産を渡したい人物として杉原爽香の名前を挙げる。
以前、爽香によって助けられたことがあるらしいが、当の爽香にはさっぱり覚えがなかった。
一方、娘の珠実は中学一年に。放課後に担任・里谷美穂の手伝いをしたおり、コピー機に置
き忘れられた書類に気付き、里谷に預ける。だがその夜、里谷から不可解な内容のメールが
届き、彼女は運転していた車ごと襲われてしまう。

FLASHデジタル写真集　後藤まつり　ビキニ祭り！
後藤まつり／大藪達也［撮影］

あなたの職場に斬り込みます！
上野歩

セピア色の回想録
杉原爽香四十九歳の春　赤川次郎

9月6日

¥1500

FLASH 写真集

オリジナル

9月13日

9月13日

9月13日

9月13日

9月13日

4334794181

433479422X

4334794238

4334794254

4334794262

¥600

¥700

¥750

¥600

¥650

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

キャラクター文庫

キャラクター文庫

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



再建前夜の吉原。幼い孫娘のおみよを連れ、地蔵を背負った遍路が現れた。先の大火で亡く
なったおみよの姉で、遊女だった小紫の代わりにおみよが身売りをするというが、姉娘の死に
は、思いもよらない真実が隠されていた。そしてついに長く続いた仮宅商いが終わり、新しく
普請の成った吉原に住人たちが帰ってくる。華やかな帰還の道中の陰に、卑劣な企みが潜む！

保養地で出会った美しい寡婦ヴァンダと「理想の男女関係」を築こうとする夢見がちな青年ゼ
ヴェリン。女王と奴隷の支配関係を望み、毛皮を着たヴァンダを崇めてその残酷な扱いに身
をゆだねていくが、嗜虐行為はエスカレートしていき……。かの「マゾヒズム」の語源となった
著者の代表作。

本書は、今やアメリカ史上最悪の薬物汚染問題になっているオピオイド蔓延の実態を余すこ
となく描いたドキュメントだ。「夢の鎮痛薬」と大々的に宣伝されていたオピオイドの被害につ
いて、欲深い製薬会社と堕落した医師の癒着、麻薬密売人も含めての共謀関係、後手後手に
回った行政、そして多勢に無勢を覚悟で問題に立ち向かう被害者の遺族や地域のボランティ
アたちの姿を、著者が5年にわたる取材で克明に記録したものである。

再建　決定版
吉原裏同心（12）　佐伯泰英

毛皮を着たヴィーナス
ザッハー゠マゾッホ／許光俊［訳］

DOPESICK
アメリカを蝕むオピオイド危機　ベス・メイシー／神保哲生［訳］

天明八年正月、京で大火が発生、吉原を狙った島原の勢力は力を削がれたかに思われた。折
しも吉原では、京・西陣から江戸に店開きした織物商が薄墨太夫に接触、さらに武家を狙っ
た辻斬りが連続する。新たな敵に立ち向かう幹次郎の前に、妖しい女剣客の影が近づく。す
べての事態を操る悪党どもの尻尾を摑んだ幹次郎は、彼らの巣くう異形の館へ侵入を図る
が……。

異館　決定版
吉原裏同心（11）　佐伯泰英

牙小次郎は、立ち寄った刀剣商で、その逸品に目を奪われる。無銘の古刀だったが、主の言
い値で手に入れた。その刀、実は徳川家康公から拝領したさる家の家宝で、公金を使い込ん
だ家臣が、穴埋めのために売ったものだった。刀を返せと高飛車に言う者たちを追い返した
が、ある夜盗賊に人質を取られて刀を奪われ⸺！　非情な人殺しに牙小次郎の刀が唸る！

月を抱く女　決定版
牙小次郎無頼剣（四）　和久田正明

客の求めに応じてさまざまな菓子を考案する小萩庵。評判が評判を呼び、大店の主人からも
注文が舞い込むようになっていた。牡丹堂の面々も、新しい菓子づくりに熱を入れる毎日だ。
そんなある日、許嫁を亡くした女性から、月見菓子の注文を受けるのだが……。小萩の成長、
そして牡丹堂の跡取り・幹太の恋のゆくえからも目が離せない、待望のシリーズ第十弾。

菊花ひらく
日本橋牡丹堂　菓子ばなし（十）　中島久枝

9月13日

9月13日

9月13日

9月13日

9月13日

9月13日

4334794289

4334794297

4334794084

4334794092

433475466X

4334770614

¥600

¥700

¥700

¥700

¥910

¥1440

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

古典新訳文庫

未来ライブラリー

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



ほとんどの慢性痛や不調は、長年の身体の使い方の癖が原因なので、これを解決するには、
「基本の型」を身につける他ありません。ところが、私たちは、日常動作の「型」を教わったこ

とがありません。多くの人は立っているつもり、座れているつもり、歩けているつもりでも、実
際にはきちんとできておらず、いわば「型なし」の状態なのです。本書では、それを習得するた
めのコツをわかりやすく解説します。

痛みが消えていく身体の使い「型」
伊藤和磨

時には雲よりも高い場所で咲く高山植物。その可憐な姿には、登山中どんなに疲れていても
目を留めてしまう。ただ生育環境は過酷そのもの。氷点下をはるかに下回る極寒に、吹き荒
れる強風。生育シーズンは3ヶ月もない。そんな厳しい世界で、高山植物はどうやって次世代
に命を繋いでいるのか⸺。可愛らしい花たちの強かな生存戦略の秘密を、この道30年の植
物学者が鮮やかに描く。読めば“高嶺の花”を求めて山に出かけたくなる！

日本の高山植物　
どうやって生きているの？　工藤岳

射精は一日にしてならず⸺陰茎の機能をできる限り引き出し維持するためには、正しい扱
い方の体得が必要だ。またパートナーの心身を傷つける凶器としないために、道徳と品格、
相手を思いやる礼儀も重要だ。しかし現代の性教育では重要な点には触れず、青年期の誤っ
た扱い方による射精障害や勃起障害も増加している。本書では性機能と生殖医療の専門医
が、各年代での性・射精生活の心構え、現れやすい問題と対策を解説。

射精道　
今井伸

元国民的ダンスグループメンバー・小湊よつ葉がヌードに。小学6年生からダンスを始め、15
歳でデビューから9年間トップアイドルとして活躍。2年間の会社員生活を経て「やり残したこ
とがある」とカムバックした。夏の海と旅館を舞台にした、トップアイドルの裸身が楽しめる至
高の100P だ。可愛いビキニを着て海ではしゃぎ、シースルーのワンピースでは乳房が水に濡
れる。黒い下着では大胆ポーズで挑発する艶っぽい表情も見せる。

縦に割れた腹筋と100cm・Iカップの極上バストを武器に、今年2月のデビューから2作連続で
DVDランキング1位を獲得するグラビア界の超新星。水泳のコーチだった過去を持ち、趣味の
筋トレで鍛え上げた異次元のカラダを6つの衣装で楽しめる作品。ワンピースから下着姿にな
り、白シャツからはバストが零れ落ちそうになる。清楚な雰囲気なのに大胆なポーズと妖艶
な表情で織りなす背徳感のある世界に引き込まれる仕上がりになっている。

【電子版限定100ページ】FLASHデジタル写真集 R　小湊よつ葉　サマーヌード
小湊よつ葉／富田恭透［撮影］

FLASHデジタル写真集　風吹ケイ　最強の証し
風吹ケイ／舞山秀一［撮影］

カフェバー「and merry.」経営など実業家としても大活躍中のグラビアアイドルの鎌田紘子
がOL 姿で登場！　タイトなスカートに黒のパンスト……仕事中にあんなところやこんなとこ
ろをチラ見せしながらあなたを誘惑。もしも鎌田紘子が同僚だったら!?という妄想シチュエ
ーションを堪能できる！　オフィスという禁断の場所でのセクシーな黒ランジェリー姿と抜群
のプロポーションは必見。

FLASHデジタル写真集　鎌田紘子　えちえちOL の誘惑
鎌田紘子／清田大介［撮影］

9月13日

9月13日

9月13日

9月14日

9月14日

9月14日

4334046266

4334046274

4334046282

¥800

¥1500

¥1200

¥880

¥1200

¥940

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

光文社新書

光文社新書

光文社新書

オリジナル

オリジナル

オリジナル

同日発売

同日発売

同日発売



「どんなときでも“ありがとうございます”と感謝」「折にふれ“世界人類が平和でありますよう
に”と祈る」「物騒なテレビは観ない」「体にガスを溜めない」「相手は変わらない、自分が変わ
る」……。渋沢栄一の孫娘でエッセイスト、100歳の今もひとり暮らしを続ける著者直伝の、
年をとるほど明るく元気になる生き方。

100歳の幸せなひとり暮らし　
穏やかな心と健康を保つ100のヒント　鮫島純子

不登校ながらも学童野球チームに参加し、外の世界へと踏み出していく吃音の少年・あずき。
しかし「セカンド」のポジションにはすでに他の生徒がいて「競争して奪う」ことに抵抗を感じ
たあずきは、自分の気持ちに嘘をついて⸺…??

2番セカンド 02　
小木ハム

人気料理家・上田淳子さんが双子の息子を育てあげて気がついた、毎日のごはん作りに悩ま
されないためのヒントをまとめた一冊。「おかずの品数は、多いほうがラク」「オイルと塩は先
が鉄則」「だから、もうみじん切りはやめよう」など、料理に煩わされないためのちょっとした
コツと背中を押してくれる愛のあるアドバイス、レシピを集約した「読む料理本」です。

子どもはレシピ10個で育つ。　
上田淳子

433495331X

¥1300

ノンフィクション

9月21日

同日発売

人生の往相では善く生きるために苦悩し、さまざまな努力を重ねた。でも、七十も半ばを過ぎ
た人生の還相では、もう余計なものは欲せず、余計なこともしない。「ただ生きる」でよいので
は？　三度の飯をありがたくいただき、一日一日を心静かに暮らす。穏やかで満たされた日々
のための、ちょっと前向きな人生論。（発行：夕日書房　発売：光文社）

ただ生きる　
勢古浩爾

著者は高校卒業後、郵便局に入局、後に逓信本部勤務となり、地道な勉強を積み重ね45歳
で退職し、立教大学法学部に入学。北岡伸一ゼミで学び、卒業と同時にモノ書きとして活躍。
その後、大学教師となり、2000を超える中小企業の調査を行う。自身の体験を織り交ぜなが
ら、働くこと、学ぶことを綴る現場目線の仕事論。（発行：夕日書房　発売：光文社）

働くことの意味　
中沢孝夫

そもそも「友だち」とはどんな人間関係を指すのか？　現代社会を生きる私たちの友人関係
は、あらかじめ「友だち」という枠を当てはめ、そこに合うように関係の中身を調整することで
成り立っている。古代ギリシアの時代から、歴史的に「友だち」がいかに変質してきたかを示
し、それでもなお現代に成立しうる友情について考える。SNSやリモートが当たり前になった
現代人のためのまったく新しい友情論。

「友だち」から自由になる　
石田光規

9月14日

9月14日

9月14日

9月16日

9月16日

4334046290

4334990126

4334990134

4334950523

4334980635

¥800

¥1100

¥1000

¥1200

¥750

光文社新書

夕日新書

夕日新書

レシピ本

コミック

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



複雑で不確かな時代を乗り越えるために⸺リーダーのための決断力の教科書。9.11直前
にGEのCEOに就任し、以来16年にわたり活躍。「世界最高のCEO」にも3度選出。ジャック・
ウェルチとの関係、自らの失敗をも赤裸々に綴った、初の回顧録。ビジネスパーソン必読。

GE のリーダーシップ　ジェフ・イメルト回顧録　
ジェフ・イメルト／長谷川圭［訳］

中世に作られた城壁の隠し部屋に魔物が現れた。次々に人が殺されていく中、君の命を救う
ための、必死の俺が仕掛けた禁断のトリックとは !?　魔術師 ･ 林泰広の技が冴える空前絶後
のマジック･ミステリ。

魔物が書いた理屈っぽいラヴレター　
林泰広

江戸時代の裁判＝公事の手助け役 ･ 公事師の辰次は負けたら切腹するといって大金三十両
の仕事を受ける。が、実は形勢は圧倒的に不利！　切腹必至の辰次に逆転の目は？　人情味
豊かに描くエンタメ時代小説の快作！

切腹屋　
岩井三四二

9月22日

9月22日

4334914888

4334962572

¥1900

¥2200

四六判文芸書

ノンフィクション

高島太一を殺したい。松木真桜。教師から塾講師に転身。指導者が教え子を殺すことは許せ
ない。川瀬奏音。一般企業を辞め、講師に。高島太一の罪の露見で、塾の名声を傷つけたく
ない。檜垣兵吾。学生の頃から働き始め正社員に昇格。被害者の復讐を果たしたい。須之内
すみれ。塾長に引き抜かれる。愛する人に汚辱にまみれてほしくない。中森直哉。古参の講
師。息子の罪による母親の心の瓦解を防ぎたい。だから、みんなが殺したい。

高島太一を殺したい五人　
石持浅海

年間4億円の赤字を理由に、地方小都市の市民病院は消滅寸前。勤務医が辞めていく中、34
歳の青年医師、速水隆太は院長に名乗り出た。課された使命は3年で赤字ゼロ⸺。無理難
題を前に、「すべての患者を断らない」という方針の下、病院再建に奔走する隆太の行動力は、
周囲の人びとをも巻き込んでいく。医師会、市議会、そして国。巨大な壁を相手に奇跡を起こ
せるか!?　実話を元に描く、医療のために戦い続けた者たちの物語！

奇跡を蒔くひと　
五十嵐貴久

世界3大投資家の1人、ジム・ロジャーズ氏推薦！　オックスフォード大学院を卒業した著者は、
ダイソンの売上実績 No. 1に貢献、インドでの寿司宅配ビジネスを成功に導き、現在はキッコ
ーマンのインド法人の社長を務めている。その成功の原動力になったのが、著者がオックスフ
ォード時代に得た「10の成功原則」である。この原則を愚直に実行すれば、誰でもビジネス
の世界で成功できる！

オックスフォード式　人生を成功に導く10の原則　
小里博栄

4334953328

4334914845

4334914861

433491487X

¥1300

¥1500

¥1700

¥1600

ノンフィクション

四六判文芸書

四六判文芸書

四六判文芸書

9月21日

9月22日

9月22日

9月22日

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売



小料理屋「桜川」に、南町奉行所の沢村伝次郎を訪ねて海苔問屋の主夫妻が相談に来た。店
の女将で伝次郎の妻・千草は伝言を伝次郎に伝え、伝次郎は消えた十三の息子を探してほし
いという主夫妻の依頼を受けた。その後に起きた殺しの調べの傍ら、探索を続けた伝次郎が
掴んだ意外な真相とは⸺。情に厚い「南町奉行の隠密」の傑作シリーズ、感動が待つ第九
弾。

神隠し　
隠密船頭（九）　稲葉稔

昭和15年。徴用を逃れるために京畿道の道庁に勤める谷は、担当する地区の地主が創始改
名に応じないことに苦悩する（「族譜」）。京城で絵画教師をする野口は、妓生の踊る伝統の宮
廷舞踊を描くことに奮闘するが⸺。（「李朝残影」）　日本統治時代の朝鮮で生まれ育った作
家が、侵略と戦争に翻弄される個人の葛藤とその悲劇を鋭く描き出す。今も色褪せない5編
を収録。

李朝残影　
反戦小説集　梶山季之

縁切寺「慶光寺」の御用宿「橘屋」に、上方から出てきた酒問屋の内儀が駆け込んできた。そ
の翌日、橘屋の主・塙十四郎は、永代寺門前町で絡まれていた若い女を救うことになる。しか
し、その女は……（表題作）。殺された兄の敵討ちを誓って江戸に出てきた女剣士の悲痛な覚
悟など、藤原緋沙子でしか書けない物語を収録。代表作「隅田川御用帳」を継ぐ新シリーズ
第二弾。

永代橋　
隅田川御用日記（二）　藤原緋沙子

自分が何を好きなのか、それが定番を作っていく。人気著者による書籍第3弾。おしゃれを愛
する人のワードローブは、ワクワクに満ちた、自分だけのスタンダードでいっぱい。黒縁メガ
ネにフェイクファー、豹柄、レース、透明のもの。ファッションアイテムだけでなく、日々の器や
洗面用品など暮らし周りの物も紹介。コーディネートも数多く登場。

私の定番　
岡本敬子

ファストファッションの人気ブランド「Qros」のCMで人気俳優・藤井涼介と共演し注目を集め
る美女。だが、名前も一切のプロフィールも不明で、ネット上には様々な情報が飛び交ってい
た。藤井の自宅を張り込む新米芸能記者・矢口慶太の前に、突然その謎の美女が現われて―
―。虚々実々の駆け引き渦巻く芸能界とスクープの現場をリアルに描く痛快エンタテインメン
ト！

Q
キ ュ ロ ス

ros の女　
誉田哲也

9月23日

9月23日

9月23日

9月23日

4334793819

4334793657

4334793924

4334794025

¥750

¥600

¥600

¥800

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

「お人好し」はダメだけど、「悪いヤツ」では勝てない。⸺このシンプルな法則を歴史的事例
から解き明かす。人は悪いヤツにならずに成功できるのか。できない、と考える人は多いだろ
う。「ナイス・ガイでは勝てない」という名言もある。だが、本当にそうか。悪くならなくては、
非道徳的なマキャベリストにならねば成功できないのだろうか。通説とは逆に、善人であるこ
と、公正であることがいかに大切かを豊富な事例で解説。

「公正」が最強の成功戦略である　
「いい人では勝てない」のウソ　デイヴィッド・ボダニス／夏目大［訳］

9月22日

9月22日

4334962580

433495328X

¥2000

¥1600

ノンフィクション

ノンフィクション

同日発売

同日発売



ミステリー誌「ジャーロ」の無料試し読み版「ジャーロ dash」始めました！　ミステリーを掘り
下げるエッセイ・評論・コラム、マンガ、新刊ミステリー書評や最新映画レビューなどの情報ペ
ージを、「ジャーロ dash」では無料で読むことができます。また、毎号20作近く掲載している
長編連載、連作短編、読み切り短編の小説も、冒頭部分を試し読みOK！　今号は澤村伊智
の長編を二号連続で全編掲載。大崎梢、額賀澪の連載もスタート！

ジャーロ dash No. 84【無料版】
Giallo編集部［編］

アイドルグループ「ナナランド」の瀬戸みなみ。ファンの間でミステリアスといわれる彼女が、
初めてのデジタル写真集でキュートな水着姿と、持ち前の笑顔を見せた。スイカを食べたり、
海岸で遊んだり、温泉に入ったりして夏を満喫。撮影前日にはメンバーの助言と応援を受け
たという彼女の挑戦を目に焼き付ける一冊だ。

カフェバー「and merry.」経営など実業家としても大活躍中のグラビアアイドルの鎌田紘子
がスイムウェアで登場！　ボディラインにピタッと張り付くTバックの競泳水着で可愛く魅せる。
後半はランジェリーのようなデザインの水着で妖しく美しいグラビアを披露。時折見せるドキ
ッとするような表情と視線に釘付け間違いなし……！

FLASHデジタル写真集　瀬戸みなみ　はじまり
瀬戸みなみ／西村康［撮影］

FLASHデジタル写真集　鎌田紘子　競泳水着な彼女
鎌田紘子／清田大介［撮影］

●最新長編を二号連続全編掲載：澤村伊智　●新連載長編：大崎 梢、額賀 澪　●読み切
り短編：岩井圭也、木村椅子　●快調連作・連載陣：大倉崇裕、恩田 陸、笠井 潔、西條奈加、
坂木 司、竹本健治、辻堂ゆめ、長浦 京、中山七里、早坂 吝、樋口明雄、薬丸 岳、イクタケマコ
ト　●新連載企画：「日本ミステリー文学大賞の軌跡」　●「カッパ・ツー第三期選考対談」石
持浅海、東川篤哉　●「アフタートーク 著者×編集者」芦辺 拓

ジャーロ No. 84
Giallo編集部［編］

『宇宙戦隊キュウレンジャー』のヒロインとして女優デビューし、その後『仮面ライダーベイル』
『オールドルーキー』などのドラマに出演。夏をテーマにした撮影で「ヨーヨー釣りは小さい

頃やっていましたが、スイカ割りは初めてでした」と下着、チューブトップ水着、タンクトップ姿
ではしゃぐ姿が楽しめる。ベッドではブラを外し「シーツ1枚」の大胆なカットも披露。快晴の
空の下、オレンジの水着が映える海のシーンも必見だ。

FLASHデジタル写真集　大久保桜子　脱ぎ捨てて、夏。
大久保桜子／岡本武志［撮影］

フォロワー350万人超えの大人気 TikToker・なな茶。Iカップのバストを武器に“あざとエロ
い”動画投稿で話題を集めている彼女を本人史上・最大露出で撮り下ろし。彼女の代名詞と
言えるパイスラはもちろん、ネットでは決して見られない下着姿、一糸纏わぬ姿でシーツに包
まる大胆カットまで披露。「ファンの人が見たら『おっ、なな茶いつもより攻めたね』って思って
もらえる内容」と撮影後に語った、本人太鼓判の107ページ！

【電子版限定107ページ】FLASHデジタル写真集　なな茶　攻めるバズ乳
なな茶／栗山秀作［撮影］

¥800

9月30日

FLASH 写真集

オリジナル

¥1500

¥1500

¥500

無料

¥1200

9月27日

9月27日

9月30日

9月30日

9月30日

FLASH 写真集

FLASH 写真集

ミステリ雑誌

ミステリ雑誌

FLASH 写真集

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



『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第1話。

大塚コンシェルジュ 1　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第2話。

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第3話。

大塚コンシェルジュ 2　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

大塚コンシェルジュ 3　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

「お前がこうなったのは僕のせいだ」。ルイスとヴィンセントのキスを収めた写真を前に狼狽え
るルイスの兄、フィリップ。兆しが見えるも、いまだ同性を愛することは許されない時代。狼狽
する兄に何を話すべきか惑うルイスに対し、兄フィリップの唇から零れたのは幼いころの思い
出と、懺悔。兄もまた、時代に囚われる一人だった⸺。狂騒の20年代に翻弄される、元軍人
×御曹司の王道ラブロマンス。

サイドオブパラダイス 5　
有栖サリ

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11話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】11　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

「ミスiD2019」でサバイバル賞を獲得。その肉感的スタイルとエモーショナルな存在感で、唯
一無二のグラビアを送り出してきた、あにお天湯の集大成的デジタル写真集。黒とピンク、制
服と喪服、そしてランジェリーの織り成すエロスとタナトス。湿度を感じる古い日本家屋の中
で揺蕩う彼女の姿を写真家・桑島智輝氏が切り取りました。圧倒的世界観で魅せる新感覚デ
ジタル写真集。

Platinum FLASHデジタル写真集　あにお天湯　揺
た ゆ た

蕩う。
あにお天湯／桑島智輝［撮影］
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『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第7話。

大塚コンシェルジュ 7　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第8話。

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第9話。

大塚コンシェルジュ 8　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

大塚コンシェルジュ 9　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第6話。

大塚コンシェルジュ 6　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第5話。

大塚コンシェルジュ 5　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第4話。

大塚コンシェルジュ 4　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］
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『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第13
話。

大塚コンシェルジュ 13　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第14
話。

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第15
話。

大塚コンシェルジュ 14　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

大塚コンシェルジュ 15　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第12
話。

大塚コンシェルジュ 12　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第11
話。

大塚コンシェルジュ 11　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第10
話。

大塚コンシェルジュ 10　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］
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大正ロマンの香り漂う本格学園ミステリ、ここに開幕！　浅草生まれの檜垣永人は、失踪した
義兄・蒼太郎の代わりに、檜垣家の跡取りとして名門私立の千手學園に放り込まれることに。
学園内では、妖しげな呪いの噂が流行しているという。学園初日、永人は生徒会副会長の黒
ノ井から、あるゲームを挑まれることになるのだが⸺！　光文社キャラクター文庫の人気作
のコミカライズ。第1話「幽霊少年（1）」収録。

千手學園少年探偵團 1　
ふじい葛西［漫画］／金子ユミ［原作］

浅草生まれの檜垣永人は、失踪した義兄・蒼太郎の代わりに、檜垣家の跡取りとして名門私
立の千手學園に放り込まれることに。登校初日、生徒会副会長の黒ノ井影人からゲームを挑
まれるも、永人は軽々と影人のいかさまを見破る。反撃に出た永人は、二つのサイコロを取
り出し「サイコロの目を自在に使えるまじないを使える」と言い放ち⸺！　光文社キャラク
ター文庫の人気作のコミカライズ。第2話「幽霊少年（2）」収録。

裕福な家庭に育ちながらも父からの期待を一身に受ける事で、生き方に思い悩む女子校生
の西条歩。小さな誤解をきっかけとした友人関係のもつれと父からの叱責がさらに歩を追い
詰めることになる。居場所を求めてさまよう歩が、立ち寄ったのは公園の片隅に立つ小さな
小屋。誰もいないと思ったその場所で、歩の目に飛び込んできたのは……!?　自分のために
生きられない少女と少年の呪いを解く物語が今、始まる。

千手學園少年探偵團 2　
ふじい葛西［漫画］／金子ユミ［原作］

死にたがりだが腹は鳴る 1　
あばたえくぼ

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第18
話。

大塚コンシェルジュ 18　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第17
話。

大塚コンシェルジュ 17　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

『無理無理無理！　幽霊なんて大っ嫌いなのに！』大塚のグルメを紹介する「大塚コンシェルジ
ュ」の美希は、酔うと霊が見える体質になってしまう！　もとの体に戻るため、バーテンダーで
除霊師の男・黒羽と協力して、大塚に集まる霊や妖怪を退治することになるが……!?　第16
話。

大塚コンシェルジュ 16　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］
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勝手にお見合いを進めようとするなど、自分の生き方を思うとおりに決めようとする父に歩は
不信感を募らせていく。父の前では萎縮し食事することもままならないが、年齢も名前も知ら
ない少年の前では、不思議と美味しく食べられ、自分の気持ちも話せる。少年と会える日を
心待ちにするようになる歩だった。

死にたがりだが腹は鳴る 5　
あばたえくぼ

少年もまた、歩と会う事が心のよりどころとなり始めていた。友人、教師、母親からさえも、心
身への暴力を振るわれる少年にとって歩は心のよりどころ。歩にとっても少年は苦しい気持ち
を打ち明けられる存在。歳の離れた二人だが、美味しいものを一緒に食べて、話をする時間
は自分らしくいられるかけがえのないものになっていた。そんな二人を引き離そうとする影に
気づくことはなく⸺。

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいて⸺。何やら含蓄ある言葉を話すこのネコは一体何者なのか!?

死にたがりだが腹は鳴る 6
あばたえくぼ

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 1　
松ノひろし

母の帰宅に気づいた少年は押し入れに歩を隠す。恐怖の表情を浮かべながら母の前に立つ
少年……母からの蹴りを腹に受ける。始まる激しい折檻、少年を罵倒し、体罰を与える母と
謝り続ける少年。そして、動けず隠れ続ける歩。あまりにも自分と違う少年の境遇に歩はショ
ックを覚え、父の事を思い出し、心が揺らぎ始める⸺。「なんのために生きてるかわからな
い」歩と少年はパンを分け合いながら、少しずつ互いの気持ちを語り始める。

死にたがりだが腹は鳴る 4　
あばたえくぼ

相変わらず同級生たちから距離を置かれる歩は、父が敷いたレールに乗って生きたほうが幸
せだという考えに至る。そして、少年にハンカチを貸したままだと気づく。一方、少年も同級
生たちにイジめられていたが、そんな事はつゆ知らずに歩はハンカチを返してもらうために少
年の暮らす家へ。そこで歩は、自分とはまったく違う環境の少年の暮らしを見る事になる。

死にたがりだが腹は鳴る 3　
あばたえくぼ

公園の小屋で歩が出会った謎の少年。名前もわからぬ少年だが、差し出してくれたベーコン
巻きおにぎりはとても美味しそう。少年の何気ない言葉や態度に、歩は思わず笑みを浮かべ、
次第に心は和み、押し込めていた感情があふれ出してくる。涙を流してベーコン巻きおにぎり
を頬張る歩が、発した言葉は彼女の心からの願い？　そして、その言葉を聞いた少年も教えて
くれた願いとは？　この出会いが互いの人生を大きく変えていく⸺。

死にたがりだが腹は鳴る 2　
あばたえくぼ
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『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。シェアハウスメンバーとも打ち解け始めたユキだが、ある日家族
のことを聞かれ声を荒げてしまう。悩むユキにネコは何も言わず……。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 5　
松ノひろし

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。住人と気まずい状況になってしまったユキ。そんなユキにバイト
先のマスターは人生を変えた不思議な猫との出会いを話し始めて……。

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。ある日から住人と気まずい仲になってしまったユキ。なんとかし
たいけど、自分の本当の気持ちを伝えるのは難しくて……。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 6　
松ノひろし

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 7　
松ノひろし

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。いつも含蓄ありげな言葉をユキに投げかけるネコは、迷い猫を
拾ったユキにもまた語りかけ……。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 4　
松ノひろし

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。バイトの失敗で落ち込むユキにまたもやネコは意味深な言葉を
残して……？

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 3　
松ノひろし

『猫が、しゃべった⸺!!』訳あって路上生活をしていた青年ユキは、ひょんなことから猫つき
シェアハウスで暮らすことになる。そこには個性豊かすぎる住人たちと、ユキにしか聞こえな
い声で喋るネコがいた⸺。金なし職なしのユキはひとまずバイトを探すが思わぬトラブルに
巻き込まれる！

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 2　
松ノひろし
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生徒から見た武田はどんな先生？　放課後の教室で、生徒たちは担任である武田の噂話に
花を咲かせる。親しみやすい反面、どうも頼りなく、怒った姿すら想像できない。生徒の一人
である橘梨々子は、そんな武田に、本来教師にあるはずのものが感じられないことに気づ
く……。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。

煙たい話 8　
林史也

『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。つい
に自分の感情をアラメにぶつけたえつこは口論の末、家を飛び出してしまう。えつこを追うア
ラメには謎の女が傘を差し出して⸺？　ふたりは次第に見ないふりをしていた感情に向き
合い始める。

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11話。

世界にさよならのキスをして 12 【特典ペーパー付】　
日々の杏

御広敷用人 大奥記録 【分冊版】11　
かどたひろし［漫画］／上田秀人［原作］

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…!!

両性α 8　
生意気キメラは逆らえない。　伊藤良

「俺のテク試してみるか？」社内でいがみ合っていた同僚の手で何度もイかされ……。細かい
事が苦手な営業部の蓮と、仕事は出来るがとにかく細かい経理部の門倉は、同期だけど犬猿
の仲。そんな蓮は、とにかくモテるイケメンなのに実は EDで。この秘密だけは…と思ってい
たのに門倉にバレ!?　すると「俺はテクが凄すぎて困ってる」と門倉が言い出し!?　『不器用
な正論男×鈍感な純情イケメン』1回のお試しHで関係は大きく変わり⸺。

最後までシたいんです！ 2　
大嫌いなアイツの凄テクで失神 !?　桜んぼ

冷徹と社員から怖がられている雀野（48歳）は、同僚の勧めで人生初のマッサージへ！　施術
担当は、若くて爽やかイケメン・加賀知で苦手意識を抱く雀野。しかし、この加賀知という男、
実はおじさん好きのセクハラマッサージ師で!?　紙パンツ1枚で尻を揉まれ「マッサージって
こんな事までするのか!?」と思いながら股の際どい所も触られる雀野。すると、揉みしだかれ
すぎて思わず勃起してしまって⸺!?

もみもみフィーバー 6　
冷徹主任はR18マッサージでトロける　のの字
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優勝を狙っていたお菓子大会で「映え」重視の派手なケーキに負けた堅物和菓子職人・白
川。作品と同じようにチャラチャラした雰囲気の優勝者・佐野のことも気に食わなくてたまら
ない。しかも佐野は大会以来、毎日のように白川の元に訪れて「負けを認めなさい！」とちょ
っかいを出してくる。佐野を認めたくない白川だったが、勢いに負けて佐野のケーキを食べ
てみると…！　むかつくのに、味も目も心もあの人から離せない⸺!?

ベリーメリーストロベリーラブリーヘブンリー 1　
村上キャンプ

繊細すぎる兄（公務員）が熟考の末、世間に対して突きつけた結論とは…？　行きすぎた兄の
思想を強メンタルな妹が理詰めと拳で救う、兄妹ショート・コメディ、第1話。

兄貴の世界は迷走する 【分冊版】1　
丙
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