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4334953700
¥1200

23日発売（紙と同日） ルッキズムの悪口は蜜の味？　ヒメノ式「家族の寓話」！

4334915183
¥1600

姫野カオルコ
昭和の少女雑誌に掲載された絵物語「王女アンナ」。半世紀前の奇妙な物語の世界に、元子はいつ
のまにか引き込まれていく。（「王女アンナ」）　女優・紫さぎりは長きにわたり人気女優として活躍して
いるが、彼女には大きなコンプレックスが……。（「女優さぎり」）　昭和・平成・令和、それぞれの時代
の風俗を巧みに取り込みながら容姿への疑問と不安を物語に昇華させた、姫野カオルコの真骨頂とな
る連作小説集。

悪口と幸せ

15日発売（紙と同日） ペク先生と子ども達が料理の魅力に触れ、歴史・文化への理解を深める学習マンガ

4334953662
¥1180

ペク・ジョンウォン、ナム・ジウン［文］／イ・ジョンテ［絵］／李ソラ［翻訳］
韓国でもっとも有名な外食経営専門家＆料理研究家のペク・ジョンウォン氏が手がける初のマンガ。
日本やイタリア、タイなどを巡り、子どもたちとともに各国の料理に触れ、料理にまつわるクイズや名物
料理対決を通じて、その歴史・文化への理解を深めて成長していくという学習マンガシリーズの日本語版。
今回の舞台は韓国。キンパ、キムチ、ビビンパ……登場人物みんなが愛する母国料理がテーマの一冊は、
お茶目なペク先生も見どころです！

料理で味わう世界の歴史文化体験

ペク・ジョンウォンのめざせ！料理王　韓国1

23日発売（紙と同日） ピーナッツを通して読む禅の世界は、心の特効薬。

チャールズ・M・シュルツ／谷川俊太郎［訳］／枡野俊明［監修］
シリーズ累計20万部突破のベストセラー第2弾。今度のテーマは“多様性”。自分自身をみつめ、他
人のありのままを受け入れるために必要な考え方とは？　ピーナッツのなかまたちの名言あふれるコミ
ックスを通して学ぶ禅語が、これからの世界を前向きに生きていくための力になるでしょう。シュルツ・
スタジオの新作アートととなる「COLORS OF PEANUTS」も新訳カラーページで掲載！

いろいろある世界を肯定する禅の言葉
自分を受け入れるスヌーピー



31日発売

15日発売（紙と同日）

島田荘司

小林祐児

警視庁捜査一課の刑事・吉敷竹史が不可能犯罪に挑む！　トラベルミステリーと本格推理が見事に
融合した唯一無二のシリーズが、電子書籍で復活。さらに合本版が初登場しました。島田荘司による
壮大なトリックの数 と々、吉敷刑事の活躍を一挙にお楽しみください。【講演】「ミステリー近現代史と
吉敷竹史」を特別収録。社会派大傑作から、異色のラブ・ストーリーまで13作品まとめて！

「リスキリング」とは、業務上の知識や技術を新しく獲得すること、そしてそれを企業が従業員に促進する
ことである。しかし日本の社会人のほとんどは、学びへの意欲が極めて低い。統計的にも、大人が世界
一学ばない国である。これは決して個人の「やる気」不足のせいではなく、日本企業の働き方やキャリア
の「仕組み」に起因するのだ。調査データや学術知見を基に、日本企業がリスキリングを通じて生まれ
変わる方法を提言する。

トラベルミステリーと本格推理が融合した傑作群を合本で。【講演】を特別収録！

大人が世界一学ばない国・日本の「リスキリング」を阻む構造とは何か。

¥7800

4334046525
¥920

吉敷竹史シリーズ〈4～16合本版〉

4334980686
¥800

15日発売（紙と同日）

林史也
同居を始めて数ヶ月、職場での出来事を報告しあったり、休日に一緒に出かけたり、二人の生活は穏やか
に続く。でも、心の内が同じとは限らない。自分たちの関係に説明がつかず、悩みを燻らせる有田。一方の
武田は屈託のない日々を過ごしていたが、幼馴染である比奈子の言葉で思いがけないことに気づく⸺。
友人とも、恋人とも、家族とも違う少し変わった同居譚、待望の第2巻！

友人とも、恋人とも、家族とも違う。それでも君の隣がいい。

煙たい話2【単行本版】

リスキリングは経営課題

15日発売（紙と同日）

松岡亮二、髙橋史子、中村高康［編著］

本人が変えることのできない「生まれ」（性別・地域・世帯収入など）によって最終学歴などの教育結果に
差が出ることを「教育格差」と呼ぶ。日本の学校制度で教育格差がどのように生じうるのか、地元やクラ
ス、部活で周囲と距離を感じてしまう理由はどこにあるのか。出身家庭の世帯収入が平均的に高いとい
うデータがあるなど、日本の教育格差をある種象徴する東大生が、自らの教育体験を語り、学び、葛藤
する。

本人には変えられない「生まれ」による「教育格差」を、東大生38人はどう捉えるか。

東大生、教育格差を学ぶ

4334046541
¥940

日本企業の「学びとキャリア」考



【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

「美しき死神」ただ一人！　流夏の依頼により、各務のフロント企業で万全の医療体制のもと
完全保護下におかれた幼い兄弟。大谷組の動きが気になる各務だったが、今度は兄弟の母
親に園衛家が接触してきて⸺!?

「俺の悩みを一瞬で軽くしてくれた、こいつの神様が⸺俺なんだよな」黒歴史時代の荘司に
“感電”して自分のセクシャリティを受け入れたという職場の後輩・正嗣。公私ともにどんどん
距離が縮まっていく中で、ご近所のよしみでお互いの家を行き来するようになった荘司は、次
第に正嗣を意識していくようになる。そんなある日、正嗣の家の前で見慣れぬイケメンに遭遇
した荘司は⸺!?

汚部屋出身、虐待寸前（!?）の子育て、2度のがん、母親や夫、義父との葛藤……。女性の生き
方をクリエイトするLSC Academyの校長を務める著者が、「上手くいかない」を自らの“人体
実験”を通じて克服したメソッドを、88の言葉に集約。キラキラ輝いているようで、さまざまな

「べき」や自己犠牲、幼い頃からの刷り込みに縛られている“昭和な”ママたちを、不機嫌から
ご機嫌へ、もっとラクに、楽しく、美しく導く人生指南書！

暗殺者ロシアンブルー Vol. 8
生命に至る者 6　粧妃［漫画］／葉月［原作］

それが愛なのだ。  3
鹿嶋イソベ［漫画］／蒼衣梅［原作］

40代からをご機嫌に生きる88のヒント
鈴木尚子

オリジナル

オリジナル

江戸川乱歩は岩田準一という美少年画家の絵を愛し、その事が岩田の恋愛観を大きく変
え……。こちらは『男色大鑑 改～歌舞伎若衆の恋～』全3話、『男色大鑑 改～若衆と美坊主
の秘恋～』全3話、『男色大鑑 改　武士編～いくえにもかさね添いとげるこい～』全3話、『男
色大鑑 改　武士編～身を捨てても守りたい愛～』全3話、『文豪 BL ～江戸川乱歩の恋　竹
久夢二も愛した岩田準一との出会い～』全3話を収録した豪華版！

那覇基地の音楽隊で臨時勤務中の佳音は、沖永良部島で行われる夏まつりでの演奏を終え
れば、晴れてお役御免となる予定。会場では三線で奄美の民謡を奏でる「よいすらあ」のメン
バーが、マイクが足りないと困り果てていた。ここ最近、衣装が行方不明になったり、ライブハ
ウスの予約が勝手にキャンセルされていたりと、何者かによる嫌がらせが続いているという。
後輩の松尾は「怨霊のしわざ」だなんて言うけれど……!?

「…大貴くんは会社で今、大事なプロジェクトの担当から外されそうになっているらしい」大貴
の“親友”倉屋からの略奪宣言に激しく動揺しつつも、絶対に離婚はしないと言い返す遼介。
でも、大貴には倉屋の問題発言を打ち明けられずにいて……。そんな折、久しぶりに実家に
呼ばれた遼介は、ここのところ大貴の元気がなかった理由を兄たちから聞かされる。それは
配偶者である自分がオメガのせいだった⸺!?

文豪男色物語　豪華版　江戸川乱歩の秘恋 【特典ペーパー付】

九州男児

碧空のカノン 17　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］

オメガの俺が、政略結婚 !? 7　
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］

3月3日

3月3日

コミック

コミック

¥2000

¥200

¥200

¥200

¥200

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

3月3日
Renta! のみ

他書店4/7発売

3月3日
Renta! のみ

他書店4/7発売

3月3日
Renta! のみ

他書店4/7発売

3月14日

4334953670

¥1450

ノンフィクション

電子先行



廓に上がらず、吉原で金を使わない地廻りと呼ばれる男の骸が切見世で見つかった。切見世
にいた女郎とその仲間が下手人とみた廓の用心棒神守幹次郎は、町方同心の桑平とともに
女郎を故郷の川越に追う。一方、番方仙右衛門とお芳に子が生まれ喜びが溢れる中、頭取四
郎兵衛の前に倅だという男が現る。秘密を打ち明けられた幹次郎は、情の絡む悲しき成敗に
挑む。

始末　決定版
吉原裏同心（24）　佐伯泰英

1946年、戦争で両親と住まいを失った里見滋は、焦土と化した東京を放浪し、飢えと貧困に
苦しむ。2020年の東京、コロナ禍で自粛生活を続ける洲崎駿は、父の勤務先が倒産し、楽し
かった高校生活が破綻する。絶望の淵から這いあがろうともがくふたりを待っていたのは、驚
くべき運命の巡りあわせだった。心にしみる感動と勇気がみなぎる傑作長編。

覚醒剤密輸の罪により、マレーシアで死刑判決を受けた小河恵。何故、海外でこんな事態に
陥ってしまったのか？　東北の小さな町に生まれ、東京に出て准看護婦をしていた恵は、借金
返済のために夜はホステスをして稼ぐようになっていた。そんなとき、病院の同僚、鹿沼好江
からある人物を紹介され、生活が一変する……。究極のバタフライエフェクト小説が登場！

フリーターの秋川瑞希は、テレビプロデューサーの叔母に超能力者エステラの通訳兼世話役
を押しつけられる。嫌々同行したロケ現場で、エステラの透視通りミイラ化した死体が発見さ
れた⸺。一方、妹と中国から日本に密入国した林守敬は、過酷な運命に追いつめられてい
た。様々な因縁が交錯する先に立ち現れる驚愕の事件とは？　著者初期の傑作サスペンス長
編！

そのひと皿にめぐりあうとき
福澤徹三

死刑囚メグミ
石井光太

春を嫌いになった理
わ け

由　新装版
誉田哲也

3月14日

4334795048

¥800

光文社文庫

同日発売

吉原の用心棒神守幹次郎を、豊後岡藩から二人の侍が訪ねてきた。かつて出奔した旧藩に
復帰せよとの話に、幹次郎は戸惑う。そんな折り、廓内で若い女が襲われ、吉原に出店を持
つ呉服屋で騒ぎが起きる。吉原乗っ取りを狙う新たな企てが浮かび上がる中、玉藻にも怪し
い男が近づき、年の瀬の吉原に危機が。難問山積の中、幹次郎は役人たちとともに大捕物に
向かう！

狐舞　決定版
吉原裏同心（23）　佐伯泰英

日本経済にとって、外国人労働者は都合の良い存在であり続けた。企業の繁栄を支え、ある
いは不況企業の延命に力を貸してきた。しかし日本は、その外国人を社会の一員として明確
に認識したことがあっただろうか。低賃金、長時間労働、劣悪な環境、パワハラ、セクハラ……
中国人研修生・実習生と日系ブラジル人を中心に、彼ら・彼女らの心の痛みを描きながら、日
本社会をも鋭く映す、渾身のルポルタージュ。新原稿を加え文庫化。

ルポ　差別と貧困の外国人労働者
安田浩一

3月14日

3月14日

3月14日

3月14日

4334794661

433479467X

4334795021

433479503X

¥700

¥700

¥700

¥1100

光文社文庫

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

同日発売

3月14日

4334770673

¥1000

未来ライブラリー

同日発売



東京に雪の降った夜、推理作家の今井とも江が自室で不審な死を遂げた。屍体の状態から
当初は自殺説が有力だったが、死亡推定時を過ぎた早朝に被害者は友人の電話に出て、背
後には落語が流れていたというのだ。遺族の依頼で私立探偵のわたしは調査を始めたが謎
は益々深まるばかり。結局は西銀座のバーテンの知恵を借りることに……。大好評の「三番
館」全集第2巻！

2024年、欧州での新型コロナウイルス感染爆発により、夏季五輪は再び東京で開催されるこ
とに。しかし、五輪提供馬の審査会で突如、馬を狂暴化させる「新型馬インフルエンザ」が発
生。開催に向けて、過去に例を見ないウイルスとの闘いに獣医師たちは奔走するが、それが
想像を絶するカタストロフィへの幕開けとなるとは、誰にも想像しえなかった⸺。第24回日
本ミステリー文学大賞新人賞受賞作。

マーキュリーの靴
鮎川哲也「三番館」全集　第2巻　鮎川哲也

馬
ば

疫
え き

茜灯里
3月14日

3月14日

3月14日

3月14日

3月14日

4334795064

4334795072

4334795080

4334795099

4334794971

¥850

¥1100

¥1100

¥700

¥600

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

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

たまみは見る人がぎょっとするほどの「巨デブ」。そんな彼女は「デブ専」男子から告白される
が、今まで散 「々デブは醜い」とディスられながら生きてきたゆえ、「デブだから好き」などとい
うくらいの言葉では、到底救われないのだ。そんな中、たまみは中学時代の同級生でやはり
巨デブだったよき子と偶然再会する。よき子はまるで別人のようになっていた……。

やせる石鹸（上）初恋の章
歌川たいじ

「出ない杭は打たれない」をモットーに生きてきた奏己が、医療事務としてクリニック課へ異
動になって3ヶ月あまり。少しずつ部署に馴染んできた頃、完璧なはずの森先生が、あり得な
いミスを連発し始めた。どうやらそこには、誰もが陥る「負の罠」が存在していたようで⸺。
心が逃げ場を失ったとき、ちょっと元気になれるヒントの詰まったお仕事小説！

はい、総務部クリニック課です。　私は私でいいですか？
藤山素心

宇野久美子はアパートを引き払い、和歌山に帰ると周りに告げていた。しかし、それは自身を
この世から消し去る演出だった。死に場所に選んだ湖に向かうべく伊東で列車を降りるが、
予想外の雨。濡れた彼女に声をかけた紳士の誘いを断り切れず、車に乗ると⸺。（「肌色の
月」）　絶筆となった表題作を始め、多彩なジャンルで活躍した著者のミステリ作品傑作集！

肌色の月
探偵くらぶ　久生十蘭

大井の港湾倉庫で火災が発生。湾岸署の刑事・矢島は、被害のあった現場の冷凍庫から身元
不明の5体の死体を発見する。そして、死体の中でいちばん最初に身元が判明したフリーライ
ター・如月啓一の遺稿には、6人の名前が記されていた……。死体は、何のためにわざわざ
冷凍保管されたのか？　死に直面した人間の絶望と再生への執着を描いた意欲作。

エンドレス・スリープ
辻寛之

3月14日

4334795056

¥850

光文社文庫

同日発売



近頃るいにつきまとう悪霊たち。九十九屋店主の冬吾がかつて客から引き取った「福石」に関
わりがあるらしいのだが。（「福の石」）　ある朝、店先に置かれた印籠にはふたつの目玉が入
っていた。持ち主の按摩・寿安は、目玉の謂れを明かし、るいの力を貸してほしいと言う。（表
題作）　不思議を商う店を舞台に、るいとあやかしたちが活躍する大好評シリーズ第九弾！

「四番隊隊長、松原忠司に切腹を申し付ける」新選組副長・土方歳三はこう断罪した。鉄鉢巻
をつけて大薙刀を携える様から「今弁慶」と称された松原忠司。潔く自刃しようとした瞬間、
意識が途切れる⸺そして、目が覚めると、そこは源義経の生きる世界だった。歴史の動乱
に巻き込まれた不器用な松原の生きざまを骨太に描く。

生
い き

目
め

の神さま
九十九字ふしぎ屋　商い中　霜島けい

翔べ、今弁慶！
元新選組隊長　松原忠司異聞　篠綾子

3月14日

3月14日

3月14日

4334795129

4334795145

¥700

¥650

¥1500

光文社文庫

光文社文庫

FLASH 写真集アイドルグループ「まねきケチャ」を2023年3月20日に卒業する松下玲緒菜。その6日前に緊
急発売する、アイドルとして最後のデジタル写真集。明るい陽射しの中、赤いビキニと花柄の
ビキニで天性のかわいらしさ、愛らしさを伸び伸びと表現し、黒のランジェリーでは一転、23
歳らしい大人の女性の顔になる。清純な白のランジェリーでは決意の手ブラを披露。最後は
花束を手にして笑顔に。ラストのグラビアをやりきった姿は、美しかった。

卒業記念 FLASHデジタル写真集　松下玲緒菜　素肌で、旅立ち
松下玲緒菜／佐藤佑一［撮影］

牢屋敷の首打役を務める別所龍玄二十二歳。介錯人・別所一門の名を背負い、切腹する侍の
介錯を頼まれることもある。小柄で物静かな姿は童子のようでありながら、その介錯を知る
者の間では凄腕と囁かれる。斬る者と斬られる者、その一瞬に生まれる心の働きだけが、た
だそこにある⸺。不浄と呼ばれ、恐れられる首斬人の生き様と矜持。涙溢れるシリーズ第
一作。

無縁坂
介錯人別所龍玄始末　辻堂魁

宇宙開発の分野はこれまで政府が主導していたが、今、民間企業がイニシアティブをとった「ビ
ジネス」として急速に生まれ変わりつつある。そして、「宇宙ベンチャー」と呼べる民間ベンチ
ャー企業がこの流れを加速させている。日本でも、スタートアップや宇宙系以外の大手企業
が続々と参入している。なぜ、民間宇宙産業が活況を呈しているのか。ベンチャー・キャピタ
リストとJAXAのエンジニアが「宇宙ビジネスの展望」を綴る。

宇宙ベンチャーの時代　
経営の視点で読む宇宙開発　小松伸多佳、後藤大亮

3月15日

4334046533

¥920

光文社新書

同日発売

40キロの減量に成功するも、「私はやせてもデブだった」の言葉を遺し、拒食症からの心不全
で死んでしまった同級生・よき子。巨デブ女子・たまみはダイエットをやめ、「太っただけで傷
つけられない」世の中にするため、あることへの挑戦を決意する。たまみのもとに、一人、ま
た一人と志を同じくする巨デブ女子が集い始めるが……。

やせる石鹸（下）逆襲の章
歌川たいじ

3月14日

4334795102

4334795110

¥650

¥600

光文社文庫

光文社文庫

同日発売

同日発売

オリジナル

3月14日

同日発売

同日発売



王子様の居る高校……但し王子は女子ですが。学校イチの存在感な王子様にして王女様な
存在の少女に全てを捧げる少年・大田君のスキルはじめ全存在を懸けての超絶ラブな純度
1000％の濃くてバッチ来いな恋物語。周囲のキャラクターも多彩な青春群像劇。「あまあま」

「友人の妹」でお馴染の志摩時緒が綴る学園ラブコメ決定版！

オシバナ！ 1
志摩時緒

「コロナが明けたら会おうね！」の便利ワードに頼りきりだった辛酸さん。友人・知人とも疎遠
になり、限られた人付き合いのぬるま湯でマナー感覚は危機的状況に。一念発起、なんとか
世の中にとけ込むため、よりよい人間関係のヒントを学びます。コロナ禍での新習慣から、変
わることないリテラシー、あるいは「新型」の人たちとの付き合い方まで。避けられないコミュ
ニケーションのための処方箋。今こそ読みたい辛酸流マナー術。

大人のマナー術
辛酸なめ子

3月15日

3月15日

3月22日

3月23日

3月23日

4334046568

4334980694

4334990150

4334915205

4334915191

¥840

¥810

¥1400

¥1800

¥1700

光文社新書

コミック

ノンフィクション

四六判文芸書

四六判文芸書

昨今のお金に対する異常な関心の高さを見ていると、「お金に支配されている」人が多いよ
うに思える。しかし「お金は支配してこそ役に立つ」、決して振り回されてはならないのだ。で
はどうすればよいのか。本書では、お金を増やすことに偏った風潮に対し、誤った認識、過剰
な不安を払拭するとともに、お金の本質を深く掘り下げ、人生を豊かに生きるための具体的な

「お金の使い方」の考えを提示。日本人のお金観に一石を投じる。

90歳までに使い切る　お金の賢い減らし方
大江英樹

3月15日

433404655X

¥840

光文社新書

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

同日発売

近年、「藝大本」が複数出版され、読者に関心を持たれた。でもどちらかというと、美術学部
の実態が描写されがちであった。本書では、大学入学から教員定年まで40数年にわたり藝大
音楽学部に関わってきた著者により、音楽学部の生態が詳らかに明かされる。ミューズに愛
された人びとの才能と情動が炸裂する学び舎。愛と理不尽が錯綜する師弟関係と人間模様
をリアルに描く、自伝的物語作品の誕生。（発行：夕日書房　発売：光文社）

一膳飯屋「だいこん」を知人に譲ったつばきは、父安治と母みのぶと、新たな三人暮らしを始
めた。不景気風が吹く江戸の商いはどこも経営不振でどの店も苦労していた。ある日、富岡
八幡宮に参拝した安治は、薬種問屋「蓬莱屋」が看板の思案を求めていることを知り、渡世
人の弐蔵と講釈師で絵心のある三太郎を仲間に、巨大提灯という壮大なスケールの看板を
提案する。果たして一世一代のその勝負、勝ち取ることができるのか。

陸海空、それぞれの自衛隊を舞台に、自衛隊員たちを描いた3作品で編む日本で初めてのア
ンソロジーが登場！　収録作品【陸上自衛隊】元自衛官の神家正成「迷彩の天使」。【海上自
衛隊】旧日本海軍の祖父をもつ山本賀代「氷海」。【航空自衛隊】自衛隊の深い取材を続けて
きた福田和代「空のプライド」。「新型コロナ下」という限界状況を設定し、各自衛隊の特性特
徴を活かした読み応えあふれる新しいエンターテインメント！

青島広志の東京藝大物語　
青島広志

花だいこん　
山本一力

まもれ最前線！　陸海空自衛隊アンソロジー　
福田和代、神家正成、山本賀代



今年で芸能活動10周年を迎え、グラビアはもちろんファッションブランド「KOL」にて洋服をプ
ロデュースするなど多方面で活躍する都丸紗也華。今回は彼女が愛してやまないサウナでの
グラビア撮影に初挑戦。抜群のスタイルが映える水着を身に纏った彼女とまるで一緒にサウ
ナに入っている気分が味わえる。流れ落ちる汗、幸せの“ととのい顔”……。“サウナでしか見
られない都丸紗也華”が詰まった作品となっている。

Mリーグ・KADOKAWAサクラナイツ所属の現役女流プロ雀士で、雑誌『non-no』の専属モデ
ルとしても活躍していた岡田紗佳。今回の作品では無骨な空間の中で、日々厳しいプロの世
界で戦う彼女の力強さを表現。白や赤のランジェリー、そして170cmの身長が映える青いワ
ンピース水着などを身に纏い圧巻のポージングを披露。“役満ボデイ”とも称される抜群のス
タイルが際立つ内容となっている。

“美人すぎるラウンドガール”としてあらゆる雑誌の表紙を総なめにし「相席食堂」に出演する
等テレビでも大活躍の雪平莉左。令和 No. 1グラドルとの呼び声も高い彼女が挑戦したテー
マは“女王様”。スタイルの良さが際立つシンプルな水着やタンクトップ衣装に加え、ボンテー
ジ風の衣装など今までにないハードな装いに挑戦。グラビア界のトップに君臨する彼女にふ
さわしいテーマで、雪平莉左の新境地を堪能できる一冊となっている。

FLASHデジタル写真集　都丸紗也華　秘密のサウナデート
都丸紗也華／佐藤佑一［撮影］

FLASHデジタル写真集　岡田紗佳　無双 BODY
岡田紗佳／中山雅文［撮影］

FLASHデジタル写真集　雪平莉左　女王の証明
雪平莉左／ND CHOW［撮影］

欧州最高の知性、ジャック・アタリ絶賛の書！　あのベストセラー『死は存在しない』（光文社
新書）の著者による未来論。弁証法と複雑系の思想によって、パンデミック、AI、遺伝子工学、
資本主義、民主主義、宗教、科学、アート、そして「不死」の未来を縦横に語る。第一部　未来
を予見する「十二の洞察」／第二部　未来を予見する「五つの法則」／第三部　人類が直面
する「五つの危機」。

田坂広志　人類の未来を語る
未来を予見する「12の洞察」　田坂広志

3月23日

3月28日

3月28日

3月28日

3月31日

4334953697

¥1800

¥1500

¥1500

¥1200

¥500

ノンフィクション

FLASH 写真集

FLASH 写真集

FLASH 写真集

ミステリ雑誌

同日発売

オリジナル

オリジナル

オリジナル

●第26回日本ミステリー文学大賞受賞者インタビュー：【大賞】有栖川有栖、【新人賞】柴田祐
紀　●読み切り短編：浅倉秋成、犬飼ねこそぎ、佐川恭一、結城充考　●快調連作・連載陣：
五十嵐貴久、大崎 梢、恩田 陸、笠井 潔、坂木 司、長浦 京、額賀 澪、誉田哲也、薬丸 岳、イク
タケマコト　●島田荘司・誌上講演「ミステリー近現代史と吉敷竹史（前編）」　●アフタート
ーク　大沢在昌『黒石　新宿鮫 XII』

ジャーロ No. 87
Giallo編集部［編］

3月31日

ミステリ雑誌「ジャーロ dash」はミステリー誌「ジャーロ」の無料試し読み版です。ミステリーを掘り下げる
エッセイ・評論、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、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！　87号は第26回日本ミステリー文学大賞特集で有栖川有栖
氏（大賞）と柴田祐紀氏（新人賞）の受賞者インタビューを掲載！

ジャーロ dash No. 87【無料版】
Giallo編集部［編］

¥ 無料

オリジナル

オリジナル



新宿駅西口でバスが放火され、逃げ出した乗客の一人がタクシーに撥ねられ死亡。被害者・
佐々木徳郎は、証券会社のエリート課長で、息子の大学受験の付き添いで鹿児島から上京中
の出来事だった。警視庁捜査一課の吉敷竹史は、佐々木の不可解な行動や放火犯として逮
捕した男の意外な告白から、急遽、鹿児島へ……。アッと驚く犯人像！　鬼才が放つ新機軸
の本格推理。

JR 博多駅に到着した寝台特急〈あさかぜ1号〉の二人用個室（デュエット）から、女性の死体が
発見された。彼女は鬼島総業の女社長・鬼島政子で、検死の結果、死因は心不全と判明。だ
が、前夜、政子が半狂乱になり口走った「列車を停めて、人が死ぬ！　ナチが見える」という意
味不明の言葉に、捜査一課の吉敷竹史は独自の捜査を開始する。本格推理の鬼才が時刻表
を駆使した自信作！

灰の迷宮
島田荘司

夜は千の鈴を鳴らす
島田荘司

東京・飛鳥山公園の展望台で平凡な主婦・井上典子が、売店のアルバイト学生・矢部富美子
に刺殺された。捜査一課の吉敷刑事は捜査に乗り出したが、典子には人に怨まれるところは
なく、加害者・富美子との接点もまるでない。だが事件の裏には恐るべき狂気が……。（表題
作）　鬼才が全力を傾け、絶対の自信をもって放つ極上の傑作集。

昭和61年8月18日、上野駅の隣接するホームに相前後して到着した上越、東北新幹線の中か
ら、女と男の服毒死体が発見された！　男は盛岡の中学教師、女はその教え子の母親であっ
た。二つの死体の側にはなぜか花束が……。自殺か？　他殺か？　警視庁捜査一課の吉敷
竹史は、不可解な事件の謎を追い盛岡へ⸺。いじめ問題を素材に、著者が渾身の筆で描い
た本格推理！

展望塔の殺人
島田荘司

Y の構図
島田荘司

プロ野球スター・プレーヤーの子供が誘拐された！　身代金は一千万円。警視庁捜査一課の
吉敷竹史刑事は、犯人の指示で赤電話から赤電話へ、転々と走り回る。が、六度目の電話を
最後に、犯人は突然、身代金の受け取りを放棄、子供を解放した。釈然としない吉敷。犯人
の目的は何か？⸺従来の誘拐物の類型を脱し、野心的な着想で挑んだ会心の長編推理力
作。

確率2/2の死
島田荘司

1985年4月、国鉄が誇る〈水晶特急（クリスタル・エクスプレス）〉が、上野から酒田まで、マスコ
ミ関係者を乗せて処女旅行に出発した。その直後、列車強奪（トレイン・ジャック）に遭う。犯
人は大物代議士・加灘耕平の旧悪告白を要求し、人質の中の週刊誌記者・蓬田夜片子に、マ
スコミ公表の役目を命じた。だが、驀進する列車は人質もろとも突然消失した!?　奇想天外
な大トリックを駆使し、華麗に描く傑作長編。

消える「水晶特急」
島田荘司

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

4334713289

4334702147

4334711693

4334712932

4334713777

4334714536

¥550

¥430

¥600

¥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

光文社文庫



映画俳優の大和田剛太の自宅に、差出人不明の郵便小包が届いた。なかから、塩漬けにされ
た剛太の手首が……！　剛太自身は行方不明のまま、事件は迷宮入りの様相を呈した。警視
庁捜査一課の吉敷竹史は、この管轄違いの事件に興味を抱く。彼は主任と衝突しながらも、
敢然とこの難事件に挑むが……。日本古来の民話を題材に、本格推理の鬼才が描く長編力
作！

吉敷竹史の元妻 ･ 加納通子は、「首なし男」に追われる幻影に悩まされていた。その原因は、
数奇な運命に翻弄されてきた自らの半生にあるのではないかと思い至る。過って級友を死な
せた事件。婚礼の日に自殺した麻衣子と、直後の母の変死。そして柿の木の根本に埋めたあ
るものの忌まわしい記憶 !?　通子は少女時代に体験した数々の悲劇の真相を探る決心をし
たが……。

飛鳥のガラスの靴
島田荘司

涙流れるままに（上）
島田荘司

ピアノと日本語を教えている笹森恭子が、自宅のベランダで首吊り自殺をした。部屋には、あ
る作家に誤りを指摘した手紙に対する返信が残されていた。警視庁捜査一課の吉敷竹史は、
現場に不審を抱き、殺人説を唱える。そんな時、またもや自殺者が。しかも、恭子に来ていた
のと同じ作家からの葉書が……。本格推理の鬼才が、現代の世相を鋭く抉った異色の長編力
作。

警視庁捜査一課の吉敷竹史刑事は、ふと足を止めた銀座の画廊で、作者名のない“羽衣伝
説”と題された彫金を目にした。これは、別れた妻・通子の作品では !?　彼女への思いをかき
たてられた吉敷は、ホステス殺しの真犯人を追いつつ訪れた伝説伝承の地で、意外にも通子
の出生の秘密に行きあたる！　好評吉敷シリーズ異色のラブ・ストーリー。

ら抜き言葉殺人事件
島田荘司

羽衣伝説の記憶
島田荘司

浅草で老人が、消費税12円を請求されたことに腹を立て、女性店主をナイフで刺殺した。だ
が老人は氏名すら名乗らずに完全黙秘を続けている。この裏には何かがある!?　警視庁捜
査一課の吉敷竹史は、懸命な捜査の結果、ついに過去数十年に及ぶ巨大な犯罪の構図を突
き止めた！　壮大なトリックを駆使し、本格推理と社会派推理とを見事に融合させた傑作！

奇想、天を動かす
島田荘司

警視庁捜査一課・吉敷竹史の許に、一枚の異様な現場写真が届いた。それには、三重県の観
光名所・二見浦の夫婦岩で、二つの岩を結ぶ注連縄に、首吊り状態でぶら下がった中年男の
死体が写っていた。しかも、死体の所持品の中から、吉敷が数日前、酒場で知り合った京都在
住の小瀬川杜夫の名刺が……!?　本格推理の鬼才が圧倒的筆力で描く、トリック＆サスペン
ス！

幽体離脱殺人事件
島田荘司

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

3月31日

4334715451

4334716628

4334710875

4334718329

4334720013

4334732607

¥500

¥650

¥470

¥450

¥650

¥850

光文社文庫
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歩の言葉を受けて、父親はさっそく取引先の子息とのお見合いの席を設ける。粛々と結婚に
向けた話が進んでいく中、口を開いた歩は「結婚する気はありません」と驚きの言葉を放つ。
歩の真意がまったくわからず困惑する父、歩は目に涙を浮かべながらも強い意志を持って心
の中を吐露。果たして親子はわかり合えるのか？

死にたがりだが腹は鳴る 12
あばたえくぼ

『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⸺。バレンタインに向けて、買い出しにやってきたユキとマスター
は……。第12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24話。

シェアハウスに引っ越したら喋るネコがいた。 12　
松ノひろし

大塚コンシェルジュ 24　
徳山るーしー［漫画］／武内しんじ［原作］

捜査一課の吉敷竹史は、知人の葬儀で九州・久留米市へ。そこで出会った青年から、義父の
再審への協力を頼まれる。26年前、三人の女性を殺して死刑判決を受けた「昭島事件」。す
でに人の記憶は風化しており、冤罪事件を覆す証拠は見つかるのか（「光る鶴」）。⸺吉敷竹
史は、なぜ刑事になったのか（「吉敷竹史、十八歳の肖像」）の他、「電車最中」を収録。

光る鶴
島田荘司

警視庁捜査一課刑事・吉敷竹史は、夫の冤罪を主張する老婦人に出会う。その恩田事件と
は、昭和33年に盛岡で起きた一家惨殺事件だった。吉敷は単身、再捜査を開始！　ところが、
盛岡・釧路で対面した関係者はなぜか、別れた妻・通子と因縁の深い人ばかりだった……。日
本の冤罪事件に、職を賭した一人の刑事と、元妻の凄絶な過去！　奇才が放つ感動巨編！

涙流れるままに（下）
島田荘司

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17話。

終わるセカイの修学旅行 【分冊版】17　
studio HEADLINE［原作］／なおたけ［作画］
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生徒の親にキツい言葉をかけられ、助けた迷子の親には疑いの目を向けられた武田。ただ
本人は気にしていないようで、むしろその話を聞いた有田にモヤモヤがつのる。必ずしも優し
い人に優しさが返らない⸺。仕事中も考えるが、霧は晴れない。そんななか帰宅すると、家
の様子がいつもと違っていた……。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。

「大事にしたいって思ってるんで。佐野さんのこと」⸺ようやく素直に佐野へ好意を伝えた白
川。第一印象のふざけた姿から、ケーキに真剣に向き合う姿を知っていくうちに、今までより
も近い佐野の姿にさらにトキメキは増すばかり……！　そして初めて二人で参加したコンテス
トの夜、白川から佐野へ、「泊まっていきます？」と切り出して……☆　堅物和菓子職人×チャ
ラ男パティシエのケンカップル、ラブラブ度 Maxで大完結！

誰にも言えない思いを抱えるミキは悩んでいた。もう誰かの目を気にするのはやめよう、そう
決意したものの一歩が踏み出せずにいる。そんな時にえつこから言われた言葉が思い出さ
れ、ミキの足は兄の家へ向かう⸺。「世界にさよならのキスをして」スピンオフ短編「今川美
希の世界」。

オスとメス両方の生殖器を持つカタツムリ。ただし繁殖可能な相手は自分と同じ巻きの殻を
持つ相手だけ。希少変異種左巻きのマイくんは繁殖期のチャンス（できれば相手を孕ませた
い）に、偶然出会った超エリート左巻きイケメンをモノにしようと発情フェロモンで誘惑し、ホ
テル連れ込みに成功するが……!?　雌雄同体カタツムリのまるでオメガバースな生殖事情を
描いた解説4コマや、単話配信限定描き下ろしペーパー漫画も収録 !!

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24話。

ノウサギ獣人のまおりは草食獣なのに血の気が多く、肉食獣にも物怖じせずに突っかかると
恐れられる一匹狼。ある日、転入生のクロヒョウ獣人・灯桜と寮の同室になってしまい……。
素行が悪くマイペースな灯桜が気に食わないまおりだったが、あるきっかけで灯桜をキレさせ
てしまい!?　肉食獣の圧倒的な力で襲われ、喰われる!!と思ったら……突然、灯桜が発情し
始めて!?

煙たい話 14
林史也

ベリーメリーストロベリーラブリーヘブンリー 6　
村上キャンプ

世界にさよならのキスをして 18 【特典ペーパー付】　
日々の杏

いきものBL 図鑑 4 カタツムリ前編 【特典ペーパー付】　
世界は××に満ちている　璞つぶこ［漫画］

2番セカンド 【分冊版】24　
小木ハム

ウサミミヤンキー!! 3
俺の獲物に噛みつきたい　御茶漬わさび
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司書の敏感な乳首を弄ると、いつも睨んでくる表情が淫靡に乱れて―…。陽キャの男子校生・
多木崎は図書室に行く度、皆に優しい司書・伊勢に何故か睨まれる。自分だけ睨まれるのに
は何か理由があるはず！　そう思った多木崎が伊勢に直接理由を聞きに行くと、伊勢の服の
隙間からチクバンが見え!?　図書準備室へ連れて行き、頑なに理由を言わない伊勢のチクバ
ンを無理矢理剥がすと、淫らに反応をする姿に理性が飛んでしまい―…!?

「私のケツは準備出来ているのに、私に魅力がないせいで未だ使われずにいる」妻を亡くし息
子の翔平と二人きりになったシングルファーザーの一生。借金返済のためにウリの仕事も始
めたが、いまだ常連様に抱いてもらえず仕事を全うできない、育児も上手く行かない、そんな
自分に悩む日々。そんなある日、一生を付け狙うストーカーが現れ!?　もうなりふり構ってら
れない！　と「いたしませんか？」と誘うと…!?

花屋で働くΩの那月は、運命の番を信じ探し求めるαのホスト・千輝と出会う。過去の出来事
からバース性にトラウマを持ち人と関わる事を避けていた那月だが、人懐っこい千輝に絆さ
れ徐々に心を開いていく。そんなある日、千輝にはΩのフェロモンを感じ取れないという欠陥
があること知る。その話を聞いた那月は、Ωフェロモンに充てられない彼の傍に更に安心感
や居心地の良さを感じ、時間を共にすることが増えていくが―…。

シングルファザーの和也が恋したのは、豊満な雄っぱいをもち母性に溢れた筋肉おじさん!?　
男手ひとつで息子の奏汰を育てる真面目な会社員・和也は、公園で奏汰のわがままに困って
いたところを、子どもとの接し方に慣れているマッチョ・大輔に助けられる。大輔に対して、初
めはパパとしての憧れを抱く和也だったが、彼との関わりの中で可愛い部分を垣間見て…い
つの間にか、憧れ以上の感情を抱くようになっていき―…!?

人付き合いが苦手なゲイ・松田に、グイグイ絡んでくる子連れ隣人・翔平。時間を共にするに
度に、膨らんでいく恋心⸺。養護教諭の松田の隣に引っ越してきたのは生徒の来斗と親代
わりの翔平。夕飯を食べ損ねた翔平たちに同情した松田がご飯を作ってあげると「また作っ
てくれませんか？」と懇願され、つい了承してしまう。ある日、食後に寝てしまった翔平を起こ
そうと松田が近づくと腕を引っ張られ、抱きしめられて!?

出会ったばかりだけど『番』だから結婚します!!!!　希少種である『獣人類』のロメオは、本能
が選ぶ『番』と出会ってラブラブなカップルになるのを目標にしているモデル。とある撮影で人
間のトップモデル・竜仁と出会ったロメオは竜仁が番だと確信！　本能で求め合うがゆえにい
きなり情熱的なキスを交わした二人だったが、理想と違って竜仁は自分に好意的ではない!?　
それでも『番』の二人の結婚は確定事項で!?

司書の秘密のぷっくり乳首 3　
俺しか知らない淫靡な姿　コウサカ

パパを指名してください 2　
体を張って営業中！　九州男児

愛され下手な、運命の番 2　
劣等αとトラウマΩ　しまゆ

パパは子育てと恋に修行中 1　
捨てられ硬派とゆるふわ筋肉　斑まだ

不器用たちの子育て日誌 1　
俺たちと家族になってください！　ゐわさびどんど

運命なので夫×夫はじめました 2　
Loveless SEX Tiger　霧嶋珠生
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『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』第3～5話を収録した合本版！　
「これくらいのご褒美いいだろ」火照った表情でキスをしてくるマヒルを前に、シンヤの理性が

崩壊し!?　そのまま押し倒してしまい……。マヒルのおうちで勉強会をすることになったシン
ヤ。そこでマヒルお姉さんにマヒルの過去の話を聞かされて、自分の行動の重大さを自覚した
シンヤは―…。ドキドキハラハラの最終巻！

『トップ・シークレット～後天性Ω、大きな後輩αくんに迫られてます～』第1、2話を収録した合
本版！　αばかりの芸能界で成功する為に奮闘する若手俳優・朱羽也はひょんなことからΩに
後天してしまう。Ω性が世間にバレることを警戒していたが、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!?　大翔の大きな手で昂る朱羽也のモノを包まれると、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⸺

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 合本版2　
さり

トップ・シークレット 合本版1　
後天性Ω、大きな後輩αくんに迫られてます　北ヶ丘アド
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