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4334794556
¥700

13日発売（紙と同日）

21日発売（紙と同日）

21日発売（紙と同日）

『三千円の使いかた』の次に、原田ひ香が女のお金と生き方を見つめた衝撃作!!

作家の道は修羅の道。人気著者3名による文芸業界騒然の赤裸々エッセイ！

そこに生きる人ひとりひとりの物語を自身の歌と人生とともにつづる。

原田ひ香

中山七里　知念実希人　葉真中顕

加藤登紀子

離婚し子と引き離され、金銭的に困窮した藍は、祖母と母のいる実家に戻る。生活力もなく喧嘩の絶え
ない藍たちに手を差し伸べたのは、隣に住む美代子だった。祖父を介護して暮らしているという美代子
に助けられ親しくなるうち、彼女のある秘密が知れる……。貧困、ケア、孤独。背負わされる業と役割に、
女たちはどう抗えるというのか。迫真と驚愕のクライムノベル。

作家への登竜門“新人賞”は数あれど、デビュー後作家として本を出し続けるのは至難の業。今をと
きめく人気作家3人が、作家生存戦略をあますところなく綴ります。「作家と新人賞」「作家とおカネ」「作
家とSNS」……刺激的な10のテーマから文芸界のリアルが垣間見える、業界騒然のエッセイ。島田荘
司氏、大沢在昌氏、綾辻行人氏大注目！　作家デビューしたての人、作家を目指す人、文芸界に興味
のある人必読！

「百万本のバラ」を作った人たちの運命、どこかでこの歌をうたっているはずの人の今⸺果てしない
世界の放浪者のように、とぼとぼと生き続けているこの歌を改めて見つめてみると、そこには大きな歴史
に翻弄されようとも、なんとか生きてきた一人一人の物語があった。ロシアと周辺国、そして加藤登紀
子が生まれた満州（中国東北部）のハルビン。そこに生きる人、そこを追われた人たちとの出会いを、自
身の歌と人生とともにつづる。

DRY

作家　超サバイバル術！

百万本のバラ物語

4334953522
¥1500

4334953468
¥1400



13日発売（紙と同日）

14日発売（紙と同日）

道尾秀介

岩田健太郎

神様の通う屋内釣り堀カープ・キャッチャーの景品棚には、高得点でもらえる伝説の白い箱があった。
箱の中身を知りたいバイトの明、箱を狙う父親、店主を脅す女性、幽霊を撮影する兄妹、謎のヒツギム
人らが釣り堀に集う時、運命は動く。一匹の鯉を巡り、悩める者たちが人生をかけた大勝負。怒涛の
展開で大興奮、超絶技巧、名手道尾秀介の人生を変えるミステリー。

感染症内科教授でありながらファイナンシャル・プランナーの資格も持つ著者と考える「お金をかけずに
美味しく楽しく健康になる方法」。流行りの健康食品、サプリ、持続不可能な健康法は意味がない。普
通で地味で安上がりに見える食、これこそが健康への一番の近道なのだ。お勧めはマンガ『きのう何食
べた？』の「シロさん飯」。さて、その理路は？　健康と食のデータの見方や、リスクやエビデンスとの向
き合い方なども丁寧に解説。

女性の地位向上・自己イメージの変革が世界全体をよくすることにつながるという考えのもと、活動を続
ける世界最大の慈善団体ビル＆メリンダ・ゲイツ財団の共同議長、メリンダ・フレンチ・ゲイツ。「全ての
壁は、扉なのだ」とメッセージを発信し、世界各地をめぐるなかで出会った、人生を変え、文化を変えて
いく女性たちの物語と、20年間の活動のなかで学んだ未来のつくり方を本書で明かす。（『いま、翔び立
つとき～女性をエンパワーすれば世界が変わる』改題）

4334770649
¥1240

道尾秀介に騙される快感を堪能あれ！

「近所のスーパーで特売品を買って自炊」に健康が詰まってる

13日発売（紙と同日）

4334794548
¥750

4334046436
¥880

サーモン・キャッチャー　the Novel

「全ての壁は、扉なのだ」――人生と文化を変えていく女性たちの物語

女性が人生を変えるとき
メリンダ・フレンチ・ゲイツ／久保陽子［訳］

4334754716
¥910

23日発売

ライマン・フランク・ボーム／麻生九美［訳］

竜巻に飛ばされたドロシーと犬のトトが下り立ったのは、美しい魔法の国だった。だが故郷カンザスに
帰るには、エメラルドの都に住む偉大なる魔法使いオズの力を借りる必要があるという。道すがら、脳み
そのないかかし、心臓のないブリキの木こり、臆病なライオンを旅のお供にするが……。いまも世界中
で愛される、アメリカン・ファンタジーの金字塔。W・W・デンスロウの原書イラストも20点以上収録。

ドロシーと愛犬トト、かかし、ブリキの木こり、ライオンたちが魔法の国で繰り広げる大冒険！

オズの魔法使い

安い・美味しい・簡単　実践 健康食



「この匂い…、もしかして発情期きた？」ようやく甘い新婚生活が始まってひと安心と思った矢
先、結婚後初となる激しいヒートに襲われた遼介。なんとその現場を大貴に目撃されてしま
うが、手助けしてくれる大貴の優しさに幸せをかみしめるが、その後の大貴はなぜかそっけな
くて……。「もしかして俺、避けられてる……？」不安になった遼介は⸺!?

【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！／ Renta! 殿堂入り
『華闇の褥』の粧妃先生最新作】上流階級の闇に潜む悪事…。正義の裁きを下せるのは元軍

人の「美しき死神」ただ一人！　京都屈指の名家の未亡人主催の晩餐会に招待された美貌の
弁護士“沖田忠男”。そこで会った医学部教授の懊悩とは……!?

「私とヒロヤは結婚の約束しているの」寛哉の一族のブランド専属モデルのリアーナからファ
ッションショーモデル辞退を迫られた閃。タイミングよく現れた寛哉の両親とついに初対面！　

「寛哉をガラスの世界から出してくれてありがとう」と言われる。そしてファッションショーで
着用する不思議の国のアリス衣装に仕掛けをすることを提案した閃は⸺!?

【『ハマデカ』第6～10話＋描き下ろし番外編「ハッピーエンドの続きをあなたと」16ページ収
録。大満足の完全版・下巻 !!】「俺たち、やっぱり運命の番なんですね」突然の署長の発情を辛
くもやり過ごした健人、オメガである自分の浅ましさを嫌悪し涙する署長。しかし、署長の部
屋には健人への想いあふれるオメガの巣作りがされていて⸺!?　ワンコ系α巡査部長×ツ
ンデレ美人Ω署長が巻き起こす、ご当地警察オメガバース★

オメガの俺が、政略結婚 !? 4　
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. 5
生命に至る者 3　粧妃［漫画］／葉月［原作］

すべては音が知っている 11
御萩もち［漫画］／十月凪［［原作］

ハマデカ  完全版・下巻【番外編16P 収録】

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］

¥200

¥200

¥200

¥800

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

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売

オリジナル

オリジナル

支援要請を受け、那覇基地の南西航空音楽隊に臨時勤務することになった佳音。那覇に異
動となっていた渡会は、佳音との再会を喜び、張り切って基地内を案内をしてくれる。しかし、
渡会に恋する女性隊員・清水士長の目が気になってしまい、佳音の態度はぎこちないものに。
恋愛に関して相変わらず鈍い佳音だけど、隊長室に置かれた大きなダルマの謎に気付いてし
まう……!?

研修という名目で石垣島の診療所を訪れた亜月は、医師の芦萱から研修医と間違われてし
まう。誤解は解けたものの、芦萱の往診に付き添い島内の患者の元を巡ることに。飄々とし
ていて掴みどころがない芦萱に自分との共通点があるように思えないが、患者に寄り添う真
摯な態度に、次第に尊敬の念を抱くようになる。一方で、様々な病に苦しむ患者と接し、「人」
と「あやかし」の境界が分からなくなり……。

碧空のカノン 14　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 8 【特典ペーパー付】

永緒ウカ［漫画］／藤山素心［原作］

12月2日

12月2日

コミック

コミック

¥200

¥200



舞台やドラマで幅広く活躍する美女軍団・ゼロイチファミリアの超新星女優が初めてのデジタ
ル写真集をリリース！　「一度も実年齢を当てられたことがない」と語るスーパー童顔小動物
系美女が魅せる初めての水着姿。弾けるような笑顔からドキリとする大人っぽい横顔まで驚
異的なポテンシャルの高さ。「理想の妹」をテーマに、キラキラが詰まった一冊となりました！

Platinum FLASHデジタル写真集　遥りさ　はじまりの予感
遥りさ／カノウリョウマ［撮影］

日本橋に現れた、誰より走るのが早い若侍。見世物好きの江戸者を当て込み、吉原を舞台に
走り合いの勝負を行う話が出るが、過去の怪しい若侍の正体を会所は調べることに。一方、
吉原の大籬三浦屋で人気の振袖新造が騒動を起こし、裏同心幹次郎にも罠が忍び寄る。新
造の陥る悲劇とは。そして、謎の俊足の侍が、吉原と江戸の町を大興奮の渦に巻き込むこと
に⸺。

2022年に上梓した『ライブ配信で1億円稼いだ話』（幻冬舎）が話題を呼んだ福岡みなみ。タ
レント業だけでなく、経営者としても活動している彼女が、1年ぶりのグラビア復帰を果たし
た。ホテルのスイートルームで過ごす時間を切り撮った本作。黒のドレス姿や、レースのラン
ジェリー姿を披露している。バスルームのシーンでは、泡に包まれた無邪気な笑顔が眩しい。
女性ファンからの支持が厚い、“磨き抜かれたカラダ”に注目だ。

2022年に上梓した『ライブ配信で1億円稼いだ話』（幻冬舎）が話題を呼んだ福岡みなみ。タ
レント業だけでなく、経営者としても活動をしている彼女が、本作で1年ぶりのグラビア復帰を
果たした。室内のシーンでは、シーツだけを身にまとい、美しい背中のラインを披露したカッ
トを収録。海辺ではシースルーのドレスを着用、リラックスした素の表情を見せている。女性
ファンからの支持が厚い、“磨き抜かれたカラダ”に注目だ。

夜桜　決定版
吉原裏同心（17）　佐伯泰英

FLASHデジタル写真集　福岡みなみ　Temptation
福岡みなみ／山田涼香［撮影］

FLASHデジタル写真集　福岡みなみ　Sensation
福岡みなみ／山田涼香［撮影］

12月13日

12月6日

12月6日

12月6日

4334794149

¥700

¥1500

¥1500

¥1000

光文社文庫

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

同日発売

オリジナル

オリジナル

オリジナル

【第6～10話＋描き下ろし番外編「優秀な同期の裏の顔」「ハッピーエンドの向こう側」「原田課
長の愉快な時間」合計23ページ収録。大満足の完全版・下巻 !!】「アイツは便利な部下！　公
私に渡ってコキ使ってるだけ！」真剣な牧瀬の想いにほだされ、ついに一線を越えてしまった
青野課長。牧瀬への気持ちに戸惑って照れ隠しで出た暴言を牧瀬に聞かれて⸺!?　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 ♪

バツイチ課長と恋する王子  完全版・下巻【番外編23P 収録】　
鹿嶋イソベ［漫画］／藤吉めぐみ［原作］

【第6～10話＋描き下ろし番外編「きっと運命の恋だから」「初めまして」合計22ページ収録。
大満足の完全版・下巻 !!】「花梨、俺と一緒に堕ちてよ」偶然再会した幼なじみの晴の異変、そ
れは養護施設から引き取られた家での悲しすぎる過去のせいだった……。唯一の救いだった
先生にも裏切られて自暴自棄になった晴を、同じオメガとしてなんとか力づけようとする花
梨。しかし、運命の辛さに荒れ狂う晴は花梨にまで牙を剥いてきて⸺!

うそつきオメガと溺愛アルファ  完全版・下巻【番外編22P 収録】　
市依コウ［漫画］／浅倉なはる［原作］

¥800

¥800

コミック

コミック

オリジナル

オリジナル

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売

12月2日
Renta! のみ

他書店2023/1/6発売



入社当日、私の前に現れた部長は身長3センチほどしかなかった。ハンデをものともせず、バ
リバリ仕事をこなしているように見えたのだが……。（「一寸上司」）　物々交換のプロ集団た
ちの会社。彼らは日夜、クライアントの目的の物を手に入れるべく、あの手この手で奮闘して
いた。（「わらしべエージェンシー」）　なじみ深い昔ばなしを鮮やかに生まれ変わらせた12
編。

僕は何か尊いものを見ている気がした⸺。昭和38年、京都祇園。東京の大学生、津田雅彦
は花模様の浴衣姿で一心不乱に祈る女性と出会う。輝く眸（ひとみ）に心を奪われ、若者は恋
に落ちる。容姿も芸技も随一と評判の舞妓、真祇乃。やがて彼女も雅彦に想いを寄せていく。
逢瀬を重ね、恋情を育む二人だったが……。許されぬ恋に身を焦がす、歓喜と悲哀の名作。

おとぎカンパニー　日本昔ばなし編
田丸雅智

志賀越みち
伊集院静

12月13日

12月13日

433479453X

4334794564

¥900

¥650

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売

守護である土岐頼芸を討たんとする蝮の異名をもつ斎藤道三。そのもとに土岐一族の重鎮
の首を持参したという十兵衛なる侍が現れるのだが……。秘められた因縁に驚愕必至の「因
果の籤」ほか、毛利元就、竹中半兵衛ら名だたる軍師たちの運命を決定づけた二十四時間。
応仁の乱から関ヶ原の合戦へ⸺戦乱の時代を貫く因果を、大胆な歴史解釈と緻密な構成
で活写する全八編！

戦国十二刻　始まりのとき
木下昌輝

〈超常気象〉⸺果たして耳慣れない単語と思われるでしょうか？　異常高温、異常低温。文
明がもたらしてしまった地球温暖化。気象災害の規模も大きくなってきました。ならば、「異常
気象」すらも異化するほどの〈超常気象〉をイメージすることも、このような時代を生き抜くた
めには意義があることではないでしょうか。あるいは、私たちは〈超常気象〉のただなかにい
るのかもしれません。（編集序文より）

超常気象
異形コレクションLIV　井上雅彦［監修］

刑事をクビになり、妻に三行半をつきつけられた「わたし」は、新宿の裏通りで探偵事務所を
開業している。といっても滅多に客はなく、友人の弁護士が持ち込む事件の調査で糊口を凌
いでいる。そして、もう一人の心強い味方が銀座にあるバー“三番館”の達磨顔のバーテンダ
ー。カクテルは下手だが推理力は抜群、少ないデータで真犯人をピタリと言い当てる安楽椅
子探偵だ！

竜王氏の不吉な旅
鮎川哲也「三番館」全集　第1巻　鮎川哲也

12月13日

12月13日

12月13日

4334794572

4334794580

4334794599

¥1100

¥1100

¥700

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売

同日発売

早朝の浅草寺で、廓の用心棒幹次郎は血の臭いをまとうふたりの男とすれ違う。質商小川
屋の一家総勢七人を惨殺したと思われるふたりは、江戸の町から消え去ったかに思われた
が……。さらに、人気絶頂の花魁・薄墨太夫を狙う謎の「眼」に気づく幹次郎。その正体を追
ううち、薄墨こと加門麻の隠された過去に触れることになる。悪を相手に、幹次郎の怒りの
秘剣が翻る。

無宿　決定版
吉原裏同心（18）　佐伯泰英

12月13日

4334794157

¥700

光文社文庫

同日発売



浅草山之宿町の旅籠〈雪月花〉のある〈せせらぎ通り〉で白金の百姓が殺された。雪月花に宿
泊する予定の客だった。その後も、同じ通りで続く殺人に、雪月花の女将・里緒をはじめ普段
は観光客で賑わう通りの店や人々は怯える。里緒と懇意の南町奉行所定町廻り同心・山川隼
人は、事件の背後に隠れている真相に辿りつけるか。「雪月花」シリーズ、思わず一気読みの
第四弾。

狩るものと、狩られるもの⸺〈狩り〉に纏わる物語。今の季節に相応しいかもしれません。
狩り、ハンティング、ハンター。狩人……。これらの言葉は、まさに人類の遠い営みを彷彿さ
せます。今回も、多種多様。秘境とも言える物語の領域から集めた異形たちが、読者（ハンタ
ー）の追跡を待っています。探求（ハント）してください。物語の森の奥へ。皆様じしんの心の
奥へ。それでは、狩猟解禁です。

くれないの姫
はたご雪月花（四）　有馬美季子

狩りの季節
異形コレクションLII　井上雅彦［監修］

12月13日

12月13日

4334794610

4334792715

¥650

¥1000

光文社文庫

光文社文庫

もう一度「あの人」に巡り逢ったとき、二人の間には何が芽生えるのか。初恋の人、別れてしま
った最愛の恋人……。時を経て、二人が再び出逢って思いもかけないドラマが始まる。『ブラ
ッディ・マンデイ』『金田一少年の事件簿』『神の雫』をはじめ、ヒット作多数の漫画原作者が、
初めて本名で発表した恋愛小説集。『女性自身』で連載された3編を含む「4つの愛の物語」。

リインカーネイション
恋愛輪廻　樹林伸

贈り物？　異能力？　あらゆるギフトを巡る物語。「賢者の贈り物」「眠れる森の美女」映画『ギ
フト』……　《贈りもの》にはドラマを創る力があります。それは時として、怖ろしいドラマも与
えてくれます。現代の異能力にも、《ギフト》という暗喩が、実によく似合います。慶ばしいこと
に私たちはこの宵闇色の四角い「非日常」をお贈りできる運びとなりました。愉しんでいただ
けますれば、幸甚で御座います。（編集序文より）

ギフト
異形コレクションLIII　井上雅彦［監修］

12月13日

12月13日

4334793460

4334747299

¥1000

¥500

光文社文庫

光文社文庫

高等教育の古文・漢文不要論が唱えられる今、古典は本当に必要なのか。日本において古典
が成立した経緯を辿りながら、そもそも「古典」とは何かを考える。一般社会通念としての「古
典」とは、歴史の中で他者の視線に耐え抜いた書物を指すことが支配的であるが、本書では、
本来の「古典」には明確な基準があったことを明らかにする。「古典の日本史」を踏まえつつ、
日本人にとっての「古典」や「教養」のあり方を問う一冊。

古典と日本人　
「古典的公共圏」の栄光と没落　前田雅之

12月14日

4334046401

¥900

光文社新書

同日発売

松の廊下の刃傷沙汰を題材に山村座が真っ先に芝居を掛ける。しかし、千秋楽まであと少し
のところで幕府から上演を止めさせられ、作者の伊勢貞九郎は、日本橋川で土左衛門となっ
て発見される。奉行所は上演取り止めを苦にした自殺とするが、貞九郎と面識のあった宝井
其角はどうも納得がいかない……。俳諧師・其角の視点から描く忠臣蔵異聞第三弾。

暁
あかつき

の雹
ひょう

其角忠臣蔵異聞　小杉健治
12月13日

4334794602

¥650

光文社文庫

同日発売

同日発売



映像化不可能 !?　“社会の窓”の向こうを描く全く新しい医療ミステリーが誕生。御子柴記念
病院の泌尿器科医・鮎川のもとには今日も多くの患者が訪れる。中には、羞恥心から嘘をつ
いたり、人に言えない秘密を抱えている人も多く……。泌尿器科ならでは多様な謎に真摯に
向き合う鮎川。元ヤンキーの看護師長、忍者のようなソーシャルワーカー、美容家顔負けの皮
膚科医、同期の救急科医など心強い仲間と一緒に病と事件の早期解決に挑む

名探偵外来
泌尿器科医の事件簿　似鳥鶏

日本人のメンタルヘルスの問題は深刻だ。周りに助けてくれる人がいなくて相談できず、精神
科へは怖くて行けないと思い悩み、日々苦しんでいる。アニメ、ゲーム、漫画、小説といったス
トーリーを語る作品によって、誰でも気軽に心をケアすることは可能だろうか。イタリア人オ
タク精神科医が精神医学や臨床心理学の知見をベースに、日本のアニメ文化を融合させた
独自の物語療法である「アニメ療法」を提唱する。

「無敵のグラドル」と呼ばれ、数々の雑誌の表紙を飾るなど大人気の高崎かなみ。ドラマの主
演に抜擢され、ハードな撮影の日々を過ごす彼女だったが、ある日、水着姿のまま連れ去ら
れる事件が発生 !?　どこかも分からず連れてこられた部屋から脱出を試みる中、助けに来た
のは愛猫のウユだった⸺。艷やかなランジェリーカットも含む計107ページにわたる大ボリ
ューム！　どこか儚げななかにも、凛とした美しさは健在。

アニメ療
セ ラ ピ ー

法　
心をケアするエンターテインメント　パントー・フランチェスコ

FLASHデジタル写真集　高崎かなみ　Escape
高崎かなみ／塚田亮平［撮影］

12月14日

12月20日

12月21日

4334046428

4334915027

¥880

¥1500

¥1600

光文社新書

FLASH 写真集

四六判文芸書

同日発売

オリジナル

同日発売

食パンをくわえて走ってくる遅刻少女。「お客様の中にお医者様はいらっしゃいませんか？」と
いう緊急アナウンス。サスペンスドラマで、容疑者が告白する崖。一冊の本を取ろうと本棚に
手を伸ばしたら、偶然男女の手が⸺誰もがどこかで聞いたことのある“ベタなシチュエーシ
ョン”を、現代ショートショートの名手・田丸雅智が大胆にアレンジ！　物語は、「あるある」な
シチュエーションから予想外の結末へと変貌を遂げる。

遅刻する食パン少女　
おとぎカンパニー　田丸雅智

阿茶…長久手の戦いで家康が勝利するまでの24時間。ガラシャ…父光秀の死の真相に近づ
くまでの24時間。諏訪花…高遠城を脱出するまでの24時間。賛姫…吉川元春との婚約成立
までの24時間。ジュリア…大友軍壊滅までの24時間。義姫…伊達家と最上家が和睦するま
での24時間。千代…織田信孝が母を犠牲にするまでの24時間。歴史の大事に至るまでの一
日を濃密に描く時代小説の新機軸。戦国の世に翻弄された七人の女性たちに迫る短編集。

戦国十二刻　女人阿修羅　
木下昌輝

12月21日

4334915078

¥1600

四六判文芸書

同日発売

12月21日

433491506X

¥1600

四六判文芸書

同日発売

急速に進む少子化にもかかわらず、日本の受験戦争は過熱している。また苛烈を極める中学
受験を避けるため、主に都心部で小学校受験を検討する親も増えている。一方、極端な早期
選別は格差の拡大や階層の固定化を促進するという見方もある。小学校受験について多面
的な研究を続ける教育学者が、私立・国立小学校受験の現状を、当事者の声も交え具体的か
つリアルに報告。多様化する受験の実際や問題点、評価すべき点などを伝える。

小学校受験　
現代日本の「教育する家族」　望月由起

12月14日

433404641X

¥1000

光文社新書

同日発売



仕事がうまくいかない。病気がつらい。勉強が手につかない。人間関係に翻弄される。人生
にゆき暮れることは誰にもある。そんなときは静かに目を閉じ沈黙してみよう。いつのまにか
問題を解消してくれる。でも、沈黙は無言になることではない。大切なことは、いつも沈黙の
なかで起きてきたはず。それは、沈黙こそが唯一、存在に触れる態度だからだ。存在倫理の
新しい地平を拓く、深く静かな論考。（発行：夕日書房　発売：光文社）

沈黙を生きる哲学　
古東哲明

12月21日

4334990142

¥1800

ノンフィクション

同日発売

「4歳の娘たちに、 私の死をどう伝えたらいいですか？」。みどりさん、32歳。病名はスキルス胃
がん。ステージ4。双子の娘はまだ４歳。がんと診断され、最期を迎えるまでに、母親と家族
は、何をどう選択したのか。何に悩み、どう生きたのか。そして、母親が娘たちに残した2冊の
ノートには、何が書かれていたのか。朝日新聞記者が緻密な取材で明らかにする、患者、家
族、医療者の物語。朝日新聞「患者を生きる」で話題に！

「部屋の空気量を多くする」「収納計画表で片づけのリハーサルをする」「ふだん使っていない
“8割のモノ”に注目する」「モノを手放す時は“ゆるします”と3回口にする」……。きれいなお
部屋は、「この世で一番大切な人＝自分」へのプレゼント。お部屋づくりで1万人超の人生を
変えてきた著者が、心理学に基づく再現性のある片づけ法則を大公開します！

芸にかける情熱、名だたる落語家を輩出した師匠としての側面、談志亡きあと変容していく
立川流への憂い……。「家元（談志）が生きていたらどんな批評をするだろう」。落語好きの青
年として出会い、不世出の名人・立川談志に請われ、立川流の顧問を務め、談志亡きあとの
立川流と落語会を見つめる、渾身の回顧録。

2冊のだいすきノート
32歳、がんで旅立ったママが、4歳の双子に残した笑顔と言葉　田村建二

望み通りの人生を手に入れる　片づけ大全
山田ヒロミ

いまも談志の夢をみる
落語立川流、家元と顧問の五十年　吉川潮

4334953492

4334953514

4334953476

¥1400

¥1400

¥1600

12月21日

12月21日

12月21日

ノンフィクション

ノンフィクション

ノンフィクション

同日発売

同日発売

同日発売

まったく新しい視点「バイブス」を基準に日本列島を見直していく、日本再発見の書。この世
界をもっと楽しむためのリテラシーを身につけて「日本観」を覆し、もっと日本を好きになる。
土地や場所についての新しい視点を己の中にインストールするためのガイド。「構想から３年
以上。気づけばなんと、日本を3周。47都道府県を歩いて、感じて、考えて、見えてきたこと、す
べてを余すところなく書きました」―yuji

日本　
yuji

433495345X

¥2300

12月21日

ノンフィクション

同日発売

徹底的に工夫をこらした“仕込み5分”。みじん切りすらほぼなしで旨味たっぷりのご馳走が完
成。フレンチや和食、中華、エスニックもお店レベルに作れます。そんなおいしい話ある？　と
言われますが、料理教室には働く女性、男性も多数。初心者も「これならできる」と再現性の
高いこと！　仕込み5分→ほっとくだけの煮込み、オーブン料理、スイーツまで多数。一目でわ
かるビジュアルレシピはまるで料理教室を俯瞰で見ているよう！

仕込み5分でフレンチも和食も！　
世界一美味しい“まいにちご馳走”レシピ　野口真紀

12月21日

4334953395

¥1500

ノンフィクション

同日発売



とっくに死んだはずの人物の遺伝子が、殺人事件現場から発見されたら!?　遺伝子治療や体
細胞移植を手がける最先端医療企業・S

ソ ー モ ン

OMONグループ。その中枢を担う宗
そう

門
もん

家
け

で、顔と手
足が焼かれた女性の死体が発見された。現場のDNA 鑑定が示したのは、“死者の甦り”とい
う肯

うなず

きがたい事実だった──。読者を謎の迷宮へ誘う本格推理の真骨頂！

if の迷宮
柄刀一

室
むろ

戸
と

沖
おき

千メートルの深海で男の他殺体が発見された。被害者は、日本中が注目する縄文遺
跡“高千穂ポンペイ”の発掘主任。発掘現場には当初、産廃処理施設の建設が予定されてい
たことから、その方面でのトラブルが殺人の動機と疑われるが……。一方、遺跡からも説明の
つかない不可思議な発見が──。現代の謎

ミステリ

と古代の謎
ミステリ

が交錯する、壮大な“魂の物語”！

4000年のアリバイ回廊　
柄刀一

3000年前の密室殺人事件 !?　密室状態の洞窟で発見された縄文人男性のミイラは、背中に
石
せき

斧
ふ

を突きたてられ、右腕を切断されていた。──サイモンと命名された彼は、学界に新た
な発見と論争をもたらすが……。今度はサイモンの発見者が行方をくらます事件が起きる！　
作家的想像力を無限に広げ、壮大な物語を紡いだ著者のデビュー作。本格推理の一到達点！

3000年の密室　
柄刀一

4334732887

4334733743

4334734693

¥600

¥700

¥800

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

12月23日

12月23日

12月23日

アテナイ出身の軍人・文筆家クセノフォンが、師であるソクラテスの日々の姿を自らの見聞に
忠実に記した追想録。師への告発に対する反論と、徳、友人、教育、リーダーシップなどにつ
いて哲学するソクラテスを、同世代で同門のプラトンとは異なる視点で描いた、もうひとつの

「ソクラテスの対話」。対話篇のソクラテスは相手を問い詰めてちょっとおっかない感じがしま
すが、ここでは教育者としての師の姿が描かれています。

ソクラテスの思い出　
クセノフォン／相澤康隆［訳］

12月23日

4334754708

¥1100

古典新訳文庫

元近衛竜騎兵のフィリップは、酒や賭博に興じ、勤め先や家族の金を使い込んだ挙げ句、軍
の謀議に関与して収監される始末。息子を溺愛する母は、釈放に必要な金を工面しようと実
家の兄に援助を求めるが、そこでは美貌の家政婦とその恋人が家長を篭絡して実権を握って
いたのだった……。

ラブイユーズ　
バルザック／國分俊宏［訳］

インド北部に生まれた王子は、人の苦しみを乗り越える道を探るべく、29歳で裕福な生活を
捨て、修行の旅に出る。そして6年ののちに「目覚めた人」すなわちブッダとなると、残りの生
涯を説法に捧げた。人々の質問に答え、有力者を教え諭すブッダのひたむきさが、いま鮮やか
に蘇る。

スッタニパータ　
ブッダの言葉　今枝由郎［訳］

12月23日

12月23日

4334754597

4334754694

¥1120

¥1600

古典新訳文庫

古典新訳文庫



扉を開けるとオジギソウが挨拶をしてくれる、花いっぱいの喫茶店。美しくミステリアスな店
マ マ

主
とその娘が、悩める客の持ち込む不可解な謎を、鮮やかに解き明かしてゆく。遠隔殺人、見え
ない密室、同時に4つの場所に出現した男……不可能を可能にする驚愕のトリックとは？　さ
らに最終章では、とんでもない大仕掛けが明らかに⸺。柄刀マジックの真骨頂！

怜悧な頭脳とシャープな風貌。そして、毒を含んだ皮肉な発言。車椅子の名探偵「熊ん蜂」こ
と熊

くま

谷
がい

斗
と

志
し

八
や

が、女性介護福祉士をワトソン役に、周囲で起きる不可思議な事件を推理する。
障害者の抱えるさまざまな問題を背景に、やさしい視線と堅牢な論理が交錯する「柄刀本格」
の白眉ともいうべき傑作連作集。著者が挑んだ最大の謎は、生きていることの、この奇跡だ！

シクラメンと、見えない密室
柄刀一

レイニー・レイニー・ブルー
柄刀一

被害者は密室にいながらにして矢で殺され、あるいは自らが描いた絵の中で溺れ死ぬ……。
犯人は密室に閉じこめられたまま殺人を犯し、足跡を残さずに雪道を歩く……。奇想天外な
謎の数々を、名探偵の宿命を受け継ぐ者が、鮮やかに解決してゆく。前代未聞のトリック、水
も漏らさぬロジック、衝撃的なラスト⸺本格推理小説の奇跡的到達点がここにある！

O
オ ズ

Z の迷宮　
柄刀一

英国・シャーロック・ホームズ・ソサエティーに、世界有数の財閥から招待状が届いた。ある孤
島の館で盛大なクイズ・イベントを行う。与えられた謎を解いた者には、巨額の賞金が出ると
いうのだ。ところが参加した女性メンバーたちを待っていたのは、現実の、あまりにも奇怪な
殺人事件の数々だった！　驚愕の大トリック！　奇想とロマン溢れる本格推理の傑作。

マスグレイヴ館
やかた

の島　
柄刀一

紅茶を深く愛する科学者、宇佐見 護
まもる

博士の前に、突然、人語を話す白猫が現れた。博士の時
空を超える旅の始まりだった！　2億年前の地球ではノアの方

はこぶね

舟に乗り、銀河鉄道で星空を巡
る……そこで出合う謎の数々を、博士が解き明かしてゆく。美しき幻

ファンタジー

想と、卓越した論
ロジック

理の奇
跡的な結婚！　作家、評論家から絶賛を浴びた、詩情あふれる連作ミステリ！

アリア系銀河鉄道
三月宇佐見のお茶の会　柄刀一

実業家・加
か

瀬
せ

恭
きょう

治
じ

郎
ろう

が、焼死体で発見された。刺殺された上に、部屋に火をつけられたの
だ。6年前には、加瀬の妻が殺され、未解決となっていた。ふたつの事件は繋

つな

がっているのか
!?　死体の傍らに落ちていた鍵、焼け跡から見つかった「もう一本のナイフ」……バラバラに
見えた手がかりがひとつに収

しゅう

束
そく

するとき、驚愕の真相が──。名探偵・南
みなみ

美
み

希
き

風
かぜ

の鮮やかな
推理！

火
ア グ ニ

の神の熱い夏　
柄刀一

4334736610

4334737579

4334738923

4334740596

4334741509

4334742696

¥600

¥400

¥700

¥700

¥600

¥700

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

光文社文庫

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日



6歳の真子のもとに、ある日子猫がやってくる。みゃーと名付けられた子猫は、しきりと人間に
話しかけてくる。話すことが苦手だった真子は、みゃーとの会話を大切にしながら成長してい
った。だが真子が大学に進学したときから、その関係に変化が……。（「ネコの時間」）　精一
杯繋がろうとする人と猫。幸せも哀しみも、猫からもらったたくさんの想いが胸を熱くする感
動の7編。

猫の時間
柄刀一

4334772404

¥650

光文社文庫

12月23日

結婚相手が松坂姓だったため、思いがけずも某有名女優と同じ名前になってしまった慶子さ
ん。筋金入りの推理好きで、実際の事件でもその能力は抜群。睡眠発作という持病と幼い息
子・大輔を抱える彼女が、少し風変わりなシャーロッキアン仲間とともに、不思議な事件の意
外な真相を解き明かす。希代のトリックメーカー・柄刀一による極上のライトミステリー連作
集。

翼のある依頼人
慶子さんとお仲間探偵団　柄刀一

ドラゴンに踏みつぶされた惨死体。5年前に密閉された小屋から発見された白骨。ユニコー
ンに突かれ、ペガサスに落とされた兄弟。生命を再生し若返らせる館……。幻獣たちが跳梁
し、奇蹟が現実のものとなる奇々怪々の事件に、“世界の伝説と奇観”を取材するフリーカメ
ラマン南美希風が挑む。幻想と論理が融合する柄刀ミステリーの真骨頂！

ペガサスと一角獣薬局　
柄刀一

昭和最後の夏に、札幌で起きた密室連続殺人事件。それは、伝説的な奇術師・吝一郎の復
帰公演が発端だった。吝家を覆う殺意の霧の中に浮かぶ忌まわしき宿縁⸺。妖艶にして華
麗、絢爛という言葉さえ似合う不可能犯罪の連鎖に、若き推理の天才・南美希風が挑む。瞠
目せよ！　そして驚愕せよ！　奇跡を現出して、読者を魅了する本格の旗手が放つ渾身の巨編
1800枚！

密室キングダム　
柄刀一

完全な密室の中で、二つの銃殺死体とともに発見された浜坂憲也。犯人は、浜坂以外にあり
得ない絶体絶命の状況下、しかし、彼は冤罪を主張する。求刑の時が迫るなか、旧友・南美希
風は、浜坂の無実の証明に乗り出すが、美希風自身に、真犯人の魔の手が及ぶ。繊細精緻な
本格ロジックに、新しい社会派と呼ぶべき「法の精神」を盛り込んだ、胸に迫る感動のミステ
リー！

f の魔弾
柄刀一

宇佐見護博士は、サンフランシスコ近郊の研究所に勤める博物学者。紅茶を飲みながら思索
を巡らし、ときに幻想の旅に出る。M・C・エッシャーの絵画が現実化した街へ。シュレディンガ
ーの猫の生死の境へ。未だ書かれぬ空白の物語の中へ。そして、神に見捨てられた牢獄へ。

「世界」という名のこの檻の謎に迫る、孤高かつ挑戦的な「本格」論理の美しさを見よ！

ゴーレムの檻　
三月宇佐見のお茶の会　柄刀一

4334743641

4334743943

4334747108

4334749445

4334767559

¥650

¥700

¥1600

¥750

¥800

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

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日



武藤類子は明峰寺学園高校の二年生。剣道部のエースにして、学園の有名人だ。自身の才
覚もさることながら、彼女は天才囲碁棋士・牧場智久の恋人であり、カリスマ的な人気を誇る
ミュージシャン・速水果月の想い人なのだ。そんな彼女が遭遇する三つの不思議な事件を、
智久が鮮やかな推理で解き明かしてゆく。ユーモアと魅力的な謎に彩られた連作本格ミステ
リ！

せつないいきもの　
牧場智久の雑役　竹本健治

433477508X

¥600

12月23日

光文社文庫

インドの古代遺跡で火災が発生。死者も出たこの事故で、牧場典子は、幸運にも逃げ出すこ
とができた｡「体を屈めながら走るんだ」という謎の声に従って……。次々に事件が起こった。
六本木の路上での殺人、巣鴨での質屋の女主人の失踪⸺。一見関連性のない、不可思議
な事件の真相は、一体どこにあるのか？　天才囲碁棋士・牧場智久シリーズ！

風刃迷宮　
竹本健治

会津地方一の名家・四条家で惨劇が起きた！　⸺17歳で史上最年少の囲碁・本因坊となっ
た牧場智久たちが、四条家に招かれた翌朝だった。蔵の白壁に首なしのバラバラ死体が埋
め込まれていたのだ。さらに翌日、蔵の中に、狂女の面をかぶった長女・石蕗の惨殺死体が！　
村に伝わる陰惨な言い伝えどおりに起きた連続殺人　⸺鬼才が放つ、本格推理の力作！

凶区の爪　
竹本健治

連日の異常気象、多発する少女誘拐未遂事件……と、不穏な空気が漂う東京都世田谷区。
ある日、パソコン売場のモニターに「悪魔の警告 !!」から始まる予告文めいた怪文書が現われ
た。翌日、若き天才囲碁棋士・牧場智久の対局相手・桃井四段が失踪。さらに、「十二歳」の
少女たちが次々と殺されて!?　牧場智久 & 武藤類子コンビの推理やいかに。驚愕の本格推
理！

妖霧の舌
竹本健治

深い森に囲まれた北海道函館近郊の美しい学園・星辰女子学園で惨劇が起きた！　2年生の
朝倉麻耶が水死体で発見されたのだ。さらに、麻耶の死んだ沼の岩に『罪ハ血デ贖ヘ』の血文
字が……。学園のマドンナ的存在だった彼女に何が!?　悪魔と戯れる少女たちの密儀とは？　
連続殺人に挑む天才少年・牧場智久と女子高生・武藤類子。鬼才・竹本健治の意欲作！

緑衣の牙
竹本健治

津島海人は明蜂寺学園高校一年生。憧れの先輩・武藤類子とともに、学内で続発する怪事件
に立ち向かう！　……のだが、自らが疑われたり的外れな推理をしたり、と失敗ばかり。そこ
に登場するのが、端正な美貌と天才的頭脳を持つ名探偵・牧場智久だ。しかも類子先輩の友
達だという。海人は、恋敵に闘志を燃やすが……。ユーモラスで痛快！　学園本格ミステリの
傑作。

狂い咲く薔薇を君に　
牧場智久の雑役　竹本健治

433472003X

4334721834

4334725627

4334732895

4334746292

¥500

¥440

¥500

¥550

¥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

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日



「魔進戦隊キラメイジャー」出演後、「TOKYO MER」など俳優業はもちろん、「ポップUP!」出
演や「with」のレギュラーモデルなど大活躍中の工藤美桜。ブレイク中の成長を感じることの
できる今作は、夏休みをテーマに撮影。水着姿でプールや海ではしゃぐ可愛らしい一面はも
ちろん、柔らかな表情のセクシーな部屋着や遊び疲れてベッドでくつろぐシーンまで……。計
6衣装、107ページのボリュームで等身大の彼女を感じることができる。

【電子版限定107ページ】FLASHデジタル写真集　工藤美桜　秘密の夏休み
工藤美桜／中山雅文［撮影］

『Ranzuki』専属モデルとして活躍する山本姫香のギャル水着グラビア写真集！　白ギャル系の
“バンドゥビキニ”、胸元のデザインがキュートな、元気系イエローの“フロントリングビキニ”、
大人な“アシンメトリービキニ”、清楚さとギャル味をMIXした“クロシェワンピース水着”、ちょ
っぴり勝ち気な“デニムビキニ”の5種類のほか、のんびりお部屋スタイルな“コットンランジェ
リー”姿も収録の70ページ！

Platinum FLASHデジタル写真集　山本姫香　ALWAYS BE HONEST WITH YOURSELF.
山本姫香／石塚雅人［撮影］

自分が銃で狙われているという恐怖は凄まじく、パニックに襲われそうになるのを、かろうじ
て耐えている。冷静な判断力をうしなえば、死ぬしかない。貴志はまだ27歳になったばかり
だというのに、もう何人もの人間を殺している、プロの殺し屋なのだ。　殺し屋の孤独な焦燥
を描き尽くすサスペンス・アクションの力作！

殺人契約　
殺し屋・貴志　山田正紀

栗谷村の村おこしマラソン大会の最中、忽然とランナー13人が消えた！　戦国時代の山城・
十三曲坂を使った10キロのコースは、途中で抜け出ることのできない、いわば大密室……。
後日、消えたランナーの一人が、木に突き刺さった無惨な姿で発見された。奇妙なことに、こ
の一連の出来事が、150年前の古文書に書かれていた!?　奇才が挑んだ空前のトリック！

蜃気楼・13の殺人
山田正紀

7軒がひしめくラーメン横町で、料理評論家の田岡が殺害された。その日、全店を取材する
予定だった彼は、奇妙なダイイング・メッセージを残していた……。死の間際、ある店ではト
ッピングのみを口にし、ある店では一口も食べなかったりと、不可解な行動をとっていたと
いうが……。（「麺とスープと殺人と」）新聞配達員にして名探偵。美少女探偵の華麗なる推
理4編。

風
ふ う

水
す い

火
か

那
な

子
こ

の冒険
山田正紀

圧倒的なスタイルと96センチのHカップバストの持ち主である小宵こなんの迫力満点のへア
ヌードが堪能できる作品。昼下がり、木漏れ日降り注ぐなか青や白のランジェリーを脱ぎ捨て、
一糸まとわぬ姿を披露。最大の見せ場はスタイルが良い人しか着こなせないコルセット衣装。

「多いときは週5でパーソナルジムに通って体づくりをしていた」というストイックな彼女の唯
一無二のプロポーションを味わえる、大満足の101Pとなっている。

FLASHデジタル写真集 R　小宵こなん　とろふわ H 乳ヌード
小宵こなん／西田幸樹［撮影］

4334700896

4334733921

4334740979

¥600

¥500

¥500

¥1100

¥1500

¥1500

光文社文庫

光文社文庫

光文社文庫

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

12月23日

12月23日

12月23日

12月23日

12月27日

12月27日

オリジナル

オリジナル

オリジナル



夏真っ盛り。お母さんにおつかいを頼まれた梨々子は、久しぶりに叔父である龍二のお花屋
さんへと向かう。覚えている景色とは違うお店までの道のり。自分の周りが刻々と変わってい
くことに、梨々子は一抹の不安を覚えて……。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 11
林史也

『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⸺。ある秋の日に山菜採りに出かけたシェアハウスメンバーたち。
道に迷ったユキは不思議な女の子に出会う。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 9　
松ノひろし

『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22
話。

大塚コンシェルジュ 22　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

無事に祖父のお墓に着いた啓太と歩。手を合わせる二人の後ろから声を掛けてきたのは
……啓太の祖父だった。二人は啓太の状況を伝え、さらに祖父に問う。啓太はなぜ祖父が
死んだと聞かされていたのか？啓太はなぜ母に置いて行かれ、そして再び一緒に暮らすこと
になったのか？罪悪感を覚える祖父は啓太に謝り、「じいちゃんと暮らそう」と提案する。母
親から離れ、啓太は新しい居場所での生活を始めることになるのか⸺。

死にたがりだが腹は鳴る 9
あばたえくぼ

『もみもみフィーバー～冷徹主任は R18マッサージでトロける～』第1～4話を収録した完全
版！　冷徹と社員から怖がられている雀野は、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、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 完全版1 【特典ペーパー付】　
冷徹主任はR18マッサージでトロける　のの字

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14話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】14　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］

12月30日

12月30日

12月30日

12月30日

12月30日

¥50

¥100

¥100

¥100

¥700

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

¥200

コミック

オリジナル

12月30日
コミックシーモアのみ
他書店2023/2/3発売



『最後までシたいんです！～大嫌いなアイツの凄テクで失神 !? ～』第1、2話を収録した合本版！　
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!?

最後までシたいんです！ 合本版1　
大嫌いなアイツの凄テクで失神 !?　桜んぼ

佐野の思わぬ表情を目撃してしまった白川。いつものムカつく姿からは想像できなかった、意
外とピュアな一面もあることをみつけ、佐野のことで頭がいっぱいになる。だけど佐野の口か
らはお菓子作りのことばかり……。お菓子作りへの情熱も佐野に劣り、さらに佐野への気持
ちも一方的なものだと気がついて落ち込む白川。そんな複雑な気持ちを抱えている時に、兄
からの呼び出され、なりゆきで佐野と一緒に向かうことに！

ベリーメリーストロベリーラブリーヘブンリー 4　
村上キャンプ

もがけばもがくほど深みにハマる、夢も希望もないこの街を出る方法はただ一つ。金を返す
⸺ただそれだけ。それでもイグアナのギンは「余計なコト」に関わって……。息もつかせぬ
圧巻の45ページ!!

3億のイグアナ　
キリキテツ

『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
こがミキの家に身を寄せる一方、アラメは仕事で長期間家を離れることになる。旅先でひと
り、えつこと自分の感情に想いを巡らせる中でアラメが見つけた答えとは⸺？

世界にさよならのキスをして 15 【特典ペーパー付】　
日々の杏

生物界のリアルな××を題材にした擬人化 BLコミック！　第1弾はアデリーペンギンほか、愛
が深すぎペンギン界 BLをお届け★　大きくなったらつがいになると誓ったピュアなヒナペン
ギンたち。でもガチイケメンに育った不器用攻めのギンちゃんとの初Ｈは、純情受けペンギン
のシロが痴態を取らなければならず!?　オスペンギン同士の愛の××やペンギンBL 豆知識
4コマも必見！　単話配信限定の描下ろし特典ペーパーも収録！

いきものBL 図鑑 1 【特典ペーパー付】　
世界は××に満ちている　璞つぶこ［漫画］

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21話。

2番セカンド 【分冊版】21　
小木ハム

¥350

コミック

オリジナル

12月30日
コミックシーモアのみ
他書店2023/2/3発売

¥100

¥100

¥150

¥200

¥200

コミック

コミック

コミック

コミック

コミック
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αばかりが活躍する芸能界で、αとして成功するため奮闘する若手俳優・朱羽也は、定期健診
で自分がΩに後天してしまっていたことが発覚する。Ω性が世間にバレてしまったら…と警戒
していたが、不意の事故で自分を慕う後輩α・大翔に発情期を見られてしまう。初めての発情
期で熱く滾る身体に戸惑う朱羽也だったが、大翔の大きな手が昂る朱羽也のモノを包んでく
れて…快感でうなされるままに「ナカまで触って」とねだってしまい⸺

トップ・シークレット 2　
後天性Ω、大きな後輩αくんに迫られてます　北ヶ丘アド

αばかりの名門学園に入学後、Ωと発覚した暮田は抑制剤を過剰摂取しながらもΩを隠す
日々。薬の副作用で体調が悪い所をイケメンで人気者の犬飼先輩に助けられ、先輩の甘い良
い匂いに惹かれてしまう。それから先輩と一緒に過ごすようになり、距離が縮まったと思った
が先輩の口から出た一言が暮田に衝撃を与え……。『トラウマ持ちのカースト上位α×αにし
がみつく劣等生Ω』選択を間違い、遠回りをしつつも答えを探し求める物語。

秘匿のΩは運命を殺す 3　
ほどけた糸を結びなおして　靴川

バディBL ×特殊能力×発情セックス。刑事の辰臣は捜査の為に、物体に触れると残留思念
を読み取ることができる特殊能力を持つ“サイコメトリスト”の瑠偉と組むことになる。初対
面から「あんたのアソコ立派そうだね」とからかってくるような瑠偉だったが、彼の〈能力〉は
本物で…。犯人逮捕の局面で瑠偉の力を借りると、瑠偉は赤らんだ顔で欲情しきっていて…
彼には過剰に能力を使うと発情してしまうという厄介な体質があって⸺!?

発情サイコメトリ 2　
くるわ亜希

10年以上温めた初恋が動き出す⸺。幼い頃、祖母の家にやって来た『全てにおいて謎の居
候のお兄さん』陽介に、淡い恋心を抱いていた理人。気持ちを伝える気はなかったのに、中学
の時に思わず勢いで陽介に告白してしまい……。陽介は返事を保留にしたまま姿を消した。
そんなに嫌だったのか。もう会う事はないと分かっていても、大学生になった今でも恋を引き
ずり拗らせ…。そんな理人の目の前にあの頃と一切変わらない陽介が現れ !?

死なない恋の愛し方 1　
夏目ミケ

「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⸺!?

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 4　
さり
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