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この配信リストについて

講談社が電子配信をしている書籍（テキスト・雑誌等）を収録しています。新規書目を随時配信しており、本リストもバー
ジョンアップいたしますので、最新情報は「講談社 電書info」をご参照ください。

本リストはPDF形式です。PDFを閲覧できるソフトウェアでご覧ください。

PPDF閲覧ソフトウェアで作品名や著者名などの検索が可能です。検索方法などPDF閲覧ソフトウェアの操作については、お
使いのPDF閲覧ソフトウェアのマニュアルやヘルプファイルをご参照ください。

書目名をレーベルやシリーズの五十音順→著者名の五十音順に並べています。目次から各レーベルのTOPに飛ぶこともでき
ます。

電子書店によっては取り扱いのない書目もございます。

1 / 204

http://densho.kodansha.co.jp/


アフタヌーン新書

アニメ最前線の声　メカビ・クリエイター
インタビューズ（１）

講談社（編）
アニメ界のトップクリエイター達への連続インタビューにより、アニメ
業界のダイナミズムを解き明かす。

一分間婚活マスター 樋口康彦（著）
膨大な失敗経験から導き出された驚くべき必勝「婚活」テクニックの
数々を、Ｑ＆Ａ方式で一挙公開！

オタク成金
あかほりさとる（著）／天野由
貴（著）

９０年代アニメ界で「コムロ」と呼ばれた男がノウハウ全激白！

がっかり力 本田透（著） 現代社会を「がっかり」から読み解く、２１世紀の生き方指南書！

自分でやってみた男 堀田純司（著）
メガヒット漫画も、アカデミー賞作品も、大のオトナが体を張って実
演、また実演。こんな作品の楽しみ方があったのか！

毒男の婚活
原口博光（著）／岩崎大輔
（著）

もう恋愛を諦めなくていい、毒男に幸あれ！　第一歩を踏み出すため、
お見合い攻略法から悪徳業者の見分け方まで、本音で語る男の婚活

なぜ、腐女子は男尊女卑なのか？　オタク
の恋愛とセックス事情

ｆｕｊｙｏｓｈｉ　
ｓｙｎｄｉｃａｔｅ（著）

ほとんど知られてこなかった「腐女子」の夜の生活を赤裸々に解明！

ハイブリッドワーカー　会社勤めしながら
クリエイティブワークする

ヨシナガ（編）
大企業が副業容認の方針を固める現代。副業として作家や音楽家として
活躍する人々の実態を取材し、新しいワークスタイルを探る。

僕秩プレミアム！ ヨシナガ（著）
ニンテンドーＤＳ公式コンテンツとして大人気のエッセイが、初の書籍
化！

ヤリチン専門学校　～ゼロ年代のモテ技
術～

尾谷幸憲（著） カリスマナンパ師直伝！　今すぐ使える、２７の口説きテクニック！

池波正太郎未刊行エッセイ集

池波正太郎未刊行エッセイ集１　おおげさ
がきらい

池波正太郎（著）
けんか、笑い、涙。友人知己、食と旅を通して生き生きと描かれる人生
の感動。まだ本になっていなかった池波正太郎エッセイの佳編

池波正太郎未刊行エッセイ集２　わたくし
の旅

池波正太郎（著）
味な旅、取材の旅、人生の旅。人に会い町を知り食を思って溢れるのび
やかな心。

池波正太郎未刊行エッセイ集３　わが家の
夕めし

池波正太郎（著）
食卓から家、街の風物まで人生の達人がつづる暮しの情景。豊かな
日々。まだ本になっていなかった池波正太郎エッセイの佳編。

池波正太郎未刊行エッセイ集４　新しいも
の古いもの

池波正太郎（著）
私の秘密、父母、師友……。多彩な食とフランスに見出した無上の楽し
み。まだ本になっていない、池波正太郎エッセイの66編。

池波正太郎未刊行エッセイ集５　作家の四
季

池波正太郎（著）
懐かしいあの街、あの人、映画。年々の風景と、なおつのる新しい旅へ
の希望。

池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション

池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション
１　僕は食いしん坊

池波正太郎（著）
既刊の『池波正太郎未刊行エッセイ集』全５巻より食べ物に関するエッ
セイを33篇選び、再構成した。

池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション
２　旅のメモから

池波正太郎（著）
既刊の『池波正太郎未刊行エッセイ集』全５巻より旅に関するエッセイ
を27篇選び、再構成した。

池波正太郎未刊行エッセイ集セレクション
３　時代小説について

池波正太郎（著）
既刊の『池波正太郎未刊行エッセイ集』全５巻より時代小説の書評と人
物に関するエッセイを25篇選び、再構成した。

池坊いけばな添削教室

池坊いけばな添削教室　第1巻　自由花
池坊専永（監）／日本華道社
（編）

今までにない添削形式によるいけばな入門書。池坊いけばなで人気の自
由花。順を追えば自由花のいけ方がわかる待望の入門書。

池坊いけばな添削教室　第2巻　生花
池坊専永（監）／日本華道社
（編）

今までにない添削形式によるいけばな入門書！　順を追えば生花のいけ
方がマスターできる待望の入門書。

池坊いけばな添削教室　第3巻　立花
池坊専永（監）／日本華道社
（編）

池坊いけばなのルーツであり、最も高度な技法を要する立花。順を追う
ことで、立花の仕組みといけ方が見えてくる待望の入門書。

五木寛之ノベリスク

蒼ざめた馬を見よ　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
政府の弾圧を免れない小説の原稿を、モスクワで受け取ってくることを
命じられた新聞記者。本の出版後に彼を待ち受けていた真相とは！

赤い広場の女　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
親友の婚約者にモスクワ案内をしてもらった私は、乗り越え難い戦争の
過去を彼女が引きずっていることを知る。

雨の日には車をみがいて　アマゾンにもう
一度　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いが待っていた。短編連作第３話には、ボルボ１２２Ｓが登場。

雨の日には車をみがいて　アルファ・ロメ
オの月　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車好きのその男には、車種を替えるたびに新たな出会いが。短編連作第
２話には、アルファ・ロメオ・ジュリエッタ・スパイダーが登場。
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雨の日には車をみがいて　怪物グロッサー
の孫娘　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛するその男には、車種を替えるたびに出会いがあった。短編連作
第７話には、メルツェデス・ベンツ３００ＳＥＬ６．３が登場。

雨の日には車をみがいて　白樺のエンブレ
ム　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いが待っていた。短編連作第９話には、サーブ９６Ｓが登場。

雨の日には車をみがいて　たそがれ色のシ
ムカ　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いが待っていた。短編連作第１話には、シムカ１０００が登場。

雨の日には車をみがいて　翼よ！　あれが
パリの灯だ　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いがあった。短編連作第５話には、シトローエン２ＣＶが登場。

雨の日には車をみがいて　時をパスするも
の　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いが待っていた。短編連作第８話には、ポルシェ９１１Ｓ登場。

雨の日には車をみがいて　バイエルンから
きた貴婦人　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いがあった。短編連作第４話には、ＢＭＷ２０００ＣＳが登場。

雨の日には車をみがいて　ビッグ・キャッ
トはしなやかに　【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
車を愛する業界人のその男には、車種を替えるたびに新たな女性との出
会いが待っていた。短編連作第６話には、ジャグヮーＸＪ６登場。

ヴァイキングの祭り　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
東京でアート工房を設立した私は、大学生のオリエと出会い数週間のう
ちに愛し合うようになり婚約したのだが……

海を見ていたジョニー　【五木寛之ノベリ
スク】

五木寛之（著）
少年は姉と二人、ピアノのあるバーを経営していた。少年の楽しみは閉
店後に、黒人兵・ジョニーと、ジャズを演奏することだった。

運命の足音　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
戦後57年、胸に封印して語りえなかった悲痛な記憶。驚愕の真実から、
やがて静かな感動と勇気が心を満たす。

艶歌　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ＣＭ音楽ディレクターの津上は知人に誘われてMレコードに入社。戦後
の艶歌史を作ったと言われる高円寺という男の下に配属し――

怨歌の誕生　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
新人歌手のＬＰについて新聞にエッセイを書いたことから、小説家の私
は各方面に物議をかもしてしまう。ついには彼女と対談を──。

男だけの世界　梟雄たち　【五木寛之ノベ
リスク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第五話。

男だけの世界　兇音　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第四話。

男だけの世界　銃声の夏　【五木寛之ノベ
リスク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第三話。

男だけの世界　第三演出室　【五木寛之ノ
ベリスク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第二話。

男だけの世界　闇からの声　【五木寛之ノ
ベリスク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第六話。

男だけの世界　老兵たちの合唱　【五木寛
之ノベリスク】

五木寛之（著）
マスコミの世界で命を燃やす男たちの姿を描いた、連作短編形式の著者
意欲作。その第一話。

海峡物語　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
藤圭子が生きた歌謡曲黄金時代を、昭和へのノスタルジーを込めて描い
た傑作長編。新人艶歌歌手デビューを、名物ディレクターが挑戦。

戒厳令の夜　上巻　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
映画雑誌編集者の江間が、出張先の博多のバーで偶然見かけた絵画。そ
れは、伝説中の幻の絵といわれる、パブロ・ロペスの作品だった！

戒厳令の夜　下巻　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
パブロ・ロペスの幻の絵画を追い求める江間たちに、立ちはだかる戦後
日本の巨大汚職事件。筑豊からチリへ。思いもよらぬ結末とは！

風に吹かれて　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著） 現代の古典・五木エッセイの最高傑作

奇妙な果実　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
前の会社を辞めるときに鑑賞した、社の隣のビルの「ヌードショー」。
１０年後の今、なぜかそのとき見た感覚が戻らない──傑作短編。

Ｑの世界　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ある少女をＱ（放送番組）の世界へ引き入れてしまったおれは心を痛め
る。彼女は公共放送の新しい歌番組のオーディションに受かるが。

霧のカレリア　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
冬木衛の経営するガラス工芸会社は、存続の危機に立たされていた。提
携先のデパートからデザイン盗用が持ちかけられた彼は……

こがね虫たちの夜　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
朝鮮戦争が終わるころ、バイト先の喫茶店で３人の男子学生と知り合っ
た女が振り返った「本当に生きた」時代とは──傑作短編小説

こころの天気図　【五木寛之ノベリスク】
　

五木寛之（著）
人間とは、救いようもないほど愚かで、ちっぽけで、弱いものである。
どうしようもなく駄目な、うじうじした存在ではないか。

さらばモスクワ愚連隊　【五木寛之ノベリ
スク】

五木寛之（著）
興業関係に従事していた私は、友人からソ連にジャズ・バンドを送り込
む仕事を依頼される。私は下調べにモスクワを訪れるが――

残酷な五月の朝に　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
興業関係のプロダクションを経営する私は、ある大きな企画を思い立
ち、Ｋデパートの事業企画部長の知人を訪ねることに……

ＧＩブルース　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
現代ジャズの巨人、Ｂ．Ｂの最終公演のその日、ジェイムズはなかなか
現れなかった――

ＣＭ稼業　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
滝はＣＭ音楽専門の制作会社の制作部長。Ｑ製薬という大手の仕事が舞
い込み、全力を傾けていた――

四月の海賊たち　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
観光会社の社長・水野隆介は、銀座で不思議な美人局に出会う。少女は
３７３万円を要求し、自分たちを「海賊」と名乗るのだった。
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自由をわれらに　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
東京からやって来た３人のヒッピーと、札幌で知り合った女１人。４人
の男女は支笏湖ドライブのあとに事件に！──傑作短編ミステリー

人生の目的　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
人生の目的を見出すには、とにかく生きなければならないとし、他力思
想にも通じる「出会い」の重要性を説く。人生を見つめ直す書。

素敵な脅迫者の肖像　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
ラジオプロデューサーの私の元に現れた男。私の番組のスポンサーに
なってくれる代わりに、ある特集をやってほしいというが……

聖者が街へやってきた　【五木寛之ノベリ
スク】

五木寛之（著）
古い城下町にヒッピーが集まりだした。地方ラジオ局のプロデューサー
が、地方から全国への情報発信を目論み──傑作短編ミステリー

ソフィアの秋　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
美術批評家を目指して、東京の私大に通っていた僕は、高校時代の旧友
からブルガリア旅行で見かけたという「イコン」の話を聞く

旅の終りに　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
藤圭子が生きた歌謡曲黄金時代を、昭和へのノスタルジーを込めて描い
た傑作長編。演歌・歌謡曲制作部署の存亡を賭けた男たちの対決。

ダブル・クラッチ　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
スナックで働く姉貴に恋人ができた。姉貴はそいつとある日ドライブに
出かけ帰らなかった。姉貴は身籠っていた──傑作サスペンス。

天使の墓場　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
高校教師の黒木は教え子と登山中に、黒く大きなジェット機の墜落を目
撃する。その後、悪天候に見舞われ、思わぬ展開に。

盗作狩り　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
東洋テレビの看板報道番組・企画取材スタッフの夏木が、低視聴率を議
題とするスタッフ会議で、とある突飛な企画を提案する――

涙の河をふり返れ　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
藤圭子が生きた歌謡曲黄金時代を、昭和へのノスタルジーを込めて描い
た傑作短編の一つ。ある艶歌歌手、人気復活の決め手とは！

人間の運命　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
バルカンの星の下に　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
ソフィアの空港で知り合った日本人夫婦。市内で、その婦人と再会した
私は、宿泊先のホテルの部屋へ彼女を誘うが。

白夜のオルフェ　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
スペインでギターを学ぶため、アルバイト目的で立ち寄ったストックホ
ルム。町は「夏至祭り」という歌のコンクールを控えていた

プラハの春遠く　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
新婚旅行で訪れたプラハ。塙は現地で出会った日本人記者に近郊の農村
を案内され、ナチの虐殺の歴史を知る──傑作歴史サスペンス。

ヘアピン・サーカス　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
自動車免許取得の個人指導をした私が、暴走する教え子を正そうとし
て、元レーサーの自分の腕を使ってしまい、彼女を罠に……。

星のバザール　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ソ連の定期客船で知り合った、４０代のロシア人女性。彼女が船上で歌
うはずの民謡には、戦争の傷跡が残されていた──傑作短編小説

モルダウの重き流れに　【五木寛之ノベリ
スク】

五木寛之（著）
「ソ連侵攻」の翌年に訪れたチェコ。クラブで見つけた娘をモデルにし
ようと目論んだカメラマンが遭遇する奇妙な体験──傑作短編小説

ユニコーンの旅　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
うつ病患者の少年が書いた詩に引き込まれた、テレビ番組のディレク
ター。ロケ先での不思議な体験とは──傑作短編ミステリー。

夜の斧　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
地方大学の助教授・森矢慎吾はおかしな電話に悩んでいた。戦後に連行
された、20年前のソ連での記憶が甦る。

夜の世界　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
彼の愛車はフランス車のシムカ。妻に内緒で、夜な夜な高速道路を走っ
ている。自分だけの「小さな世界」で──傑作カー・サスペンス。

林住期　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
五十歳から七十五歳までの二十五年間、後半生こそ人間が真に人間らし
く、みずからの生き甲斐を求めて生きる季節ではないのか──。

私刑の夏　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
終戦後、北鮮の大同江近くに結城はいた。満州から引き上げる途中に足
止めをくらい、引き揚げ民と倉庫に押し込められていたのだ。

ローマ午前零時　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
ニースで行われる国際テレビＣＭフェスティバルに出品するため、私は
滝社長とその愛人・亜紀の三人でローマへ向かっていた――

悪い夏　悪い旅　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
古本屋で手に入れた文庫本に、なんとマリファナの葉っぱが！　学生バ
イトのぼくは、本の前の持ち主を急いで探すことになるが！

われはうたへど　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
藤圭子が生きた歌謡曲黄金時代を、昭和へのノスタルジーを込めて描い
た傑作短編の一つ。時代遅れの作詞家が見せた最後の意地とは！

情の力　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
五木氏が、日本人が見失った魂の源郷を取り戻し、みずみずしい「情」
を回復するためのエッセンスを語る。

青春の門　第一部　筑豊篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第一部　筑豊篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

青春の門　第二部　自立篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第二部　自立篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

青春の門　第三部　放浪篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第三部　放浪篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

青春の門　第四部　堕落篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第四部　堕落篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。
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青春の門　第五部　望郷篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第五部　望郷篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

青春の門　第六部　再起篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第六部　再起篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

青春の門　第七部　挑戦篇　【五木寛之ノ
ベリスク】　青春の門　第七部　挑戦篇　
【五木寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
ひたむきな青春の遍歴を雄大な構想で描き、世代を超えて読みつがれる
不滅の大河ロマン。

ボーナス文庫１　「怨歌の誕生」　【五木
寛之ノベリスク】

五木寛之（著）
傑作中短編を、期間限定の超お得なセット価格でリリース！　第一弾
は、藤圭子伝説につながる表題ほか、演歌の黎明期を描いた短編集。

1週間MOOK

１週間ＭＯＯＫ　東京　安うま飯ランキン
グメシラン’１１～’１２　路地裏の名店

講談社グルメ＆メタボな仲間た
ち（編）

「おいしいモノが食べたい庶民」の味方。飲んで・食べて
２０００～５０００円の東京の安うま名店ランキング決定版。

隠れ家個室温泉　’１１－’１２ アミューズメント出版部（編）
隠れ家個室温泉の決定版。２００３年以来毎年刊行している「隠れ家個
室温泉」。関東を中心に「客室に露天風呂がある宿」だけを掲載！

隠れ家個室温泉２０１２－２０１３ 講談社（編）
ついに刊行１０周年！部屋に露天風呂付き、至福のおこもり宿ガイド決
定版。関東から新潟、長野まで上質の時間を約束する６２宿を厳選

韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」公
式メイキングＢＯＯＫ

アミューズメント出版部（編）
ヒョンビン＆ハ・ジウォンの韓国２大スター初共演！『冬ソナ』をしの
ぐ、純愛ドラマ『シークレット・ガーデン』を観る前に必読の１冊

韓国ドラマ　ラブレイン　オフィシャルガ
イドＢＯＯＫ　＜後編＞

アミューズメント出版部（編）
チャン・グンソク＆ユナ（少女時代）＆ユン・ソクホ監督の最高傑作
『ラブレイン』をインタビューやオフショット、ロケ地ガイドで紹介

韓国ドラマ　ラブレイン　オフィシャルガ
イドＢＯＯＫ　＜前編＞

アミューズメント出版部（編）
チャン・グンソク＆ユナ（少女時代）＆ユン・ソクホ監督の最高傑作
『ラブレイン』をインタビューや名場面、ロケ地ガイド等で完全紹介

韓国ドラマ　ラブレイン　ビジュアルメイ
キングＢＯＯＫ

アミューズメント出版部（編）
チャン・グンソク＆ユナ（少女時代）＆ユン・ソクホ監督の最高傑作
『ラブレイン』を未公開オフショット＆劇中写真満載で紹介！

業界最高権威ＴＲＹ認定　第１３回ラーメ
ン大賞　２０１２－１３

アミューズメント出版部（編）
ついに１３年目。ユーザー、店主、業界も大注目のＴＲＹ（ＴＯＫＹＯ
　ラーメン・オブ・ザ・イヤー）による年末ラーメン大賞発表号！

業界最高権威ＴＲＹ認定　第１２回ラーメ
ン大賞　２０１１－１２

アミューズメント出版部（編）
最もＴＯＫＹＯを魅了したのはこの一杯！　新時代のラーメンと揺るぎ
ない名店、今年最もファンを魅了したラーメンはいったいどの店？

Ｘ文庫スペシャル

アナリストの淫らな生活　ベンチマーク― 井村仁美（著）
若手アナリストが危ない恋に翻弄されていく。やがて身も心も奪わ
れ……。若手アナリストが翻弄される禁断のラブストーリー。

小田実全集

明後日の手記／泥の世界　【小田実全集】 小田実（著）
傷ついた魂の高校生群像を描いた、小田実17歳の処女作と、敗戦を抱き
しめムーサ（詩の女神）に贈った「難死の思想」の短編小説。

「アボジ」を踏む　【小田実全集】　 小田実（著）
古代ギリシャの葬送を彷彿とさせる川端賞に輝く表題作他、計七篇の短
篇全体小説集。戦争、国境、漂泊、死を見つめる魂。

アメリカ　【小田実全集】 小田実（著）
『何でも見てやろう』の姉妹編として書かれたフィクションの巨編。人
間の性と人種差別問題とは何かを深く考えた作品。

暗潮／玉砕　【小田実全集】 小田実（著）
軍事色ただよう戦時下の大阪庶民の日常を鮮烈に描いた『暗潮』。おぞ
ましき戦争の本質と無意味を描いた傑作『玉砕』。

被災の思想　難死の思想　【小田実全集】 小田実（著）
戦後日本の安全神話を最初に覆した阪神大震災。「人災」、「棄民」、
「難死」を拒み、共助・共生社会を再興する指針書。

生きる術としての哲学　【小田実全集】 小田実（著）
古代ギリシャの修辞学を深く学んだ著者による慶應義塾大学経済学部
「現代思想」講義録。「行動の中の哲学」のすすめ。

ＸＹＺ　【小田実全集】 小田実（著）
「ベルリンの壁」を越え殺された主人公が、ナチ時代から古代トロイア
戦争、メロスの虐殺まで体験し生き返る圧巻小説。

大阪シンフォニー　【小田実全集】 小田実（著）
大阪大空襲の焼跡の瓦礫の堆積には死者の魂がコヤシとなって詰ってい
る。廃墟に立ち上がる少年たちの夢と冒険の交響曲。

小田実小説世界を歩く　【小田実全集】 小田実（著）
漱石からジョン・オカダまでの小説を著者が一人の読者としてたっぷり
と愉しみ、含味した文学論。

オモニ太平記　【小田実全集】 小田実（著）

終らない旅　【小田実全集】　 小田実（著）
人間の姿、愛の形を縦糸に、大阪大空襲、ベトナム戦争、9･11等の現代
史を父から娘へ語りつぐ永遠の「哲学的小説」。

海冥　【小田実全集】　太平洋戦争にかか
わる十六の短篇

小田実（著）
全ての戦死者の屍が眠る戦場の海。太平洋が著者に語った無数の、縄の
ようにもつれた「流民」の話が16の短篇となった。
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ガ島　【小田実全集】 小田実（著）
大阪弁ドタバタ喜劇の語り口の裡に隠された物語は、日米戦場の孤島ガ
ダルカナルに眠る兵士の遺骨拾いへの旅であった。

壁を破る　【小田実全集】　世界のなかの
体験と思想

小田実（著）
1962年から64年にかけて、日本が国際化に向けて外へ開こうとする時に
多大な影響を与えた国際関係論。

河（上）　【小田実全集】 小田実（著）
東アジアの近現代史という「河」に鳴り響く、人間の涙と血と愛の物
語。六千枚に込めた、小田文学最後の未完成交響楽。

河（中）　【小田実全集】 小田実（著）
東アジアの近現代史という「河」に鳴り響く、人間の涙と血と愛の物
語。六千枚に込めた、小田文学最後の未完成交響楽。

基底にあるもの　【小田実全集】 小田実（著）
一九七四年から八〇年にかけて著者が「知る」という意味をめぐり、人
びと、世界、ギリシャ古典と文学について考察。

義務としての旅　【小田実全集】 小田実（著）
一人の作家が、自ら拠って立つ平和思想に基づいてベトナム戦争をどう
受けとめかねているか、その苦しみの中間報告。

９．１１と９条　【小田実全集】 小田実（著）
歴史の分岐点に立ち、過去と現代の戦争を再考。1961年から2006年ま
で書いた平和論を著者自身が精選、集大成。

「共生」への原理　【小田実全集】 小田実（著）
太平洋の「どんづまり」から、「共死」の重い意味を抱きしめ、未来を
拓く人びとを考察した、異者との「共生」への哲学。

くだく　うめく　わらう　【小田実全集】 小田実（著）
「人間の死は石膏の塊で、生は水の広がりだろう」。人の世の無常を、
深い愛着をもって書き砕いた「震災文学」短編集。

玄　【小田実全集】 小田実（著）
自由の象徴「異装異者」を愛した私。二人が共鳴する戦争の記憶。ゲイ
文化が写す、時代に翻弄される人間の悲しみと怒り。

現代史（上）　【小田実全集】 小田実（著）
"日本が若かった1964年頃の社会風俗、国際関係、社会構造が、若きヒ
ロインの視線を軸に描かれた""現代の『細雪』""。"

現代史（下）　【小田実全集】 小田実（著）
"日本が若かった1964年頃の社会風俗、国際関係、社会構造が、若きヒ
ロインの視線を軸に描かれた""現代の『細雪』""。"

子供たちの戦争　【小田実全集】 小田実（著）
戦争による階級の逆転、強さへの憧憬は戦争文化を鼓吹し子供心を殺伐
とさせる。子供たちの「15年戦争」を描く短編集。

これは「人間」の国か　【小田実全集】　 小田実（著）
大災害は全ての虚飾をはぎとり、本質を顕わにする。「大震災」以後、
より広く深まった思考を土台に、現代日本を解剖。

さかさ吊りの穴　【小田実全集】 小田実（著）
世界の多くの国を歩き考えた著者が、65歳になって「さかさレンズ」を
覗くごとく過去をはるかに見やる感動の短編12篇。

「鎖国」の文学　【小田実全集】 小田実（著）
文学にとって大事なものは、私の｢眼｣と他者の｢眼｣をもつこと。1971年
から75年まで書かれた独自の文学論。

市民の文　思索と発言１　【小田実全集】 小田実（著）
阪神大震災や９・11以後、新しい歴史の分岐点に立って、自分や自分の
国が世界史の流れのどの位置に立つかを見定める。

状況から　【小田実全集】 小田実（著）
1973年の世界状況の中で、虫瞰図の視点をもつ思想者が現代日本の「法
人資本主義」と国家権力のしくみを考察する。

随論　日本人の精神　【小田実全集】 小田実（著）
近代から現代に至る日本人の心、精神の動きを深く捉え直してみると
「刀を差さない心、精神」がなぜ重要か理解できる。

崇高について　【小田実全集】 小田実（著）
文学を志した十代後半から終生、力強く小田を支えた文学のよりどころ
は何か。人間の弱さを理解し、包容する文学論。

西雷東騒　【小田実全集】 小田実（著）
歴史から学び、「世の中の大勢にスンナリ身を任せない市民」をつくろ
う。混迷する21世紀の初頭に生きる私達の座標軸。

戦後を拓く思想　【小田実全集】 小田実（著）
本書にある「難死の思想」は、戦争を体験・体感していない人にも戦争
の本質を想像力によって思想的に体験させてくれる。

戦争か、平和か　「9月11日」以後の世界
を考える　【小田実全集】

小田実（著）
「民主主義」と「平和主義」を車の両輪にして築いた戦後日本の繁栄と
価値を世界史的視野で捉えた平和論。今、必読書！

大地と星輝く天の子　【小田実全集】 小田実（著）
ソクラテスを裁いた古代アテナイの陪審員たちが主人公のこの小説は、
善と悪が共存する現代社会を撃つ古い未来の長編。

タコを揚げる　【小田実全集】　ある私小
説

小田実（著）
地球上の秩序からはみだし、「らしさ」からはみだす心優しき世界中の
「途中者」たちのタメ息と感動が鳴り響く私小説。

Ｄ／ベルリン物語　【小田実全集】 小田実（著）
『Ｄ』は脱走兵の聖と俗、滑稽と悲哀の喜劇ロマン。『ベルリン物語』
は壁の都での懐かしい幼少期の回想と家族の物語。

でもくらてぃあ　【小田実全集】　「人間
は殺されてはならない」・「人間の国」
「人間の文明」の構築へ

小田実（著）
「デモクラシィ」と「でもくらてぃあ」は違う。「される」側の人間の
あり様､意志に基本をおく「される」側の思想書。

何でも見てやろう　【小田実全集】 小田実（著）
フルブライト留学生が、欧米・アジア22ヵ国を貧乏旅行した現代のオ
デュッセイア。本物の知性と勇気のベストセラー。

西ベルリンで見たこと　日本で考えたこと
　【小田実全集】

小田実（著）
近代国家成立以来、多くの点で相似する日独両国の歩みを、暮らしの目
線から分析し弱者のための新たな方向性を示す。

日本の知識人　【小田実全集】 小田実（著）
日本人自身が現代の日本をどう考えるかを書いた自己認識の書。他に類
を見ない厚みと深みをもつ「日本論」。

羽なければ　【小田実全集】 小田実（著）
七十近くの老主人公と十六歳の岡本あつ子が繰り広げる奇妙な関係。人
間のはかなさと出会いの尊さが切々とうずく名品。

冷え物　【小田実全集】 小田実（著）
大阪の底辺に生きる「善良な」人たちのあいだにひそむ「差別」の心理
と構造を描いた、1968年の「反差別文学」。
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生きとし生けるものは　【小田実全集】 小田実（著）
南洋出身力士を集め相撲のリーグ戦を夢みる老経営者。南の島でひと儲
けを企むが結末で見るドンデン返し。痛快諷刺劇。

ひとりでもやる、ひとりでもやめる　「良
心的軍事拒否国家」日本・市民の選択　
【小田実全集】

小田実（著）
世界から尊敬される日本の斬新な選択「良心的軍事拒否国家」とは？　
付和雷同しない一人の市民から全てが始まる。

HIROSHIMA　【小田実全集】 小田実（著）
ジョウは、戦闘機乗員として対日戦に参加、撃墜され捕虜となり広島で
被爆。英訳本、ＢＢＣラジオ劇にもなった衝撃作。

深い音　【小田実全集】 小田実（著）
阪神大震災後の孤独や悲しみを共有する者達が心を開き支え合う。人間
の悔い、死者への向き合い方が滴り滲む長編。

平和をつくる原理　【小田実全集】 小田実（著）
戦争に駆り出された人間は、被害者であることによって加害者となると
いう戦争のメカニズムをあぶり出した平和論集。

「ベトナム以後」を歩く　【小田実全集】 小田実（著）
ベトナム戦争終結後、約十年目にベトナムを歩いた。東西冷戦中、「惨
勝」した国の抱える辛い戦後期を広く深く省察。

ベトナムから遠く離れて（上）　【小田実
全集】

小田実（著）
豊満時代の虚栄と欲望が乱舞する一港都に、人は何のために生きている
のかとベトナム戦争の影が語る記念碑的大長編。

ベトナムから遠く離れて（中）　【小田実
全集】

小田実（著）
豊満時代の虚栄と欲望が乱舞する一港都に、人は何のために生きている
のかとベトナム戦争の影が語る記念碑的大長編。

ベトナムから遠く離れて（下）　【小田実
全集】

小田実（著）
豊満時代の虚栄と欲望が乱舞する一港都に、人は何のために生きている
のかとベトナム戦争の影が語る記念碑的大長編。

「ベ平連」・回顧録でない回顧　【小田実
全集】

小田実（著）

円いひっぴい（上）　【小田実全集】 小田実（著）
庶民の中心をなす、保守的中間層の心理と感覚、倫理と思考をくらしの
言葉、「ボヤキ万才」よろしく大阪弁で精密に描く。

円いひっぴい（下）　【小田実全集】 小田実（著）
庶民の中心をなす、保守的中間層の心理と感覚、倫理と思考をくらしの
言葉、「ボヤキ万才」よろしく大阪弁で精密に描く。

民岩太閤記　【小田実全集】 小田実（著）
大航海時代の文禄・慶長の役（秀吉の朝鮮侵略）の全過程を日本の少年
トン坊とその妹ミン坊の眼で描く異色の歴史小説。

「民」の論理、「軍」の論理　【小田実全
集】

小田実（著）
「軍」＝「国家」の論理の壁の前で、「民」＝「市民」の論理が恢復す
るには市民の「自立」と「自律」が肝要という政治学。

毛沢東　【小田実全集】 小田実（著）
中国の歴史を変えた毛沢東の矛盾と実践を、少数民族や第三世界を含
め、普通の人々の眼で考えた「人びとの毛沢東」論。

世直しの倫理と論理　【小田実全集】 小田実（著）
国家のしくみの中に否応なく巻き込まれながら巻き返す回路を、日常を
生きつづける人びとの「現場」から解明した書。

列人列景　【小田実全集】 小田実（著）
中年の主人公「タダの人」の眼で、人間にとって切実な原風景、愛、
性、志、生老病死を魅力的な題名に込めて描く連作集。

わが人生の時　【小田実全集】 小田実（著）
敗戦後の占領期、嵐の時代に遭遇した20歳の著者が、当時の若者たちの
魂の彷徨と愛、闘いを描いた。青春の墓碑銘。

私の文学―「文」の対話　【小田実全集】 小田実（著）
文学は作者と作品、読者と社会、世界との対話である。日本文学の枠を
越えた世紀の異色対談。長編小説の魅力を語る。

われ＝われの哲学　【小田実全集】 小田実（著）
「よりよい明日」のため、社会の問題を解決しようと互いを支え合う自
立した市民の繋がりを平易な言葉で説く市民の哲学。

風河　【小田実全集】 小田実（著）
少女が見た昭和初期の大阪。朝鮮人医学生と日本人女学生の愛と、その
破滅の物語。心を揺さぶる郷愁と時代への諷喩。

ガーデニング大好き

クリスマスローズ　ＣＨＲＩＳＴＭＡＳ　
ＲＯＳＥ

野々口稔（著）
花の少ない１１～４月に咲き誇るクリスマスローズは人気急上昇中の
花。豊富な作例写真と共に、日本での楽しみ方や育て方をご紹介！

クレマチス　ＣＬＥＭＡＴＩＳ 金子明人（著）
クレマチスの使い方、育て方が充実した一冊！　クレマチスの育て方も
あますところなく紹介。

KS化学専門書

新編　ヘテロ環化合物　応用編　
山中宏（著）／日野亨（著）／
中川昌子（著）

やや特殊なヘテロ環化合物の合成と反応。豊富な実例！完備された引用
文献！ユニークな分類！

新編　ヘテロ環化合物　基礎編　
山中宏（著）／日野亨（著）／
中川昌子（著）

基本５、６員ヘテロ環化合物の合成と反応。豊富な実例！　完備された
引用文献！　ユニークな分類！

新編　ヘテロ環化合物　展開編 坂本尚夫（著）／廣谷功（著）
生理活性物質や創薬の基礎となる、より複雑なヘテロ環を扱う展開編。
豊富な実例と完備された引用文献は合成ガイダンスとして最適。

KS好きになるシリーズ

好きになる漢方医学 喜多敏明（著）
漢方医学の独自の見方、考え方が修得できる本格的入門書。理論から実
践的知識まで、段階を追って学べる。図表が多く理解しやすい。
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好きになる救急医学　第２版 小林國男（著）
救急蘇生法新ガイドラインに合わせた改訂版ＪＲＣガイドライン
２０１０に対応。災害医療や気管挿管を充実させ、統計データを更新。

好きになる生化学 田中越郎（著）
「好きになる生理学」の姉妹編。難しいポイントはマンガで楽しみなが
ら理解できる。構造式の覚え方のコツにも触れた。初学者に最適。

好きになる生理学　からだについての身近
な疑問　

田中越郎（著）
知っているようで知らないからだの疑問を、イラストを用いて解説。い
つの間にか生理学の基本が身につく。

好きになる生理学ミニノート 田中越郎（著）
「好きになる生理学」の姉妹編。マンガで要点がわかる。病気について
の解説も。実力アップ間違いなし。

好きになる病理学 早川欽哉（著）
病理検査室のエピソード満載。教科書を離れた病理学の現場の姿を伝え
る。基本事項の習得も意識。面白く楽しい病理学の入門書。

好きになる病理学ミニノート 早川欽哉（著）／関邦彦（著）
「好きになる病理学」の姉妹編。楽しくポイントを絞って学べるハン
ディな病理学のまとめ集。イラスト・写真を多数掲載。

好きになる麻酔科学
諏訪邦夫（監）／横山武志
（著）

楽しく読んで基礎が身につく。臨場感あふれる設定で、現場で活用でき
る基礎力がつく。高度な専門書への橋渡しの一冊。

KS農学専門書

イラストでみる犬の病気
小野憲一郎（編）イマイソウイ
チ／多川政弘（編）／安川明男
（編）／後藤直彰（編）

犬の習性や行動パタ－ンなどを理解して、病気の状態と経過を読みとる
ことができるカラーアトラス。イラストと写真３２０点で図解。

発酵食品学 小泉武夫（編・著）
２１世紀の健康機能食品として注目される「発酵食品」。その文化・歴
史から製造法，最新技術まで，発酵のすべてを網羅した専門書。

KCデラックス

社長　島耕作の地球経済学　日本再生・エ
ネルギー編

島耕作（監）
島耕作完全監修、「地球経済学」シリーズ。エネルギーを考えるために
必要なものは。日本再生のため、島耕作がていねいに解説！

小説Ｌ　ＤＫ　柊聖’Ｓ　ＲＯＯＭ
里見蘭（著）／渡辺あゆ（原
作）

大人気漫画ＬＤＫが、ついに小説化。小説の主人公は柊聖。ミステリア
スな柊聖の赤裸々な感情が明らかになる、ファン必読の１冊です。

小説　ちはやふる　中学生編（１）
時海結以（著）／末次由紀（原
作）

大ヒット漫画「ちはやふる」がついにオリジナル小説化！漫画では描か
れなかった中学生時代の千早と太一の不器用でまぶしすぎる青春。

小説　ちはやふる　中学生編（２）
時海結以（著）／末次由紀（原
作）

大ヒット漫画「ちはやふる」がついにオリジナル小説化！漫画では描か
れなかった中学生時代の綿谷新の真実がここに明かされる・・・。

小説　ちはやふる　中学生編（３）
時海結以（著）／末次由紀（原
作）

大ヒット漫画「ちはやふる」の小説化！孤高のクイーン・詩暢が中２の
とき出会った、季節外れの転校生とは？太一の初交際の行方は？

小説　ちはやふる　中学生編（４）
時海結以（著）／末次由紀（原
作）

大ヒット漫画「ちはやふる」の小説版が、ついに完結！漫画では描かれ
なかった綾瀬千早・真島太一・大江奏の中学時代がわかります。

現代ビジネスブック

アベノミクスで日本経済大躍進がやってく
る

高橋洋一（著）
デフレ脱却の最終兵器「アベノミクス」。安倍首相ブレーンが「反リフ
レ派」の俗説をただし、日本経済復活のメカニズムを解説する

君に、世界との戦い方を教えよう　「グ
ローバルの覇者をめざす教育」の最前線か
ら

田村耕太郎（著）
各国の人材育成の凄さと、世界のトップ教育の場で戦う若い日本人たち
を紹介し、厳しいグローバルで活躍するための心構えを熱く語る。

月刊ブレイブ・セレクション　第５号

リチャード・ブランソン・辻野
晃一郎・佐々木俊尚・浜田宏
一・マッキー牧元・ニューヨー
クタイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン

月刊ブレイブ・セレクション　第６号

リチャード・ブランソン・辻野
晃一郎・佐々木俊尚・浜田宏
一・マッキー牧元・ニューヨー
クタイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン

月刊ブレイブ・セレクション　第７号

リチャード・ブランソン・辻野
晃一郎・佐々木俊尚・浜田宏
一・マッキー牧元・ニューヨー
クタイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン

月刊ブレイブ・セレクション　第９号

リチャード・ブランソン／辻野
晃一郎／佐々木俊尚／浜田宏一
／マッキー牧元／ニューヨーク
タイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン
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政府はこうして国民を騙す 長谷川幸洋（著）
時には自らが所属する東京新聞にさえ批判の刃を向ける「闘う新聞記
者」が、政府のウソと、それを見破れないメディアを断罪！

田原総一朗Twitterの神々 田原総一朗（著）
メディアのタブーをすべて語った！　Webマガジン『現代ビジネス』で
大反響！

講談社青い鳥文庫

青い鳥文庫　赤毛のアン（１）
Ｌ・Ｍ・モンゴメリ（著）ムラ
オカハナコ
／ＨＡＣＣＡＮ（絵）

美しいプリンス・エドワード島にやってきた、夢見がちでおしゃべりな
アンが、大まじめで巻き起こすおかしな騒動でみんなが幸せに！

青い鳥文庫　アンの愛情　赤毛のアン
（３）

Ｌ・Ｍ・モンゴメリ（著）／村
岡花子
（訳）／ＨＡＣＣＡＮ（絵）

２０１４年朝の連続ドラマ主人公村岡花子が児童に向けた抄訳版。憧れ
の大学へ入学したアン。ついに理想の王子様、ついにあらわる？

青い鳥文庫　アンの幸福　赤毛のアン
（４）

Ｌ・Ｍ・モンゴメリ（著）／村
岡花子
（訳）／ＨＡＣＣＡＮ（絵）

グリンゲイブルスの「赤毛のアン」も、中学校の校長に！　幸せな婚約
時代の３年間をアンの手紙でつづる赤毛のアン・シリーズ第４弾。

青い鳥文庫　アンの青春　赤毛のアン
（２）

Ｌ・Ｍ・モンゴメリ（著）／村
岡花子
（訳）／ＨＡＣＣＡＮ（絵）

２０１４年ＮＨＫ朝の連続ドラマの主人公村岡花子児童に向けた抄訳
版。１６歳となったアンがアヴォンリー小学校の先生に！

青い鳥文庫　アンの夢の家　赤毛のアン
（５）

Ｌ・Ｍ・モンゴメリ（著）／村
岡花子
（訳）／ＨＡＣＣＡＮ（絵）

グリンゲイブルスで結婚式を挙げたアンとギルバートは、美しい海辺で
新生活を始めました。その小さな白い家の名前は「夢の家」－－。

霧のむこうのふしぎな町
柏葉幸子（著）／杉田比呂美
（著）

夏休み、リナはふしぎな傘の案内で霧の谷の町にやってきた。『千と千
尋の神隠し』に影響を与えた名作ファンタジー。

クレヨン王国の十二か月
福永令三（著）／三木由記子
（著）

大みそかの夜、ユカが見たクレヨンたちの会議。シルバー王妃とユカの
ゴールデン国王をさがすふしぎな旅がはじまる。

クレヨン王国の花ウサギ
福永令三（著）／三木由記子
（著）

行方不明の兄さんを追い、ちほは仲よしのウサギ・ロペの案内でクレヨ
ン王国にまぎれこんだ。ちほと《花ウサギ》ロペが悪魔と対決！

クレヨン王国いちご村
福永令三（著）／三木由記子
（著）

盲腸の手術をした正君に、おばあちゃんが買ってくれた12色のクレヨ
ン。スミレや自転車など、クレヨン王国の楽しくせつない12の物語。

クレヨン王国のパトロール隊長
福永令三（著）／三木由記子
（著）

星座観察の夜、先生にしかられ、かけだしたノブオ。クレヨン王国に迷
いこみ、王国のパトロール隊長として、戦争をとめるためにノブオが活
躍する。

クレヨン王国の白いなぎさ
福永令三（著）／三木由記子
（著）

毘沙門さまの節分会の晩、電話魔のさっちゃんは、百人一首の読み札、
清少納言を落としてしまった。自分の影を追いかける、クレヨン王国へ
の旅。

クレヨン王国七つの森
福永令三（著）／三木由記子
（著）

夏休みに山へキャンプに行った７つの宿題を抱える７人の生徒。七つの
森でふしぎな動物に会う級友たちのふしぎな物語。

クレヨン王国なみだ物語
福永令三（著）／三木由記子
（著）

お日さまの涙から生まれた、楽しく心打つ物語。「カカシのなみだ」
「ヤマザクラのなみだ」……。涙の値打ちを知りたい人におくる七つの
短編。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ１
福永令三（著）／三木由記子
（著）

地球へ送られた月のたまごの危機を救え！　クレヨン王国の第三王子と
まゆみ、ブタのストンストン、ニワトリのアラエッサが活躍。

クレヨン王国からきたおよめさん
福永令三（著）／三木由記子
（著）

６年生の亜有子はクレヨン王国からきた勉強のおよめさんの助けで、全
国の模擬テストで500点満点をとるのだが……。

クレヨン王国まほうの夏
福永令三（著）／三木由記子
（著）

６年生の清太と麻美は芦ノ湖で雷雨にあう。そこで、クレヨン王国のク
レヨンたちの落としものをひろってしまい……。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ２
福永令三（著）／三木由記子
（著）

「月のたまご」を守った三郎は、タイムトンネルで別れたいとしのまゆ
みに会おうとするが……。愛と冒険のファンタジー。

クレヨン王国春の小川
福永令三（著）／三木由記子
（著）

春の写真撮影に出かけた和子は、春の自然にウキウキ。しかし、クレヨ
ン王国では自然を守るため、必死の努力をしていた……。

クレヨン王国の赤トンボ
福永令三（著）／三木由記子
（著）

良恵と美奈代の家に舞いこんだ元気のない赤トンボ。元気づけると、心
臓病の友だちがみるみる快方にむかう。赤トンボのひみつとは!?

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ３
福永令三（著）／三木由記子
（著）

愛の強さによって再会できた三郎とまゆみだが、三郎は病に倒れてしま
う。ファン待望の、愛と冒険の大ロマン第３巻。

クレヨン王国新十二か月の旅
福永令三（著）／三木由記子
（著）

わるいくせをなおしたシルバー王妃は、つまらない毎日をおくっていま
した。ある日、おそろしい「一年牢」に落ちた王妃は、野菜たちと12か
月の旅へ。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ４
福永令三（著）／三木由記子
（著）

まゆみを気づかう三郎は、白藤山の月の宮へ。一方まゆみは、なんとか
町へ戻ろうとするのだが……。ファン待望のラブストーリー第４巻。

クレヨン王国黒の銀行
福永令三（著）／三木由記子
（イラストレータ）

中学一年の美穂と若い銀行員の彰子は、二人組の銀行強盗に車を乗っと
られた。置き去りにされた二人は、クレヨン王国黒の銀行のキャッシュ
カードを手に入れ……。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ５
福永令三（著）／三木由記子
（著）

海の小人に関するレポートを手に、三郎のもとへ出発したまゆみ。愛と
冒険の大ロマン第５巻。
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クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ６
福永令三（著）／三木由記子
（著）

海の小人の予言どおり、奇病に悩まされるクレヨン王国。まゆみと三郎
の壮大なラブストーリー第６巻。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ７
福永令三（著）／三木由記子
（イラストレータ）

捕らえられたまゆみ、王国の乗っとりをたくらむダガー……。まゆみと
三郎のファンタジーロマン第７巻。

クレヨン王国月のたまご－ＰＡＲＴ８
福永令三（著）／三木由記子
（著）

運命の午前零時は刻々と迫ってくる！　三郎は王国を救えるのだろう
か？　愛と冒険の「月のたまご」シリーズ完結編！

クレヨン王国月のたまご　完結編
福永令三（著）／三木由記子
（絵）

地球を守る月のたまごを救うために冒険に出かけて数年。幸せな日々だ
が，まゆみの悩みは尽きない。そんな中，月のたまごがいよいよ

そして五人がいなくなる　名探偵夢水清志
郎事件ノート

はやみねかおる（著）／村田四
郎（著）

ものわすれの名人で、ものぐさでマイペース。そんな名（迷）探偵・夢
水清志郎が、怪人「伯爵」事件の謎に迫る！

ねらわれた街　テレパシー少女「蘭」事件
ノート

あさのあつこ（著）／塚越文雄
（絵）

ＴＶアニメ化、コミック化でますます注目の超能力少女・蘭登場！　
『バッテリー』のあさのあつこが描くＳＦミステリー。

闇からのささやき　テレパシー少女「蘭」
事件ノート２

あさのあつこ（著）／塚越文雄
（絵）

蘭は翠のピンチを救うことができるのか!?　超能力少女・蘭と仲間たち
が活躍するＳＦライト・ミステリー第２弾!!

私の中に何かがいる　テレパシー少女
「蘭」事件ノート３

あさのあつこ（著）／塚越文雄
（絵）

自分の体の中に、自分以外の生き物が入りこんだとしたら……？　超能
力少女・蘭が大活躍の超人気シリーズ第３弾!!

パスワードは、ひ・み・つ　―パソコン通
信探偵団事件ノート―

松原秀行（著）／梶山直美
（著）

パソコン通信で知り合った５人の少年少女たち。パソコンで捜査会議を
していくうち、現実の誘拐事件にまきこまれた！

講談社インターナショナル

これを英語で言えますか？　学校で教えて
くれない身近な英単語

講談社インターナショナル
（著）

「腕立てふせ」、「○×式テスト」、「短縮ダイヤル」、「ばれた
か！」……言えそうで言えない日本人英語の盲点をズバリ！

The Best Scenes from MUSASHI　宮本武蔵
吉川英治（著）／チャールズ・
テリー（著）

英語で読もう『宮本武蔵』。世界を駆ける英訳『MUSASHI』より名場面
を抜粋。注釈と対応する原作部分を収録。

講談社X文庫ティーンズハート

あなたが見えない…
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

カズトは、転校生の杉山さんのほうが好きになっちゃった!?　カズト、
ほんとうの気持ち、教えて！

あなたのいる夕暮れ
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

わたし、工藤彩子。高２。三島くんは、野球部の補欠だけど、わたしに
はカッコイイ人。なんとしても、この恋、実らせたいんだけど、ライバ
ルが……。

《魔法使い》にお願い？　運命のタロット
（１）　【復☆電書】

皆川ゆか（著）／乱魔猫吉
（絵）

主人公・水元頼子は、タロットカ－ドの《魔法使い》に出会ってしまっ
たために、他のタロットが起こす事件を解決したり戦ったり――

風を道しるべに…(1)　ＭＡＯ　14歳・春
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

「風道」シリーズ第１作。麻央、14歳。両親が事故死して、運命暗転!!

風を道しるべに…(2)　ＭＡＯ　15歳・夏
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

北海道の牧場ですごす、麻央の最初の夏は……。

風を道しるべに…(3)　ＭＡＯ　16歳・春
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

北海道にきて１年。麻央の高校生活開始！

風を道しるべに…(4)　ＭＡＯ　16歳・秋
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

健太郎、あたしの心を裏切らないでネ……。

風を道しるべに…(5)　ＭＡＯ　17歳・春
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

麻央の17歳の誕生日にわかる秘密とは……!?

風を道しるべに…(6)　ＭＡＯ　17歳・夏
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

双子の兄とすごす、麻央のロンドンの夏休み。

風を道しるべに…(7)　ＭＡＯ　17歳・冬
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

健太郎！　あたしたち、もう終わりなの……!?

風を道しるべに…(8)　ＭＡＯ　18歳・春
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

最後はやっぱり、自分ひとり、なの……!!?

風を道しるべに…(9)　ＭＡＯ　18歳・夏
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

あたしたち、またここからスタートね……。

風を道しるべに…(10)　ＭＡＯ　18歳・秋
倉橋燿子（著）／小野佳苗
（絵）

あたし、もうひとつの旅立ちを、始めます!!

彼をわたしにください
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

恋人がいるのを知りつつ好きになっちゃった三上センパイ。だけど、ど
うしても、諦められなくて……。

ささやきを聴きとめて
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

わたし、佐藤鈴子。すごく内気で、高２にもなって言いたいことが何も
言えない。こんなわたしでも、好きな人がいるの……。

《教皇》がｉを説く　真・運命のタロット
（１）　【復☆電書】

皆川ゆか（著）／乱魔猫吉
（絵）

《教皇》の攻撃を受け半死半生となったライコ。自からが、かつて合一
したことのある《女教皇》の姿となっていることに気づくが…

夏だけの恋にしないで
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

仲良し３人組で、「海の家」でバイトをすることに。念願どおりカッコ
イイ男の子・ジュンと会い、おつき合いを始めるが……。

ハートビート・スキャンダル
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

わたしのカレ、藤井ヨージは今をときめくアイドル。ヨージ、歌手の近
藤ルミとの噂、ウソでしょ!?　信じていいよね!?
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バナナシェイクをふたりで
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

わたし、毎朝同じ通学電車で、顔を見かけるだけの人にすっかり恋し
ちゃってるの。どうやったら気がついてもらえるんだろう？

ぱらどっくすティ－・パ－ティー　【復☆
電書】

皆川ゆか（著）／佐藤まり子
（絵）

夢と冒険いっぱいの、超能力学園ドラマ！

ひとの気も知らないで
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

お互い、もう気心知れちゃってて、今さら素直に「好きです」なんて言
えなくて……。わたしは、ただのお友だちでしかないの……!?

もう一度あなたに帰りたい
若林真紀（著）／いでまゆみ
（絵）

１年半も想い続けている人に、思い切って告白。うまくいって、おつき
合いすることになったんだけど……。

講談社X文庫ホワイトハート

アイドルになんか恋をするな！
森山侑紀（著）／蜂不二子（イ
ラストレータ）

勝ち気な高校生・井上左近の人生は人気少女マンガ家の母親と、甘った
れの双子の弟・右近のせいでおかしなことに!?

アイドルになんかなりたくない！
森山侑紀（著）／蜂不二子
（絵）

高校生・井上左近の大きな秘密！　男なのに美少女アイドルだなんて!?

愛の夢　ミッドナイト・レザナンス
有馬さつき（著）／麻生海
（絵）

あなたのピアノが聴きたい、それだけなのに……。憧れのジャズ・ピア
ニストが目の前に！　ヒカルは接近を試みるが……。

愛夜一夜　捧げられたウェディング
麻生ミカリ（著）／天野ちぎり
（絵）

踊り子ライラは、自国の王子アーデルに城へと招かれ婚約させられる。
だがそれは国の凶事を避けるためささげる生贄としての役割で！？

アイラ　～永遠の誓い～
吉田珠姫（著）／すがはら竜
（絵）

謎の青年と結ばれたアイラだが、王の策略により最強獣キルと離れ離れ
に！？　全ての謎が明かされる完結編！

アイラ　～セイリアの剣姫～
吉田珠姫（著）／すがはら竜
（スガハラリュウ）

記憶を失ったアイラを、戦火の中助けたのは、世界最強の獣・キル。ア
イラには強大な力が秘められているというのだが！？

アイラ　～許されぬ想い～
吉田珠姫（著）／すがはら竜
（スガハラリュウ）

せつない恋心を隠したまま敵国へ向かったアイラは、謎多きカガル王に
囚われてしまう。伝説の最強獣と少女の冒険ラブロマンス第２弾！

暁闇新皇　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（ア
サミユウ）

都を混乱に陥れる“新皇・平将門”の怨霊！　その＜邪気＞に苦しむ宮。
都を留守にしていた義明は、そのとき……！？

貴人花葬　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（ア
サミユウ）

生命を落としたはずのあやめが、皇女の女房に……。邪神の企みと悟っ
た宮は、自身の肉体に封じるが――！？

アナトゥール星伝　金の砂漠王 折原みと（著・絵）
鈴木結奈は高１の女の子。ある日、校長室で古い本を見て、そこに書か
れていた呪文を唱えたら、突然砂漠の国に移動してしまい……。

アナトゥール星伝（２）　銀の星姫（上） 折原みと（著・絵）
再びアナトゥールを訪れたあたしを待っていたのは、シュラ王子との電
撃結婚式！？だけどその時、エスファハンには新たな大事件が！

アナトゥール星伝（３）　銀の星姫（下） 折原みと（著・絵）
ラドルフ王国との闘いで重傷を負ったシュラ王子の命をすくうため、ユ
ナは天に向かって祈りを放つ。その瞬間、空一面を白い光が！

アナトゥール星伝（４）　青の月光王 折原みと（著・絵）
再びアナトゥ－ルを訪れたユナ。今回の使命は、東方の大国・シルハ－
ンと同盟を結ぶこと。シュラ王子と共に冒険の旅がはじまる。

アナトゥール星伝（５）　紅の花炎姫 折原みと（著・絵）
平条約を結ぶため隣国を訪れたシュラ王子とユナ。その国の情熱的な姫
が、シュラを誘惑しようとして……。大人気シリーズ第５弾！

アナトゥール星伝（６）　紫の明星姫 折原みと（著・絵）
久しぶりにエスファハン国を訪れたユナ。その時、敵対するラドハフ王
国との戦いがせまっていた。愛と冒険の物語、シリーズ第６弾。

アナトゥール星伝（７）　黒の暗闇王
（上）

折原みと（著・絵）
強大な隣国、ラドルフ王国との対決のときが迫る。謎の王、ベルギリウ
ス２世の正体をさぐろうと、ユナはラドルフ王国に潜入する。

アナトゥール星伝（８）　黒の暗闇王
（下）

折原みと（著・絵）
強大なラドルフ王国を相手の闘い。苦戦の続く中、シュラ王に同行した
ユナと沙夜は、苦戦の続く中で、あるアイデアを思いつく。

アナトゥール星伝（９）　白の雪舞姫 折原みと（著・絵）
寒波と飢饉に襲われたシルハ－ン。月光王・ユ－ジンの危機を救うため
かけつけた、ユナとシュラ王に、ユージンが告げたこととは？

アナトゥール星伝（１０）　虹色の外伝 折原みと（著・絵）
過去に登場した脇役の中から、読者に人気の３人をピックアップ。それ
ぞれを主人公にした、魅力たっぷりのショ－トスト－リ－。

アナトゥール星伝（１１）　紺碧の海賊王 折原みと（著・絵）
アナトゥ－ル国に次々と起こる事件。今度は海賊の被害が頻発！　海賊
退治にのりだした、王子とユナだが、慣れない海戦に大苦戦！

アナトゥール星伝（１２）　緋色の聖戦士 折原みと（著・絵）
ユナのもとにラドルフ王国のアイシャ女王からの親書が届いた。ノルー
ラン国の民族粉争解決のため力をかしてくれというものだった。

アナトゥール星伝（１３）　琥珀の妖魔女 折原みと（著・絵）
エスファハンに原因不明の疫病が発生し、シュラ王子までが羅病した。
王子の看病と原因究明にユナは奔走するが、原因は呪いのせい？

アナトゥール星伝（１４）　夢色の追想伝 折原みと（著・絵）
いつもユナを助けてくれる沙夜の悩みとは？　常に冷静なシュラ王の第
一の従者・アルシェが唯一あせった事件とは？　番外編３本収録。

アナトゥール星伝（１５）　空色の水晶王 折原みと（著・絵）
シルファード公国を訪れたユナ達は、国王の弟・水晶王を担ぐクーデ
ターに巻きこまれてしまう。大人気、愛と冒険の物語。

アナトゥール星伝（１６）　風色の自由王 折原みと（著・絵）
アレス王子の航海の船出を見送るためカストリア国を訪れたユナたちだ
が、船出を前にアンフォラ国で反乱が起こったという知らせが！

アナトゥール星伝（１７）　愛色の女性伝 折原みと（著・絵）
新大陸へ向けての冒険航海に出発した海賊王。ようやくたどりついた未
知の世界で彼を待ちうけていたのは……大人気、愛と冒険の物語。

アナトゥール星伝（１８）　緑の守護神
（上）

折原みと（著・絵）
アナトゥールを訪れたユナは、この世界に異変が起こっていることを知
る。アナトゥールのみによって創られた世界に崩壊の時が迫る。
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アナトゥール星伝（１９）　緑の守護神
（下）

折原みと（著・絵）
アナトゥールに迫る最大の危機。各地がつぎつぎと天災に見舞われ、希
望の大地が闇に呑み込まれようとしている。ユナの進むべき道は？

アナトゥール星伝（２０）　黄金の最終章 折原みと（著・絵）
ユナと王子のその後、アレスとアイシャの関係など、本編に入らなかっ
たエピソードを満載。製作秘話まで大公開のスペシャルＢＯＯＫ。

アポロンの束縛
有馬さつき（著）／斐火サキア
（絵）

〈手〉の彫刻を創り続けてきた西浦亮は、画廊を経営する宮坂に出会
う。やがて亮は、宮坂のすべてを求めている自分に気づき始めるのだ
が……。

天翔る鳥のように
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

人気小説家の音也は、新婚早々妻と離れ、執筆のため伊豆を訪れる。そ
こには、妻の弟・匡之の姿があった。

雨衣奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

早川が依頼を持ってやって来た。年老いた日本人女性は元米軍兵士の
妻。その米兵は昔、サイゴンと呼ばれたベトナムにいた。

天離熾火　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

神泉苑の近くで、頻繁に彷徨う霊を見る義明。邪神・夜刀神が、黄泉の
国に送られた人の魂を奪っている。激闘の末に義明が遂に！！

あやめも知らぬ
暁美耶子（著）／夏乃あけみ
（イラストレータ）

先祖から現代へと繋がる人には言えない複雑な恋心が奇怪な事件を生
む！

アラビアン・ウェディング　～王子の寵愛
レッスン～

矢城米花
（著）／Ｃｉｅｌ（絵）

主人公は平民の娘なのに偶然王子に拉致され、花嫁としての特訓を受け
始める。難関の舞踏の稽古中、二人は・・・。

アリス　イン　サスペンス
桃華舞（著）／カズアキ（イラ
ストレータ）

無法地帯シークレット・ガーデンで仲間たちと一緒に暮らす少年・ヒツ
ジコ。彼はある日、アリスと名乗る少女と出会う。それが、運命のはじ
まりだった!!

いつか喜びの城へ
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

憧れていた人気俳優・丹野へ気持ちを打ち明ける間宮……。「B-ing」の
その後を描く芸能界シリーズ第３弾!!

斎庭穂垂　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

現世（うつしよ）に復活を企む邪神の新たな狙いは！？　大人気平安異
色ファンタジー「斎姫」シリーズ、急展開！

斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

第５回ホワイトハート大賞受賞作！　歴史ファンタジーの新たな旗手誕
生！

斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

〈神の子〉宮の復活は――！？　新展開！！　「斎姫」第２部スター
ト。

いつわりの花嫁姫 水島忍（著）／オオタケ（絵）
結婚前に相手の王子の顔が見たい・・・お忍びで会いに行ったユリアナ
に刺客の手が！　記憶を失った彼女を救いくちづけてきた人は？

偽りのリヴァイヴ　ゲノムの迷宮（１）
宮乃崎桜子（著）／汞りょう
（イラストレーション）

人類が宇宙に活動の場を広げた時代。連邦のエリートになりそこねた武
は、因縁の相手、倭と、辺境の星々へ人捜しの旅に出ることに。

犬神奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

御参リ、行ク。御社ニ。御参リ、行ク――。たまにはのんびり骨休め、
と冬の四国を訪れた天本と敏生。そこでめぐりあったものとは！？

イノセンス・ブラッド　血の刻
仙道はるか（著）／岩崎陽子
（絵）

反乱分子側に潜入していたシオンが、出雲の不在中、上総のもとに現れ
た。『封印』と『鍵』をともに求める上総たちを待つものは？

ヴァルハラ
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

死者たちの楽園を意味する「ヴァルハラ」――偶然、俺は春樹と再会
し、そこから俺たちの物語ははじまった……。

嘘と執事の咎　ぼくと執事と婿候補
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

貴明への想いが断ち切れない潤。その姿に、執事・千早の心も揺れ始め
る。そこに、とんでもない男が新しい婿候補として現れてきて！？

うたかた　斎姫異聞外伝
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

藤原重家出家に秘められた恋。初恋の相手、綏子との再会。お互いに惹
かれあう２人だが、綏子は東宮の妃。道ならぬ恋の行方は――

現人奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

霊障祓いの能力をもつミステリー作家・天本森と、精霊と人間の間に生
まれた琴平敏生。ふたりは今回、どんな事件に遭遇するのか……？

黒の眠り　薔薇の約束　ウナ・ヴォルタ物
語

森崎朝香（著）／由貴海里
（絵）

アンシアン王立学院生であるフユカの前に、ある日突然、長い眠りから
目覚めた「うーちゃん」と名乗る妖魔が現れた！

黒の目覚め　赤の胎動　ウナ・ヴォルタ物
語

森崎朝香（著）／由貴海里
（絵）

大魔道師の生まれ変わりだと知らされたフユカ。前世が何者だろうと、
人並みに恋もしたい！　そんなフユカの前にライバルが。

金の奔流　赤の変幻　ウナ・ヴォルタ物語
森崎朝香（著）／由貴海里
（絵）

大魔道師・ブライヘゼルの生まれ変わりとして、彼の記憶を次第に思い
出すフユカ。しかし、再び薔薇一族にさらわれてしまう。

金の夢幻　薔薇の再会　ウナ・ヴォルタ物
語

森崎朝香（著）／由貴海里
（絵）

フユカは、うーちゃんの体を乗っ取った魔女王を追う。しかし、世界の
流れを操る巫女からの依頼で、薔薇一族と魔女王と対峙する。

う・わ・さのラブ・フォーカス 井村仁美（著）／明神翼（絵）
転校初日、写真部の明石弘孝に突然写真を撮られ、写真展に出す作品の
モデルになるよう口説かれた氏家真生だが……。

運命のプロポーズ　～三人の王子と神託の
花嫁～

矢城米花（著）／旭炬（絵）
狩人に身をやつした元王女のアリュースは神託により敵国に呼ばれ、個
性豊かな三人の王子の誰かと結婚しろと命じられて！？

永弦寺へようこそ　幽霊探偵　久良知漱
アイダサキ（著）／ワカマツカ
オリ（絵）

女子高生の夏芽は東京の下町・谷中のお寺に居候することになった。そ
こで幽霊から依頼を受けるという探偵・久良知と出会って！？

英国妖異譚
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

在らざるものを感じる不思議な力を持つ日英ハーフの少年ユウリ。彷徨
う霊を癒す!!　大人気シリーズ第１弾！

嘆きの肖像画　英国妖異譚２
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

見るものに恐怖を感じさせる肖像画の母親の眼差し。でも、赤ちゃんの
行方不明と同時に絵がかわった!!　なぜ!?

囚われの一角獣　英国妖異譚３
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

幽霊城と呼ばれている古城。憑かれた少女が起こす凄惨な事件。ユウリ
の前に現れた一角獣は何を語りたいのか!?
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終わりなきドルイドの誓約　英国妖異譚４
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

火を使うと凄惨な事件が次々と起こる霊廟跡地の工事現場。火を使わず
に邪魔な物を燃やせ。という難題にユウリは!?

死者の灯す火　英国妖異譚５
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

亡き友、ヒュー・アダムスは蘇ろうとしているのか!?　さまようヒュー
の霊と交信してしまうユウリは……。

聖夜に流れる血　英国妖異譚６
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

アシュレイの身体が朽ち果てるのを見てしまったユウリ。アシュレイに
何が!?　ゲーム再開の意味は……!?

古き城の住人　英国妖異譚７
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

グレイの妹の誕生パーティに招かれたユウリとシモン。そこで、ユウリ
は古風なドレスを着た貴婦人を見てしまう。

水にたゆたふ乙女　英国妖異譚８
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ヤナギの前に立つ朧な影を見てしまったユウリ!!　オフィーリア役のユウ
リにも呪詛が!?

緑と金の祝祭　英国妖異譚９
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

卒業間近のアシュレイからユウリへのプレゼントとは!?　夏至前夜祭に
何かが起きる――!?

竹の花～赫夜姫伝説　英国妖異譚10
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

日本に帰国していたユウリを追って、シモンも来日。ユウリ、シモン、
アシュレイのアブナイ日本の夏休み!!

クラヴィーアのある風景　英国妖異譚11
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

声が出ないという少年の歌を聞いてしまったユウリ。ユウリの夢に同調
するシモン。アシュレイの影は!?

水晶球を抱く女　英国妖異譚12
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

急遽フランスに戻ったシモンに寂しさを募らせるユウリ。英・仏・伊を
舞台に、アンリの出生の秘密が明らかに!!

ハロウィーン狂想曲　英国妖異譚13
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ハロウィーンの準備に追われるセント・ラファエロ。喧騒をよそに、霊
廟跡地で精霊召喚の儀式を行う怪しい集団……。

万聖節にさす光　英国妖異譚14
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ハロウィーンを目前に、興奮ぎみのセント・ラファエロ。狂想曲より重
大な事件が闇夜のハロウィーンで起こる――！

アンギヌムの壺　英国妖異譚15
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

呪われた血!?　オスカーの受難に立ち向かうユウリ!!　不可解な遺言書の
謎とは……!?

十二夜に始まる悪夢　英国妖異譚16
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ユウリにも伸びる魔の手…!!　学園内の陰謀。救うのはシモン？ それと
もオスカー？

誰がための探求　英国妖異譚17
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

僕の能力を許容できる!?　オスカーに憑いた霊。除霊を悩むユウリ。新
たなる二人の関係!!

首狩りの庭　英国妖異譚18
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

シモンに迫る女の影、忍び寄る罠。いよいよ話は佳境に!!　――シモン、
お願い、死なないで。

聖杯を継ぐ者　英国妖異譚19
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

友達を救うためなら、運命を肩代わりしてもいい――シモン、アンリの
危機にユウリの決断!?

英国妖異譚20　エマニア～月の都へ-(1)
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

友のためなら自分の運命を受け入れる！　還ってこられないかも知れな
い道を歩きはじめるユウリ。

英国妖異譚20　エマニア～月の都へ-(2)
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

友のためなら自分の運命を受け入れる！　還ってこられないかも知れな
い道を歩きはじめるユウリ。

エマニア～月の都へ　英国妖異譚20
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

友のためなら自分の運命を受け入れる！　還ってこられないかも知れな
い道を歩きはじめるユウリ。

背信の罪深きアリア　英国妖異譚SPECIAL
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ユウリだけに見える彷徨う霊の正体は!?　ファン待望!!　｢英国妖異譚｣ユ
ウリ＆シモン出会い編！

ジュワイユーノエル　英国妖異譚番外編
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

アシュレイとのコモ湖の夜の出来事「龍の紋章」とパリでのクリスマス
イブ「ジュワイユーノエル」の豪華２編収録！

午前零時の密談　英国妖異譚番外編２
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

ユウリを巡り、シモンとヒューのささやかな諍い。他に「セント・ラ
ファエロ物語」「ベリー・エドマンズの怪」も収録！

メフィストフェレスの誘惑　英国妖異譚番
外編３

篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

最後の春祭で弾くユウリとシモンのヴァイオリン協奏曲。ユウリの使う
ヴァイオリンには忘れがたい思い出が!!

エターナル・レッド　血の刻
仙道はるか（著）／岩崎陽子
（絵）

ついに上総の命を狙う者たちが本格的に動き始めた。自分の前世を明ら
かにされた上総は、戸惑い、混乱していくのだった。

焔炎奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

解剖室で怪奇現象……いったい、なぜ!?　京都・神戸でミステリー体
験。

遠日奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

明らかにされる、天本と龍村の高校時代。二人の出会いからの３年間を
３本のエピソード＜石の蛤＞＜夜行人形＞＜約束の地＞で綴る。

アザゼルの刻印　欧州妖異譚(1)
篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

ユウリが行方不明から２ヵ月。失意の日々をおくるシモンを見て、弟の
アンリは予知夢を伝えようか迷っていた。

使い魔の箱　欧州妖異譚(2)
篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

シモンに近づく女性。その時ユウリが見てしまったものは!?

聖キプリアヌスの秘宝　欧州妖異譚(3)
篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

謎の『杖』が届いて以来、セイヤーズは悪夢に悩まされる。見かねたオ
スカーは、ユウリに助けを求めるのだが!?

アドヴェント　～彼方からの呼び声～　欧
州妖異譚(4)

篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

ユウリを「僕のメフィストフェレス」と呼ぶ天才ヴァイオリニスト、
ローデンシュトルツ。その彼が演奏後、忽然と消えてしまい……。

琥珀色の語り部　欧州妖異譚(5)
篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

琥珀に宿る魔力にユウリが挑む！　ポートベローにシモンと出かけたユ
ウリは、突然右手の中指に琥珀の指輪を嵌められてしまい……!?

蘇る屍　～カリブの呪法～　欧州妖異譚(6)
篠原美季（著）／かわい千草
（イラスト）

悪魔のかわりに蘇ったのは屍。　カリブの海賊の呪われた宝を巡り、ユ
ウリはアシュレイをも恐れさせる闇の力と対決する！
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三月ウサギと秘密の花園　欧州妖異譚(7)
篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

復活祭に訪れた村の「呪われた花園」。ユウリは、花園の眠りについた
妖精を目覚めさせ、花盛りの庭を蘇らせることができるのか？

トリニティ　～名も無き者への讃歌～　欧
州妖異譚(8)

篠原美季（著）／かわい千草
（絵）

古代ローマの地下神殿発掘作業で、呪いの言葉が刻まれた石版を発掘し
たロンドン大学の学生が行方不明に！ユウリは彼を救えるのか？

王女ベリータ～カスティーリアの薔薇～
（上）

榛名しおり（著）
カスティーリア王女である母と、幼いころから修道院に幽閉されてきた
ベリータ。ある日、連れ出された彼女は王位継承をせまられるが。

王女ベリータ～カスティーリアの薔薇～
（下）

榛名しおり（著）
王妃の策略をかわし、コルドバへ逃れたベリータ。孤立無援の中、窮地
を脱する起死回生のため、騎士・アロンソはトレドへと向かった！

奥様は貴腐人　旦那様はボイスマイスター
森美紗乃（著）／ひだかなみ
（イラストレータ）

ＢＬを愛する”貴腐人”のゆりが、恋人で売れない声優・曜の「ＢＬノベ
ルゲームの仕事」に向けて個人レッスン！

終わらない週末
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

エリート社長秘書とデザイナーの卵の週末プライベートレッスンがいつ
しか……。「終わらない週末」第１弾。

終わらない週末　パーティナイト
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

トオルの美貌に目がくらんだ飯島は思わず……!?　「終わらない週末」
第２弾。

終わらない週末　ダブル・ハネムーン
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

四人一緒に行く真冬のボストン旅行は……!?　「終わらない週末」第３
弾。

終わらない週末　ビタースゥイート
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

念願の同居を始めた飯島とトオルは……!?　「終わらない週末」第４
弾！

終わらない週末　バニー・ボーイ
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

二人でいられれば、ほかに何もいらない!!　「終わらない週末」第５弾。

終わらない週末　フラワー・キッス
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

タカより好きな人なんていないんだよ、僕。「終わらない週末」第６
弾。

終わらない週末　ラブ・ネスト
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

その優しさが、時には罪になるんだよ。「終わらない週末」第７弾。

終わらない週末　ベビィフェイス
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

キスだけじゃ、今夜は眠れそうにない。「終わらない週末」第８弾。

終わらない週末　トラブルメーカー
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

タカも欲しかったら、無理強いするの？　「終わらない週末」第９弾。

終わらない週末　ウィークポイント
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

君の誘いなら、いつでも大歓迎だよ。「終わらない週末」第10弾。

終わらない週末　プライベート・コール 有馬さつき（著）
飯島への電話を偶然、聞いてしまったトオル。親しげに名前を呼ぶ声
に、トオルの心は揺れ動く……。第11弾。

終わらない週末　ベッド・サバイバル
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

旅行先で同室になった男に、トオルはいきなり押し倒される。飯島は、
恋人のピンチを知る由もなく……。第12弾。

終わらない週末　オンリー・ワン 有馬さつき（著）
パーティーで出会った美女に飯島はせまられる。しかし、意外にも彼女
は男性でそのうえ……。第13弾。

終わらない週末　ドレスアップ・ゲーム
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

男だってことを身体に覚え込ませてあげるよ。トオルと飯島の二度目の
クリスマスの夜。第14弾。

終わらない週末　シークレット・プロミス
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

飯島たちと真冬のミラノを訪れたトオル。しかし、見知らぬイタリア人
男性に声をかけられて……。第15巻。

終わらない週末　ギブ・アンド・テイク
有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

ミラノから先に帰国した飯島。東京に戻ってきたトオルは、どこか落ち
着かない……。第16巻。

終わらない週末　ブロークン・チョコレー
ト

有馬さつき（著）／藤崎理子
（絵）

飯島のもとに届いたユキからの熱いメッセージ。それを目にしてしまっ
たトオルは……。第17巻。

終わらない週末　アオヤマ・コレクション
有馬さつき（著）／鈴木あゆ
（絵）

実家に顔を出した飯島。ユキとの関係を疑う言葉を、椎名から向けられ
た飯島は……。第18巻。

終わらない週末　アドバンス・セレブレー
ション

有馬さつき（著）／鈴木あゆ
（絵）

飯島と暮らし始めてから二度目の誕生日を迎えたトオル。仲間たちが
パーティを開いたが……。第19巻。

終わらない週末　ロリィポップ
有馬さつき（著）／鈴木あゆ
（イラスト）

宮坂の画廊を訪ねるつもりのトオル。だが、宮坂に同性の恋人がいたこ
とを飯島は知っていて……。第20巻。

終わらない週末　プレシャス・ハプニング
有馬さつき（著）／鈴木あゆ
（絵）

ＣＧコンペの一次選考を通過しやトオル。芸術音痴の飯島は、引け目を
感じ始めて……。第21弾。

終わらない週末　ヘヴィデイズ
有馬さつき（著）／鈴木あゆ
（絵）

会社に行きたがらないトオル。飯島は理由を知りつつも、なんとか出勤
させるが――。シリーズ最終巻!!

怨呪白妙　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

記憶喪失になったものの、義明はあらためて宮に好意を寄せていく。一
方、宮は義明が長屋王になったのではないかと案じる。

回帰のレジェンド　ゲノムの迷宮（５）
宮乃崎桜子（著）／汞りょう
（イラストレーション）

公子シャクアの護衛のため、武と倭は懐かしい学園都市に戻ってきた。
そこで自分の過去を検索した武は、思いがけない名前を見つける。

海月奇談（上）
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

森と敏生を訪ねるはずだった早川が何者かに襲われた。そして河合師匠
の身にも危機が！！　「奇談」ファミリーに最大の試練が襲う。

海月奇談（下）
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

司野と事態収拾のため、協力することにした天本。しかし、今度は敏生
までも襲われ、天本に最大の危機が訪れた！！

海賊と花嫁　愛は星空を駆ける
桜木はな（著）／明咲トウル
（絵）

エステリアーナとセリムの「婚礼の儀」が空中宮殿でおこなわれる事に
なるが・・・・・・。
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海賊と花嫁　空中宮殿で恋をしよう！
桜木はな（著）／明咲トウル
（絵）

「航海王女」の血を引く娘、エステリアーナはトルキアの皇子セリムと
空中宮殿で偽装結婚することになるが・・・・・・。

海賊と花嫁　恋は後宮ではじまる
桜木はな（著）／明咲トウル
（絵）

黒髪の海賊との出会いが運命を変えた！海賊に襲われたエステリアーナ
を助けたのはエメラルドの瞳をもつ青年・セリムだった。

海鳴の花嫁　玻璃暗涙
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

「好き」と素直に言えたらどんなに幸せ!?　幼い時に神につかえる巫女
に定められた運命の巴璃には恋は許されない!?

火炎藤葛　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

平安歴史ファンタジー第２部第３弾。＜神の子＞と義明の妻、揺れる宮
――。義明を失いたくないと名ばかりの妻だった宮の決意！！

隠された皇女　～法官と秘めたる誓い～
貴嶋啓（著）／くまの柚子
（絵）

いきなり婚約！？　医師見習いの少女と、名門出の法官のラブストー
リー。互いの父同士が交わした婚約契約書。その真意は！？

景清奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

掛軸に魅入られた女性が変死。そして掛軸の絵の人物も消えていた。怪
異現象に天本らはまきこまれていった！

陽炎羽交　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

「殿、私を離別してくれ――」　＜神の子＞宮からの突然の申し出に、
身分違いの夫・源義明の憂鬱は続いていた。

華燭恋唄　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

香久夜を悪しきモノと捉えていない義明に苛立ち、素直になれない宮。
そんな折、大納言頼通の子をなした召人が急死する。

続・風を道しるべに…(1)　ＭＡＯ　19歳・
秋

倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

イギリス一の名門乗馬学校に留学した麻央。草原に囲まれた小さな街で
暮らすことになった麻央の新しい生活が始まる！

続・風を道しるべに…(2)　ＭＡＯ　19歳・
冬

倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

すれ違う麻央と健太郎の心。彼の耳には届かない。……もう何も届かな
い。

続・風を道しるべに…(3)　ＭＡＯ　19歳・
春

倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

健太郎との恋に悩む麻央。デュークとの恋は危険だと予言するジェーン
の言葉も、麻央の耳には入らなかった……。

続・風を道しるべに…(4)　ＭＡＯ　20歳・
夏

倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

デュークとぱったりと連絡が途絶えてしまった麻央。彼に何かが起こっ
たのか!?

続・風を道しるべに…(5)　ＭＡＯ　20歳・
秋

倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

「デュークとの愛の結晶なのですよ」。続編、堂々の最終巻。完結編へ
と続く。

風を道しるべに…完結編(1)
倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

大人気大河ロマン完結編スタート！

風を道しるべに…完結編(2)
倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

馬のたてがみだけを頼りに風の中を突っ走るような麻央……。それが私
の生き方。

風を道しるべに…完結編(3)
倉橋燿子（著）／橋本陽子
（絵）

波乱にとんだ青春をおくった麻央。全18巻の大河ドラマ「風を道しるべ
に…」いよいよ最終巻！

神々の夢は迷宮
西東行（著）／睦月ムンク
（絵）

星も風も波も、世界はすべて我ら自身のうちにある――迷宮ファンタ
ジーの傑作！

神威天想　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

火華鬼は宮の式神を使役する能力を使い、現世を歪めようとしていた。
それを知った義明は一人火華鬼に挑む。感動のクライマックス。

カンダタ
ぽぺち
（著）／Ｌａｒｕｈａ（絵）

こそ泥稼業のダメおやじが、ここいちばんの賭けに出た！　魅惑の美少
年剣士との出会いが、彼の人生を変える！

カンダタ、審判の刻
ぽぺち
（著）／Ｌａｒｕｈａ（絵）

ピュアな愛が、人をこんなに強くする！　ダメおやじと美少年剣士の心
温まるファンタジー。

受け継がれた意志　カンダタ
ぽぺち
（著）／Ｌａｒｕｈａ（絵）

ついにカンダタが死の闘剣へ。美少年剣士と新米教師が、悪にたちむか
う！

官能的なソナチネ
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

あんたの一番大切なものを傷つけてやる。――かつて美幸を襲った男
が、再び現れて……。

記憶の海に僕は眠りたい
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

高校時代に出会い、惹かれ続けた刑事と再会した金光章弘。彼が刑事を
辞め探偵事務所に勤めていた……。

キスと執事の誓い　ぼくと執事と婿候補
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

潤は貴明を婿とする決断をし、千早は夏目家を出た。だがそんな時、神
刀・阿修羅に異変が！　「ぼくと執事と婿候補」シリーズ最新刊！

ギデオンの恋人
石和仙衣（著）／弥南せいら
（イラストレータ）

魔法のライオンと契約した青年と少女の恋の行く末は!?

薫―ＫＡＯＲＵ―　鬼の風水(1)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

妖しの世界のオカルト・ファンタジー開幕!!

卓也―ＴＡＫＵＹＡ―　鬼の風水(2)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

新たな任務で大阪に赴いた卓也と薫は……!?

透子―ＴＯＵＫＯ―　鬼の風水(3)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

九州・高千穂の山にやってきた卓也と薫。はからずも禁域と呼ばれる地
を侵した卓也を救ったのは、薫の妹・透子だった。妖しの世界のオカル
ト・ファンタジー第３幕。

鬼啖―ＫＩＴＡＮ―　鬼の風水(4)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

鬼女伝説の地・日光で、美少女失踪事件発生!!　卓也と薫もそれぞれの目
的のため、日光へ向かっていた……。

鬼哭―ＫＩＫＯＫＵ―　鬼の風水(5)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

七曜会の秘宝〈闇月〉と透子を奪って逃げた京一郎。彼らを追い、魔
都・香港に潜入した卓也と薫は……!?

追儺―ＴＳＵＩＮＡ―　鬼の風水(6)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

魏震華との死闘を終えた卓也と薫に、秘宝〈照日〉を持って香港撤退命
令が出た。透子奪還に命をかける薫は、卓也らの前からまたもや姿を消
してしまった……。
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薫夜―ＫＡＧＵＹＡ―　鬼の風水(7)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

日本に戻った姫羅盤・透子の身に、再び魔の手が迫る!!　離れ離れになっ
たうえ、七曜会からも見放された卓也と薫は……!?

風水―ＦＵＳＵＩ―　鬼の風水(8)
岡野麻里安（著）／金ひかる
（絵）

ようやく戻ってきた東京は、魔都と化していた。透子を救うため、卓也
と薫は、魏震華の待つ鬼の城へと乗り込むが……。

君は無慈悲な月の女王様
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

グループ解散後、華々しく活躍する元B-ingの葵と隆行。だが、二人の心
のボタンはかけ違えられたまま……。

霧のアルビオン　ゲノムの迷宮（４）
宮乃崎桜子（著）／汞りょう
（イラストレーション）

母星――地球に似た環境の人工惑星、アルビオン。そこで、武（タケ
ル）と倭はヒンメル博士を捜すはずが――！？

銀河鉄道通信
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

教え子の自殺にショックを受け、北海道へやってきた正人。雄大な自然
と愛する人に巡り合い……。

禁じられた秘薬のレシピ
里崎雅（著）／早瀬あきら
（絵）

どうなってもかまわない。強引に奪ってほしい！　都で評判の薬師であ
るエルゼが謎の騎士から依頼されたのは、王家秘伝の媚薬作り！？

禁断の後宮　～鳥籠の姫～
岡野麻里安（著）／ＤＵＯ　
ＢＲＡＮＤ．（絵）

引き裂かれた二人の禁断の恋！

桜の降魔陣　銀の共鳴　１
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

異常事態が発生した新宿へ向かう二人の少年と一人の美少女。超常現象
に立ち向かう彼らの目的とは!?

水の伏魔殿　銀の共鳴　２
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

都会に巣食う怨念に挑む、心霊戦士たちのサイキック・ファンタジー第
二幕!!

炎の魔法陣　銀の共鳴　３
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

都会に巣食う怨念に挑む、心霊戦士たちのサイキック・ファンタジー第
三幕!!

月の魔天楼　銀の共鳴　４
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

霊的均衡が崩れた古都・京都の運命は……!?　都会に巣食う怨念に挑
む、心霊戦士たちのサイキック・ファンタジー第４幕!!

雪の破魔弓　銀の共鳴　５
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

厳寒の北海道で二人を待つものは……!?　都会に巣食う怨念に挑む、心
霊戦士たちのサイキック・ファンタジー第５幕!!

風の魔界樹　銀の共鳴　６
岡野麻里安（著）／碧也ぴんく
（絵）

富士の樹海を舞台に、死闘がはじまる……!!　都会に巣食う怨念に挑む、
心霊戦士たちのサイキック・ファンタジー最終幕!!

黄金の花咲く　―龍神郷―
宮乃崎桜子（著）／岩崎美奈子
（絵）

龍神に宿した巫女と敵将との恋は!?　平安初期、蝦夷征伐の秘話。

傀儡奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

谷穂と桐枝にばったり出会った敏生は、相談をもちかけられる。桐枝達
にマリオネットを託した女性が失踪してしまったのだが……

赤い砂漠の妖姫　クシアラータの覇王(1)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

破嬢と呼ばれる殺人鬼の正体は……!?　目的は……!?　砂漠の王国を舞台
に織りなされる、運命の王女の物語開幕。

ゆれる火影の都　クシアラータの覇王(2)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

ルルカで行き倒れとなったサラは、魔族の兄弟に助けられた。病気の兄
のために、魔王の目を狙った弟は……!?

檻のなかの姫君　クシアラータの覇王(3)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

新王即位で揺れ動くクシアラータと風雲急を告げる砂漠の情勢。運命の
王女の物語第３幕!!

地底宮の長い夜　クシアラータの覇王(4)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

大カランプール国女王シェラザベータが、ついに魔族の都へ！　そのこ
ろサラは、ミルスラーラの尼院で、兄を破嬢に殺されたという少女と出
会っていた……。

光と闇の遁走曲　クシアラータの覇王(5)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

弟を殺した魔王を滅ぼすため、マーダインが仕組んだ巧妙な罠。猛将・
沢影月は、マーダインの陰謀を打ち崩そうとするが……。

死せる覇者の夢　クシアラータの覇王(6)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

謀反を企てさせたと噂された女カヤと出会ったシヴァは、覇王へと導か
れる。運命の輪が今、回り始めた！

炎鎖の森の虜囚　クシアラータの覇王(7)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

クシアラータで、ついに魔族と人間の戦が始まった。その戦いの裏に
は、巧妙な罠と恐るべき遠謀が……。砂漠の王国を舞台に織りなされ
る、運命の王女の物語第７幕!!

凍れる月の契約　クシアラータの覇王(8)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

赤い砂漠に戦が起こり、魔王は滅亡の序曲を静かに奏でる。何もかもが
破滅に向かうなかで、破嬢サラは、新たな旅立ちを決意した!!

擾乱の都の乙女　クシアラータの覇王(9)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

サラの企んだ小さな計略。それは大国の命運を揺るがし、さらには、戦
の大局までをも変えるものだった!!　破嬢、復活！　悲劇の王女の運命
は……!?

曙光の国の覇王　クシアラータの覇王(10)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

戦と悲劇を繰り返す国、クシアラータ。そして、その国を統べる少年王
シヴァ。戦が終結し、砂漠に新たな時代が訪れる……!!

クシアラータの覇王外伝　銀の聖域
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

人間と魔族がいっしょに暮らしていた頃、沢影月と琳美はクシアラータ
に亡命を図った。運命の王女の物語外伝。アンジュラータ編。

クシアラータの覇王外伝　王都の落日
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

邪悪なる賢者エフタルは魔王弑逆を画策した。クシアラータ大戦役のす
べてが、今、語られる……!!

愚者に捧げる無言歌 仙道はるか（著）
美貌の天才ピアニスト・里見貴士とともに生活をしていた美幸は、親友
に思わぬ告白を受け、動揺する……。

紅蓮瞠目　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

火龍に侵されたままの義明が、修行を終え久しぶりに邸に戻ってみる
と、宮が異常なほどに痩せていて愕然とする。いったい何故！？

月下の楽園
仙道はるか（著）／山本佳奈
（絵）

一族の取り決めた仕事を日々こなしていた北斗。ある夜、怪我を負った
北斗が耳にした懐かしいピアノの音色。彼の目の前に現れたのは

月光真珠　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

姫宮の＜カミ＞としての力が通じない！　花山院に取り憑いた異国の魔
物との絶望的な闘い。義明と宮の命運は！？

16 / 204



月光の夜想曲
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

若葉と勇気の２作目の映画出演が決まった!!　その矢先、二人の周りでは
不可思議なことが起こり始めて……。

月魄霊鏡　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

香久夜の『月の鏡』によって、藤原威子と宮の魂が入れ替わってしまっ
た。道長の娘としてかしずかれる宮を救おうと義明は道長邸へ！

幻月奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

神隠しにあった孫娘を捜す天本と敏生は！？　早川と見知らぬ老婦人が
待っていて、神隠しにあった孫娘を捜してと言われて……

幻月影睡　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

邪神を封じる！！　宮に――！？　平安異色ファンタジー「斎姫」シ
リーズ第１部最終巻！！

玄天の花嫁　嬌鳥待望
森崎朝香（著）／由羅カイリ
（絵）

綺嬌は、暴君と噂されるエン国王の側室となり、野望渦巻くなか旅の楽
士の笛に心癒される。しかし、二人には過酷な運命が！

幻惑のリリス
仙道はるか（著）／沢路きえ
（イラスト）

金光は、同じクラブで働くトオルと偶然顔を合わせる。昔の知人に似た
トオルを見た国塚は驚くが……。

恋桜　逢魔刻捜査―ゼロ課ＦＩＬＥ―
岡野麻里安（著）／高星麻子
（絵）

新シリーズの舞台は警視庁！　明智遼は警視庁の知る人ぞ知る組織、Ｏ
課（逢魔刻対策課）の美青年刑事。今日も夜の住人を現行犯逮捕！

恋に至るまでの第一歩
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

名門男子校に勤める崎谷瞬は、新入生の中にかつて家庭教師として教え
ていた大樹の姿を認め激しく動揺する。

診察室でベルベット・タッチ　恋の診察室
(1)

井村仁美（著）／桜城やや
（絵）

黒沼組の次男・芳樹はヤクザが嫌いな普通の大学生。彼は怪我の治療で
訪れた病院の院長を気に入って……。

院長室でラブ・アフェア　恋の診察室(2)
井村仁美（著）／桜城やや
（絵）

芳樹の前に、昭秀の別居中の息子・圭吾が現れた！　芳樹は、昭秀が恋
人であることを圭吾にうまく説明できず……!?

恋のテイスティング
伊郷ルウ（著）／麻々原絵里衣
（絵）

仕事を辞め、住む場所もなくなった藍沢学斗。書道家・高杉宝翔の家で
料理人として働くことになったが……。

恋のシーズニング
伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依
（絵）

屋敷の料理人として雇われた学斗だが、高杉への気持ちに整理がつかな
いまま、探し求めていた青年が現れて――。

恋のドレッシング
伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依
（絵）

書道家・高杉宝翔と、彼の専属の料理人であり恋人でもある藍沢学斗。
高杉の一番弟子が、彼に恋していて……!?

恋のミキシング
伊郷ルウ（著）／麻々原絵里依
（絵）

書道家・高杉に失恋した藤之宮を、部屋に誘う高杉の親友・透水。男に
興味なかった透水が、なぜか藤之宮だけは……。

高雅にして感傷的なワルツ
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

コンサート会場で出会った俳優のような美貌のピアニスト。その日か
ら、美幸の中に何かが芽生えて――。

高雅にして感傷的なワルツ-上
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

コンサート会場で出会った俳優のような美貌のピアニスト。その日か
ら、美幸の中に何かが芽生えて――。

高雅にして感傷的なワルツ-下
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

コンサート会場で出会った俳優のような美貌のピアニスト。その日か
ら、美幸の中に何かが芽生えて――。

後宮の星詠み姫　～天命は皇帝の手に～
伊郷ルウ（著）／珠黎皐夕
（絵）

文武両道の麗しい皇帝を歳の離れた兄として慕う翠蓮は、誕生日の宴で
后になるよう求められる。戸惑いと愛の狭間で純真な胸は踊り…。

降魔美少年
岡野麻里安（著）／藤崎一也
（絵）

16歳の咲也と亮。すべての始まりは、北鎌倉の墓地での再会だった
――。

青の十字架　降魔美少年(2)
岡野麻里安（著）／藤崎一也
（絵）

咲也のクラスに転校してきた美貌の少年・明智一実。美少年が咲也を狙
う理由とは!?

海の迷宮　降魔美少年(3)
岡野麻里安（著）／藤崎一也
（絵）

物部財団、ネオ・ミレニアム、そして三輪亮。陰謀と純粋な愛情との狭
間で翻弄される咲也の運命は……!?

カインの末裔　降魔美少年(4)
岡野麻里安（著）／藤崎一也
（絵）

平和の裏側で吹き荒れる能力者狩りの嵐。信じがたい魔手が咲也と亮を
襲う！

審判の門　降魔美少年(5)
岡野麻里安（著）／藤崎一也
（絵）

三輪博士が生み出した、邪悪な最終兵器〈聖体〉。最後の死闘に挑む咲
也と亮の運命は!?

氷の執事と伯爵令嬢　～百夜だけの恋人～
岡野麻里安（著）／ＤＵＯ　
ＢＲＡＮＤ．（絵）

呪いを解くために、身体を重ねなければならない……！？

黒衣の竜王子と光の王女 水島忍（著）／周防佑未（絵）
父王の命により、辺境の部隊を率いる野蛮な竜王子のもとへ嫁ぐことに
なったエリアーナは身も心も奪われる中、彼の真の目的を知り！？

虚空に響く鎮魂歌　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　
Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

篠原美季（著）／加藤知子
（絵）

絶海の孤島で発見された死体と奥多摩で発見された人間の足の関係は？
　行動力の瑞希と知性の千祥が挑むオカルトミステリー！

琴歌奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

旅行から戻った敏生（としき）を待っていたものは、思いもかけない事
態だった。必死の闘いが始まる！

琥珀色の迷宮
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

その言葉が、欲しかったんだ。陸と空、２つの恋路に新たな試練
が……。

孤峰の花嫁　霞彩包懐
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

森崎ワールドの真骨頂。純愛物語！　国王の寵妃に昇りつめた潤霞、衝
撃の真実にどう立ち向かう!?

歳星天経　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

香久夜が龍の宝珠の復活を企む。懸念するが、義明の記憶が戻ることを
期待してしまう宮。だが、火龍は復活したが、記憶は戻らない！

職員室でナイショのロマンス　桜沢vs.白萌
シリーズ(1)

井村仁美（著）／緋色れーいち
（絵）

白萌学院の英語教師・玲一郎は、生徒会顧問として桜沢学園を訪れる。
しかし、そこで玲一郎を待っていたのは……。

放課後の悩めるカンケイ　桜沢vs.白萌シ
リーズ(2)

井村仁美（著）／緋色れーいち
（絵）

「先生、自分がどんな顔してるかわかってるか？」恋愛未満の思いが交
差する学園ロマンス第２弾!!
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課外授業でプライベート・ラブ　桜沢vs.白
萌シリーズ(3)

井村仁美（著）／緋色れーいち
（絵）

会うたびに身体を求める敏明への怒りが収まらない玲一郎。彼の周りで
は他校生との不穏な噂が流れはじめて……。

さながら駆けし破軍の如く
天野ゆいな（著）／椋本夏夜
（絵）

初恋の相手は敵国の男。自らの手で殺せと王からの命令が下るのだが!?

彷徨う姫は海に恋す　～翠緑への航路～
貴嶋啓（著）／くまの柚子
（絵）

純真な皇女と心に傷をかかえた海賊の初恋物語。

シークレット・ダンジョン
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

葛城草介は新たな仕事の取材のため、小学生の甥っ子に、担任教師の椎
名真生を紹介されるのだが……。

ツイン・シグナル　シークレット・ダン
ジョン(2)

仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

弟のように自分を可愛がる優作、気持ちを伝えられない蓮。叶わぬ想い
に苦しむ凛……。双子の兄弟の恋の行方は!?

式霊の杜
いちだかづき（著）／天領セナ
（絵）

劉邦のもとで軍師として活躍する張良と西緒は「式使」と呼ばれる異能
を使う民である。二人は戦いの中で絆を深めていく。

式霊の杜　愚者の約束
いちだかづき（著）／天領セナ
（絵）

西緒がいなければ、私にとって、世界はないも同然です

嶋子奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

天本家に龍村から電話、丹後の祖母の家へいっしょにいかないか、とい
う誘いだった。喜んで誘いに乗る敏生だったが……。

シュアンと二人の騎士
黒猫ありす（著）／りょくちゃ
（絵）

この子が守護天使なのか!?　母親を殺されたユイが、母の仇を求めて旅
に出る、剣と愛のファンタジー！　

秋霖の花嫁　香霧想起
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

目覚めると全て記憶を失っていた?香。目の前の青年、秋里が「お前は私
の許婚だ」と告げるのだが!?

守護霊と雪の花嫁　逢魔刻捜査―ゼロ課
ＦＩＬＥ―

岡野麻里安（著）／高星麻子
（絵）

シリーズ最終巻！　グランドフィナーレを飾るのは毛利弓彦。彼をめぐ
る謎が明らかに。そして遼と雪彦を引き裂く新たな試練が！

峻嶺の花嫁　花音祈求
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

運命の赤い糸で結ばれた二人の恋の過酷な試練！

少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

ごく平凡な高校生・忍と香道後継者の香司との衝撃的な出会い――運命
の糸が今、二人を試練の道へと誘う！

星と桜の祭り　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

御剣家を飛び出した忍と退魔の任務を背負った香司。偶然にも同じ場所
へ向かった二人に妖の魔手が！

炎と鏡の宴　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

香司の本当の婚約者が、突然舞い戻ってきた。暗黒の帝王の座を狙う鏡
野継彦は、揺れ動く忍を翻弄し……。

剣と水の舞い　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

応援団の合宿で、寸又峡温泉を訪れる忍。しかし、鏡野家を追われた継
彦が、次なる謀略を企て……。

花と香木の宵　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

忍と香司が、ついに結婚!?　しかし邪魔者が……。大好評ファンタジッ
クバトル「少年花嫁」シリーズ第５弾！

銀と月の棺　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

“邪魔”と“誤解”で、ふたたび仲違いする忍と香司。二人の前に大蛇一族の
当主失踪の不穏な報せが！

虹と雷の鱗　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

忍と香司に、鏡野綾人からの要請が。“神在月”の出雲で、全寮制高校に
潜入した二人を襲う陰謀とは!?

聖夜と雪の誓い　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

呪いの謎に立ち向かう忍と香司を阻むものは!?　香司不在の間に、鏡野
継彦が虎視眈々と忍を狙い……。

大蛇と氷の薔薇　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

諏訪大社の祭神・諏訪明神に、風鬼まで案内してもらう忍と香司。鏡野
家の次なる狙いは恋人たちに……！

剣と玉と鏡　少年花嫁
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

巧妙に仕掛けられた罠。それぞれの想いを秘め最後の戦いへ！　忍の呪
いの意外な正体とは!?　シリーズ完結編。

翔佯の花嫁　片月放浪
森崎朝香（著）／由羅カイリ
（絵）

母を殺され、復讐を心に誓い閃国に嫁いだ香月。愛と憎しみの狭間で揺
れる娘の運命は!?

贖罪の系譜
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

朔也は、舞台俳優・大槻と会うと、なぜか幼い頃の記憶が蘇り……。失
われた記憶に隠された真実とは!?

尋牛奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

父宛ての手紙の中には、森の母親、小夜子の写真と墨絵が入っていた。
司野の協力を得て、差出人に連絡をとると、そこに現れたのは。

天蠍宮の誘惑 仙道はるか（著）
金光が由貴の勤める探偵事務所でバイトを始めて半年。彼らのもとに大
きな事件の依頼が入ってきた！

裏切りの報酬――スリリング・シティ
井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

暴走する想いが一つになって混じり合って解け合う……。出会ってし
まった、運命の相手に――。

すれ違いウェディング
里崎雅（著）／もぎたて林檎
（絵）

こんなにも愛おしいのに、こんなにも切ないーー

青嵐の花嫁　栄冠翔破
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

少女のひたむきな姿を描く純愛物語！　士官学校で、剣術に励むお転婆
娘の運命を動かしたものは!?

世界で一番可愛いあの子
森山侑紀（著）／カズアキ
（絵）

水野和也、17歳。ときに美少年、ときに美少女、そしてあるとき
は……!?

世界で一番不思議なあの子
森山侑紀（著）／カズアキ
（絵）

水野和也、17歳。一見普通の男子高校生、のはずだったのに!?

積善白花　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

ヒトの本音に気づかせる、月の光を浴びて咲く夜の花。その香りで起こ
る不可解な事件。「斎姫」シリーズ第２部第２弾！！
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刹那に月が惑う夜
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

失った記憶を取り戻した由貴は、友人の探偵事務所に勤めていた。そこ
へ思わぬ依頼人が現れて――。

恋人は悪徳商人！？　接吻両替屋奇譚
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

君との絆は、はかりしれない！　人の願いを妖（あやかし）につなぐ、
美しき仲介人登場。岡野ワールドの新しい扉が、今また開く！

恋の残高ゼロ！？　接吻両替屋奇譚(2)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

恋のランク査定中！？　接吻両替屋奇譚(3)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

お泊まり出張は大混乱！　「恋人未満」２人きりのワクワク旅行は……

恋人は失踪中！？　接吻両替屋奇譚(4)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

度は、キスが盗まれた！？　犯人を追う泉と雪彦は、杜の都、仙台へ。
そして、二人の前に立ちはだかる、強大な妖しの影！

恋の破産宣告！？　接吻両替屋奇譚(5)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

絆とキスを奪った斉牙と千晴を追って「玉屋」のメンバーは遠野へ。だ
が、そこには恐るべき罠が張り巡らされていた。

恋の千客万来！？　接吻両替屋奇譚(6)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

恋のブライダル・ローン！？　接吻両替屋
奇譚(7)

岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

泉の両親に雪彦との関係がバレた！　交際に反対し、泉を実家に連れ戻
そうとする両親。しかも、斉牙があらわれて……。

恋の指定席！？　接吻両替屋奇譚(8)
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

泉と雪彦の愛の物語が、ついに完結！揺らぎはじめた絆。ウェディング
ベルはもう鳴らない！？雪彦　ｖｓ．斉牙、花嫁争奪大合戦絵巻！

全裸男と柴犬男　警視庁生活安全部遊撃捜
査班

香月日輪（著）／わたなべあじ
あ（絵）

『妖アパ』の著者が描く新シリーズ！　警視庁お化け対策部署・遊撃捜
査班の幽雅な日常！？

双蝶の契り　～後宮の姫、龍を画す～
岡野麻里安（著）／ＤＵＯ　
ＢＲＡＮＤ．（絵）

お相手は皇帝！？　いきなり子作りをせがまれて……！

怠惰な情熱
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

俺にだって和弥なら抱けるんだぞ！　芸能界期待の若手俳優、和弥と
瑛。和弥にはけして瑛に打ち明けられない想いと秘密があった。

太陽と月の邂逅　ハプスブルク夢譚
槻宮和祈（著）／氷栗優（イラ
ストレータ）

連続失踪事件を捜査するため、二人のオーストリア軍人はヴェッテン城
に向かう。だが、そこで二人が見たものは……。

大柳国華伝　紅牡丹は後宮に咲く 芝原歌織（著）／尚月地（絵） 陰謀渦巻く大柳国皇城を舞台に繰り広げられる中華風宮廷ラブロマン！
大柳国華伝　百花の姫は恋を知る 芝原歌織（著）／尚月地（絵） 陰謀渦巻く大柳国皇城を舞台に繰り広げられる中華風宮廷ラブロマン！
大柳国華伝　花の王は桃園に誓う 芝原歌織（著）／尚月地（絵） 「美形皇子の前に恋敵現る！最愛の寵姫が花街の妓女に！？」
大柳国華伝　暁の花は宮廷に舞う 芝原歌織（著）／尚月地（絵） 中華風宮廷ラブロマン第４弾！
大柳国華伝(5)　蕾の花嫁は愛を結ぶ 芝原歌織（著）／尚月地（絵） 中華風宮廷ラブロマンいよいよ完結！

堕天使奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

こっそり通うスポーツクラブで、森は若い女性の突然死に巻き込まれ
た。頻発している突然死には奇妙な共通点があることがわかってきた

たまゆらの　幽霊探偵　久良知漱
アイダサキ（著）／ワカマツカ
オリ（絵）

幽霊探偵久良知漱、再び登場！

血の刻
仙道はるか（著）／岩崎陽子
（絵）

大友上総は『その日』まではごく平凡な高校教師をして生きてきた。だ
が、ある獣と青年との出会いが上総の世界を変えてゆく。

月のマトリクス　ゲノムの迷宮（２）
宮乃崎桜子（著）／汞りょう
（イラストレーション）

地下都市の廃墟には二つの月が合わさるとき“人柱”を必要とする人たちが
いた。少女を救った武だが、今度は倭が危うくなる。

月は腕に歴史を抱き
天野ゆいな（著）／椋本夏夜
（絵）

「いつもそばにいる」と幼い頃、約束した王宮の双子の兄妹、陽隼と晃
月。だが、その誓いは……!?

蔦蔓奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

京都に怪異の兆し。琴平家にも災厄が！　敏生のもとに父親より「死ぬ
前にぜひ会いたい」との知らせが入り……。

土蜘蛛奇談（上）
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

娘を救うために、天本と敏生は異世界へひきずり込まれた。そこは平安
時代の京都。百鬼妖魔はびこる超絶世界だった！

土蜘蛛奇談（下）
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

はなればなれになった敏生と天本。そして天本は、現世の記憶をなくし
ていた。藤原一族の争いにまき込まれた二人の運命は！？

天使の囁き 小早川恵美（著）
20XX年、核戦争が勃発。廃墟から人類が復活した――生命科学の力を借
りて。新世紀の物語が始まる！

天使の慟哭
小早川恵美（著）／赤美潤一郎
（絵）

人間vs.亜種――戦いは避けられないのか!?　近未来ファンタジー完結！

ゴーストタッチ　電脳幽戯(1)
真名月由美（著）／宮川由地
（絵）

若い感性が描き出す恐怖の世界は、あなたを一瞬で虜にする！　“あなた
には、殺したい人がいますか――”

クワイエットボイス　電脳幽戯(2)
真名月由美（著）／宮川由地
（絵）

悪いヤツを殺して、何がイケナイ？　ゲームによる殺人が、つぎつぎ勃
発。女子高生と私立探偵のコンビが奔走！

コールドハンド　電脳幽戯(3)
真名月由美（著）／宮川由地
（絵）

予想外の人物が襲われた！　一体なぜ!?　女子高生と私立探偵のコンビ
が迷走！

天の階　竜天女伝
森崎朝香（著）／由羅カイリ
（絵）

後宮で皇帝の寵を競う娘たちと、孤独な旅を続ける少女……。「竜天
女」という運命は、彼女たちを何処へ導くのか!?

革命は花の香り　桃花男子
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（イラストレータ）

異世界に飛ばされた千尋と櫂は、現実世界に戻れるのか!?　岡野ワール
ドの新たなる挑戦、新チャイナ・ファンタジー！

少年は月に囚われる　桃花男子
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（イラストレータ）

「オレがおまえを助けだす！」櫂に誓う千尋――異世界で離れ離れに
なった千尋と櫂の果てなき冒険譚。

王は運命に惑う　桃花男子
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（イラストレータ）

どんな試練も越えられる！　二人一緒なら。――宿命の奔流に立ち向か
う千尋と櫂の異世界冒険譚第３弾！
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花は蒼天に舞う　桃花男子
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（イラストレータ）

この手は二度と放さない！　未来を懸けた最終決戦。千尋と櫂の運命
は!?　千尋と櫂の絆が、いま試される！　感動の完結編。

童子切奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

天本と敏生は京都・嵐山で時代装束の男が通行人に刀で怪我をさせたと
の報道に驚愕した。「もしや、その男の正体は？」

囚われの歌姫　政変はウードの調べ
貴嶋啓（著）／くまの柚子
（絵）

２０１２年上半期ホワイトハート新人賞受賞作！　アラビアンな世界で
繰り広げられる若き宰相とウード弾きの娘の恋物語。

鳥は星形の庭におりる
西東行（著）／睦月ムンク
（絵）

大貴族の娘１３歳のプルーデンスは、家族とともにアラニビカ島へと出
航。亡き祖母を弔う旅だったが、遺品から護符が見つかって――

泣赤子奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

姿の見えぬ赤ん坊の泣き声は、何を意味するのか。半精霊・敏生と、追
儺師・天本。今回の「使命」は？

悩める助祭の緑の季節
深沢梨絵
（著）／ｃｉｅｌ（絵）

新米神父の浜崎汀は今日も悩む！　初めてのミサでの大失敗、教会で巻
き起こる怪談話、そして禁断の恋……。

鳴釜奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

死んだ老人は、奇妙に静かな表情を浮かべていた。謎を解きに赴く天本
を待ちうける、狡猾な罠とは？

にゃんこ亭のレシピ４
椹野道流（著）／山田ユギ
（絵）

神の子コギとイケメンふたりの、ほっこり家族物語。穏やかな日々に溢
れる小さな幸せをお届けします！

ネメシスの微笑
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

星宮学園に突然現れた名門女子校のお嬢様。彼女が甲斐の婚約者である
ことを知った時、空の出した結論は――。

背徳のオイディプス
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

父を捜しに上京した少年は、カメラマンと出会う。彼のモデルをつとめ
るうち、愛しあうようになるが……。

背反のリバーシ　ノブレス・グロワール芸
術学院物語

暁美耶子（著）／夏乃あゆみ
（絵）

フランスの全寮制芸術学園の舞台演劇科の花形ダニエルは、ある朝、中
庭で倒れている少年を助けた縁で、彼と相部屋になることに……。

秘法の守護者　破界伝(1)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

天界の大秘法〈破界筆〉が、那国に下界した!!

水妖宮の女王　破界伝(2)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

匡市を訪れた沢兄弟に、魔の手が忍び寄る!?

瑠璃色の魔性　破界伝(3)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

殺人鬼退治に乗り出した沢兄弟の命運は……!?

闇に棲む少女　破界伝(4)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

氾市へ急ぐ三兄弟の前に、謎の少年が現れる!!

白魔の呼び声　破界伝(5)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

原国の白鬼が千年の眠りから蘇った……!!

夢の終わる日　破界伝(6)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

八雲と３人の勇者たちが、那国・氾市への進撃を開始した。夢守から反
撃の依頼を受けた沢３兄弟は……。

眠りを継ぐ者　破界伝(7)
高瀬美恵（著）／麻々原絵里依
（絵）

眠王の秘められた謎が、いま明らかに……!!

白銀の騎士王子とヴァルハラの乙女
伊郷ルウ（著）／珠黎皐夕
（絵）

俺の熱がわかるか。カルニアナ国の第二王女・ソフィアは、姉に呪いを
かけられ、夜は銀狼に変身する身に。北限のファンタジーロマン！

白銀の民 琉架（著）／田村美咲（絵）
船長を海賊に殺された少年イオ。復讐のエナジーで、精霊復活のため覚
醒する！

罪と楽園の香り　白銀の民 琉架（著）／田村美咲（絵） 大切な人をまもるため、不思議な能力を持つイオが変死事件に挑む！

伯爵は不機嫌な守護者 水島忍（著）／周防佑未（絵）
田舎の屋敷で気ままに暮らす男勝りなメイベルのもとに、兄の友人・ギ
デオンが現れた。大嫌いな彼とロンドンへ旅立つことになって！？

獏夢奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

悪夢退治。「添い寝屋」河合師匠大活躍！　美代子の恋人・小沢がロン
ドンで見つけた古い日本の箱枕を持って天本家へやって来た。

始まりのカノン　ノブレス・グロワール芸
術学院物語

暁美耶子（著）／夏乃あゆみ
（絵）

学院一のイベント、演劇祭の出演者が発表された。アルもバイオリンで
オーケストラの一員として参加できることになったのだが！？

抜頭奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

陰陽師の遺した一管の龍笛。千年の時を経て吹く者を得たとき、奏で出
だされた調べとは――。

花衣花戦　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

娘の中宮彰子が懐妊し、道長は権勢を増す。本音では従弟の敦康親王の
立坊を願う宮に、怨霊から中宮を護ることに迷いが生じ始める。

ハプスブルクは婚礼の鐘をならす
桜木はな（著）／秋咲りお（イ
ラストレータ）

ハプスブルク家の跡継ぎプリンセスは、初恋の人＝弱小国の王子様と結
婚できるの？　大国のイケメン貴族の求婚で大騒ぎ！

薔薇色の部屋　逢魔刻捜査―ゼロ課
ＦＩＬＥ―

岡野麻里安（著）／高星麻子
（絵）

ゼロ課は恋に事件に大忙し！　上官・弓彦のイビリはますますヒート
アップ。雪鷹との恋のバトルも激化して、遼の苦悩は深まるばかり！

薔薇と執事の憂鬱　ぼくと執事と婿候補
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

紫天童子の資格を持つ青年・潤をめぐって、鬼畜な執事の千早と暫定婿
候補の貴明のバトルが本格化！　シリーズ第二弾。

春の女神と銀雪の騎士
森崎朝香（著）／香坂ゆう（イ
ラストレータ）

一目あった時から相手に魅せられた。ただ、彼は冷たくて愛してはくれ
ずに……。

春夢の花嫁　珠閣雷鳴
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

一夜にして王宮の姫に!?　公主の身代わりにさせられた珠華は、王宮の
生活によまどい、混乱するが!?

晴れた日には天使も空を飛ぶ
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

アイドルグループ「B-ing」解散から２年。再開した若葉と勇気は……!?
　待望の芸能界シリーズ開始！

柊探偵事務所物語(1)
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

人気モデルの身辺警護を自らこなすことになった柊。だが、依頼人の高
飛車な態度に我慢ができず――。
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迷い家の里　柊探偵事務所物語(2)
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

新たな依頼のため、探偵事務所のメンバーに加えて、なぜか芸能人の鳴
海まで共に東北へ向かうのだが……。

コードネームは蠍の心臓　柊探偵事務所物
語(3)

仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

恋人の由貴とのあいだに距離が生まれ、不安になる金光。新たな依頼を
抱える彼の前に、思わぬ人物が……。

汚れなく、罪なく　柊探偵事務所物語(4)
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

ミステリードラマのロケで長野へ向かった鳴海。しかし、撮影中に次々
と怪現象が起こって……。

飛天のごとく　上巻　初恋の巻
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

あなたの笑顔が胸にしみて！　男といつわり生きている姫の初めての
恋。平安末期、藤原頼長の秘められた物語。

飛天のごとく　下巻　動乱の巻
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

いっそ今から女に戻って愛する人と一緒に生きたい！　しかし世の中は
動乱の時代へ。藤原頼長の秘められた物語。

人買奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

変死人の相次ぐ保養施設。見鬼者・天本と半精霊・敏生が、有馬の山中
で見たものは？　話題のネオ・オカルト・ノヴェル開幕！！

秘密の王子と甘い花園
峰桐皇（著）／天野ちぎり
（絵）

身寄りのないフィアラは、伯父に売られそうになったところを謎めいた
仮面の美青年に救われる。彼は暗殺されたはずの第一王子で！？

姫が恋した華麗なる怪盗 入皐（著）／椎名咲月（絵） ボサボサ髪の王子様は、実は美貌の怪盗様！？

秘め事少女
成田アン（著）／佐原ミズ
（絵）

秘密を抱えて、少女は恋をする――。学校では友達と好きなバンドや恋
の話、沙耶は普通の中学生だったが、誰にも言えないことが!?

110番は愛の蜜　110番シリーズ(1)
井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

警察学校での生活を終えた伊藤和久は、交番で新人警官として実務研修
をすることになったが……!?

110番は甘い鼓動　110番シリーズ(2)
井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

おあずけの連続で、おかしくなりそうだよ。和ちゃんに刑事なんて、無
理じゃないのか？

氷闘物語　銀盤の王子 吉田周（著）／池上紗京（絵）
氷上を滑る姿を見れば、だれもが恋に落ちる、美しすぎる王子ロジオ
ン。ある日突然現れたライバルに……。

ファインダーごしのパラドクス
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

カメラマンの国塚香は、撮影のために訪れた夜の公園で、ある事件に遭
遇してしまい――。

ふしぎの家のアルバイト
石和仙衣（著）／弥南せいら
（絵）

３食・家つき・バトルつき!?　笑いあり涙ありのファンコメ登場！

不埒な王子の花嫁選び
岡野麻里安（著）／ＤＵＯ　
ＢＲＡＮＤ．（絵）

処女喪失か！？　王位継承か！？

聖女の招喚　プラパ・ゼータ　１ 流星香（著）／片山愁（絵）
世界滅亡の危機を救うというファラ・ハン。地上に具現した乙女は、果
たして伝説の聖女なのか……!!?

天空の魔法陣　プラパ・ゼータ　２ 流星香（著）／片山愁（絵）
ファラ・ハン、ディーノ、レイム、シルヴィン。４人の聖戦士は『眠
り』から目覚め、自分たちの使命を知った。そんな時…。

平行神話　プラパ・ゼータ　３ 流星香（著）／片山愁（絵）
“時の宝珠”を正し世界を滅亡から救う翼を持つ乙女ファラ・ハン――聖
戦士たちの世界救済冒険ロマン第三幕!!

玻璃色の迷宮　プラパ・ゼータ　４ 流星香（著）／片山愁（絵）
強大な敵に立ち向かう４人の運命は……!?　聖戦士たちの世界救済冒険
ロマン第４幕!!

闇色の魔道士　プラパ・ゼータ　５ 流星香（著）／片山愁（絵）
非情な運命の歯車が回りはじめる……!!　聖戦士たちの世界救済冒険ロマ
ン第５幕!!

幻影の時空樹　プラパ・ゼータ　６ 流星香（著）／片山愁（絵）
黒魔道師に片翼をもぎとられたファラ・ハン！　聖戦士たちの世界救済
冒険ロマン完結編!!

プリンセスの系譜
桜木はな（著）／秋咲りお
（絵）

身代わり王女の恋の行方は？　フランス革命に翻弄される少女のラブ・
ストーリー。ホワイトハート新人賞受賞作！

鳳挙の花嫁　朱明探求
森崎朝香（著）／由羅カイリ
（絵）

――巴翔鳳という人物を見極めてきてほしい――勅命で閃国へと赴く舞
姫・朱桃を待つ運命とは!?

宝珠双璧　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

この世界は道を誤ってしまっているのか……。大人気平安異色ファンタ
ジー、新たなる闘いに！

忘恋奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

「こっくりさん」遊びに熱中していた生徒ふたりが、変死したという。
天本は「こっくりさん」の邪悪な気が満ちているのを感じた！

ホーリー・アップル　穴だらけの林檎
柏枝真郷（著）／槇えびし
（絵）

失恋ショックも忘れるほどの熱い出会い！　どん底のＮＹで繰り広げら
れる、切ない愛のサスペンス。

ホーリー・アップル２　ドードー鳥の微笑
柏枝真郷（著）／槇えびし
（絵）

ハリー＆ドイル。アパートではぐくむ愛。ＮＹ警官も悩むアラサー世
代。二人の行く末は？

ホーリー・アップル３　虹色のスチーム
柏枝真郷（著）／槇えびし
（絵）

1980年代のニューヨーク、ビッグアップル。同じアパートに住む巡査と
刑事が織りなすラブストーリー。

ぼくと執事と婿候補
岡野麻里安（著）／穂波ゆきね
（絵）

紫天童子の資格を持つ大学生・夏目潤。潤を“嫁”にすれば、絶大な力を
持つ覇王になれるのだ。潤を手に入れるため男たちが動き出す！

僕らはオーパーツの夢を見る
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

「オーパーツ」ってのは、「場違い」とか「ありえない」って意味なん
だって。俺らみたいな関係も、もしかしたら同じようなものなのかも
な……。

星ノ記憶
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

撮影のため北海道を訪れた静流とカメラマン国塚。勇気と若葉の出会い
から９年――。芸能界シリーズ急展開!!

Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ
　ホミサイド・コレクション

篠原美季（著）／加藤知子
（絵）

実績のあった刑事を集め、犯罪の早期解決を目的として結成された『Ｇ
イレブン』。この個性派集団が幼児連続誘拐事件の捜査にあたる！
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アダモスの殺人　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　
Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

篠原美季（著）／加藤知子
（絵）

ジュエリー展示会で殺人事件！　精悍な顔立ちの係長、御堂千祥率いる
個性派刑事集団「グループ・イレブン」が捜査にあたるが……。

サラマンダーの鉄槌　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　
Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

篠原美季（著）／加藤知子
（絵）

大学生ゲームクリエーターが殺された。彼の作ったゲームソフトは、火
災で消失していたが、ネット上では高額で売買されたいた！

尾を広げた孔雀　Ｈｏｍｉｃｉｄｅ　
Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ

篠原美季（著）／加藤知子
（絵）

刑事集団「グループイレブン」の神原瑞希は身分を隠し、アイドルとの
合コンに参加。数日後、そのアイドルが絞殺死体で発見された！

失墜のミネルヴァ　禍つ姫の系譜(1)
高瀬美恵（著）／祐天寺あこ
（絵）

強力な力を駆使する黒桔梗の長――桔梗一奈。高校２年生の彼女の前
に、魔の力を持つ闇の王が立ちふさがる!!

白昼のエンジェル　禍つ姫の系譜(2)
高瀬美恵（著）／祐天寺あこ
（絵）

４年前、一奈に両親を惨殺された記憶をもつ少女・紅。天界の追捕使セ
ロニアの危険な罠が、一奈たちを待ち受ける!!

美貌のサラマンドラ　禍つ姫の系譜(3)
高瀬美恵（著）／祐天寺あこ
（絵）

わずか７歳にして妖しげな魅力を見せる少女・美萌。天界将軍イリアッ
ドの心さえ揺るがす美少女の正体は……!?

殺意のアバランシュ　禍つ姫の系譜(4)
高瀬美恵（著）／祐天寺あこ
（絵）

北海道のスキー場で、潮に近づく妖艶な美女・六原。嫉妬に燃える一
奈。潮に接近する謎の美女の目的は……!?

陽炎のレクイエム　禍つ姫の系譜(5)
高瀬美恵（著）／祐天寺あこ
（絵）

桔梗一族の長・一奈と、緒方家の統領・氷女の孫にあたる真冬。因縁の
対決の末に明かされるものは……!?

惑いの鳥籠　～身分違いの恋人～
貴嶋啓（著）／くまの柚子
（絵）

私たちは籠の鳥。死ぬまでここから出られないーー。

真夜中にダンスを踊ろう
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

人気ホストとして働くトオルとカナメは、運命的な出会いから、10年近
く特別な関係を続けてきたのだが――。

満天星降　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

斎姫異聞シリーズの第５弾！　太圭智の真の狙いは、何？　自らを犠牲
にする宮を、義明は引きとめられない……！！

身代わりウェディング 里崎雅（著）／香坂ゆう（絵）
約束通り、俺の望みのものをもらうぞーー。姉の身代わりに政略結婚す
ることになったアイリスの運命は！？

身代わりフィアンセの二重生活～昼も夜も
愛されて～

ゆりの菜櫻（著）／アオイ冬子
（絵）

わけあって男装して軍に入隊した令嬢マリエッタ。伯爵アレンと婚約す
ることに！？　昼は軍人、夜は婚約者の過密な二重生活！

ミッシング・リンク　血の刻
仙道はるか（著）／岩崎陽子
（絵）

『王』としての力を解放する上総。前世での記憶を呼び覚ました時、新
たな真実が明らかに！

緑のナイトメア　ゲノムの迷宮（３）
宮乃崎桜子（著）／汞りょう
（イラストレーション）

進化する植物、そのなぞに迫る！？　辺境の星での冒険スペース・ファ
ンタジア第３弾！

身分違いの侯爵と結ばれて
伊郷ルウ（著）／椎名咲月
（絵）

伯爵家のナースメイドとして働くマリアンは、長いあいだ独身を貫いて
きた侯爵に見初められ、結婚を申し込まれるのだが……。

ドリーミング　ガールズ！
桃華舞（著）／カズアキ（イラ
ストレータ）

無法地帯シークレットガーデンで暮らすユキノジョウ。ある日、彼の前
に、自分は魔女だと名乗る不思議な少女が現れた!!　

金と銀の旅　ムーン・ファイアー・ストー
ン　１

小沢淳（著）／紫堂恭子（絵）
金と銀のふたつの月が交わる地を旅するリューとエリアード。あやう
く、あやしい絆で結ばれる、金と銀ふたりの冒険譚開幕！

銅の貴公子　ムーン・ファイアー・ストー
ン　２

小沢淳（著）／紫堂恭子（絵） 放浪する金と銀のふたりに、謎の銅仮面の仲間が……!!

極彩の都　ムーン・ファイアー・ストーン
　３

小沢淳（著）／紫堂恭子（絵）
金と銀と銅の３人組が運ぶ貴重な宝とは…!?　あやうく、あやしい絆で
結ばれる、金と銀のふたりの冒険譚第３幕!!

月光の宝珠　ムーン・ファイアー・ストー
ン　４

小沢淳（著）／紫堂恭子（絵）
リューとエリアードに、さらなる災厄が……!!　あやうく、あやしい絆で
結ばれる、金と銀のふたりの冒険譚、いよいよ佳境に!!

青い都の婚礼　ムーン・ファイアー・ス
トーン　５

小沢淳（著）／紫堂恭子（絵）
《月の民》の都でふたりを待ち受ける運命は…!? あやうくあやしい絆で
結ばれる金と銀のふたりの冒険譚、ついにクライマックス!!

夢幻調伏　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

宮と義明が謀反人！？　やはり宮は魔物なのか？　道長のみならず義
明、そして宮自身にも疑念は広がる。誤解を抱いたまま闘う２人は？

迷宮のファントム
暁美耶子（著）／夏乃あゆみ
（イラストレータ）

冬馬の声を「奇跡の声なのよ」と励ましてくれた茉莉奈がフランス留学
中に自殺。納得できない冬馬は声を武器に同じ芸術学院に!!

迷彩迷夢
柏枝真郷（著）／ひろき真冬
（イラストレーション）

夫の聖一が義弟に殺された！？　聖一と義弟彬の間に何があったのか？
　離婚を決意していた彰子は、夫との思い出の地金沢へ向かう。

メフィストフェレスはかくありき
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

自分とは立場の違いすぎる義隆との関係に不安を抱く陸。そこへ、かつ
て義隆とつき合っていたという青年が現れ……。

望月弥栄　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

宗像明神に捕われていた重家を宮と義明は取り戻す。そして、香久夜が
探していた長屋王の魂は重家の身体に宿っていたことがわかり！？

優しい幽霊、甘い罠　逢魔刻捜査―ゼロ課
ＦＩＬＥ―

岡野麻里安（著）／高星麻子
（絵）

初恋の相手は色情霊！？　信州の温泉旅館でようやく結ばれ、ラブラブ
の遼と雪鷹。だが、いい雰囲気になると何かと邪魔が入り……。

八咫烏奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

幸せなはずの女性を連夜のように襲う、おぞましい悪夢。百年の時を経
て、裏切られた者の嘆きがいま、復讐の牙を剥ぐ！

ヤヌスの末裔　ヤヌスの末裔(1)
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

偶然出会い関係を持った男と高校の生徒会長・克哉――。男とつきあい
ながらも、佑は克哉に傾いていくのだが……。

黒く光る月夜の森　ヤヌスの末裔(2)
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

佑や舛田の通う高校の周辺で、少年が相次いで行方不明になるという事
件が起こり始めて――。

雄飛の花嫁　涙珠流転
森崎朝香（著）／由羅カイリ
（絵）

綏国公主珠枝は、隣国閃との和睦のため嫁ぐことに。異母兄を慕うがゆ
え、時の運命に翻弄される娘の行方は……!?
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誘惑された花嫁候補 火崎勇（著）／成瀬山吹（絵）
これは取引だ、俺の裸とお前の貞節の。王子との婚儀を拒まれたサリア
は、傷心を癒すため訪れた湖畔で不審な青年に唇を奪われて！？

ユニコーンの恋文
石和仙衣（著）／弥南せいら
（イラストレータ）

おとぎ話の世界に暮らすカタリナは、現実世界に連れ出してくれる花婿
を待っていた。しかし、そこに現れたのは……。

夢の欠片が降る楽園
仙道はるか（著）／沢路きえ
（絵）

高校教師の明智総一郎は、一人の生徒を拾ってしまう。総一郎を慕う彼
は、家庭に問題を抱えていて――。

ゆるゆる男子の花婿選び
森山侑紀（著）／カズアキ
（絵）

頭も心も身体も（!?）ゆるゆる・花園伊毬、登場!!

宵霞奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレータ）

ミステリー作家・天本森と、精霊と人間の間に生まれた琴平敏生。今回
ふたりが向かうのは、思い出の地イギリス。幽霊屋敷を訪れるのだ
が……。

時迷宮　ヨコハマ居留地五十八番地 篠原美季（著）
ハイカラな街、横浜居留地が舞台！　港での不審な死は、異人さんと少
女の淡い恋の怨念が、時を経て複雑に絡み合う！

桃時雨　ヨコハマ居留地五十八番地
篠原美季（著）／土屋ちさ美
（イラストレータ）

「プランシェット」を使った交霊会で呼び出したモノは!?　錯綜する彼
岸と現世を芭介が繋げる！

紅蓮楼　ヨコハマ居留地五十八番地
篠原美季（著）／土屋ちさ美
（絵）

怨念が宿った手！！　明治中期の横浜居留地で、西洋骨董店「時韻堂」
を営む深川芭介の所には、不可思議な物が持ち込まれ……。

夜啼姫神　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

内に火龍を宿した義明にとまどう宮。道長は魔物や龍騒ぎで宮を疑い、
敵対する。そんな道長に憎しみを覚える義明は怒りのあまり……。

ライバル　ｖｏｌ．１　競争と協力と
柏枝真郷（著）／古街キッカ
（絵）

常泉と八木澤は、同じ大学の同級生。卒業後、別々の道を歩んでいた
が、警視庁でばったり出会った。ふたりは刑事と記者になっていた。

ライバル　ｖｏｌ．２　追憶と忘却と
柏枝真郷（著）／古街キッカ
（絵）

新宿の高層ホテルの一室で新婚女性の遺体が発見され、捜査一課の常泉
と杉山が現場に向かった。一方、記者の八木澤もこの事件を追う。

ライバル　ｖｏｌ．３　北風と太陽と
柏枝真郷（著）／古街キッカ
（絵）

常泉と杉山は捜査一課のオフィスで年明けを迎えた。休憩時間に浅草寺
に初詣に出向くが、混雑した境内で殺人事件が発生した！

楽園奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（絵）

クリスマスイブ。天本家早川、河合が来訪して…ごちそうをよばれなが
ら、当然のごとく仕事の話題を持ち出す。

藍玉の花嫁　紅涙流落
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

済の公主、尚紅鈴は、敵国、閃の王の寵妃になって、仇を討つ覚悟をす
るのだが!?　

蘭契の花嫁　綺羅纏絡
森崎朝香（著）／明咲トウル
（絵）

身代わりで敵国の王に嫁ぐが、幼なじみとの愛が忘れられず……。布織
りの得技で勝負する姫！

蘭の契り
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
依（絵）

偶然か、宿命か――。高校２年生の真田光が、死にゆく縛魔師を継承！
　今宵の闇に妖（あやかし）たちが跋扈する！

龍神の珠　蘭の契り(2)
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
依（絵）

強い霊力に目覚めた光と、超一流の縛魔師・千晶。二人の間を流れる微
妙な感情はやがて……。

銀色の妖狐　蘭の契り(3)
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
依（絵）

死闘！　静寂……、感動のフィナーレ!!　光と千晶。命を賭した最終決戦
の幕が上がる。

月光の妖狐　蘭の契り　青嵐編(1)
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
依（絵）

新たなパートナーと組んで任務に赴く縛魔師・真田光。恋人である人
妖・千晶との間で揺れる微妙な想い……。

龍の化身　蘭の契り　青嵐編(2) 岡野麻里安（著）
美麗なる少年たちの壮絶アクションバトル第２幕!!　再び揺れ動く千晶と
光の微妙な心!!

銀色の指輪　蘭の契り　青嵐編(3)
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
衣（ママハラエリイ）

潜入調査で妖の街〈七つ木霊〉に入り、囚われた光。千晶も松岡もいな
い地で、新たな敵との遭遇が!!

風花の契り　蘭の契り　青嵐編(4)
岡野麻里安（著）／麻々原絵里
依（ママハラエリイ）

銀鱗王を封じる呪具確保の任務に赴く千晶と光。その先に得体の知れな
い不気味な罠が待ち受ける!!

六花風舞　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

＜神の子＞と崇められて、女たちを喰らう魔物の出現！　動揺する姫宮
を庇って闘う義明（よしあきら）に勝機はあるのか！？

龍泉奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

夜半、座敷に現れる、赤い着物の少女。その姿を見た者は、行方が知れ
なくなるという――。

龍棲宝珠　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

義明（よしあきら）の生命が……！？　義明の心が見えず不安を抱く
宮。帝への入内を諦めた香久夜（かくや）は新たな陰謀を……。

龍楼月陰　斎姫繚乱
宮乃崎桜子（著）／浅見侑
（絵）

香久夜によって、義明の体躯は再び火龍に支配されてしまう。火龍に
なってもなお、義明は弱っていく宮を護ろうとするが……。

諒闇無明　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

尊い性空上人の霊が、内裏に現われた。花山院をはじめ貴人たちは、吉
兆だと喜ぶが……それこそが災いの予兆であった！

燐火鎮魂　斎姫異聞
宮乃崎桜子（著）／浅見侑（イ
ラストレーション）

恋多き和泉式部に取り憑いたのは、妖狐なのか！？　義明への恋を断ち
切れない貴子にも、その魔手が！

ルナティック・コンチェルト
仙道はるか（著）／沢路きえ
（サワジキエ）

美貌の天才ピアニスト・里見貴士と出かけたコンサートで、以前つき
合っていた女性と遭遇した美幸は……!?

魔鏡の姫神　霊感探偵倶楽部(1)
新田一実（著）／岩崎陽子
（絵）

霊能者を父に持つ大道寺竜憲が、邪悪な霊に取り憑かれてしまった。妖
怪や魔物が跳梁跋扈するサイキック・ノベル。第１弾!!

暗闇の狩人　霊感探偵倶楽部(2)
新田一実（著）／岩崎陽子
（絵）

美しい脚が欲しい！――闇に潜む猟奇事件!!　霊感探偵倶楽部第２弾!!

時の迷宮の舞姫　霊感探偵倶楽部(3)
新田一実（著）／岩崎陽子
（絵）

少女の若さを食らって生きる美しい女とは!?　霊感探偵倶楽部第３弾!!
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妖鬼の呼ぶ声　霊感探偵倶楽部(4)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

塚から彷徨い出た冤鬼が、竜憲の体を狙う!!　霊感探偵倶楽部第４弾!!

死者の饗宴　霊感探偵倶楽部(5)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

神々が集う出雲で、ついに姫神が封じられる!?　霊感探偵倶楽部第５弾!!

慈悲深き黄泉の封土　霊感探偵倶楽部(6)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

人間界征服を企てる死霊との闘いが始まる!!　霊感探偵倶楽部第６弾!!

呪われた愛情　霊感探偵倶楽部(7)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

人形たちの有象無象の思念が蠢きだした!!　霊感探偵倶楽部第７弾!!

黒い誘惑　霊感探偵倶楽部(8)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

人の心の隙間に忍び寄る、魔物の正体とは!?　霊感探偵倶楽部第８弾!!

凍えた闇　霊感探偵倶楽部(9)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

竜憲に腹ちがいの姉がいた!?　女の正体は？　霊感探偵倶楽部第９弾!!

紅月の夢　霊感探偵倶楽部(10)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

鴻を消し去り、竜憲を翻弄する魔物とは……!?　霊感探偵倶楽部第10弾!!

血を啜る魂　霊感探偵倶楽部(11)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

つぎの犠牲は、沙弥子……!?　妖怪や魔物が跳梁跋扈するサイキック・
ノベル第11弾！

忘却の虜囚　霊感探偵倶楽部(12)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

肉体から切り離された大輔の魂は何処へ……!?　妖怪や魔物が跳梁跋扈
するサイキック・ノベル第12弾！

妖かしの紅い華　新・霊感探偵倶楽部(1)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

学校で起こった怪事件の真相は!?　自殺、失踪、そして水死。“今まで出
会ったこともないもの”に、大道寺竜憲が挑む!!

幻惑の肖像　新・霊感探偵倶楽部(2)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

鄙びた温泉宿を舞台に竜憲と大輔が走る!!　姿を消したという鴻は、いっ
たいどこにいるのか……!?

涯なき呪詛の闇　新・霊感探偵倶楽部(3)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

大輔が連れてきた男に憑く正体不明の黒い影。思いもよらないものが、
竜憲たちの心を震撼させる!!　竜憲と大輔を脅かす黒い影の正体は!?

死を呼ぶ遊戯　新・霊感探偵倶楽部(4)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

横浜近辺で連続する、心臓直撃の悲惨な死亡事故。“心臓を喰らう化け
物”に、竜憲と大輔が立ち向かう!!

修羅の旋律　新・霊感探偵倶楽部(5)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

演奏中に突然倒れたベーシスト。その裏にある秘密に竜憲と大輔が迫る!!
　異常な突然死に立ち会った竜憲と大輔は!?

喪神の永き記憶　新・霊感探偵倶楽部(6)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

長野の山中で、研修中の翔吾が突然姿をくらました。消えた日の戦士の
行方を追い、竜憲と大輔が奔走する!!　謎の“神隠し”に遭った翔吾の運命
は!?

不安の立像　新・霊感探偵倶楽部(7)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

大道寺家に運び込まれた、花嫁行列の古い芥子人形。その想いを探るた
め、調査を始めた竜憲と大輔は……!?　花嫁行列の人形は何を訴えてい
るのか!?

怨の呪縛　新・霊感探偵倶楽部(8)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

原因不明の病と大輔の血でできた血玉のブレスレット。古代の神・素戔
嗚が、竜憲と大輔の胸に警鐘を鳴らす!!　竜憲にも視えない怨霊の正体と
は!?

佳人の棲む家　新・霊感探偵倶楽部(9)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

蠱物師の青年が、竜憲たちに求めてきた協力とは……!?　妖怪や魔物が
跳梁跋扈する新サイキック・ノベル第９弾!!

月下に嗤う影　新・霊感探偵倶楽部(10)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

嘉神の手にも負えない狼男の正体とは!?　妖怪や魔物が跳梁跋扈する新
サイキック・ノベル第10弾!!

黄昏に鬼が囁く　新・霊感探偵倶楽部(11)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

竜憲の目覚めぬ大道寺家に、殺人の記憶を持つ少年の依頼が!!　妖怪や魔
物が跳梁跋扈する新サイキック・ノベル第11弾!!

黄泉からの誘い　新・霊感探偵倶楽部(12)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

竜憲と大輔の周囲で奇妙な事件が渦巻く!!　妖怪や魔物が跳梁跋扈するサ
イキック・ノベル第12弾。

見つめる眼　真・霊感探偵倶楽部(1)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

相次ぐ謎の自殺事件はただの偶然なのか!?　妖怪や魔物が跳梁跋扈する
“真”シリーズ開幕！

闇より迷い出ずる者　真・霊感探偵倶楽部
(2)

新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

すごく綺麗な男に出会うと血液が凍って死ぬ――!?　警察も行き詰まる
謎の事件を、竜憲と大輔が追いつめる!!

疾走る影　真・霊感探偵倶楽部(3)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

東京近郊の高速道路に出没する不気味な黒い乗り物。世間を騒がせる“幽
霊自動車”の謎を竜憲と大輔が探る!!

冷酷な神の恩寵　真・霊感探偵倶楽部(4)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

人気ミュージシャンの周りで次々と起こる謎の突然死怪奇現象の真相を
探る竜憲と大輔に、不気味な手が迫る!!

愚か者の恋　真・霊感探偵倶楽部(5)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（イラスト）

竜憲の元を、次々と不幸が重なるという若い娘が訪れた。娘を取り巻く
不幸は霊の仕業なのか!?

死霊の罠　真・霊感探偵倶楽部(6)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

革ベルトで拘束された身体じゅうに蛆虫が這う！　メスを持ったゾンビ
が迫る！　送られてきた殺人実写ビデオの謎は!?

鬼の棲む里　真・霊感探偵倶楽部(7)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

大輔が取りこまれたのは陰陽の異空間!?　子供たちがのどかに遊ぶこの
世界と眠り続ける男の関係は……。

夜が囁く　真・霊感探偵倶楽部(8)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

携帯電話から呪いの言葉が聞こえる――。聞く者を死に至らしめる携帯
電話の怪とは!?

紅い雪　真・霊感探偵倶楽部(9)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

妖怪や魔物が跳梁跋扈する“真”シリーズ第９弾！　謎の寒村と行方不明事
件の因果関係は!?

緑柱石　真・霊感探偵倶楽部(10)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

目玉を抉られた死体、仏頭、眼球の溶ける病……。奇妙な符合を覚えた
竜憲と大輔は……!?
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月虹が招く夜　真・霊感探偵倶楽部(11)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

再び起こった母校の怪現象を片付けた竜憲と大輔。その帰りに感じた異
変が二人を悪夢へと引き込む!!

黄泉に還る　真・霊感探偵倶楽部(12)
新田一実（著）／笠井あゆみ
（絵）

自分が死ぬ夢に奇妙な安堵感を覚える竜憲――。月夜見によって目覚め
た姫神。竜憲と大輔の行方は!?

妖狐の舞う夜　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロネ）

あの日、祖父の首筋に異様な赤痣を発見したとき、すべては一変した！
　サイキック・ホラー開幕!!

怨讐の交差点　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロネ）

思い出せ。残酷で愚かだったお前の過去を。鬼気の燐光ゆれる、サイ
キック・ホラー、第２作！

封印された夢　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロネ）

高陽の心に広がりだす不安と怯懦。夜ごと、闇の底に恐怖が目覚める！
　サイキック・ホラー第３作！

冬の緋桜　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロミ）

冬に赤い桜が咲くと、子供が死ぬ……その伝説が本当に!?　戦慄のサイ
キック・ホラー第４作！

殺生石伝説　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロネ）

毎夜、高陽を殺す夢を見る勇帆。運命の歯車は２人を前世の因縁へと誘
う。急展開の第５作！

科戸の風　霊鬼綺談
小早川恵美（著）／四位広猫
（シイヒロネ）

初めて知った前世、その重みに打ちのめされる勇帆と高陽。２人の運命
は!?　怒濤の完結編!!

恋愛小説家はメイド！？　レディ・ジュエ
ル物語

入皐（著）／池上紗京（絵）
ご主人様は悪魔？超イケメンの恋愛小説家に気に入られてしまったメイ
ドのクレアの運命は・・・・・・。

秘密の女王と堕天使の騎士！？　レディ・
ジュエル物語

入皐（著）／池上紗京（絵）
魅惑のリップバーム事件発生！　レディ・ジュエルとして社交界デ
ビューしたクレアは、デュランの婚約者ということになったのだが…

深紅の花嫁と悪魔な婚約者！？　レディ・
ジュエル物語

入皐（著）／池上紗京（絵）
偽の婚約だったはずなのに……クレアは、デュランとエリザベスの勧め
で、なぜか花嫁学校に通うことに！

倫敦奇談
椹野道流（著）／あかま日砂紀
（イラストレーション）

腐敗死体の指に光っていた銀の指輪。その記憶を追う天本と敏生の前
に、甦る真実とは！？　ネオ・オカルト・ノヴェル第４弾！！

我が呼ぶ声を聞いて　幻獣降臨譚
本宮ことは（著）／池上紗京
（絵）

ついにシリーズ完結！　波乱のラストが待ち受ける！！

ワルプルギスの夜に啼く
仙道はるか（著）／沢路きえ
（サワジキエ）

「俺は、丹野さんに信じてもらいたいんです」写真撮影中、間宮はつい
に国塚と顔を合わせる。

窓－ＷＩＮＤＯＷ－　硝子の街にて（１）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

欲望と甘い罠に満ちた虚飾の街マンハッタンでの、どこまでも純（ピュ
ア）な伸行とシドニーの“友情”と“純愛”のＮＹ物語。

雪－ＳＮＯＷ－　硝子の街にて（２）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

一代にしてブランド王国を築いた伝説のデザイナーの死をみとったの
は、ノブ。事件は謎を深め、例によってハマった二人は……？

虹－ＲＡＩＮＢＯＷ－　硝子の街にて
（３）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

ツアー客を迎えに、ケネディ空港へ向かったノブを待ち受けていたの
は、警官の射殺事件と、５年ぶりに再会する父親の姿だった……。

家－ＢＵＲＲＯＷ－　硝子の街にて（４）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

シドニーの相棒ヘンリーが結婚式を挙げた１０月下旬のある夜、アッ
パーウエストのコンドミニアムで、ひとりの男が殺された…。

朝－ＭＯＲＲＯＷ－　硝子の街にて（５）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

どこまでもピュアなノブとシドニーの、“友情”と“純愛”のＮＹストー
リー！

空－ＨＯＬＬＯＷ－　硝子の街にて（６）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

ノブが案内していたツアー客の一人が、ＮＹ在住の日本人にナンパさ
れ、トラブルを起こした。ところが、男は不法滞在者で……。

燕－ＳＷＡＬＬＯＷ－　硝子の街にて
（７）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

ノブの突然の出奔（しゅっぽん）に戸惑うシドニー。殺人事件の解明の
ため、彼も東京へ赴く。“友情”と“純愛”のピュアストーリー！

宵－ＡＦＴＥＲＧＬＯＷ－　硝子の街にて
（８）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

ＮＹに戻り、アパートでシドニーとの生活がまた始まったノブ。バイト
先の上司高田は邦銀ＮＹ支店の元行員殺害の報に色を失う。

渦－ＢＩＬＬＯＷ－　硝子の街にて（９）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

最愛のひとがここにいる。だから信じる。どこまでもどこまでもピュア
なＮＹラブストーリー！

烏－ＣＲＯＷ－　硝子の街にて（１０）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

シドニーが捜索中に怪我をした。案ずる伸行は、シドニーの父親テッド
にどうしても会いたいと思い、彼の仕事場を訪ねるが……

矢－ＡＲＲＯＷ－　硝子の街にて（１１）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

音信不通だったヘンリーの里親がＮＹで起きた殺人事件に関連があると
いう。ヘンリーの過去を知ったノブとシドニーは……。

禁－ＤＩＳＡＬＬＯＷ－　硝子の街にて
（１２）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

シドニーは突如休暇をとってノブの前から姿を消す。どこへ？　ノブ
は、いないシドニーを激しく思う自分を悟る

黄－ＹＥＬＬＯＷ－　硝子の街にて
（１３）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

身近に頻発する殺人事件。ノブの仕事も……。どこまでもピュアなＮＹ
ラブストーリー！！

塵－ＷＩＮＤＲＯＷ－　硝子の街にて
（１４）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

シドニーは西海岸へ。離れて深まる絆（きずな）。どこまでもピュアな
ＮＹラブストーリー！！

転－ＷＡＬＬＯＷ－　硝子の街にて
（１５）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

アッパーイーストで幼い子どもの発砲事件が起きた。ノブは現場近くに
居合わせたが、たまたまスティーブもその事件に関係があり……

兆－ＦＯＲＥＳＨＯＷ－　硝子の街にて
（１６）

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

どこまでもピュアなＮＹラブストーリー！！　シドニーの先輩が、遺体
となって発見された。陸軍士官学校の記憶が蘇る――。

潮－ＦＬＯＷ－　硝子の街にて（１７）
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

新たなる決意と、旅立ち。２１世紀までひと月足らず。束の間、東京に
戻ったノブにある変化が――。世紀末のうねりが２人を包み込む。

翳―ＳＨＡＤＯＷ―　硝子の街にて(18)
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

忍び寄る翳を追うシドニーとノブ。２００１年５月。ビレッジで起きた
火災で発見された遺体は、行方不明だった日本人観光客だった。
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風―ＢＬＯＷ―　硝子の街にて(19)　９・
１１その朝

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

２００１年９月１１日。ノブやシドニー、スティーブ、そして世界中の
人々にとって長く凄絶な一日が始まった。ＮＹテロ三部作の序章。

悼―ＳＯＲＲＯＷ―　硝子の街にて(20)　
９・１１その夜

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

９．１１の夜。世界中の祈りは届くのか？　同時多発テロによる停電の
暗闇の中、スティーブは怪我したまま、懸命の救出作業を続ける。

友―ＦＥＬＬＯＷ―　硝子の街にて(22)
柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

ノブ＆シドニーのＮＹラブストーリー、ついに完結！！　感動のラス
ト！　２００２年３月、同時多発テロから半年たったＮＹでは……

愛が９割　龍＆Ｄｒ．シリーズ特別編
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

もう人生に迷わない！？　樹生流十年愛誕生！

愛されたがる男
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

日本で一番不条理な男、室生邦衛。滝沢明人は邦衛の幼馴染みで、現在
の恋人。好きだからこそ抱けないと邦衛に言われたが！？

青い鳥　眠る探偵（４） 榎田尤利（著）／石原理（絵）
他人の夢を通して事件の真相に迫る探偵・市羅木真音にとって、犯罪
者・三条槇は愛憎半ばする存在だった。ふたりの関係に決着が！？

暁―ＳＵＮＧＬＯＷ―　硝子の街にて(21)
　９・１１その後

柏枝真郷（著）／茶屋町勝呂
（イラストレーション）

テロの翌月・１０月。グラウンド・ゼロはまだ燃えている。ノブやシド
ニーたちの夜は明けるのか？　９．１１三部作の最終章。

悪しく妖しい従属者
犬飼のの（著）／三尾じゅん太
（絵）

暁斗は愛人に命を狙われたところを、狼族の王・ランに救われるのだ
が、彼の目的が自分の体を乗っ取ることだと知って…！？

あなたがいたから 高口里純（著）
パリに暮らすカイトへの思いを試すように、大学生の朔夜は、東京で教
授の誘いを受け……。

ベンチマークに恋をして　アナリストの憂
鬱(1)

井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

「私は男に冗談でキスをする趣味はないよ」予測できない官能のベクト
ル！　青年アナリストを翻弄する恋の動向は……!?

恋のリスクは犯せない　アナリストの憂鬱
(2)

井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

「他のことなど考えられなくしてやるよ」同僚との関係を誤解する鷲崎
は、邦彦を自らのベルトで縛り上げ……。

誘惑のターゲット・プライス　アナリスト
の憂鬱(3)

井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

「君は本当に私を煽るのがうまいな」３年間のニューヨーク研修の話が
持ち上がった邦彦は、鷲崎相談するのだが……。

アンバサダーは夜に囁く 井村仁美（著）／蓮川愛（絵）
ルティア大国大使館でアルバイトをしている陸。最悪の出会いをしたリ
ヴィエール大使だが、やがて強く惹かれ……。

茨の呪縛　～目覚めのくちづけ～
矢城米花（著）／宝井さき
（絵）

謎多き孤島での怪奇ファンタジーＢＬ

インペリアルスイート
伊郷ルウ（著）／竹中せい
（絵）

老舗ホテルの後継者・透真と最高級ホテルの若き経営者エリオット。二
人の恋が激突！

ロイヤル・セオリー　インペリアルスイー
ト(2)

伊郷ルウ（著）／竹中せい
（絵）

老舗ホテルの跡継ぎ・透真を海外出張先で待ち受けていたのは……。王
子と御曹司の2nd・Round！

プリンシパル・プライド　インペリアルス
イート(3)

伊郷ルウ（著）／竹中せい
（絵）

恋も仕事もすべて、わたしの許可を得なさい！　プリンス×プリンスの
激突スイート・ラブに最大の障壁が!?

Ｘ文庫ＢＬ傑作名作を試し読み

高岡ミズミ（著）／犬飼のの
（著）／榎田尤利（著）／樹生
かなめ（著）／佐々成美
（絵）／彩（絵）／石原理
（絵）／奈良千春（絵）

「ＶＩＰ　聖域」「ブライト・プリズン　学園の美しき生け贄」「人形
の爪　眠る探偵（１）」「不条理な男」の冒頭を無料で試し読み！

追いし、恋し
李丘那岐（著）／三池ろむこ
（イラスト）

不幸な生い立ちの義弟・暁慧を愛してしまった立木晃逸は自分の気持ち
が苦しくて……。

鏡よ、鏡　眠る探偵（２） 榎田尤利（著）／石原理（絵）
眠ることで事件の真相を探ることのできる超美形の探偵・市羅木真音
は、真音を手に入れるため人を殺し続ける犯罪者・三条槇と闘う！

賭けはロシアで　龍の宿敵、華の嵐
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

清和のライバル、藤堂暴れる！！

３時から恋をする　銀行員シリーズ(1)
井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

本当はこういうの、嫌いじゃないんだろ？　入行したての藤芝の苦難が
ここから始まる。

５時10分から恋のレッスン　銀行員シリー
ズ(2)

井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

あいつにも、そんな声を聞かせるんだな!?　銀行員の苦悩を描くトラブ
ル・ロマンス第２弾!!

８時50分・愛の決戦　銀行員シリーズ(3)
井村仁美（著）／如月広鷹
（絵）

葵銀行と鳳銀行が合併……！　「椿本さんが浮気するはずがない！」し
かし、林に決定的な場面を見せられた藤芝は――。

午前０時・愛の囁き　銀行員シリーズ(4)
井村仁美（著）／如月弘鷹
（絵）

「おまえを手に入れるためなら、俺はなんだってやる！」藤芝への思い
を諦めず、ついに林秀幸が強引な手段に――。

銀のナイフとダイヤモンド
仙道はるか（著）／周防佑未
（イラストレータ）

刑事部に所属する伊波は、かつて母親の恋人だった悠里と再会し動揺す
る。彼の秘密を知った伊波は!?

金曜紳士倶楽部 遠野春日（著）／高橋悠（絵）
無憂館に集う六人の青年貴族が知性、才能、そして富を武器に大活躍。
どんなことでもお任せください。

封印された手紙　金曜紳士倶楽部２ 遠野春日（著）／高橋悠（絵）
幽霊がでるという屋敷を訪れた金曜紳士倶楽部のメンバー。そこで千歳
は不思議な体験をして……!?

踊るパーティーと貴公子　金曜紳士倶楽部
３

遠野春日（著）／高橋悠（絵）
密かに計画された婚約パーティーをぶっつぶせ!?　金曜紳士倶楽部第三
の依頼、華やかに開幕!!

黒の秘密　金曜紳士倶楽部４ 遠野春日（著）／高橋悠（絵）
東郷と秘書の篠宮は身体を重ねることはあったが、気持ちを確認したこ
とはなかった。そんな二人に別れの危機が!?

闇の誘惑　金曜紳士倶楽部５ 遠野春日（著）／高橋悠（絵）
暴力団佐久間組の次男・京介とお目付け役の片村隆成。キスもするし、
体の関係もある二人だが……!?
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華麗な共演　金曜紳士倶楽部６ 遠野春日（著）／高橋悠（絵）
梨園の御曹司・勧修寺凛は、人気俳優・七浦魁の映画に出演すること
に。だが、魁のしつこいアプローチに困惑し……!?

傀儡の巫女　眠る探偵（３） 榎田尤利（著）／石原理（絵）
他人の夢を覗くことで事件を解決に導く超美形の探偵・市羅木真音。そ
の娘・笑子のクラスメイトが事件に巻き込まれてしまい……！？

虞美人荘物語　～恋人だらけの下宿人～
愁堂れな（著）／穂波ゆきね
（絵）

美男子ばかりの下宿人が集う虞美人荘。古株の住人・刑事の京極と、無
免許医師の宮本の関係とは？

虞美人荘物語　～美男子だらけの下宿人～
愁堂れな（著）／穂波ゆきね
（絵）

イケメンばかりが住むアパートの管理人もまた美男子！

クリスマスワルツ　伯爵家の情人
華藤えれな（著）／葛西リカコ
（絵）

パリの男娼館スパイとして生きる清春を、伯爵家の末裔として迎え入れ
たいという青年が現れて・・・。陰謀渦巻く愛憎劇が幕を開ける！

刑事と検事のあぶない関係
愁堂れな（著）／茶屋町勝呂
（イラストレータ）

自由奔放な刑事・大也と同僚の涼真。二人の前に上司として現れたの
は、超が付く美男子で大也の旧友・椎名だった!!

恋する俺様調香師
水瀬結月（著）／六芦かえで
（絵）

化粧品会社に勤める和は、天才調香師の冴島に、香りの実験台として抱
かれていた。体だけの報われない恋をしている和だが！？

恋月夜、こんこん
ゆりの菜櫻
（著）／Ｃｉｅｌ（絵）

大学生の彩牙の前に、アレックスという悪魔が現れた。「お前は狐だろ
う？」妖狐と見抜かれ、悪魔との契約を持ちかけられるが…。

心乱される 英田サキ（著）／高橋悠（絵）
18歳の高校生に迫られた三十路サラリーマンの心は千々に乱れて……。
大人の恋のおとぎ話！

砂漠の薔薇にくちづけを　摩天楼に吠え
ろ！

仙道はるか（著）／一馬友巳
（絵）

アイドルとしてデビューを果たした利也は、ようやく仕事に慣れてき
た。しかし加わった新たな人物が、彼らの恋と仕事の疫病神になる。

首相官邸の不埒な恋愛主導
御木宏美（著）／三尾じゅん太
（絵）

官邸が不埒な愛の劇場に！？　「氷の王子」と呼ばれるエリート官僚・
礼士の転属先は首相官邸。そこで礼士が見つけたのは・・・・・・

スイート・スプラッシュ
高月まつり（著）／サマミヤア
カザ（絵）

シェフを務める優矢は嵐の翌日、入江で出会った美しい青に一目惚れ。
幼い頃の記憶と伝えられない真実が交錯するマーメイド物語。

羨望と恋
火崎勇（著）／葛西リカコ
（絵）

おまえのすべてを抱きたいんだ！　旧家の一人息子という重圧から逃れ
られない国生は、その男の言葉を受け入れることができず……。

たとえ楽園がなくても
高岡ミズミ（著）／ミナヅキア
キラ（絵）

内科医の聖は、路上で蹲っていた男を介抱するうちに放っておけなくな
り、同居生活に。妙に人懐こいその男には秘密があるようで……。

月に降る花
草川かおり（著）／北畠あけ乃
（絵）

惚れたら地獄。男遊女の純愛はあまりにせつない。苦界の宿命に抗う二
人の運命は……

罪の蜜
丸木文華（著）／笠井あゆみ
（イラストレータ）

次々と才能を発揮していく青年に嫉妬しつつ、しかしずっと自分に執着
してほしいと願う雄介は彼を焦らし続けるが……。

帝都万華鏡　桜の頃を過ぎても
鳩かなこ（著）／今市子（イラ
ストレータ）

Ｘ文庫新人賞受賞作！　一度読んだらハマっちゃうはず。濃艶な「大正
浪漫」がここに開花。ＢＬ界の新風、異色のデビュー作!!

帝都万華鏡　梔子香る夜を束ねて
鳩かなこ（著）／今市子（イラ
ストレータ）

夢でよいと思った。夢のほうがよいとも――。濃艶な「大正浪漫」にさ
らなる磨きをかけ期待の大型新人、待望のシリーズ第２弾！

帝都万華鏡　巡りくる夏の汀に
鳩かなこ（著）／今市子（イラ
ストレータ）

この人の悲しみを一緒に背負わせて――鼓膜を震わせる吐息と胸を締め
つける切なさ純愛を味わい尽くして。シリーズ３弾！

帝都万華鏡　たゆたう光の涯に
鳩かなこ（著）／今市子（イラ
ストレータ）

胸苦しい愛おしさは、どこに辿りつくのか。濃艶なる大正浪漫シリー
ズ、いよいよ大団円！　シリーズ第４弾！

よしはら心中　帝都万華鏡　秘話
鳩かなこ（著）／今市子（イラ
ストレータ）

吉原の家業を継ごうとしている横山夏洋は、幼い頃から傍にいた久助へ
の感情に気づき……。

東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（絵）
心臓を突きさすような切なさと狂おしさ。匂い立つ大正浪漫のなか、盗
人たちの愛憎劇、開幕！

夏夜のたまゆらに　東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（絵）
存在も信念も揺るがす激しい愛憎。一度すれちがった人間は、いったい
どこで交わるのか。究極の人間愛！

花の棲処に　東景白波夜話 鳩かなこ（著）／今市子（絵）
盗人たちをめぐる、もうひとつの愛憎劇。切なくて愛くるしい大正ロマ
ンの世界！

棘ある薔薇　闇夜に花嵐
遠野春日（著）／兼守美行
（絵）

危険なほど恋は熱くて！？　経済ヤクザの高月は、美しい容貌を持ちな
がらも逆らう相手には容赦のない男、神楽葉に恋をしたのだが！？

トパーズの翅
草川かおり（著）／タク（イラ
ストレータ）

翔音はかつて店でナンバー１のホストだったが、指名が激減。そんな
時、後輩のホストの優矢に出会う。

ドロップアウト　甘い爪痕
佐々木禎子（著）／実相寺紫子
（絵）

能瀬修哉の診療所を、かつて修哉を追いつめた華勝が訪れ……。香港マ
フィアと無資格医師のアウトロー・ラブ！

ドロップアウト　堕天使の焦燥
佐々木禎子（著）／実相寺紫子
（絵）

能瀬修哉営む診療所を、訪れる劉華勝――。香港マフィアと無資格医師
との禁断の愛、再燃！　シリーズ第２弾!!

ドロップアウト　龍の咆哮
佐々木禎子（著）／実相寺紫子
（絵）

会うたびに何度でも何度でも恋をする――。香港マフィアと無資格医
師、遠距離恋愛の結末は!?　シリーズ第３弾！

ブレイクアウト　美しい棘
佐々木禎子（著）／実相寺紫子
（絵）

もっと欲しがればいい。そして裏切ればいい――。怒りと孤独と反逆。
悲恋が今はじまる！

ブレイクアウト　裏切りの蜜
佐々木禎子（著）／実相寺紫子
（絵）

美しき凶器と謳われる香港マフィアの若き香主・劉華炎と謎の男・パク
の倒錯愛。人気シリーズ第２弾！

人形の爪　眠る探偵（１） 榎田尤利（著）／石原理（絵）
眠ることで事件の真相を探ることのできる超美形の探偵・市羅木真音の
もとに届いた手紙。それが忌まわしい事件の始まりだった……！？

熱砂の檻からはばたいて
佐々木禎子（著）／佐々木久美
子（絵）

とつぜん国際会議のリーダーに抜擢され、アラブの小国に赴く芳人。留
学先での砂漠の王子との愛が、ふたたび燃える。
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熱砂の罠に囚われて
佐々木禎子（著）／佐々木久美
子（絵）

芳人が日本に戻って半年。ナイジェルが観光親善大使として現れた！　
アラブと日本を股に掛けて繰り広げられる熱いラブ。

ハーレム・ナイト　瑠璃色の王冠
井村仁美（著）／やまねあやの
（絵）

まさか俺は拷問部屋に連れて行かれるのか？　出張先のサラフ王国から
帰国間際、なぜか圭一は指名手配されて……!?

薄情な男
高岡ミズミ（著）／木下けい子
（イラスト）

ある夜、高校教師の新山明宏の前にひとりの男が現れた。それは十年前
に自分の前から突然姿を消した幼馴染の棚橋詠だった……。

はつ恋の義兄
愁堂れな（著）／小椋ムク
（絵）

父の再婚によって、憧れの先輩と義兄弟に・・・。同じ屋根の下で暮ら
すことになったその日からハラハラドキドキの毎日が始まった！

薔薇の虜　闇夜に花嵐
遠野春日（著）／兼守美行
（絵）

命がけの恋、ついにクライマックス！？　経済ヤクザの高月は、美しい
容貌ながら逆らう者には容赦のない男、神楽葉に恋をしていたが。

正義の味方は眠らない　摩天楼に吠えろ！
仙道はるか（著）／一馬友巳
（絵）

利也が所属するアイドルグループにレギュラー番組の仕事が舞い込ん
だ。御堂や神谷との微妙な関係の中、撮影ではアクシデントが・・・

白夜に青い花
華藤えれな（著）／高階佑
（絵）

美しい悪魔のようなロシア人、イリア。抱けば抱くほど囚われてしまっ
た海翔は、彼の正体も、自分に向けられた罠も気づかなかった。

ＶＩＰ
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

ＶＩＰばかりが集う会員制のクラブＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ、そこで和孝は
かつて関係を持った男・久遠と再会して!?

ＶＩＰ　棘
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

高級会員制ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮのマネージャー和孝。暴力団不動清和会
若頭補佐、久遠彰允。追って追われる恋の行方は？

ＶＩＰ　蠱惑
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

自分を傷つけることができるのは、久遠だけ!!

ＶＩＰ　瑕
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

一緒にいると意地を張りたくなるが、離れると恋しくて――。寡黙な男
と、意地っ張りの男の愛とは？

ＶＩＰ　刻印
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

平穏を求めて、刺激を求めて、男たちの闘いが始まる！

ＶＩＰ　絆
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

自ら敵の手におちた和孝。そのとき久遠は……？

ＶＩＰ　蜜
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

ある事件の悪夢にうなされる和孝だが、ある日、久遠に結婚話が持ち上
がっていることを知り!?

ＶＩＰ　聖域
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

久遠狙われる！？　　柚木和孝の恋人は、不動清和会の幹部・久遠彰充
だ。跡目争いのなか、二人に大きな変化が訪れるのだが！？

ＶＩＰ　情動
高岡ミズミ（著）／佐々成美
（絵）

和孝の恋人であり暴力団不動清和会の幹部の久遠に跡目争いの話が持ち
上がって!?　初版限定、番外ショートストーリー小冊子付き。

不条理な男
樹生かなめ（著）／奈良千春
（イラストレーション）

本当に好きな相手とは絶対寝ない！　一瞬の恋に生きる男、邦衛と邦衛
に恋している幼なじみ明人の不条理愛、ついに登場！

不夜城のシンデレラ
犬飼のの（著）／タカツキノボ
ル（イラスト）

お金で貴方を買えるんですか？　カリスマホスト・京の店に、かつて兄
弟として暮らしていた蒼一が姿を現して……。

ブライト・プリズン　学園の美しき生け贄 犬飼のの（著）／彩（絵）
世間から隔絶された学園内で十八歳の薔は学園管理部隊の隊長・常盤に
反発していた。しかし特待生に選ばれ、彼と深く関わることに！？

ペパーミント・ツアー
伊郷ルウ（著）／小椋ムク
（絵）

恋する子犬系バスガイドの道行きは若旦那まかせ!?

摩天楼に吠えろ！
仙道はるか（著）／一馬友巳
（絵）

貧乏大家族の利也は大学進学を断念していた。就職先を探し、意を決し
て受けた芸能プロダクションのオーディションに合格するのだが…

見習い執事
仙道はるか（著）／タカツキノ
ボル（絵）

俺以外の人間を見ることは許さない！　リストラされ職探し中の明仁は
セレブ育ちの英国美青年を救った礼に、執事として雇われて！？

魅惑のバディ
御木宏美（著）／葛西リカコ
（イラストレータ）

旅行添乗員をしている義晃は大学時代からの友人で、カメラマンの顕に
ずっと秘めた思いを抱いていたのだが……。

メールボーイ
伊郷ルウ（著）／小路龍流
（絵）

第一志望の就職先でアルバイトをすることになった大学生の高蔵貴巳
は……!?　「メールボーイ」第１巻。

前途は多難　メールボーイ
伊郷ルウ（著）／小路龍流
（絵）

大学生の高蔵貴巳は、面接試験を控えた就職先の社内の男性から次々に
告白されてしまい――。「メールボーイ」第２巻。

嘘と秘密　メールボーイ
伊郷ルウ（著）／小路龍流
（絵）

夜もアルバイトを始め、恋人の柏崎と連絡がすれ違ってしまい……。
「メールボーイ」第３巻。

憂いの春　メールボーイ
伊郷ルウ（著）／小路龍流
（絵）

弟に恋人が柏崎であることを隠していた貴巳は、なぜか関口との関係を
誤解されて……!?　「メールボーイ」第４巻。

幸福の予感　メールボーイ
伊郷ルウ（著）／小路龍流
（絵）

柏崎との平穏な生活を望む貴巳。だが、関口と芦野が一緒にいる場面を
目撃してしまい……。「メールボーイ」第５巻。

もう二度と離さない
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

日本画の大家を父に持つ洋画家・渓舟は、助手の司と幸せに暮らしてい
た。しかし、渓舟の秘密を探る男が現れたてから一変して……。

優しい夜
高岡ミズミ（著）／水名瀬雅良
（絵）

好きだとは言えなくて！？　事故で家族を失った幸宏は、常磐家に引き
取られて育つ。恋してはいけな相手なのに、想いは殺せず……。

闇夜に花嵐　美しすぎる男
遠野春日（著）／兼守美行
（絵）

危険な恋が始まる！　企業舎弟の高月は驚くほどの美貌を持つ男・神楽
葉と知り合う。厄介な相手だとわかっているのに惹かれていき！？

闇夜に惑う花
仙道はるか（著）／陵クミコ
（イラスト）

小学校教師の亮介が、一夜だけの関係を持った相手は、変装をした同僚
教師の結城だった。結城はその後も関係を迫るが……。

有閑御曹司と恋の事件簿
榊花月（著）／北沢きょう
（絵）

元ＳＰの千曳は御曹司の宝にスカウトされ法で裁けぬ悪を挫く探偵を始
める。名コンビの二人だが、この頃宝のセクハラが激しくて！？
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夜明け前にぶっとばせ！　摩天楼に吠え
ろ！

仙道はるか（著）／一馬友巳
（絵）

アイドルグループでデビューした利也は風変わりなメンバーたちと順調
に芸能生活を続けてきた。だが撮影中、不可解な事件に遭遇し……

龍の恋、Ｄｒ．の愛
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

出逢ったのも運命なら、再会したのも運命。

龍の純情、Ｄｒ．の情熱
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

龍を背中に負う男と龍を愛で操る男の愛の行方は!?　シリーズ第２巻。

龍の恋情、Ｄｒ．の慕情
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

氷川は、清和の初めての女性の存在を知り……。昇り龍・清和＆美貌の
医師・氷川の熱愛物語、進行中!!

龍の灼熱、Ｄｒ．の情愛
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

愛しすぎて、苦しくて……暴力団・眞鍋組２代目、若き昇り龍・清和と
美貌の医師・氷川、ふたりの愛の形とは!?

龍の烈火、Ｄｒ．の憂愁
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

眞鍋組の２代目・清和の妻として、姐として生きる決意をした氷川。だ
が、組同士の争いに巻き込まれ……!?

龍の求愛、Ｄｒ．の奇襲
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

清和くん、僕のお願いを聞いてくれないの？　愛しあうために生まれて
きた運命の恋人たち!!　シリーズ第６巻。

龍の右腕、Ｄｒ．の哀憐
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

我らが麗しの姐さんに、乾杯!!　男姐がいる眞鍋組の恋愛事情が明らか
に!?　シリーズ第７巻。

龍の仁義、Ｄｒ．の流儀
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

彼以外、もう愛せない――運命の恋人たちの物語！　一難去ってまた一
難!?　氷川と清和の愛しき日々。シリーズ第８巻。

龍の初恋、Ｄｒ．の受諾　
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

運命の男の子との再会は新たな愛を生み!?　シリーズ第９巻。

龍の宿命、Ｄｒ．の運命　
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

守ってあげたいのに、守られて!?　シリーズ第10巻。

龍の兄弟、Ｄｒ．の同志
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

眞鍋組の影の実働部隊に所属するエビにある指令がくだった。だけどア
ラブの皇太子相手に思うようにはいかなくて!?

龍の危機、Ｄｒ．の襲名
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

僕が二代目組長代理にたちます――!?　清和と氷川のヒートアップラ
ブ、シリーズ第12弾登場!!

龍の復活、Ｄｒ．の咆哮
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

清和不在の今、眞鍋組を守るため、愛する男を守るため、氷川は裏切り
者を探し始めるのだが!?

龍の勇姿、Ｄｒ．の不敵
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

清和を狙ったのは誰!?　裏切り者の正体をつきとめた氷川たちだった
が……。清和＆氷川、最強の恋人たち完全復活!!

龍の忍耐、Ｄｒ．の奮闘
樹生かなめ（著）／奈良千春
（イラストレータ）

美貌の内科医・氷川諒一の恋人は、眞鍋組の若き昇り龍・橘高清和だ。
ある夜、眞鍋の参謀・祐が倒れたとの情報が！

Ｄｒ．の傲慢、可哀相な俺
樹生かなめ（著）／奈良千春
（イラストレータ）

明和病院の医事課に勤める事務員・久保田薫には秘密の恋人がいる。同
病院の整形外科医・芝だ。芝の嫉妬に耐える薫くんの苦悩と愛とは!?

龍の青嵐、Ｄｒ．の嫉妬
樹生かなめ（著）／奈良千春
（イラスト）

眞鍋組の若き昇り龍・橘高清和を恋人に持つのは、美貌の内科医・氷川
諒一だ。ある日、女連れの清和を氷川が見てしまい……!?

龍の衝撃、Ｄｒ．の分裂
樹生かなめ（著）／奈良千春
（イラスト）

小田原で大騒動！　眞鍋組の橘高清和と美貌の内科医・氷川諒一は恋人
同士。夜の小田原でヤンキーと出会ったのが事件の発端!?

龍の不屈、Ｄｒ．の闘魂
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

氷川と清和に大きな試練が！？　幾多の試練を乗り越えてきた、恋人同
士の氷川と清和だが、新たな悲劇が襲う！？　二人に未来はある？

龍の憂事、Ｄｒ．の奮戦
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

眞鍋組の組長・橘高清和の恋人、美貌の内科医・氷川諒一は、敵の企み
により組長の座を追われた清和と一緒に逃亡生活を送ることに！？

龍の激闘、Ｄｒ．の撩乱
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

清和＆氷川の逆襲、始まる！？　組長の座を奪われ、逃亡を続けてきた
橘高清和と恋人の氷川諒一。ついに決着のときがやってきて！？

龍の愛人、Ｄｒ．の仲人
樹生かなめ（著）／奈良千春
（絵）

愛する清和くんを信じて待つ氷川だが！？

料理男子の愛情レシピ
犬飼のの（著）／香林セージ
（絵）

料理教室で講師を務める周は、初心者コースに参加した唯一の男性生
徒・夏川に強く惹かれるが、素直に気持ちを伝えることができず…。

永遠の愛ならかなわない　浪漫神示
峰桐皇（著）／如月水（ＲＥＤ
　ＦＬＡＧＳＨＩＰ）（絵）

きみは藤代に殺される運命なんだ。憑かれ体質の十和＆俺サマ陰陽師の
氷楯、彼らの前に新たな事実を告げる人物が!?

すべてが夢でも忘れない　浪漫神示 峰桐皇（著）／如月水（絵） 天界と人界で繰り広げられる不思議ロマンス・大団円！

ワイルドフラワー
草川かおり（著）／日羽フミコ
（絵）

オレ様アイドルのマネージャーなんて！　青木涼介は、ひょんなことか
らトップアイドル・桜井京太のマネージャーになってしまう！

若旦那のお気に入り 李丘那岐（著）／夏珂（絵）
自動車整備工場で働く田代孝輔。ツナギ姿の孝輔に、なぜか呉服屋の若
旦那が惚れてしまって！？

運命はかくも劇的に
仙道はるか（著）／日羽フミコ
（絵）

今日から僕が、きみのことを守ってあげる。セレブが集まる学園で「探
偵倶楽部」が難事件に挑む！

記憶喪失男拾いました　～フェロモン探偵
受難の日々～

丸木文華（著）／相葉キョウコ
（絵）

あらゆる才能を持ちながら場末の探偵事務所をゆるく営む夏川映は、あ
る日記憶喪失の男を拾って・・・

講談社学術文庫

アフォーダンス入門　知性はどこに生まれ
るか

佐々木正人（著）
２０世紀後半に生態心理学者ギブソンが提唱し衝撃を与えた革命的理論
を易しく紹介する。
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イギリス　繁栄のあとさき 川北稔（著）
繁栄の担い手としてのジェントルマンとは。世界システムの中、生活革
命はなぜ起きたか。歴史における「繁栄」と「衰退」を考える。

イザベラ・バード　旅に生きた英国婦人
パット・バー（著）／小野崎晶
裕（訳）

１９世紀後半のもっとも著名なイギリス人旅行家。アジア、アメリカな
ど未開の奥地を旅した彼女の知られざる生涯を活写する。

イザベラ・バードの日本紀行　（上）　
イザベラ・バード（著）／時岡
敬子（訳）

世界を廻った大旅行家の冷徹な眼を通じ、維新後間もない東北・北海道
の文化・習俗・自然等を活写した日本北方紀行。

イザベラ・バードの日本紀行　（下）　
イザベラ・バード（著）／時岡
敬子（訳）

発展途上の北海道と歴史に彩られた関西……そこで目にした諸諸に、時
に賛嘆、時には批判、縦横に綴った名紀行。

伊勢神宮と日本美 井上章一（著）
神宮はいかに日本美の象徴となったのか。「日本のパルテノン」として
世界的評価を受けた建物に投影された民族意識、建築論を読解する。

岩波茂雄と出版文化　近代日本の教養主義
村上一郎（著）／竹内洋（解
説）

近代日本の学歴社会の進展において、岩波書店にはどんな役割があった
のか？　アカデミズム、インテリゲンチャと出版文化の関係を解読。

海と列島の中世 網野善彦（著）
文化を結ぶ海のダイナミズムを探り、東アジアに開かれた日本列島の新
鮮な姿を示す網野史学の論集。

江戸幕府崩壊　孝明天皇と「一会桑」 家近良樹（著）
薩長などが武力で倒幕を果たしたという「常識」は否定された――。孝
明天皇、一橋慶喜らに焦点を当てた、まったく新しい幕府維新史！

川の文化 北見俊夫（著）
川が育んだ豊かな文化と民俗。舟運と川船、狩猟、渡しと橋、年中行事
と伝承・信仰など、日本人と河川のかかわりをめぐる調査と考察。

関西弁講義 山下好孝（著）
読んで話せる関西弁教科書。強弱ではなく高低アクセント（≒声調）を
導入して標準語とは異なる独自体系を解明する。めっちゃ科学的。

〈玉砕〉の軍隊、〈生還〉の軍隊　日米兵
士が見た太平洋戦争

河野仁（著）
降伏を名誉とする米兵と拒絶する日本兵。究極の文化衝突である戦場で
の両軍兵士の思想と行動を比較文化的に考察した「戦闘の社会学」

近世日本国民史　開国日本（一）　ペルリ
来航以前の形勢　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　開国日本（二）　ペルリ
来航およびその当時　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　開国日本（三）　神奈川
条約締結篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　開国日本（四）　日・
露・英・蘭条約締結篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　明治維新と江戸幕府
（一）　孝明天皇崩御後の形勢　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　明治維新と江戸幕府
（ニ）　新政曙光篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　明治維新と江戸幕府
（三）　大政返上篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　明治維新と江戸幕府
（四）　皇政復古篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　堀田正睦（一）　孝明天
皇初期世相篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　堀田正睦（二）　公武合
体篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　堀田正睦（三）　朝幕背
離緒篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　堀田正睦（四）　安政条
約締結篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　堀田正睦（五）　朝幕交
渉篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（一）　萩　秋
月等の事変篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（二）　神風連
の事変篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（三）　西南役
緒篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（四）　西南役
出師篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（五）　熊本城
攻守篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（六）　西南役
両面戦闘篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　西南の役（七）　西南役
終局篇　

徳富蘇峰（著）
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近世日本国民史　織田信長（一）　織田氏
時代　前篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　織田信長（二）　織田氏
時代　中篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　織田信長（三）　織田氏
時代　後篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　明治三傑　西郷隆盛・大
久保利通・木戸孝允　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　豊臣秀吉（一）　豊臣氏
時代　甲篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　豊臣秀吉（二）　豊臣氏
時代　乙篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　豊臣秀吉（三）　豊臣氏
時代　丙篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　豊臣秀吉（四）　豊臣氏
時代　庚篇　桃山時代概観　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　赤穂義士　元録時代　義
士篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　元禄時代世相篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川家康（一）　家康時
代　関原役　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　徳川家康（二）　家康時
代　大阪役　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　徳川家康（三）　家康時
代　概観　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　元禄時代政治篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川吉宗　吉宗時代　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府鎖国篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府統制篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　徳川幕府思想篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　田沼時代　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　松平定信時代　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　井伊直弼　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　前篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　中篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　安政の大獄　後篇　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　桜田事変　 徳富蘇峰（著）
近世日本国民史　遣米使節と露英対決篇　
開国初期篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　和宮御降嫁　久世・安藤
執政時代　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　維新への胎動（上）　寺
田屋事件　文久大勢一変　上篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　維新への胎動（中）　生
麦事件　文久大勢一変　中篇　

徳富蘇峰（著）

近世日本国民史　維新への胎動（下）　勅
使東下　文久大勢一変　下篇　

徳富蘇峰（著）

近代日本思想の肖像 大澤真幸（著）
吉本隆明、丸山真男、三島由紀夫、村上春樹など、文学と哲学を縦横無
尽に横断し、近代日本とはなにかを問いなおす刺激的な論考。

源氏物語湖月抄（上）増注
北村季吟（著）／有川武彦（校
訂）

『源氏物語』を原文で味わうための理想的注釈書。上巻には『源氏』の
考証を行った首巻と、本文桐壷～明石までを収録している。

源氏物語湖月抄（中）増注
北村季吟（著）／有川武彦（校
訂）

収取された諸注は、本文の傍注・頭注としてきわめて読みやすく按配
（あんばい）され、本文を味読するための理想的な注釈書である。

源氏物語湖月抄（下）増注
北村季吟（著）／有川武彦（校
訂）

新旧にわたる精選された諸注を掲げた本書は、今日の読者を複眼的な視
点によって、『源氏』の読みへと導く貴重な拠り所となる。

言葉・狂気・エロス　無意識の深みにうご
めくもの

丸山圭三郎（著）
言葉の活動の場、狂気・エロスの発現の場から人間は何をみにまとうの
か。スリリングな哲学の冒険。

坂本龍馬 飛鳥井雅道（著）
徳川家と天朝など、新旧の価値が交錯する時代の精神を丹念に読み解
き、龍馬像の真実に迫る。

しぐさの日本文化 多田道太郎（著）
日常の出来事や風俗から日本文化をとらえる評論で知られる著者の代表
的な随筆集。日本的なしぐさの数々から深い意味を洞察する。
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『資本論』を読む 伊藤誠（著）
マルクスは当時の人々の生活を見据え、資本主義経済の仕組みを分析。
その厖大で難解な名著のエッセンスを引き出し、解説する。

市民の科学 高木仁三郎（著）
「普通の人」は巨大科学技術を監視・検証するため何ができるか。「自
前の科学」の実現に向けて反原発のカリスマが遺した実践的提言。

純粋理性批判（一）
イマヌエル・カント（著）／天
野貞祐（訳）

第一巻には、訳者の解説と、先験的原理論のうち、先験的感性論、先験
的論理学第一篇がふくまれる。

純粋理性批判（二）
イマヌエル・カント（著）／天
野貞祐（訳）

本巻では、範疇としての純粋悟性概念、理念としての純粋理性概念の理
論体系が徹底的に追及される。

純粋理性批判（三）
イマヌエル・カント（著）／天
野貞祐（訳）

「純粋理性の理想」では、最高存在体たる「神」の存在ははたして証明
できるかという問いに挑戦する。

純粋理性批判（四）
イマヌエル・カント（著）／天
野貞祐（訳）

体系的統一と論理的形式性を徹底的に追求したカントの純粋哲学の世界
は、先験的方法論をもって完結する。

シュンペーター 根井雅弘（著）
ケインズと並び称され独創的理論を立てたシュンペーター。学派を作ら
なかった研究者の思想と生涯。

昭和維新試論　 橋川文三（著）
日本人は、はじめて差別に憤り平等を希求した。渥美勝、高山樗牛、石
川啄木、北一輝と、昭和維新思想の系譜をたどった著者最後の書。

新装版　日本風景論 志賀重昂（著）
科学的・実証的な論述と日本文学の古典を豊富に引用し、名手樋畑と海
老名の挿画とあいまって、日本自然の美しさを紹介する古典的名著

醒睡笑　全訳注
安楽庵策伝（著）／宮尾與男
（訳注）

江戸期を代表する笑話集、これまで未刊だった版本の全訳注が登場。落
語の原点がここにある。

関ヶ原合戦　家康の戦略と幕藩体制 笠谷和比古（著）
豊臣政権内部の主導権争い、家臣団の角逐、統治姿勢の対立。秀吉没
後、家康・三成の二大勢力はいかに形成されたのか。

全線開通版　線路のない時刻表 宮脇俊三（著）
建設が中止された幻のローカル新線の計画上の沿線をたどるルポター
ジュ＋架空の時刻表に開業後の実乗記を加えた「開通版」！

大日本人名辭書（一） 大日本人名辭書刊行会（編）
人物の網羅、記事の精確、収録の広汎等我が国人名辞典の王者として不
朽の名著である。

大日本人名辭書（二） 大日本人名辭書刊行会（編）
人物の網羅、記事の精確、収録の広汎等我が国人名辞典の王者として不
朽の名著である。

大日本人名辭書（三） 大日本人名辭書刊行会（編）
人物の網羅、記事の精確、収録の広汎等我が国人名辞典の王者として不
朽の名著である。

大日本人名辭書（四） 大日本人名辭書刊行会（編）
人物の網羅、記事の精確、収録の広汎等我が国人名辞典の王者として不
朽の名著である。

大日本人名辭書（五） 大日本人名辭書刊行会（編）
人物の網羅、記事の精確、収録の広汎等我が国人名辞典の王者として不
朽の名著である。

地方の王国 高畠通敏（著）
新潟、徳島、千葉、北海道。戦後政治の支柱だった各地の〈王国〉。そ
の地殻変動に肉薄。選挙分析の先駆者による迫真ルポルタージュ！

忠臣蔵　もう一つの歴史感覚 渡辺保（著）
「忠臣蔵」はなぜ、かくも日本人に愛され、いかに歌舞伎最大の古典に
なったのか。そして「忠臣蔵」をつくったのは本当はだれなのか。

哲学の教科書 中島義道（著）
平易なことばで本質を抉る、哲学の非入門書哲学とは何でないか、とい
う視点に立ち、哲学の何たるかを探る。

天狗芸術論・猫の妙術　全訳注
佚斎樗山（著）／石井邦夫（訳
注）

剣とは、修業とは、人間とは。天狗と猫が指南する剣術と人生の奥義。
のろまな古猫はいかにして大鼠を銜え取ったか。江戸談義本の傑作

道徳感情論
アダム・スミス（著）／高哲男
（訳）

『国富論』より重要な著作！　近代の黎明期に、人間感情の本質を探究
し、いかに利己的個人が調和ある社会を構成可能かを提示した名著

日蓮「立正安国論」全訳注 佐藤弘夫（全訳注）
国家存亡の危機にあたり、日蓮が鎌倉幕府に対して提出した社会安穏の
意見書を徹底的に精査。

日本書紀の世界 山田英雄（著）
成立の謎から、各巻の特徴、読解まで、もっともバランスのとれた、明
快な『日本書紀』入門書の決定版、登場！

日本その日その日
エドワード・シルヴェスター・
モース（著）／石川欣一（訳）

膨大なスケッチとともに記録された、明治初期のこの国の姿。重要資料
であり、また読んで見て楽しい、御雇い外国人による日本滞在録。

日本の食と酒 吉田元（著）
中世の公家日記と寺院文書から食生活を再現し、酒、醤、味噌、納豆な
どの製法から発酵文化の歴史を跡付ける。これが日本食の原型だ！

幕末遣欧使節団 宮永孝（著）
開港延期交渉と欧州視察の命を受け、三十八人のサムライ使節団、欧州
六カ国を巡歴！

パラダイムと科学革命の歴史 中山茂（著）
科学とは社会的現象である。科学史の泰斗による古代から現代に至る学
問の歴史。「学問的伝統」はいかに形成され、変革されてきたか。

バルセロナ、秘数３ 中沢新一（著）
西欧にダイナミズムを与えてきた秘数３と秘数４の対立。海と空の間に
漂流する都市の高次元空間に鳴り響く、幸福な調和の旋律を聴く！

富士山の自然史 貝塚爽平（著）
日本一の山は、なぜあの場所に聳えているのか？　１００万年のスパン
で地形の成り立ちを解明する。風景と足下に隠された自然史を読む

マキアヴェッリと『君主論』 佐々木毅（著）
本書はマキアヴェッリの主著『君主論』を全訳するとともに、その思想
形成の背景を明らしにした力作である。

幻の東京オリンピック　１９４０年大会　
招致から返上まで

橋本一夫（著）
ヒトラーとムソリーニの支持を得て激しい招致合戦に勝利しながら、戦
火と国策の中で「返上」に追い込まれた１９４０年東京五輪の悲劇

マルクス・アウレリウス「自省録」
マルクス・アウレリウス
（著）／鈴木照雄（訳）

自身の心に向かって思念し、心内の軋み・分裂・矛盾をごまかすことな
く真摯に生きた哲人皇帝の魂の声。
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明治医事往来 立川昭二（著）
近代は病とともに始まった。コレラの大流行、石川啄木らを襲った結
核、過酷な梅毒検査――。医のフォークロアに探る、明治人の生と死

明治維新の遺産
テツオ・ナジタ（著）／坂野潤
治（訳）

幕末、明治、昭和……。近代日本の歴史を官僚合理主義と維新主義の相
克として描き出す。現れては消える〈維新〉は何をもたらすのか？

「ものづくり」の科学史　世界を変えた
《標準革命》

橋本毅彦（著）
近代工場を席巻した「標準化」＝製造の科学は、部品、作業、規格へと
その勢力を拡大した。技術革命者たちの熱く深いドラマを読み解く

役人の生理学
バルザック（著）／鹿島茂
（訳・解説）

「生きるために俸給を必要とし、自分の職場を離れる自由を持たず、書
類作り以外なんの能力もない人間」を洞察した大文豪のエッセイ。

吉田松陰著作選　留魂録・幽囚録・回顧録 奈良本辰也（著・訳）
「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも　留め置かまし大和魂」幕末の動
乱を至誠と行動に生き、時代を動かした変革者の思想を原典に読む

落語の言語学 野村雅昭（著）
なぜ最初に「えー、一席お笑いを申し上げます」と言うのか。談話行動
としての落語の特徴とは。名人上手の実例からその構造を分析する

ローマ五賢帝　「輝ける世紀」の虚像と実
像

南川高志（著）
賢帝ハドリアヌスは、同時代の人々には恐るべき「暴君」だった！　人
類が最も幸福だったとされる１００年。その背後の闇と権力闘争。

講談社キャラクター文庫

小説　仮面ライダーアギト
岡村直宏（著）／井上敏樹（監
修）／石ノ森章太郎（原作）

仮面ライダーアギトを、TVシリーズの脚本家、井上敏樹監修で小説化！
　神秘のベールに包まれた戦士アギトとギルスの運命は――！？

小説　仮面ライダーオーズ
毛利亘宏（著）／石ノ森章太郎
（原作）

２０１０年９月～２０１１年８月放送の仮面ライダーオーズの小説版で
す。

小説　仮面ライダーカブト
米村正二（著）／石ノ森章太郎
（原作）

2006年1月～2007年1月放送の仮面ライダーカブトの小説版です。天道
総司が変身する仮面ライダーカブトの謎が、今解き明かされる。

小説　仮面ライダーキバ
古怒田健志（著）／井上敏樹
（監修）／石ノ森章太郎（原
作）

２００８年１月～２００９年１月放送の仮面ライダーキバの小説版で
す。人間なのかファンガイアなのか――。苦悩する渡が守ろうとしたも
のとは！？

小説　仮面ライダークウガ
荒川稔久（著）／石ノ森章太郎
（原作）

２０００年１月３０日～２００１年１月２２日放送の仮面ライダークウ
ガの小説版です。

小説　仮面ライダーＷ　～Ｚを継ぐ者～
三条陸（著）／石ノ森章太郎
（原作）

翔太郎の名をかたって、難事件に挑むことになったフィリップは、人で
仮面ライダーに変身することに……。

小説　仮面ライダーディケイド　門矢士の
世界～レンズの中の箱庭～　

鐘弘亜樹（著）／井上敏樹（監
修）／石ノ森章太郎（原作）

２００９年１月～２００９年８月放送の仮面ライダーディケイドの小説
版です。究極の戦士になるため、9つの世界をめぐるディケイドのたびの
終着点は――。

小説　仮面ライダー電王　東京ワールドタ
ワーの魔犬

白倉伸一郎（著）／石ノ森章太
郎（原作）

２００７年１月～２００８年１月放送の仮面ライダー電王の小説版で
す。

小説　仮面ライダー響鬼
きだつよし（著）／石ノ森章太
郎（原作）

２００５年１月～２００６年１月放送の仮面ライダー響鬼の小説版で
す。

小説　仮面ライダーファイズ
井上敏樹（著）／石ノ森章太郎
（原作）

TVシリーズの脚本家、井上敏樹が仮面ライダーファイズを小説化。新た
に登場した光る戦士の正体とは――！？

小説　仮面ライダーブレイド
宮下隼一（著）／石ノ森章太郎
（原作）

２００４年１月～２００５年１月放送の仮面ライダーブレイドの小説版
です。ブレイド、ギャレン、カリス、レンゲル。300年の時を経てアン
デッドのバトルが始まる。

小説　仮面ライダー龍騎
井上敏樹（著）／石ノ森章太郎
（原作）

２００２年１月～２００３年１月放送の仮面ライダー龍騎の小説版で
す。

講談社KK文庫

学校の怪談（１） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
理科室のガイコツがうごきだし、トイレには、「花子さん」があらわれ
る。「人面魚」など、こわ～い話がいっぱい。

学校の怪談（２） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
黒板にも階段にも、トイレの鏡にも砂場にも、こわーい話はひそんでい
るよ。だあれも知らない、新しい話を満載。

学校の怪談（３） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
大好評“こわい話いっぱい”シリーズ第３弾。学校の七不思議からはじま
り、学校の友だちから聞いたこわい話！

学校の怪談（４） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
放課後の学校は、なぞと恐怖の世界！　「学校の七不思議」や「三本足
のリカちゃん」。「百物語」もはじまるぞ～！

学校の怪談（５） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
ますます広がる恐怖の世界！　あなたの学校にもある怪談や新しく生ま
れた怪談もいっぱい。「七不思議」「百物語」ものってるよ！

学校の怪談（６） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
２つの「学校の七不思議」が登場。きみの知らない怪談が、こんなにた
くさん。ネコの怨霊がとびかう恐怖！　「百物語」もゾクゾク！

学校の怪談（７） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
ベストセラー「学校の怪談」シリーズ本編完結編。好評の百物語も残り
１３話を収録。学校の七不思議に加えて、トンネルの怪談の特集。

学校の怪談（８） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
どれを読んでも、アッと意外な結末が！　学校の怪談パート８。ぶきみ
な影、こわーい夢に、きみはたえられるかな？

学校の怪談（９） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
学校の妖怪たちはますます元気！？　コワ～イ世界にいかないように、
特集＜異界への通路＞をぜったい読もうね。
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新・学校の怪談（１） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
おもしろこわい「学校の怪談」待望の新作！　子どもたちになじみ深い
「学校の七不思議」をはじめ、こわくておもしろい話が大集合。

新・学校の怪談（２） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
こわい話がいっぱい！　こわい好きの人には損させません。新シリーズ
の２冊目、通算１１冊目の１冊です。

新・学校の怪談（３） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
とてもこわくて、どんどん読みすすんじゃう新シリーズ第３弾の登場！
　こわ～いけど、がんばって読もう。マンガもおもしろいよ！

新・学校の怪談（４） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
いちばんこわ～い話はなあに？　ひょっとすると、シリーズ最強のこわ
さ＆おもしろさかも！？　読みはじめたら、やめられないよ～。

新・学校の怪談（５） 常光徹（著）／楢喜八（絵）
読むたびに、こわさが止まらない！！　大好評シリーズ、第５弾。きみ
の知らない話が、まだまだあるよ。マンガも絶好調。

講談社現代新書

愛国者は信用できるか 鈴木邦男（著） 新右翼の大物が書き下ろす全く新しい天皇制と国家論！

相手に「伝わる」話し方 池上彰（著）
聞く人の心に届くように話すとはどういうことか。報道記者やキャス
ターとして放送の現場で得た、池上流「自分の言葉」を話す方法論。

頭が良くなる議論の技術 齋藤孝（著）
個人の能力が高まり、成果が上がり、組織が活性化する。職場でも学校
でもすぐ役立つ日本人が苦手な論理と論議を上手に整理する方法。

新しい「教育格差」 増田ユリヤ（著）
進路不安・教員不平等による子どもの心の崩壊と、お金をかけないと学
力は伸びないかという親の最大の関心をレポートする。

新しい左翼入門　相克の運動史は超えられ
るか

松尾匡（著）
日本の近代から現在までの左翼活動の流れは、理論派と行動派の「二つ
の道」の相克にあった。個人が公共的で自立した社会を築くには―

新しい仏教のこころ　わたしの仏教概論 増谷文雄（著）
寺に生まれ、仏教学者となった著者が、自らの仏教との出会いをもと
に、体験的に語る仏教の教え。

新しいヘーゲル 長谷川宏（著）
近代社会の自由と自立を求めて、道徳や宗教より「知」の優位を説いた
思索を、平易な日本語で描ききる。

「天下り」とは何か 中野雅至（著）
なぜこんな仕組みが生まれたのか？　その歴史的経緯から各省別の特徴
と実態、驚愕のケース、現役官僚たちの本音まで。

アメリカ外交　苦悩と希望 村田晃嗣（著）
「ブッシュ外交」への感情論、アメリカ「帝国」論議を超える、外交・
国際問題を学ぶための最良の教科書！

アメリカ・メディア・ウォーズ　ジャーナ
リズムの現在地　

大治朋子（著）
ウェブで激変する米国新聞業界。新旧メディアそれぞれの生き残り戦略
とは？　改めて問われるジャーナリズムの役割を丹念な取材で追う。

アメリカを動かす思想　プラグマティズム
入門

小川仁志（著）
建国以来イノベーションを繰り返し、良くも悪くも世界に大きな影響を
与え続けてきたアメリカ。この国を動かしてきた思想を読み解く。

いきいきと生きよ　ゲーテに学ぶ 手塚富雄（著）
ゲーテのことばはいまも知恵と輝きを放ち生きている。困難な時代に生
きる私達を激励し、鼓舞する名著。

生きづらい〈私〉たち　心に穴があいてい
る

香山リカ（著）
「心がバラバラになって」「消えてしまいたい」境界を生きる若者たち
を解き明かすすべての日本人への処方箋。

生きていることの科学　生命・意識のマテ
リアル

郡司ペギオ－幸夫（著）
多彩なメタファーを縦横に駆使して、生命・脳と意識・進化の核心を解
き明かす。あの郡司理論が画期的にわかる、待望の１冊！

イギリス型〈豊かさ〉の真実 林信吾（著）
日本はイギリスのようなヨーロッパ型の「高福祉、高負担」の社会を目
指せるか。

生きる希望を忘れた若者たち 鈴木弘輝（著）
「絶望の国の幸福な若者たち」が持つリアリティとは何か。宮台ゼミ出
身の俊英が、社会の変動と若者のリアルの変化を繋げた意欲作！

居酒屋の世界史 下田淳（著）
居酒屋を覗くとヨーロッパ文明が見える。銀行にして裁判所、売春宿に
して病院!?　なぜ居酒屋は単に酒を飲む場所となったのか。

〈意識〉とは何だろうか　脳の来歴、知覚
の錯誤

下條信輔（著）
錯誤」を手がかりに、脳・認知科学の最前線から「心の全体像」へ迫る
快著。

一生モノの英文法 澤井康佑（著）
やはり読解が英語の基本。何度も挫折した忙しい社会人にもおすすめ、
本書を読めば必ず英語の文章が読めるようになる基本の英文法。

一神教の誕生　ユダヤ教からキリスト教へ 加藤隆（著）
ユダヤ教とキリスト教の神は違うのか？　歴史から人と神の関係を新し
く問い直す。

いつだって大変な時代 堀井憲一郎（著）
もうお先真っ暗……。それって、ほんと？　大変大変と言いつづける私
たちの頭の中を徹底解剖！

今こそアーレントを読み直す 仲正昌樹（著）
人間の本性や社会の公共性を探ったアーレントの難解な思考の軌跡を辿
り直し、私たちがいま生きる社会を見つめ直す。

今こそマルクスを読み返す 廣松渉（著）
マルクスは人間や社会をどう把え、『資本論』で何を言おうとしたの
か？　近代社会の未来をどう展望したのか？

今を生きるための現代詩 渡邊十絲子（著）
詩とは何か？　詩を読むとはどういうことか？　こんなに豊かでおもし
ろい日本語表現の最尖端。詩人が明かす、至福のあじわい方。

いまを生きるための思想キーワード 仲正昌樹（著）
メディアで頻繁に使われる政治哲学・倫理学系の21の言葉の意味を掘り
下げる。高校生にも理解できる仲正流「思想」入門書。

癒しのランニング 金哲彦（著）
肩が凝る、腰が痛いなどは走った方が良くなります。日常生活や仕事の
ストレス解消にも効果があるランニング習慣の楽しい身につけ方。
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インタビュー術！ 永江朗（著）
いかに話を引き出し、書くか、豊富な現場体験と名インタビュアーの技
に学び、その方法論と味わい方を伝授。

「上から目線」の時代 冷泉彰彦（著）
「上から目線」の流行の背景には、現代日本のコミュニケーション不全
の問題があった。その問題を日本語の特性にまで分け入り解明。

ウェブでの〈伝わる〉文章の書き方 岡本真（著）
初めての「ウェブでの文章入門」。商品紹介、イベント告知、サービス
変更など、伝えたいことをどう伝えるか。基礎一歩手前から語る。

「動かない」と人は病む　生活不活発病と
は何か

大川弥生（著）
体がだるくてボーっとするのは年のせい？　実は動かないだけでかかる
病気があるのです。介護の専門家がならす警鐘。

動きが心をつくる　身体心理学への招待 春木豊（著）
脳科学ではわからない心と身体の動きとの深～い関係。心身統一のため
の実践的ボディワークも紹介。

宇宙生物学で読み解く「人体」の不思議　 吉田たかよし（著）
宇宙スケールで生命現象を解き明かす宇宙生物学を駆使して、「人体の
謎」を解き明かす。読み始めたらとまらないサイエンスミステリー。

宇宙はなぜこのような宇宙なのか　人間原
理と宇宙論

青木薫（著）
この宇宙は人間が出現できるように作られている！？　一見、トンデモ
な主張はなぜスタンダードになったのか？　宇宙論の変遷を追う。

うつ病をなおす 野村総一郎（著）
さまざまなケーススタディを基に、うつ病の種類・治療薬・病気のメカ
ニズム・性格改善法をやさしく教える。

奪われた「三種の神器」　皇位継承の中世
史

渡邊大門（著）
鏡、剣、玉という宝物を求めて繰り広げられた争奪戦を丹念に追いつ
つ、神器の本質をとらえなおす一冊。

ウルトラマンが泣いている　円谷プロの失
敗

円谷英明（著）
ウルトラマンでおなじみの「円谷プロ」。その創業者・円谷英二の孫が
初めて明かす、円谷プロ「栄光と迷走の５０年」

運動神経の科学　誰でも足は速くなる 小林寛道（著）
「足が速くなるマシン」をつくったスポーツ科学の革命児が、まったく
新しい切り口で運動神経の本質とその鍛え方に迫る野心作！

江戸の気分 堀井憲一郎（著）
病いは引き受ける、顔が信用のもと、米さえ食えれば……大切なこと
は、みんな落語が教えてくれた。

江戸の性風俗　笑いと情死のエロス 氏家幹人（著）
猥談に興じ春画を愉しむおおらかな性。男色は輝きを失い恋は色へとう
つろう。性愛のかたちから江戸精神史を読みかえる。

選ばれる男たち　女たちの夢のゆくえ 信田さよ子（著）
妻を見下ろす夫、夫を捨てたがる妻。結婚生活はなぜこんなに辛いの
か。人気カウンセラーが描く、女性たちの恐るべき本音

演技と演出 平田オリザ（著）
優秀な俳優の条件とは。演出家はなぜ必要なのか。演劇的な感動をどう
起こすか。芝居づくりの基本が誰でもわかる画期的な入門書。

演劇入門 平田オリザ（著） 画期的演劇論＝私はいかに観客を騙すか。平田オリザがぜんぶ公開！

冤罪はこうして作られる 小田中聰樹（著）
見込み捜査、別件逮捕、代用監獄から、裁判官への統制、弁護人の無力
化まで、冤罪を生み出す刑事司法の構造的欠陥に迫る。

大人のための文章教室 清水義範（著）
面白いから身につく名講座。いますぐ使える裏ワザ表ワザ！　著者オリ
ジナル例文満載！

おどろきの中国
橋爪大三郎（著）／大澤真幸
（著）／宮台真司（著）

あの国を動かす原理は何か？　どう付き合っていけばよいのか？　一気
読み必至の大鼎談！　巨大な文明の謎とこれからを考える。

親子という病 香山リカ（著）
誰もが切実に悩み、求める「幸福な親子関係」はあるのか。親子の病理
の根源を探り、処方箋を提言する。

カーニヴァル化する社会 鈴木謙介（著）
分断される自己イメージ、データベース化する人間関係……。ネット世
代の論客が解き明かす「僕たちの日常」

会社コンプライアンス　内部統制の条件 伊藤真（著）
会社を生き延びさせるための新会社法とＪＳＯＸ法の核心を、司法試験
のカリスマ塾長が新しい視点から解説！

会社を変える会議の力 杉野幹人（著）
会議には「本当の会議」と「ダメな会議」「会議モドキ」がある。ダメ
とモドキを排し会議を「組織の問題解決の装置」にするヒント。

会社を変える分析の力 河本薫（著）
組織を変革する絶大な力を持つデータ分析。だがそのため必要なのは最
新の分析ソフトよりも正しい方法論。第一人者がその方法を説く。

回復力　失敗からの復活 畑村洋太郎（著）
「しまった」という気持ちが人を成長させる。苦境に潰されないちょっ
としたコツを失敗学の権威が伝授！

科学する麻雀 とつげき東北（著）
「数理の力」があなたの麻雀を変える！　従来の麻雀観を根底から覆す
数理的戦術書。

科学の現在を問う 村上陽一郎（著）
科学と技術の発展は人間を幸福にしたか？　原発・医療・情報化など
様々な角度から問い直す。

科学ｖｓ．キリスト教　世界史の転換 岡崎勝世（著）
古代以来の聖書に準拠した世界認識に１８０度の転換をもたらした科学
による知の「革命」。知の大転換のプロセスをスリリングに描く。

かけがえのない人間 上田紀行（著）
自分のかけがえのなさを取り戻し、社会の信頼を取り戻す。愛されるよ
りも愛する人になる。すべてはそこから始まります。

化石の分子生物学　生命進化の謎を解く 更科功（著）
ネアンデルタール人は現生人類と交配したか？　ジュラシック・パーク
の夢は実現するか？　古代ＤＮＡ研究が解き明かした謎を紹介する

家族関係を考える 河合隼雄（著）
母・父・子の深層の関係を追求、われわれが自立した人間として個性的
に生きる場としての家族のあり方を模索する。

勝つための経営　グローバル時代の日本企
業生き残り戦略

畑村洋太郎（著）／吉川良三
（著）

大胆な投資で業績を伸ばす中韓、ものづくりに回帰しようとする米国、
伸びない内需、厳しい状況変化の中で日本企業の生き残る道を探る

歌舞伎　家と血と藝 中川右介（著）
血と家と藝が密接にむすびついている歌舞伎の世界。明治以後、現在に
いたるまでの複雑怪奇な「巨大ファミリー」を読み解く。

35 / 204



カペー朝　フランス王朝史１ 佐藤賢一（著）
弱小王朝がいかにフランス王国の基礎を築き上げていったのか。綿密に
検証する。

ガラパゴス化する日本 吉川尚宏（著） 停滞する日本を象徴する最重要論点を説き明かす。

関係する女　所有する男 斎藤環（著）
精神科医が男女論が陥る罠を分析しつつ、男女の違いという難問に「所
有」と「関係」というキーワードを使って鮮やかにメスを入れる。

「関係の空気」「場の空気」 冷泉彰彦（著）
国際関係、少子化、高齢化、若年層の雇用、教育、財政赤字、消費税
率、年金……。「空気」がすべてを決めていく日本社会とは。

韓国のグローバル人材育成力　超競争社会
の真実

岩渕秀樹（著）
韓国企業躍進の背景には、国をあげての高学歴志向にあった。人数で日
本を凌駕する高学歴、グローバル人材を持つ隣国の実態に迫る。

漢字はすごい！ 山口謠司（著）
漢字の成り立ちからその歴史を振り返り、今日では使われなくなった文
字や日本独自の漢字などを紹介しながら、漢字の奥深さを案内する

感性の限界　不合理性・不自由性・不条理
性

高橋昌一郎（著）
「理性」「知性」に続く限界シリーズ第３弾が登場。「愛」「自由」
「死」をテーマに行為・意志・存在の限界と可能性を探る。

がんを生きる 佐々木常雄（著）
手の打ちようがなくなったあと、残りの時間をいかに充実させるか？多
くの患者に厚く信頼される名医が真摯に問う。

〈聞く力〉を鍛える 伊藤進（著）
読めば身につく聞き上手のコツ。アイコンタクトの効果、メタ認知力、
３つの聞き方。聞く力の基本を解き明かす！

騎手の一分　競馬界の真実 藤田伸二（著）
上手い騎手は何が違うのか。強い馬とは何か。そして、なぜ武豊は勝て
なくなったのか。Ｇ１制覇１７度の騎手が明かす「競馬界の真実」

絆の構造　依存と自立の心理学　 高橋惠子（著）
変わる「家族」。崩壊する「男性稼ぎ主型」社会。人生九〇年時代を迎
えた日本の人間関係の今を考える。新たなつながりの仕組みとは。

「教養」とは何か 阿部謹也（著）
西欧中世の知恵のあり方や公共性と「世間」の歴史的洞察から、誰もが
身につけうる教養の可能性をさぐる。

キリストとイエス　聖書をどう読むか 八木誠一（著）
西洋文明の根底にあるキリスト教の成立を、人間の歴史上の出来事とし
て、また思想として、統一的に理解する。

キング牧師とマルコムＸ 上坂昇（著）
「夢」のキングと「悪夢」のマルコム。黒人運動の二大天才指導者の思
想を通して問うアメリカの「現在」。

銀行問題の核心 江上剛（著）／郷原信郎（著）
銀行の本業は何なのか？　反社融資、中小企業融資、金融庁との関係、
銀行員の質……。好決算の背景にある銀行問題のいまを考える。

「空気」と「世間」 鴻上尚史（著）
「空気」と「世間」を知り、息苦しい現代日本を生きていくための方法
を示します。

クラウドの未来　超集中と超分散の世界 小池良次（著）
シリコンバレー取材の第一人者が説くクラウドの本質とは何か。デジタ
ル技術論だけに終始しないイノベーションの正体が明らかになる。

黒田官兵衛　作られた軍師像　 渡邊大門（著）
２０１４年大河ドラマの主人公がわかる！　中国大返しの真実は？　
関ヶ原のときいかに動いたか？　名軍師像の下に隠された実像に迫る。

経済学の犯罪　稀少性の経済から過剰性の
経済へ

佐伯啓思（著）
いまだ収まる気配のないグローバル経済危機。その根本原因を、経済学
の起源、貨幣の起源まで遡り、論じきった快著。

経済成長神話の終わり　減成長と日本の希
望

アンドリュー・Ｊ．サター
（著）／中村起子（訳）

経済成長は冷戦期に創られた神話だった！　神話の呪縛から抜け出し、
幸せで豊かな新しい日本社会をつくるための処方箋を提示する。

経済成長という病　退化に生きる、我ら 平川克美（著）
表層的な原因分析や処方箋を越えて、いま本当に考えなければならない
ことは？　不安に怯え、崩れゆく時代の必読書。

軽症うつ病　「ゆううつ」の精神病理 笠原嘉（著）
軽症化しつつふえている理由なき現代的うつ状態への対処法と立ち直り
の道筋を明快に説く。

系統樹思考の世界　すべてはツリーととも
に

三中信宏（著）
進化するのは生物だけじゃない。言語、車、蕎麦屋……系譜・系図はあ
まねく広がっている。祖先－子孫の由来をどう推定するか。

ケータイ世界の子どもたち 藤川大祐（著）
メール依存、ネットいじめ、学校裏サイト、児童売春。小中学生が覗く
社会の闇！　子どもをどう守るか、真摯に問う。

ゲーデルの哲学　不完全性定理と神の存在
論

高橋昌一郎（著）
人間の理性に限界があることを証明し、神の存在証明をも行った“アリス
トテレス以来の天才”。その思想の全体像を平易に解き明かす。

ゲーム的リアリズムの誕生　動物化するポ
ストモダン２

東浩紀（著）
話題を呼んだ前作『動物化するポストモダン』より５年半の待望の続
編。「ゲーム的リアリズム」とは何か？

決算書はここだけ読め！ 前川修満（著）
決算書を読むためには煩雑な会計の知識は不要。たったの５つの要素を
おさえればよい！

現代中国「解体」新書 梁過（著） 次々に登場する数多くのキーワードから最重要のものを厳選して解説。
原発社会からの離脱　自然エネルギーと共
同体自治に向けて

宮台真司（著）／飯田哲也
（著）

これからのエネルギーとこれからの政治を語ろう。官僚支配、電力独占
から抜け出すには――明日のエネルギー政策を、わかりやすく示す。

原発報道とメディア 武田徹（著）
緊急出版！　3.11の後 どう語るか？　『私たちはこうして「原発大国」
を選んだ』著者　渾身のジャーナリズム論。

憲法改正のオモテとウラ 舛添要一（著）
憲法改正議論のウラで繰り広げられてきた権力闘争と、既得権益を巡る
省庁・族議員による熾烈な争いの一部始終を明かす。

厚労省と新型インフルエンザ 木村盛世（著） 新型インフルエンザ騒動から見えてきた日本社会のおかしさ。

コーチングの技術　上司と部下の人間学 菅原裕子（著）
ビジネスのあらゆる局面で効果を発揮し、注目を集めるコーチング。多
角的にその技法を解説し、親子関係などへの応用法も紹介。
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国語のできる子どもを育てる 工藤順一（著）
読むこと・書くことをどう教えたらいいのか？　本当の国語力を引き出
す実践的で効果のある方法を説く。

国際メディア情報戦 高木徹（著）
有利な国際世論をどうつくるか？　ビンラディンのメディア操縦法から
オバマの逆襲まで、イメージが現実を動かす現代の「戦場」を描く

古代中国の虚像と実像 落合淳思（著）
研究でわかった４０００年前の歴史！　「夏王朝」の真実、作られた
「酒池肉林」始皇帝伝説の誤謬、「赤壁の戦い」の真相。

孤独な日銀 白川浩道（著）
金融政策運営の失敗は誰の責任なのか。日銀に「独立性」は本当に必要
なのか。凋落するエリート集団の「存在意義」を問う。

孤独を生きぬく　キリスト教のメッセージ イシドロリバス（著）
なぜ、自分の欠点ばかりを気にするのですか。どうして、そんなに小さ
な殼にとじこもっているのですか。講談社現代新書、19年のロングセ
ラーの電子化。

言葉と無意識　 丸山圭三郎（著）
言語や狂気を媒介に、意識の表層から深層にまでおもりをおろす丸山哲
学の最新作。

〈子ども〉のための哲学 永井均（著）
悪いことをしてなぜいけないか。ぼくはなぜ存在するのか。この超難問
を考える。

子どものトラウマ 西澤哲（著）
現場の体験を通して子ども虐待の深層をえぐり、子と親の心の再生と回
復の道を語る。

これがニーチェだ 永井均（著）
哲学は主張ではない。問の空間の設定である。ニーチェが提起した三つ
の空間を読み解く、画期的考察――。

最強の競馬論 森秀行（著）
人気調教師が明かす！　Ｇ１馬とオープン馬の違い、育成牧場の重要
性、ダートと芝の違い、騎手の選び方、調教技術の進化……

最高に贅沢なクラシック 許光俊（著）
オペラハウスのある都市を訪ねる。劇場が人々にもたらす快楽と人生を
考察する。音楽が流れる至高のときを愉しむ痛快無比の芸術論。

財政危機と社会保障 鈴木亘（著）
問題解決の兆しが見えない保障制度を分かりやすく解説。借金日本で安
心して暮らすための社会保障入門。

裁判員制度の正体 西野喜一（著）
手抜き審理の横行、裁判員に及ぶ迷惑など、問題山積の新制度が日本の
司法を、国民の生活を滅ぼす！恐怖の悪法を徹底解剖。

算数・数学が得意になる本 芳沢光雄（著）
つまずいても大丈夫！　マイナスかけるマイナスはなぜプラス？　本当
の力がつく『数学的思考法』のレッスン。

参謀本部と陸軍大学校 黒野耐（著）
日露戦争に勝利した新興国家はなぜ破綻したのか。組織の欠陥と無定見
な教育に敗戦の真因を見出す新史観。

地アタマを鍛える知的勉強法 齋藤孝（著）
名著の読み方、目次勉強法、勉強時の呼吸法、本番で力を発揮するコツ
など、「学問の達人」たちの極意を伝授！

幸せのメカニズム　実践・幸福学入門 前野隆司（著）
ロボットと脳の研究者でもある著者が幸福をロジカルに面白く解き明か
す。人生のみならずビジネスでも注目される「幸福学」とは何か。

時間の分子生物学　時計と睡眠の遺伝子 粂和彦（著）
人間、草木、細菌までが持っている生物時計――その驚異の全貌を明か
して、「なぜ眠るのか」という睡眠の謎に挑む！

「時間」を哲学する　過去はどこへ行った
のか

中島義道（著）
過去―現在―未来という認識の文法を疑い、過去が発生する場を見きわ
める。

「しきり」の文化論 柏木博（著）
日本の「しきり」が「世間」を生んだ！　人間の意識、思考に大きな影
響を与える「しきり」を様々な視点から読み直す。

死刑と正義 森炎（著）
裁判員制度下、市民は正義の判断を下さなければならなくなった――。
何が死刑と無期を分けるのか、事件を題材に社会の価値基準を描く

思考停止社会　「遵守」に蝕まれる日本 郷原信郎（著） 「法令遵守」の名の下に不完全な法が暴走する現状に警告を鳴らす。

時刻表ひとり旅 宮脇俊三（著）
新幹線ひかりは東京──新大阪間に何本すれちがうだろうか、東北本線
にある空白の１時間の意味は何か……。

失敗を生かす仕事術 畑村洋太郎（著） 失敗を避けられない時代に必須の新しいものの見方、考え方を説く。

視点をずらす思考術 森達也（著）
空気を読むのをやめてみないか！　メディアの常識に従わずに世界を見
つめる試み。

死と生の記録　真実の生き方を求めて 佐藤幸治（著）
死ぬとはほんとうに生きることである…　真実の生き方を求めた人々の
言葉に耳を傾け、われわれの思索をふかめていく好著

自分を愛する力 乙武洋匡（著）
なぜ僕は生まれつき手足がない自分を肯定することができたのか。息子
として、教師として、親として、自己肯定感の育まれ方を考える。

〈じぶん〉を愛するということ　私探しと
自己愛

香山リカ（著）
多重人格、癒し等、こころをめぐる現象に映るほんとうの私とは？　臨
床的・私的体験から考える。

死別の悲しみに向き合う　グリーフケアと
は何か

坂口幸弘（著）
かけがえのない人と死別した人はどんな思いでいるか。周囲はどう接す
ればいいか。激変する社会のなかで模索する新たな哀しみの作法。

社会保障亡国論 鈴木亘（著）
消費税が増税されると本当に社会保障は充実するのか。地方行政が空洞
化する今、人々の生活不安は拡大する一方だ。真の福祉充実を。

ジャズの名盤入門 中山康樹（著）
スリリングな怒濤のライヴからリリカルなピアノトリオまで、今なお刺
激的な必聴盤を厳選。

ＪＡＬ再建の真実 町田徹（著）
緊急出版！　ＪＡＬは本当にＶ字回復を果たしたのか。経営破綻の実態
をスクープしたジャーナリストが再上場の功罪を徹底的に分析。

自由とは何か　「自己責任論」から「理由
なき殺人」まで

佐伯啓思（著）
イラク問題、経済構造改革論議、酒鬼薔薇事件…現代社会の病理に迫
る！　「個人の自由」は、本当に人間の本質なのか？
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〈勝負脳〉の鍛え方 林成之（著）
もう負けたくない!脳外科の第一人者が贈る強く、しぶとく戦うための処
方箋。

職場は感情で変わる 高橋克徳（著）
「感情の連鎖」に注目し、自分たちの職場・組織に合った連鎖を生み出
す方法を具体的に解説。

城を攻める　城を守る 伊東潤（著）
「この時代小説がすごい！」作家部門ランキング１位の著者が、戦国時
代から幕末にかけて城郭攻防戦が展開された「戦う城」を徹底分析

新・学問のススメ─生涯学習のこれから 石弘光（著）
生涯学習とは何か。放送大学の学長を務めた著者が日本の生涯学習の現
状と課題を明らかにし、あらためて国民に学びの重要性を説く。

神聖ローマ帝国 菊池良生（著）
この国にフランスは嫉妬し、イタリアは畏怖し、ローマ教皇は、愛し、
かつ憎んだ。

神道の逆襲 菅野覚明（著）
日本人は神さまとどのようにつきあってきたのか。古代から近世、そし
て今に至るまで、多様に展開された「神の形而上学」を検証！

「神道」の虚像と実像 井上寛司（著）
太古からの民族の信仰？　それは幻想にすぎない。神道は三度「つくら
れた」！　中世・近世・近代……。誰が何を論じてきたのかを追う。

新版　大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康（著）
誰も書かない「常識以前」から語り、レポート本の常識を覆す。まず形
式が大事、検索スキル上達法など。報告書から卒論までＯＫ！

新編　日本語誤用・慣用小辞典 国広哲弥（著）
あなたの日本語は大丈夫！？　豊富な実例を材料に正用・誤用を見きわ
め、その原因を探る。

人類の祖先を探る　京大アフリカ調査隊の
記録

今西錦司（著）
人類起源の謎を解明するために、アフリカで現地研究を続ける学術調査
隊の貴重な記録。

数学的思考法　説明力を鍛えるヒント 芳沢光雄（著）
身のまわりのさまざまな問題を考えるときにヒントになるものがたくさ
んある。もっと試行錯誤を！　本当に考えるためのレッスン

数学でつまずくのはなぜか 小島寛之（著）
学校教育の落とし穴から抜けるための、まったくユニークな伝授法。数
学的センスは誰のなかにもある！

枢密院議長の日記 佐野眞一（著）
宮中某重大事件、皇族・華族のスキャンダル、摂政問題……。大正期、
激動の宮中におそるべき“記録魔”がいた！

聖書ＶＳ．世界史　キリスト教的歴史観と
は何か

岡崎勝世（著） 西欧は聖書の描く人類史とどう格闘したか。

精神科にできること　脳の医学、心の治療 野村総一郎（著）
精神科の治療は著しく様変わりしている。各疾病のケーススタディから
医者と付きあうコツまで、やさしく解説する。

世界史の中のパレスチナ問題 臼杵陽（著）
一国単位の枠を超えて地球を一体として捉える「グローバル・ヒスト
リー」に熱い注目が集まっています。中でも深刻な中東問題を考察。

世界に呼びかける東洋 中村元（著）
東洋思想の権威が、今後の日本文化のあり方のヒントを西欧文明との対
比により示唆した書。

世界の陰謀論を読み解く――ユダヤ・フ
リーメーソン・イルミナティ

辻隆太朗（著）
ユダヤ人、フリーメーソン、イルミナティ……フランス革命から
３．１１まで再生産されつづける陰謀論。その構造を明らかにする一
冊。

世界の言語入門 黒田龍之助（著）
どの言語にも個性がある。ＮＨＫロシア語講座などで知られ、語学の達
人が、各言語の魅力をさりげないウンチクをこめて紹介。

世界の読者に伝えるということ 河野至恩（著）
クールジャパンと唱える前に、日本文化の発信に大切なことはそもそも
何だろう？　比較文学と地域研究の視点から考える先駆的論考。

世界を動かす人脈 中田安彦（著）
ロスチャイルド、ロックフェラーから、ＫＫＲ、ＳＷＦまで。ダイナ
ミックに変動する世界を読み解く。

「世間」とは何か 阿部謹也（著）
古来から、日本人の生き方を支配してきた「世間」という枠組。兼好、
西鶴、漱石らが描こうとしたその本質とは。

絶望の裁判所 瀬木比呂志（著）
３３年間裁判官を務めた著者が、知られざる裁判所腐敗の実態を告発す
る。情実人事、思想統制、セクハラ。司法はここまで堕落した！

ゼロからわかる　経済学の思考法 小島寛之（著） 経済学の基本をゼロから問い直す、入門書の決定版
戦争の日本近現代史　東大式レッスン！　
征韓論から太平洋戦争まで

加藤陽子（著）
日本はなぜ太平洋戦争に突入したのか？　明治維新以降の「戦争の論
理」を解明した画期的近代日本論。

戦争を記憶する　広島・ホロコーストと現
在

藤原帰一（著）
戦後日本において、第二次大戦＝〈戦争〉はどのように記憶され、日本
人の心性に影響を与えたか。

線路を楽しむ鉄道学 今尾恵介（著） 読めば鉄道旅に出掛けたくなる、蘊蓄満載の入門書登場！

創価学会の研究 玉野和志（著）
保守化・巨大化した組織は、これからどこへ向かうのか。知られざる実
像に迫る、批判でも賞賛でもない、はじめての学会入門。

創造の方法学 高根正昭（著）
情報洪水のなかで、知的創造はいかにしたら可能なのだろうか。著者み
ずからの体験をとおして語る画期的な理論構築法が誕生した。

組織を強くする　技術の伝え方 畑村洋太郎（著）
学校・職場・コミュニティ……。伝わらないことには始まらない。伝え
る方法を徹底解説！

大学生のための知的勉強術 松野弘（著）
勉強方法はもちろん、大学の選び方や人間関係まで論じた知的ガイド
ブックの登場！

大学でいかに学ぶか 増田四郎（著） 青春という思索と苦悩の時代をどう生きるか。

大学論　いかに教え、いかに学ぶか 大塚英志（著）
学びの本質とはなんだろう。大学での「学び」を改めて問い直すエッセ
イ。
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タテ社会の人間関係　単一社会の理論 中根千枝（著）
「場」を強調し「ウチ」「ソト」を強く意識する日本的社会構造にはど
のような条件が考えられるか。

知性の限界　不可測性・不確実性・不可知
性

高橋昌一郎（著） 大好評『理性の限界』の著者による熱く楽しい哲学ディベート第２弾。

知的生活の方法 渡部昇一（著）
本書には、平均的日本人に実現可能な、さまざまなヒントとアイデア
が、著書自身の体験を通して、ふんだんに示されている。

中国共産党の経済政策
柴田聡（著）／長谷川貴弘
（著）

習近平時代に世界一の経済大国となる中国。独自の「政経一体システ
ム」で走り続ける隣国の真実を第一線のウォッチャーが解剖する。

中国経済の正体 門倉貴史（著）
これからを読む超入門書！　市場の特殊性、米中関係、環境問題、地下
経済の闇、現状から未来予想までデータ満載のガイドブック。

中国社会の見えない掟　潜規則とは何か 加藤隆則（著）
真実より優先される面子、法より優先される権力、形だけの裁判、言論
弾圧の真実。背景には社会を覆う掟の存在があった。

中国の大盗賊・完全版 高島俊男（著）
幻の原稿１５０枚を完全復元。共産党の中国とは盗賊王朝である！　劉
邦から毛沢東まで伝説の完全版がよみがえる！

中国文明の歴史 岡田英弘（著）
民族の変遷、王朝の栄枯盛衰や領土拡大を軸に、中国の歴史をわかりや
すく教える。まったく新しい中国史の登場。

〈中東〉の考え方 酒井啓子（著）
ニュースでも理解しにくい中東情勢にかかわる問題を国際政治と現代史
の視点から読み解く。

超高齢社会の基礎知識 鈴木隆雄（著）
「超高齢社会」を目前に控えたニッポン。老人学の権威が高齢者の特徴
を科学的に検証し、医療と福祉の課題を抉り出す論考。

ツール・ド・フランス 山口和幸（著）
欧州では五輪、サッカーＷ杯と並び称されるツール・ド・フランス。
１００回目を迎える世界最大の自転車レースの魅力をこの一冊に

つながる読書術 日垣隆（著）
読書で得た知識を自分のネタに変換する方法とは？　つまらない本を損
切りするコツとは？　プロが惜しまず明かす、読み方伝え方の秘訣

妻との修復 嵐山光三郎（著）
妻という超獣と対峙し、家庭の平和を確保しよう。年代別の記念日の過
ごしかた、悪妻との暮らしかたなど、読めばすぐ役立つ一冊　。

ＤＮＡ医学の最先端　自分の細胞で病気を
治す

大野典也（著）
「自分のからだは自分の細胞で治す」時代がやってきた！　がんの免疫
療法の最前線から多能性幹細胞を使った再生医療の可能性まで。

定年からの旅行術 加藤仁（著）
日帰り旅行、夫婦旅、海外ひとり旅。限られた資金でも知恵と行動力で
「オンリーワン」の旅を続ける達人たちが大人の旅行術を伝授。

データを紡いで社会につなぐ　デジタル
アーカイブのつくり方

渡邉英徳（著）
長崎や広島の原爆の記録アーカイブ、東日本大震災デジタルアーカイブ
などで注目の著者が語る、「データをどう社会にいかすか」

適応の条件　日本的連続の思考 中根千枝（著）
国際化時代の日本人の適応条件を考察する本書は、ベストセラー『タテ
社会の人間関係』につづく必読の好著である。

デザインの教科書 柏木博（著）
デザインがわかれば生活はもっと豊かになる。消費のためのデザインか
ら生活のためのデザインへ。

デジカメに1000万画素はいらない たくきよしみつ（著）
デジカメを知り尽くした筆者が、業界の間違った「常識」を正し、誰も
がデジカメ名人になれるコツを伝授する。

哲学入門一歩前　モノからコトヘ 廣松渉（著）
実体（モノ）主義に代わり世界を織りなす事（コト）的構造とは？　そ
してその結節として立ち顕れる〈私〉とは誰なのか？

哲学の謎 野矢茂樹（著）
実在、知覚行為、自由など哲学の根本問題を専門用語ではなく日常生活
レベルで考察する画期的対話篇。

鉄道と国家─「我田引鉄」の近現代史 小牟田哲彦（著）
鉄道は日本の近現代史を映す鑑である。明治期以来、鉄道敷設の問題は
政治との関連抜きには語れないさまざまな物語を内包していた。

鉄道ひとつばなし 原武史（著）
大正天皇と鉄道の関係、海の見える車窓１０選、「ひかり」「のぞみ」
のルーツ、痴漢発生の条件……話題の名コラム、待望の電子書籍化

鉄道ひとつばなし２ 原武史（著）
鉄道から歴史を、天皇を、文学を、都市と郊外を、日本を考える。これ
であなたも鉄道通！

鉄道ひとつばなし３ 原武史（著）
消えた駅弁、東大合格上位校と鉄道の意外な関係、「うなぎ弁当」食べ
歩き、時刻表旅行のススメ……孤高の鉄学者は何を見たか。

動物化するポストモダン　オタクから見た
日本社会

東浩紀（著）
オタクたちの消費行動の変化が社会に与える大きな影響とは？　気鋭の
批評家が鋭く論じる画期的な現代日本文化論！

遠山金四郎 岡崎寛徳（著）
名外交官であった父との親子関係は？　遠山裁きの現実は？　知られざ
る史料から名奉行とその一家の日常生活を描きだす一冊。

独立国家のつくりかた 坂口恭平（著）
社会を変えるには、巨大なシステムと戦うのではなく、勝手に自分の国
をつくってしまえばいい。いまを生きのびるための技術を明かす。

都市計画の世界史 日端康雄（著）
「自然は神が創り、都市は人間が造った」。人類が都市に注ぎ込んでき
た思想と技術の軌跡を見直し、現代に生かせる知恵を探る。

なぜ日本人は学ばなくなったのか 齋藤孝（著）
萎縮する人間から「できる」大人になるための、必要な条件を提案す
る。力強い「教育力」を取り戻す！

なぜ日本人は劣化したか 香山リカ（著）
緊急提言！　知らず知らずのうちに、日本と日本人の学力・知性・モラ
ルの崩壊が始まっている！

なぜフランスでは子どもが増えるのか　フ
ランス女性のライフスタイル

中島さおり（著）
「子どもが増えている先進国」として知られるようになったフランス。
その理由は少子化対策の成果？　それとも婚外子が多いから？
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謎とき本能寺の変 藤田達生（著）
光秀は「変」の主謀者ではない！　本能寺の変の「黒幕」は誰か？　中
世を終焉させる契機となった大政変の真相を解く！

七三一部隊　生物兵器犯罪の真実 常石敬一（著）
研究という名の下に医学者たちが行った人体実験と細菌戦の凄惨で拙劣
な実態。もう一つの戦争犯罪を究明する。

２０代のための「キャリア」と「仕事」入
門

塩野誠（著） 就活と転職　４５の悩みと疑問に　本音で答える

２２歳からの国語力 川辺秀美（著）
社会で必要なのは、教養としての国語力ではなく、「読む」「書く」
「聴く・話す」「編集する」という実践的な国語力。

日米同盟の正体　迷走する安全保障 孫崎享（著）
外交・国防を熟知するインテリジェンスの専門家だから初めて書けた日
米の危機の真相。

日本一周　ローカル線温泉旅 嵐山光三郎（著）
活気みなぎる繁華街や廃れゆく観光地の隠れた魅力を堀りおこし根室か
ら鹿児島まで走破した、極私的旅行ガイド登場。

ニッポンの思想 佐々木敦（著） 現代を代表する思想家の対立、論点を読み解く

ニッポンの大学 小林哲夫（著）
学生の満足度・就職率からファッション誌登場回数まで、あらゆる指標
でランキング。

日本のルールは間違いだらけ たくきよしみつ（著）
漢字の混乱、危ない交通規則、猥褻の基準、公職選挙法。じつは世の中
こんなにいい加減だった！

日本一の桜 丸谷馨（著）
桜がこんなに美しいのには理由がある。桜守、伝説の一本桜、名桜地
――桜列島をくまなく紹介。

日本銀行は信用できるか 岩田規久男（著）
日銀の責任を問い直す。なぜデフレを怖れず、利上げを急ぐのか？　
もっとも信頼される学者が金融政策の病根に迫る！

日本軍と日本兵　米軍報告書は語る 一ノ瀬俊也（著）
太平洋戦争時、米軍は日本軍を、日本人をどう見ていたか。兵士の士
気、生活様式から、組織論、戦術まで、日本軍の実像を捉え直す一冊

日本経済の奇妙な常識 吉本佳生（著）
『出社が楽しい経済学』や『スタバではグランデを買え！』でおなじみ
の著者が、豊富なデータをもとに日本経済の「いま」を解く。

日本語という外国語 荒川洋平（著） 豊富な日本語教育経験から語る、日本人のための日本語再入門。
日本人はなぜキツネにだまされなくなった
のか

内山節（著）
森を歩き山里に暮らす哲学者が、日本各地で得た証言から、「みえなく
なった」歴史を問いなおす。

日本の景気は賃金が決める 吉本佳生（著）
金融緩和、公共事業……アベノミクスの成否を分けるのは、賃金格差の
解消だ！　人気エコノミストが景気回復のための処方箋を描く。

日本の国防　米軍化する自衛隊・迷走する
政治

久江雅彦（著）
もはや机上の空論も先送りも許されない！　普天間、ミサイル防衛、
ＰＫＯ派遣……曲がり角の自衛隊と日米同盟のいまを平易に読み解く。

日本を甦らせる政治思想　現代コミュニタ
リアニズム入門

菊池理夫（著）
なぜか日本では古い保守思想として誤解されてきたコミュニタリアニズ
ムの思想を紹介する入門書。

入門　哲学としての仏教 竹村牧男（著）
縁起・無我・空・唯識――近代合理主義を超える思想の本質とは。今こ
そ仏教を読み直す！

パーソナリティ障害とは何か 牛島定信（著）
境界性、自己愛性、反社会性……。私たちはパーソナリティ障害とどう
向き合うべきか。第一人者が豊富な症例をもとにその本質に迫る。

排除の空気に唾を吐け 雨宮処凛（著）
社会的弱者の連帯の絆は強まりつつある。日本中の悩める人よ、孤立す
るな！

はじめての言語学 黒田龍之助（著）
外国語を知りたい、日本語を深めたい―ことばに興味のあるすべての人
に贈る、「にぎやかな言語学」への招待。

はじめての言語ゲーム 橋爪大三郎（著）
世界のあらゆるふるまいを説明しつくそうとしたヴィトゲンシュタイン
の言語ゲーム論は、いかに生まれ、どんな思想なのか？

はじめての構造主義 橋爪大三郎（著）
「ポストモダン」の原点を知る愉快な入門書。西欧近代主義に新たな地
平を切り拓いた〈構造〉とは何なのか？

はじめての政治哲学　「正しさ」をめぐる
２３の問い

小川仁志（著）
政治哲学が考えてきたさまざまなテーマを具体的な問いからわかりやす
く解説。私たちの社会を考えるヒントが満載。

芭蕉＝その人生と芸術 井本農一（著）
芭蕉の生涯を追いながら、生活そのものを芸術化させていく姿を、人生
の境地と文学の深まりとして描く。

走る意味―命を救うランニング 金哲彦（著）
監督との訣別、在日としての葛藤、ガン闘病、復活のサブスリー、長距
離界のカリスマが初めて明かす衝撃の書。

畑村式「わかる」技術 畑村洋太郎（著）
なぜ「わからない」のか。どうすれば「わかる」のか。『失敗学』『直
観でわかる数学』の著者によるまったく新しい知的生産の技術！

働く。なぜ？ 中澤二朗（著）
「仕事っておもしろい？」「グローバル人材ってどんな人？」……長年
採用面接に携わる著者が、働くことの仕組みを鮮やかに解き明かす。

客家　中国の内なる異邦人 高木桂蔵（著）
中国、東南アジアの政治を影から動かす少数民族・客家族。「中国人の
中の中国人」と呼ばれる彼らのネットワークに迫る。

発達障害のいま 杉山登志郎（著）
発達障害から発達凸凹へ。発達障害児の影に潜む家庭の問題とは？　保
護者、教育関係者から小児科医まで必読の書。

発達障害の子どもたち 杉山登志郎（著）
ＡＤＨＤ、アスペルガー、学習障害、自閉症など、ケーススタディをも
とに第一人者が教える。

母親はなぜ生きづらいか 香山リカ（著）
どんなに頑張っても、母親が子どもに絶対的な影響を与えるのは不可能
なことなのだ、と考えてみてはどうだろう。
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ハプスブルク家 江村洋（著）
ヨーロッパという肉体の中心、結婚政策により勢力を保ち続けた名門王
朝の歴史を探る。

ハプスブルク家の女たち 江村洋（著） ハプスブルク帝国の歴史を彩る皇妃・皇女の群像。

反教育論　猿の思考から超猿の思考へ 泉谷閑示（著）
なぜ思考できない人間が増えるのか？　注目の精神科医が現代の常識、
教育に対し強烈にダメ出しする。真の思考を目指すためのヒント。

「反日」中国の真実 加藤隆則（著）
「反日」の実態を探っていくと、社会の歪み、共産党内の動揺、既得権
益層の対立など様々な問題が噴き出してきた。深層をレポート。

ビートルズの謎 中山康樹（著）
今も新証言や資料が発掘され、伝説が覆されている！　驚愕あふれる１
冊。

ヒゲの日本近現代史 阿部恒久（著）
ヒゲの流行は時代によって異なる。ときの権力によって左右されたヒゲ
のゆくえ。日本近代史の一端を映す鑑としてヒゲがあった。

ビジネスマンの精神科 岩波明（著）
うつ病、うつ状態、パニック障害、神経症のケーススタディから職場環
境の改善まで、すぐに役立つガイド。

ビジネスマンのための「行動観察」入門 松波晴人（著）
マーケティング、営業スキル、人材育成、オフィス、工場、レストラ
ン、書店、さまざまな分野で、問題解決に役立つと話題沸騰。

ビジネスをつくる仕事 小林敬幸（著）
お台場観覧車、ネット保険など、様々な事業立ち上げに携わってきた筆
者による新規ビジネスを立ち上げ成功に導くために必要な仕事術

非社交的社交性　大人になるということ 中島義道（著）
大人になるとは、居心地のいい人間関係を自ら開拓すること。人生の意
味こそ哲学最大の問い――。若者、日本、哲学を考えるエッセイ。

ビッグデータの覇者たち 海部美知（著）
ビッグデータとは、単に膨大な情報量を指すのではない。新たなビジネ
スモデルを構築するツールなのだ。情報が切り開く世界のゆくえ。

秀吉神話をくつがえす 藤田達生（著）
数々の「秀吉神話」を覆し、その奥に隠れた素顔を暴いて戦国時代の常
識に挑む意欲作！

ヒトはなぜことばを使えるか　脳と心のふ
しぎ

山鳥重（著）
心がことばをつくり出し、ことばは心を統御する。失語症研究の第一人
者が脳・心・ことばのメカニズムに迫る。

〈不安な時代〉の精神病理 香山リカ（著）
私を、日本をあきらめないために。支え合う心、守るべき命、未曾有の
出来事を乗り越えるためにできること。

不機嫌な職場　なぜ社員同士で協力できな
いのか

河合太介（著）／高橋克徳
（著）／永田稔（著）／渡部幹
（著）

あなたの職場の雰囲気は大丈夫ですか？　いま多くの日本の職場が病ん
でいる。その構造を明らかにし、解決の鍵を示す。

ふしぎなキリスト教
橋爪大三郎（著）／大澤真幸
（著）

キリスト教がわからないと、現代日本社会もわからない――。キリスト
教のすべてがわかる決定版入門書！

武士道とエロス 氏家幹人（著）
男達の恋「衆道」を通して語る江戸の心性史。殿と小姓、義兄弟など、
男同士の恋は武士の社会に溶け込んだおおらかなものだった。

武士道の逆襲 菅野覚明（著）
「甲陽軍鑑」「葉隠」など重要文献を読みなおし、日本思想としての武
士道を解明する。

二つの「競争」―競争観をめぐる現代経済
思想

井上義朗（著）
競争とは何か？　経済学における変遷をたどりつつ、哲学的思想を参照
しながらめぐる競争論のゆくえ。競争は何のためにあるのか？

部長の資格　アセスメントから見たマネジ
メント能力の正体

米田巖（著）
「困った」部長から「できる」部長へ。ヒューマン・アセスメントの第
一人者が明らかにする、いま求められるマネジメント能力の本質

「普通がいい」という病 泉谷閑示（著）
常識と思っていた言葉の手垢を落とし、「自分らしく生きる」ための
１０講。

仏教の真実 田上太秀（著）
神と仏の違いとは？　愛とは、苦とは、煩悩とは？　現代日本で常識の
ように考えられている思想、習慣、言葉の本来の意味を平易に解説

不愉快な現実　中国の大国化、米国の戦略
転換

孫崎享（著）
日本が領土問題、基地問題で手詰まりの中、中国の台頭と米国の東アジ
ア戦略の大転換で、状況は大きく変わった。日本の進む道を探る。

フランス文学と愛 野崎歓（著）
名作は「愛（アムール）の教育装置」だった！　結婚の理想と現実、禁
断の愛、欲望と快楽……あらゆる「愛」でフランス文学史を辿る。

フルーツひとつばなし　おいしい果実たち
の「秘密」

田中修（著）
何気なく口にしているフルーツの品種、効用、品種改良など広範な知識
を網羅した、現代人のための『フルーツの教科書』

プロ野球　名人たちの証言 二宮清純（著） 王貞治かく語りき――超一流だけが知りえる世界とは。

文化大革命 矢吹晋（著）
現代中国に大きな傷痕を残してしまった文化大革命とはいったい何で
あったのだろうか。

文系のための数学教室 小島寛之（著）
微分積分や確率統計の「読み方」から、経済学、政治学、論理学、哲学
がもっとおもしろくなる数学的思考をわかりやすく伝授します。

分類思考の世界　なぜヒトは万物を「種」
に分けるのか

三中信宏（著） 分類せずにはいられない……生物学者たちの知的格闘史！

弁証法はどういう科学か 三浦つとむ（著）
科学的研究の武器として弁証法を捉え、かつ、身近な話題を例にとりな
がら、平易に解説し、その核心をつく。

僕がメディアで伝えたいこと　 堀潤（著）
ニュース原稿を読むだけのキャスターにはなりたくなかった元ＮＨＫア
ナ・堀潤が語る、ニュース番組の限界と次世代メディアの可能性。

本音の沖縄問題 仲村清司（著）
１９７２年５月、沖縄は日本復帰を果たすが、米軍基地撤去もまた残っ
てしまった。それから４０年、沖縄では語れないオキナワの本音。

本はどう読むか 清水幾太郎（著）
本の選び方、読み方、メモのとり方、整理の仕方、外国書の読み方
――。豊富な読書経験からあみだした知恵や工夫の数々を紹介。
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学び続ける力 池上彰（著）
学ぶことは人生を豊かにする。ＮＨＫの記者時代。独立してから。いま
大学で教えて。自身の経験から語る「現代版教養のすすめ」

丸山眞男をどう読むか 長谷川宏（著）
思想家として学者として、戦後日本の言論界をリードし続けたたぐいま
れな知識人の本質とは何か――。

まんが現代史－アメリカが戦争をやめない
理由

山井教雄（著）
大国が戦争を続ける理由をテーマに、第二次大戦後の米ソ冷戦から冷戦
後の激動する世界政治をわかりやすく解説。

まんが　哲学入門　生きるって何だろう？
　

森岡正博（著）／寺田にゃんこ
ふ（著）

人はどうして生きるのか、どうして死ぬのか。哲学の永遠のテーマをま
んがで綴る新しい入門書の登場。

まんが　パレスチナ問題 山井教雄（著）

万葉集入門　人間と風土 久松潜一（著）
人間の哀歓を率直に歌い上げた万葉歌人。その代表的な作品を鑑賞しな
がら、今日に生きる美の世界に接近する。

未曾有と想定外　東日本大震災に学ぶ 畑村洋太郎（著）
失敗学の畑村教授がいままで考えてきたこと、そして３月11日から「原
発事故調査・検証委員会」委員長になるまでに考えたこと

民法はおもしろい 池田真朗（著）
連帯保証人の「連帯」の意味は？　子に虐待をした親の親権は？　生活
で直面する問題を解きながら、民法の本質を丁寧に伝える入門書。

無限論の教室 野矢茂樹（著）
「無限は数でも量でもありません」とその先生は言った。ぼくが出会っ
た軽くて深い哲学講義の話。

明治維新　１８５８－１８８１
坂野潤治（著）／大野健一
（著）

「富国強兵」「公議輿論」という複数の国家目標はなぜ実現できたか？
　政治史家と開発経済学者が明治維新の本質を捉え直す一冊。

森の力　植物生態学者の理論と実践 宮脇昭（著）
現場での調査・研究に没頭した日々から、日本一木を植えた男へ。今も
植樹のため世界中を駆ける老学者が生命と人間社会の営みを語る。

やさしさをまとった殲滅の時代 堀井憲一郎（著）
００年代とはどんな１０年だったのか？　そこに起きた静かな、しかし
決定的な地殻変動を解き明かす！

大和三山の古代 上野誠（著）
神話・伝説・物語・歌を通し、この地に堆積した歴史の記憶やイメージ
を鮮やかに読み解く国文学の刺激的な冒険！

傭兵の二千年史 菊池良生（著）
古代ギリシアの民主制の崩壊に始まり、中世を経て、ナポレオンの時代
に至るまで、歴史の転換点で活躍したのは多くの傭兵たちだった！

ヨーロッパ型資本主義　アメリカ市場原理
主義との決別

福島清彦（著）
弱肉強食の米国流よ、さらば！　これが、市場の暴走を許さず、福祉を
重視する西欧スタイルだ。

欲ばり過ぎるニッポンの教育
苅谷剛彦（著）／増田ユリヤ
（著）

「教育改革」を語る前にフィンランドの教育を解剖してみると、「格
差」など日本の問題点が見えてくる！

「欲望」と資本主義　終りなき拡張の論理 佐伯啓思（著）
かつてない豊かさを実現した今日、資本主義の動力としての欲望はどこ
に生み出されるかを考察。

ラカンの精神分析 新宮一成（著）
ラカン晩年の言葉を手がかりに辿る構造主義精神分析の本質とその人生
の軌跡。

落語の国からのぞいてみれば 堀井憲一郎（著）
恋愛結婚観から、死生観、お金や時間に対する意識まで、落語をのぞき
メガネに江戸庶民の生活実感を浮き彫りにする。

落語論 堀井憲一郎（著）
よくある誤解をひっくり返し、落語の真髄をえぐり出す。全落語ファン
必読！

ラノベのなかの現代日本　ポップ／ぼっち
／ノスタルジア

波戸岡景太（著）
ポップとライトの違いとは？　オタク文化の大変動とは？　「個」はど
う変化したか？ライトノベルから探る現代日本のイメージの変容。

リアルのゆくえ　おたく／オタクはどう生
きるか

大塚英志（著）／東浩紀（著）
サブカルチャーの諸問題から国家論、表現論まで、わかりあうつもりの
ない二人による８年間の世代間闘争。

リストカット　自傷行為をのりこえる 林直樹（著）
なぜ自らの体を傷つけようとするのか。そのメカニズムを探り、自傷者
への対処法を、豊富な症例をもとに解説する、はじめての入門書。

理性の限界　不可能性・不確定性・不完全
性

高橋昌一郎（著）
世界の根源に関わる事象と密接に関連する人間の「理性の限界」と可能
性をディベート形式で平易に描く論理学入門書。

量子力学の哲学　非実在性・非局所性・粒
子と波の二重性

森田邦久（著）
コペンハーゲン解釈や多世界解釈、逆向き因果論など量子力学の示す不
思議な世界をわかりやすく紹介。科学哲学の入門書。

老後がこわい 香山リカ（著）
ひとりで暮らして「死」の瞬間は幸福だろうか。「愛するひと」に恵ま
れた「人生」はあるのだろうか……

ロスチャイルド家　ユダヤ国際財閥の興亡 横山三四郎（著）
家訓は「語るなかれ」。徹底した秘密保持と、一族の結束と連係で国際
金融を制覇し、今なお世界を牛耳る巨大財閥の実像を描く。

ロボットとは何か　人の心を映す鏡 石黒浩（著）
「なぜ私は人間型ロボットをつくるのか？」世界中が注目の鬼才がその
研究を公開、ロボットの未来を語る。

論語　現代に生きる中国の知恵 貝塚茂樹（著）
自由な、新しい解釈を試みて、孔子の謙虚で親しみ深い人間像を浮き彫
りにする。講談社現代新書40年のロングセラー。

わが子に教える作文教室 清水義範（著）
作文の星一徹たれ！　２００人を教えたシミズ教授が、かわいい小学生
の文章を熱烈添削。作文は必ずうまくなる！

「若作りうつ」社会 熊代亨（著）
アンチエイジング志向が強まるばかりで、「成熟」の手本となる層が薄
い日本社会。「年の取り方がわからない」窮状を詳らかにする。

若者殺しの時代 堀井憲一郎（著）
若者殺しの下手人は！？　８０年代に謎あり！　ずんずん調べてつきと
めた。

若者のための政治マニュアル 山口二郎（著）
社会の惨状に悩むあらゆる人々に贈る、歴史の転換点を乗り切るための
必読書。生きづらい社会は「政治に対する意思」で変える！
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わかりあえないことから　コミュニケー
ション能力とは何か

平田オリザ（著）
近頃の若者に「コミュニケーション能力がない」というのは、本当なの
か。稀代の劇作家がコミュニケーションの本質に迫る。

わかりやすく〈伝える〉技術 池上彰（著）
相手を惹きつける説明とは？　プレゼン自己トレ法や情報整理法まで、
テレビの現場で培ったノウハウをすべて公開！

〈わかりやすさ〉の勉強法 池上彰（著）
テレビ現場で独学したプレゼン術、超シンプルなノート術、情報収集＆
整理法……池上流トレーニングを大公開。

早稲田と慶応　名門私大の栄光と影 橘木俊詔（著） 一貫教育、人材力、研究水準など名門私大を徹底解剖。

私・今・そして神　開闢の哲学 永井均（著）
古来より数多くの哲学者が最大の関心を寄せてきた「神、私、今」の問
題について、まったく独自の考察を展開。

私とは何か　「個人」から「分人」へ 平野啓一郎（著）
分割不可能な個人として生きるから苦しくなる。これからは分人だ！　
作家・平野啓一郎が考える新しい人間理解のすすめ。

講談社ことばの新書

漢字のなりたち物語 阿辻哲次（著）
漢字を分解し、ときには中国の古書をひもとき、故事来歴を楽しくつづ
る、興味つきせぬ文字のなりたち物語。

ここが違う　知ってるつもりの英単語
レッドベター・マーク（著）／
レッドベター千賀子（著）

知ってるつもりの英単語があぶない。初心者から英語が得意な人まで、
日本人特有の間違い、勘違い単語をチェック！

日英対照実用ことわざ辞典 講談社辞典局（著） 東西の“ことわざ”くらべ、“知恵”くらべ。英語といっしょに覚えよう！

講談社選書メチエ

アーリア人 青木健（著）
ユーラシア大陸を舞台に興亡を繰り返すイラン・インド・ヨーロッパ諸
民族の足跡を、気鋭のイラン学者がたどる。

アイヌの歴史　海と宝のノマド 瀬川拓郎（著）
北の縄文から近世まで、異文化との交流・対立と通じダイナミックに展
開する北の採集民族のリアルな歴史。

アテネ民主政　命をかけた八人の政治家 澤田典子（著）
最大級の名誉と弾劾裁判による死罪、しかも無給。にもかかわらず彼ら
はなぜ政治家を目指したのか？

イスラーム教　「異端」と「正統」の思想
史

菊地達也（著）
ムハンマドが創始した宗教がスンニ派、シーア派に分かれ我々の知るイ
スラーム教になるまでの過程を読み直す新たな思想史の登場。

伊勢神宮と三種の神器　古代日本の祭祀と
天皇

新谷尚紀（著）
沖ノ島と三輪山の祭祀、伊勢神宮創祀……。古日本の信仰と天皇制、律
令制、武家政権との関係を、神器と神宝の意味と変遷を通して解読

意味・真理・存在　分析哲学入門・中級編 八木沢敬（著）
真理とは、存在とは何か？　フレーゲにはじまりクリプキー、クワイン
に至る現代哲学の最前線の議論を、わかりやすく、楽しく紹介！

海の武士団　水軍と海賊のあいだ　 黒嶋敏（著）
中世の海はいかなる富をもたらしたのか？　近世には消えた海をなわば
りとした武士団の存在の興亡から、新しい中世史を描き出す意欲作。

海を渡ったモンゴロイド　太平洋と日本へ
の道

後藤明（著）
紀元前に１０００キロ単位を航海し、太平洋の島々に移住した人々と
は。そして、彼らと我々の驚くべき関係とは。

階級社会 橋本健二（著）
今や日本は世界的にみても不平等度が高く貧困者の多い国である――衝
撃的現実を客観的データに基づいてレポートする。

会計とは何か　進化する経営と企業統治 山本昌弘（著）
最新の管理会計、時価会計、国際会計とは……。会計を知らないとグ
ローバリゼーションはわからない。

教会の怪物たち　ロマネスクの図像学 尾形希和子（著）
神に祈りを捧げる場所におかしな動植物がいるのはなぜか？　神の驚異
の御業への賞賛と民衆の心性が交差するロマネスク教会が面白い！

近代日本のナショナリズム 大澤真幸（著）
近代日本をささえてきたものとはなにか。天皇制とナショナリズム、
ファシズムとナショナリズムのかかわりとは……。

近代ヨーロッパの誕生　オランダからイギ
リスへ

玉木俊明（著）
近代ヨーロッパ勃興の過程を、北のバルト海世界に注目して解明し、あ
わせてイギリスへのヘゲモニー交替のプロセスを描く。

クラシック魔の遊戯あるいは標題音楽の現
象学

許光俊（著）
四曲を徹底的に聴き続ける。演奏者・指揮者による差異を聴く。あえて
印象批評をする。すると不思議にも、作品の本質が浮かび上がる。

経済倫理＝あなたは、なに主義？ 橋本努（著）
リベラリズム、コミュニタリアニズム、リバタリアニズム、マルクス主
義―錯綜する経済イデオロギーを具体的かつ明快に解説。

穢れと神国の中世 片岡耕平（著）
列島に遍在した死と出産を「穢」とみなす意識。これは人為的に生み出
されたものだった。日本中世の社会と国家に新たな光を当てる試み

古代ギリシアの精神 田島正樹（著）
社交を尊び、戦場で神を感得し、悲劇的世界観を物語に読み込む。彼ら
の精神を巧みな筆捌きで鮮やかに甦らせ、哲学の深奥へと誘う！

子供の哲学　産まれるものとしての身体 檜垣立哉（著）
哲学が論じてきた「私」は産まれた子供であり産む存在でもある。レ
ヴィナス、ドゥルーズ、西田幾多郎を全く新たな位相から読む試み！

『西遊記』ＸＹＺ　このへんな小説の迷路
をあるく

中野美代子（著）
悟空・八戒や怪物たち、あるいはダジャレに秘められたシンボリズムを
縦横無尽に読解し、中国的思考の迷宮を踏破する。

薩摩藩士朝鮮漂流日記　「鎖国」の向こう
の日朝交渉

池内敏（著）
漂着した武士が残した詳細な記録と挿図から、朝鮮地方官僚との「日朝
交流」を読み解く。

時間の正体　デジャブ・因果論・量子論 郡司ペギオ－幸夫（著）
量子力学や生命科学、脳科学による成果と課題を哲学的時間論と交差さ
せる、興奮の一冊。
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宗教からよむ「アメリカ」 森孝一（著）
モルモン教、アーミッシュ、ファンダメンタリズム…。さまざまな宗教
のるつぼから生まれてくるものとは何か。

宗教で読む戦国時代 神田千里（著）
天道思想をキーワードに一向一揆、キリシタンとの論争から島原の乱ま
で、戦国時代の日本人の心性に新たな光を投げかける。

儒教・仏教・道教　東アジアの思想空間 菊地章太（著） 割りきれない世界。矛盾しながら共存する東アジア的宗教の本質とは？

朱子学 木下鉄矢（著）
朱子は孔子をいかに読んだか。私たちは朱子をいかに読むべきか。天地
の理の中で学び、生きるとはいかなることか――これが朱子学だ！

唱歌と国語　明治近代化の装置 山東功（著）
明治という近代化の時代、西洋を受容しあらたな「日本」を模索するな
かで、なぜ「歌」が必要だったのか。

『正法眼蔵』を読む　存在するとはどうい
うことか

南直哉（著）
われわれはどのように存在しているのか。ヨーロッパ現代思想も凌駕す
る画期的思想書に気鋭の禅僧が己の実在を賭けて挑む。

「女装と男装」の文化史 佐伯順子（著）
男装女装に表象される性別越境の現実と深層。古事記からジャニーズま
で、ベルばらからシェイクスピアまで縦横無尽に分析！

善悪は実在するか　アフォーダンスの倫理
学

河野哲也（著）
「善悪は主観的なもの」という現代の常識を乗り越え、道徳の根源を見
つめなおす試みが、いまここに始まる！

戦国大名の「外交」 丸島和洋（著）
信玄・義元・氏康は「三国同盟」をいかに結んだか。領土、婚姻、援
軍、調略…戦国時代のリアルな戦略の現場を、最新研究が活写する！

〈育てる経営〉の戦略　ポスト成果主義へ
の道

高橋伸夫（著）
成果主義失敗の後で企業がとるべき選択は？　『虚妄の成果主義』の著
者によるこれからの経営論！

卒業式の歴史学 有本真紀（著）
卒業、感動、涙、＜仰げば尊し＞と＜螢の光＞…儀式と感情が接合して
いく近代教育の歴史から、日本の学校の本質を浮き彫りにする試み

ゾロアスター教 青木健（著）
すべての宗教思想は古代ペルシャから始まった。現地調査と最新の知見
をもとに描く、ゾロアスター教の全貌。

〈代表〉と〈統治〉のアメリカ政治 待鳥聡史（著）
アメリカ政治の主戦場は議会にあり。〈統治〉と〈代表〉という相克す
る論理の狭間で政党と議員はいかに政治を動かしているのか。

知の教科書　フーコー 桜井哲夫（著）
楽しい「知」の世界へようこそ――。どこから読んでもわかる「フー
コー」基礎の基礎。

町村合併から生まれた日本近代　明治の経
験

松沢裕作（著）
明治期の町村合併、それは新たな境界線を社会に引く試みだった。町－
市－県－国という同心円状の世界観がつくられた近代を問い直す。

ティムール帝国 川口琢司（著）
チンギス・ハンと並ぶユーラシアの英雄ティムール。モンゴル、ペルシ
ア、イスラームとの関わりに着目し、大帝国の世界史的意義を解く

桃源郷　中国の楽園思想　 川合康三（著）
陶淵明が描き出した桃源郷、仙人の住む不老長寿の仙界……。人類の
夢、理想の生をもとめた営為を、中国の歴史に見出す泰斗の力作！

統合失調症あるいは精神分裂病　精神医学
の虚実

計見一雄（著）
「分裂病は治せる病」と断言する著者が、脳科学の成果と膨大な臨床例
から、「精神分裂病」の構造と治療法に肉迫。

トクヴィル　平等と不平等の理論家 宇野重規（著）
誕生間もないアメリカ社会にトクヴィルが見いだしたものは何か。平等
化をキーワードにその思想の今日性を浮き彫りにする。

トマス・アクィナス『神学大全』 稲垣良典（著）
神とは何か。悪とは創造とは、そして人間とは？　キリスト教の根源に
トマスは深い洞察を持って答える。

南朝全史　大覚寺統から後南朝へ 森茂暁（著）
鎌倉時代の大覚寺統誕生から後南朝消滅まで、二百年に及ぶ南朝の歴史
と実体を体系的に明らかにする。

日常生活のなかの禅　修行のすすめ 南直哉（著）
釈尊・道元の教えを元に仏教思想を根幹から説き起こし、現代における
禅の可能性を探る、ユニークな坐禅の勧め。

日中戦争下の日本 井上寿一（著）
デモクラシーとしての大政翼賛会誕生の真実。日中戦争とは何だったの
か。戦前日本の自画像を捉え直す一冊。

日本軍のインテリジェンス　なぜ情報が活
かされないのか

小谷賢（著）
日本軍最大の弱点はインテリジェンス意識の欠如にあった。インテリ
ジェンスをキーワードに日本的風土の宿痾に迫る。

日本語に主語はいらない　百年の誤謬を正
す

金谷武洋（著）
海外で長年日本語教育にたずさわる著者が明解に説く、「日本語の真
実」。

日本語は論理的である 月本洋（著）
主語はなくても論理はある！　人工知能学者が考える「論理」の正体と
は。理系と文系を架橋する斬新な日本語論。

日本人の起源　古人骨からルーツを探る 中橋孝博（著）
「日本人」はどこから来たか。旧石器時代はどこまでさかのぼれるか。
縄文人から弥生人への移行は、渡来か自律変化か？

日本の戦争と宗教　１８９９－１９４５ 小川原正道（著）
戦没者法要、海外での神社創建、伝道という宣撫活動……。仏教、神
道、キリスト教等は戦争といかに相対したか、気鋭の研究者が描く。

浜口雄幸と永田鉄山 川田稔（著）
国際協調路線の可能性に賭けた浜口。最終戦争は必至と軍中心の総力戦
体制の構築を計る永田。国家の将来を巡る究極の選択とは。

ビールの教科書 青井博幸（著） 一番「旨い」ビールとは？――答えは本書に！
人はなぜ傷つくのか　異形の自己と黒い聖
痕

秋田巌（著）
「人はなぜ傷つくのか？　それは、人が人になるためだ」。マンガ、映
画、テレビドラマに見られる「傷」の表象から、人間の実存に迫る

「福音書」解読　「復活」物語の言語学 溝田悟士（著）
イエスの復活を告げる若者。イエス逮捕時に逃亡した若者。彼らは同一
人物なのか。言語学的にその謎に迫り、福音書の構造を読み解く。

複数の日本語　方言からはじめる言語学
工藤真由美（著）／八亀裕美
（著）

方言の豊かな表現と、世界の言語との比較で日本語のあらたな姿を描
く。
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フッサール　起源への哲学 斎藤慶典（著）
フッサールの問題系に気鋭の哲学者が挑む。驚きに満ちた「現象学」解
読の、そしてフッサール解体の試み。

分析哲学入門 八木沢敬（著）
カラッと明るい極上の入門書登場！　世界の哲学シーンの主流をなす分
析哲学の最前線を、明快な筆致で論じ尽くす！

文明と教養の〈政治〉　近代デモクラシー
以前の政治思想

木村俊道（著）
政治には教養と作法が必要不可欠？　初期近代のヨーロッパを中心とし
て、思想史の観点から、忘れられつつある政治の原点に光をあてる

ベルクソン＝時間と空間の哲学 中村昇（著）
時間が流れているとはどういうことか。〈わたし〉とはなにか？　哲学
の根源的な問いをたずさえて熱く読み解くベルクソン哲学の本質。

法然対明恵　鎌倉仏教の宗教対決 町田宗鳳（著）
鎌倉時代の新旧仏教界を代表する思想家の対決を通して、人はいかにす
れば救われるのかという、宗教における究極のテ－マに迫る。

魔女狩り　西欧の三つの近代化 黒川正剛（著）
視覚の近代化、自然認識の近代化、周縁者排除による近代化。視覚文化
論、哲学、宗教学の知見で、魔女狩りと近代成立の関係を解明する

丸山眞男を読みなおす 田中久文（著）
著作、講義録をいま一度丁寧に読みなおし、誤解されがちな丸山の「主
体性」の思想的可能性を探る。

講談社のお料理BOOK

ＩＨクッキング　基本のレシピ 脇雅世（著）
人気・定番の家庭料理を通して、ＩＨの基本的な使い方から裏ワザま
で！　的確なポイント写真をまじえて、やさしく丁寧に説明する。

ＩＨクッキング　スイーツレシピ 脇雅世（著）
ＩＨ本で初！　まるごと１冊、お菓子のレシピ！　ＩＨだからこそ失敗
なし！　火加減も温度も時間調整も思いのまま。

ＩＨクッキング　マスターレシピ 脇雅世（著）
「失敗しやすい料理や調理の落とし穴をフォローするテクニック」
「ＩＨを使いこなすための裏ワザ」が親切丁寧ぎっしり満載

味つけはしょうゆ、砂糖、塩だけ！　美味
おかず読本

山田冨起子（著）
調味料は３つだけ！調味料の黄金比率をマスターすれば、基本の家庭料
理が簡単に作れる！

甘ゼリー・塩ゼリー 渡辺麻紀（著）
まったくあたらしいゼリーの提案。旬の果物を楽しむ、リキュールをあ
わせて大人の味に、そして「甘くない」ゼリーまで！

アロマフレスカ原田慎次の ストウブでおう
ちごはん　

原田慎次（著）
あの”アロマフレスカ・原田シェフ”のおいしい技を公開！　ストウブが手
放せなくなるレシピが満載。すぐに作りたくなるものばかり！

イタリアで一番おいしい家庭料理　シチリ
アのおうちレシピ

佐藤礼子（著）
味ににうるさいイタリア人も「おいしい！」と叫ぶ美食の島料理を紹介
しつくす一冊。一度食べたら”イタリアン”の常識が変わる！

１食１００円「病気にならない」食事　実
践レシピ

幕内秀夫（著）
「生きるための食事」はこんなに簡単で安い大ヒット新書の実践レシ
ピ！いまこそ「変な食卓」を見直そう

英国アフタヌーンティー＆お菓子
小関由美（著）／小澤祐子（お
菓子制作）

紅茶とお菓子の素敵なハーモニー。約４０レシピを紅茶と合わせて紹介
する実用書。

エノキ氷レシピ　やせる健康調味料 塩入公子（著）
話題沸騰！　使えるやせる万能調味料。旨味とコクがアップ。炒め物・
煮物・汁物、デザートなどに大活躍。健康・美容情報は必見。

カクテルはいかが？ 行正り香（著）
おうちで楽しむやさしいカクテルレシピ２４。簡単な２４のカクテルの
作り方とカクテルに合う前菜やおつまみを紹介する実用書。

簡単！おいしい！きれいになる！　水切り
ヨーグルトレシピ

牧野直子（著）
水分（ホエー）を抜くだけでチーズのような濃厚な味に変身。それが万
能調味料としても和洋中の料理に大活躍。毎日の美容と健康に。

簡単！　時短！　３日おいしい！　ベスト
ヒット野菜料理

カノウユミコ（著）
カノウマジックで超簡単！使いきり、目鱗の簡単さで日持ちする野菜の
おかず。レパートリーが一気に増えて、野菜不足も解消！

簡単なのに本格派！　はじめてのタイ料理 氏家アマラー昭子（著）
ヤムが自在に作れる万能だれや、人気のタイカレー、定番やもてなし料
理まで。誰でも簡単に”タイの味”が作れる入門書の決定版。

きれいになる女弁当　元気になる男弁当 やまはたのりこ（著）
同じ弁当でおかずを変えれば、「食べてきれいになる女弁当」「食べて
元気になる男弁当」に。見やすく重宝。

銀座スエヒロのからだにやさしい“肉食”社
員食堂

銀座スエヒロカフェテリアグ
ループ（著）

あの銀座スエヒロが、大好きな「肉料理」をおいしいだけではない、健
康的に食べられるメニューを紹介！バランスのよい食生活実現。

クシ・ガーデンのマクロビオティック本格
スイーツ

山崎友紀（著）
必ずつくれるマクロビオティック・スイーツ。マクロビオティック界の
先駆け「クシ・ガーデン」のスイーツ・レシピ本。

ケーキポップスの本 下迫綾美（著）
アメリカで流行のケーキポップス！　おいしく、キャンデーのような見
た目がキュートでかわいいお菓子を作ってプレゼントしては？

玄米菜食 月森紀子（著）
肉、魚、卵を使わず、体の中からキレイになるといま話題のマクロビオ
ティック。そのメニューを家庭向けにやさしくアレンジして紹介。

コウケンテツのおつまみ。 コウケンテツ（著）
一人で飲みたいとき、みんなでワイワイやりたいとき、おやじが週末に
作りたいとっておきのおつまみレシピ。

極旨！　酒粕レシピ　からだの中からきれ
いになる発酵食１００

やまはたのりこ（著）
話題沸騰の酒粕！　和・洋・中、自由自在に使える酒粕万能調味料を
使った魔法のレシピ。ひとさじでいつもの料理の味がぐんとアップ！

極楽トマト 講談社（編）
思わず手に取りたくなるキッチュなトマト本。超簡単レシピ、美容グッ
ズなど、トマト嫌いもトマトファンになること請け合い！

子どもクッキング　ママと作る休日の朝ご
はん

葛恵子（著）
日曜日がチャンス！親子で作るわくわく料理親子クッキングデビュー！
自信のないママ必見の入門書。全プロセス写真展開。
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これだけで完全食　ミソスープ 口尾麻美（著）
発酵食品みそをスープ仕立てに。これ１品でも満足でき、一口飲んだだ
けで心癒されるミソスープレシピが満載。健康・美容情報も。

酒粕レシピ　からだにやさしい発酵食料理
１００

やまはたのりこ（著） 知らなかったでは遅すぎる！　発酵食品・酒粕パワー満載の一冊！

下ごしらえなし！凍ったまま調理！史上最
ラク　フリージング大革命

村田裕子（著）

えっ、青菜も生のまま冷凍できる！？冷凍の常識が変わる「ダイレクト
フリージング」で作る節約レシピ103　part1ダイレクトフリージングお
すすめ食材BEST5／part2野菜のレシピ　ブロッコリー、にんじん、キャ
ベツなど15種／part3肉や魚介の節約食材のレシピ鶏肉、豚肉、合いび
き肉、鮭、豆腐など16種

社員公認　「にんべん」のかつお節レシピ にんべん（著）
江戸時代創業のかつお節専門店「にんべん」が、日本古来の健康食・か
つお節のおいしい食べ方を提案するお料理ＢＯＯＫ。

１９時から作るごはん 行正り香（著）
少ない材料と道具で、調理は短時間で済ませるをモットーに、著者が
日々実践している１９時から３０分以内で作れるごはん！

出張料理人が教える　本当に使えるおもて
なし本

マカロン由香（著）
巷にあふれる雰囲気だけの”もてなし本”とは一線を画す、本当に使える。
この本さえあれば、一生おもてなしには困りません！

食のプロ養成学校　エコールエミーズ　お
もてなしのおしゃれごはん

井上絵美（著）
手軽でセンスがいいおもてなしのヒント満載！人気料理研究家・井上絵
美とエコールエミーズ卒業生ら３３人がひと皿入魂のレシピを紹介

「神州一味噌」み子ちゃんのアイデアみそ
レシピ　みそのチカラで減塩＆健康！

宮坂醸造（監）
みそを使いこなせば料理上手になる！　健康になる！　ブームのハチミ
ツみそのほか、みそ麺やみそおかずまで、アイデアレシピ１００

絶対美味のベジ料理 大平哲雄（著）
これまでのベジ料理に飽き足りない人へ。人気ベジレストランの絶品レ
シピを初公開！　うまみとコクがあるから、男性も大満足。

全国ご当地即席麺　極上アレンジレシピ
宮前祥子（著）／野上知子
（著）

日本人が大好きな即席麺の中でも、化学調味料無添加の商品だけを厳選
し、毎日の献立にも使えるアレンジレシピを紹介。

そうだ！　パスタにすればいいんだ！ 坂田阿希子（著）
使い切りたい野菜がある時、買い物に行けない時、急ぐとき、人を喜ば
せたい時…にパスタ！「お家パスタ」はこれ１冊で、一生困らない

タジンポットでシンプルおかず 口尾麻美（著）
野菜のうまみがたっぷり！　肉じゃが、ハンバーグ、手づくり豆
腐……、おつまみ、スイーツもタジンで時短！

誰か来る日のための素敵な盛りつけはセン
スよりコツ

中村美穂（著・絵）
料理を素敵に見せる盛りつけテクニック。センスがなくても、器用じゃ
なくても大丈夫！　ちょっとしたコツがわかれば、おもてなし完成

チヂミ１００ チョンテキョン（著）
野菜１種類でも作れる、１食完結のクイック料理のチヂミ。もてなしか
らスイーツまで。いくら食べても飽きないチヂミの魅力を紹介！

中華なべで１５分！　燻製おつまみ 太田潤（著）
燻製道２０年、達人オータが超簡単で旨い燻製作りを伝授。用意するも
のは中華なべ、ふた、アルミホイル、丸網、スモークチップだけ！

てんきち母ちゃんちの休日ごはん 井上かなえ（著）
夏休みの昼ごはん、これでもう悩みません！マンネリになりがちなラン
チメニューから脱出するワンプレートレシピが満載です。

とうふ料理　京都人だから知っているおい
しい食べ方

藤野久子（著）
京都で人気の豆腐店の女将が教える、京都人だからこそ知っているおい
しい豆腐料理レシピ６５品を紹介。簡単に作れるものばかり！

どこにもない卵１個のスイーツレシピ 柴川日出子（著）
卵１個の配合で人気のお菓子が簡単にできる時短、材料、道具も最少、
食べきりサイズなのもうれしい！

ナポリ食堂　「ダ　イーサ」へようこそ！ 山本尚徳（著）
世界一のピザ職人が、家庭で簡単にできるナポリ風イタリアンを紹介。”
ひと手間”を知っていればグンと美味しくなるヒントが満載！

２１時から作るごはん　ローカロリーのか
んたんメニュー

行正り香（著）
著者のリアル体験に基づく夜遅く食べても、太りにくいレシピとその組
み合わせ方を提案。ワーキングウーマンに贈るヘルシーメニュー。

はじめての　ナチュラルスイーツ
石橋かおり（著）／松崎みさ
（栄養監修）

美肌、美腸、ダイエットに！おいしいのにキレイになる、簡単だからす
すめたいお菓子。スムージーからパウンドまで驚きのレシピを公開

ひとさじで料亭の味！　魔法の糀レシピ 浅利妙峰（著）
糀ブームの火付け役！　糀屋女将直伝レシピ塩糀をひとさじ加えるだけ
で、いつもの料理が料亭の味に！

老けない、きれいになる！　ベジごはん
庄司いずみ（著）／白澤卓二
（監）

４０代後半で白髪、シミなし！　野菜生活１６年目を迎える著者のレシ
ピは、アンチエイジングの権威・白澤教授も“効果あり”と絶賛。

フルーツがいっぱい！春夏秋冬クールデ
ザート

加藤千恵（著）
フルーツをたっぷり使ったお菓子＆デザートのレシピブック。旬＋通年
出回っている果物を使うので、１年を通して活用できる本です。

ホームベーカリーで作る　からだにやさし
い本格ハードブレッド

荻山和也（著）
ブーランジュリーの味がおうちでできる！　卵・牛乳・バター・上白糖
は使いません。レシピは全機種に対応！

ほんとうは簡単！　かけこみおだし塾 山脇りこ（著）
だしをとるのは思ったより簡単です！　それにおいしい！　実は料理上
手の一番の近道です。だしのある生活、始めてみませんか？

毎日活躍！「ストウブ」で和洋中 サルボ恭子（著）
今、大人気のストゥブ鍋。素材のよさが凝縮され、いつも料理がさらに
おいしくなります。毎日使いたくなる和洋中のレシピ満載！

混ぜて固めるだけぷるるんデザート 葛西麗子（著）
のどごしひんやり、スルリのやさしいお菓子スプーンですくって食べら
れるデザート。混ぜて固めるだけなので、作り方は超カンタン！！

まぜて焼くだけ　北欧からのやさしいお菓
子

行正り香（著）
フードプロセッサーだけでできるセンス溢れる友人マイさんのお菓子を
行正流にアレンジして紹介します。

ミニフライパンひとつで毎日使える　園児
のおべんとう

藤井恵（著）
朝の１０分！　楽チンレシピ！　子どもが食べやすく、お母さんも作り
やすい。管理栄養士でもある藤井さんの、親子にやさしいお弁当。

46 / 204



ムリなくできるラクラクお弁当 脇雅世（著）
著者が実際に三人の娘たちに作っていたお弁当を、簡単にわかりやすく
紹介。手早くおいしく作るコツや、飽きないいアイデア満載です。

焼かないで作れる！　きれいになるロータ
ルトレシピ

仲里園子（著）／山口蝶子
（著）

ベストセラー「グリーンスムージー」の著者による美肌に効くロース
イーツ本。生の素材、フルーツの力があふれるビューティーレシピ。

野菜と玄米 月森紀子（著）
マクロビオティックを私生活でも実践する女性シェフが、レストランメ
ニューを家庭向けにアレンジして初公開！

ＹＯＭＥちゃんの子どもがよろこぶおかず 大井純子（著）
家族もよろこぶ、８０レシピと８０エッセイナンバー１ブロガーの優し
い味と温かい気持ちいっぱいの料理本。

ＹＯＭＥちゃんの子どもがよろこぶおやつ 大井純子（著）
家族もよろこぶ、８０レシピと８０エッセイナンバー１ブロガーの優し
い味と温かい気持ちいっぱいの料理本。

ラ・ベットラ　パスタの基本 落合務（著）
基本さえマスターすれば、絶対においしく作れます。日本のイタリアン
をリードする「ラ・ベットラ」落合シェフの個人授業スタート！

レシピ本には書かれていない！　焼き菓子
レシピのそこが知りたい

相原一吉（著）
レシピ本のなぜ＆ヒミツがわかる本。つくり方の手順ごとに上手に行う
コツ、なぜそうするのかを写真とイラストを使って解説。

ワインパーティーをしよう。 行正り香（著）
おうちで気軽に美味しいワインとディナーを楽しみたい！　でもワイン
の品種はわからない。合わせる料理も難しそうという方へ！

講談社の実用BOOK

歩くだけで美脚になる！　魔法の「腕組み
ウォーク」

小倉義人（著）
テレビで大人気のカリスマボディコントローラーが提案する、「腕組み
ウォーク」なら誰だって、歩くだけで美脚になれる！

１日３分　頭骨マッサージで美人小顔 古川ルミ子（著）
１日３分頭をさわるだけで、小顔になれる簡単マッサージ法。頭蓋骨に
働きかけ、血液やリンパの流れもよくなるので、健康で美しく！

１日３分！　ミオドレ式　くぼみ押すだけ
ダイエット

小野晴康（著）
鎖骨、そけい部、ひざ裏……体の「くぼみ」を押すだけで筋肉が変化し
て痩せ体質になる！　理学療法士による最新ダイエットメソッド。

絵の具３色だけで！　かわいい水彩イラス
ト帖

吉沢深雪（著）
学校で使うチューブ入り絵の具の赤・青・黄を混ぜるだけ！　２４色入
り絵の具にも負けない、カラフルなイラストが簡単に描けるワザ

男のファッション練習帖 森岡弘（著）
基本アイテムをポイントにそって選ぶだけ。この１冊で男性のおしゃれ
が簡単に素敵に変わります！　　実例が写真つきでわかりやすい

大人のゆかた入門 森荷葉（著）
ゆかたを着て、きっと出かけたくなります！自分で着られて、いろんな
場所に出かけたら、楽しみはもっと広がるはず。

親子で楽しむ　１２ヵ月のキッズイベント 辰元草子（著）
お正月、ひな祭り、ハロウイン、クリスマス…。気分があがる！　お
しゃれで素敵なイベントの開き方、アイディア集。１年中楽しもう！

簡単！　安心！　手作り「ナチュラルコス
メ」の教科書

立川奈緒子（著）
肌が、体がよみがえる！　安心な素材だけで、簡単に作れるナチュラル
コスメ。正しい使い方もわかる基本の「き」がコンパクトな１冊に

基本テクニックだけでつくる天然石ジュエ
リー

横堀美穂（著）
５つの基本テクニックだけでできるから簡単！　上質で洗練されたデザ
インのジュエリーを作る楽しみ、身につける満足感が満喫できる！

９割の人が間違った買い物をしている　成
功している男の服選びの秘訣４０

宮崎俊一（著）
ベーシックアイテムの正しい選び方、格好良くみえるコーディネイト術
を提案する男の着こなしバイブル

「きれい」を引き寄せる　美容瞑想 宮崎なぎさ（著）
外見は生まれつきではなく、その人の思考の表れ。潜在意識に働きかけ
ることで、健康と美と若さを手に入れましょう

酵素たっぷりで「やせ体質」になる！　
「朝ジュース」ダイエット

藤井香江（著）
朝食を酵素たっぷりのジュースにかえるだけでみるみるやせ
る！２０ｋｇの減量に成功した著者のジュースレシピを紹介

最新版　ローン以前の住宅購入の常識 竹下さくら（著）
マイホーム購入で後悔しない基本知識の最新版。ＦＰかつ宅建主任者の
著者が教える、住宅選びとローンで失敗しない超具体的アドバイス。

１０歳若返る「顔グセ直し」　シワ・たる
みがみるみる消えていく！

土門奏（著）
シワ・たるみはほぐせばとれるって知ってましたか？気になるところに
直接アプローチして「簡単に・驚くほど」効果ある技を伝授！

初心者でもすぐできる！　ジュエリー王子
の天然石アクセサリー

加山忠則（著）
パワーストーンに思い込めて。自分に似合うアクセサリーや小物がをむ
ずかしいテクニックいらずで作れるようになります！

新　美肌革命　大人の女性の「素肌」と
「心」の磨き方

佐伯チズ（著）
年齢を越えた美肌づくり　輝く「肌」と「人生」！あなたの「自分革
命」をサポートする「佐伯式」ケアと化粧品リストを紹介！

シンプルな暮らしの教科書　《食べること
編》

渡邊香春子（著）
食べることまわりの「ちゃんと」知っておきたい『大人の家庭科』！毎
日の献立に迷う人、効率が悪い人、料理に自信がない人必見

ストロー１本で顔が１０歳若返る！　スト
ロビクス

服部彩香（著）
ストロー１本で顔が若返る表情筋エクササイズ。フェイスラインが引き
締まって小顔効果も。体験者の劇的ビフォー・アフターは必見！

絶対！　ノーファンデ主義　ファンデー
ションを脱ぐと美肌が手に入る！

潤子ララビュール（著）
ファンデーションを脱ぐと世界感がかわる！シミ、ソバカス、くま、し
わ……隠したつもりが、実は逆に目立っていた！

大増税に負けない！　節税以前の税金で得
する常識

河西哲也（著）
来年１月から開始される税制改革。その対応策を元税務署長が伝授。ギ
リギリＯＫな節税術、得する生活習慣改善法など役立つ知識満載！

デトックス＆脂肪燃焼　ダブル効果でやせ
る！　朝ジュース×夜スープダイエット

藤井香江（著）
酵素たっぷりの朝ジュースとデトックス＆脂肪燃焼効果の高い夜スープ
のダブル効果でやせる！　ストレスなしのおいしい満腹ダイエット

照ちゃん流　健康ヨガ体操　体が硬くても
痛みがあってもできる！

山本照代（著）
７５歳のヨガ講師・整体師が伝授。体が硬くても、不調があっても始め
られる！　体がみるみる若返るヨガ体操。
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Ｄｒ．ＫＡＫＫＯのツンツンくびれ体操 中村格子（著）
テレビや雑誌で話題の美ボディ女医が考案。朝晩３０秒、体をツンツン
伸ばすだけで即効くびれる劇的メソッド！

Ｄｒ．さとうの「肥満大学」プログラム　
キャラチェンジダイエット

佐藤周三（著）
必要なのは、一時的な体重減ではなく、”キャラチェンジ”！　キャラが
変わってこそ一生理想体重でいられる！　その、ノウハウとは？

共働き夫婦のための「お金の教科書」　や
らないと絶対ソンをする「貯め方」「使い
方」のルール

深田晶恵（著）
本当に大切なのは、情報開示と目標設定！　共働きなのになぜか貯金が
増えない、余裕がない。そんなカップルが読むべきマネー入門。

ねこ背は「１０秒」で治る！　身長が伸び
る、やせる！　背伸ばし体操

清水真（著）
猫背は姿勢の生活習慣病！　体型だと思ってあきらめていた悩みをシン
プルな体操で解消する、画期的メソッド。身長も伸びる、やせる！

寝ているうちにやせるカラダになる！　ブ
リージングストレッチ

古久澤靖夫（著）
深い呼吸で脂肪を燃やす！体重１割減も楽勝脂肪を一番燃やすのは、運
動じゃなくて「睡眠中の深い呼吸」だった！

美活、就活、婚活…内匠淳のメイクが圧倒
的に支持される理由

内匠淳（著）
あなたの顔を上品に美しく変えて見せます！モデルやタレントではな
く、数万人の一般女性にメイクをしてきたから導き出せたタクミ理論

美肌革命　お金をかけずにきれいになる 佐伯チズ（著）
指先と手のひらと身近なグッズで驚くほど肌がきれいになる、佐伯流ケ
アを徹底紹介！

美肌塾 佐伯チズ（著）
裏ワザ初公開ローションパックやハンドテクニックを身につけた佐伯式
実践者に贈る、自分でできる肌チェック法と進化版ケア

美肌食 佐伯チズ（著）
きれいな肌が欲しいなら、まず食べなさい！ちょっとしたアイデアと工
夫で、いつものメニューが美肌食に！

美肌の花道
佐伯チズ（著）／アバウト白浜
（絵）

見るだけであなたも「チズ肌」になれる！しかめっ面ではきれいにはな
れません！これはニコニコ笑いながら、肌も心も美しくなれる絵本

老けない人のシンプルメイク　ルール３０ ＳＡＹ（著）
大人気のメイク教室の、誰でもできるメイクテクニック満載！　やり過
ぎ感がない、自然に若くきれいに仕上がるメイクが身につきます。

マスキングテープおしゃれワザ１２３　セ
ンスのいい人がなにげなくやっている

ｍ＆ｍ＆ｍ’ｓ（著）
日常さりげなく使っているマスキングテープの、もっとおしゃれで、セ
ンスを感じさせる使い方を、詳しいプロセスと共に紹介します。

もうネイルアートには頼らない！　大人の
上品美爪塾

東條汀留（著）
カリスマ・マニキュアリストが伝授する、大人の正しい地爪ケア＆上品
ネイル。手入れ次第で、誰でも美しい爪が手に入れられた！

よくある“困った”を３秒で解決！　“取説”以
前のパソコンの常識

中山真敬（著）
膨大なマニュアルのどこに書いてあるのかもわからない“よくある、困っ
た”をササッと解決！　初級者からパソコン通まで納得の一冊

若返る！　小顔になる！　「顔たるみ」と
り

竹井仁（著）
鏡を見て老けた？　疲れた？　と思ったことはありませんか？　顔のた
るみが取れれば、若返る！　小顔になる！　いいことづくめです

講談社ノベルス

愛の徴　天国の方角　 近本洋一（著） 量子と愛が解き明かす、ヨーロッパ史最大の秘密

赤い蟷螂 赤星香一郎（著）
絶対に近づくな、それだけには。メフィスト賞受賞第２作！　死んだ友
人たちには、ひとつの共通点があった・・・。

赤の女王の名の下に　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
財閥一族の洋館で凄惨をきわめる殺人事件が発生！　捜査か隠蔽か－－
エリート警察官僚、人生最大の岐路！！　死神シリーズ第５弾！

アケローンの邪神　天青国方神伝 高里椎奈（著）
勇者と邪神の伝説が残る天青国。国を思う１５歳の士官候補生を待ち受
ける数奇な運命、そして冒険！　高里椎奈の新シリーズ誕生！

あなたがいない島 石崎幸二（著）
古離津（こりつ）島へようこそ。これから５日間、心理学研究のため無
人島で精神的サバイバル生活が始まります。

狂い壁　狂い窓　綾辻・有栖川復刊セレク
ション

竹本健治（著）
トイレの血文字、廊下の血痕、中庭の白骨……血塗られた洋館と住人た
ちの過去が、今あばかれる！

生霊の如き重るもの 三津田信三（著）
刀城言耶の学生時代の事件簿が登場。言耶はいかにして名探偵になって
いったのか…！？　シリーズ初読の人にもうってつけの短編集！

五つの鍵の物語 太田忠司（著）
五つの鍵が紡ぐ、美しくも怪しい物語――。美麗イラストと珠玉の短編
のコラボレーション！

生まれ来る子供たちのために　 浦賀和宏（著）
松浦純奈シリーズ最終巻！　シリーズついに完結！　剛士と純奈の運命
の行方は！？

ウルチモ・トルッコ　犯人はあなただ！ 深水黎一郎（著）
「あなたが犯人」を成立させた究極のトリックとは？　読後に驚愕必至
の第３６回メフィスト賞受賞作！

ウロボロスの純正音律 竹本健治（著）
マンガ制作のため竹本は古めかしい洋館「玲瓏館」へ。その洋館で日本
ミステリ界を代表するあの作家、評論家たちが怪事件に遭遇！

堕ちた天使と金色の悪魔　 浦賀和宏（著）
不死身の力を武器に、自分を虐めてきた人間への復讐を果たした“奇跡の
男”八木剛士に訪れる、これまでと一変した日常。

お伽話のように　ドルチェ・ヴィスタ 高里椎奈（著）
夢のように残酷で、悲しいほどに温かな物語。短篇３本によるオムニバ
ス形式で展開する、“ドルチェ・ヴィスタ”シリーズ第２弾！

溺れる犬は棒で叩け　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著）
最強にして最凶の美少年双子が奇祭が行われる長野の山村へ。そこで起
きる不可解事件の数々。ＴＨＡＮＡＴＯＳシリーズ最新刊登場！

カエクスの巫女　天青国方神伝 高里椎奈（著）
国に追われる元士官候補生・イオン、英雄を祖父に持つアル・孤独な暗
殺者・リッカ、三人の冒険は天青国を思わぬ方向に導いていく！
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鏡の城の美女 石崎幸二（著）
三次元身体データ盗難事件と連続通り魔殺人事件発生！なぜか美女ばか
り襲う犯人の目的とは？ミリア＆ユリと石崎が事件の真相を追う！

鍵穴ラビリンス 江坂遊（著）
高井信に「空前絶後、前代未聞、唯一無二のショートショート作家」と
言わしめた、星真一の最後の弟子、江坂遊の新作が登場！

学園祭の悪魔　 浦賀和宏（著）
あの日から、世界は壊れはじめていたのかもしれない。首なし死体、連
続猟奇殺犬事件、そして……。私の周りに“死”が堆積していく。

火事と密室と、雨男のものがたり　 浦賀和宏（著）
青春が、“人生の春”って本当ですか！？　俺を拒絶した世界に復讐
を！！　切ない恋のミステリ！

屍の園　桜井京介ｅｐｉｓｏｄｅ０ 篠田真由美（著）
世俗を離れた学院で起きた墜落事件。落ちた少年は部分的に記憶を失っ
てしまう。彼に手を差し伸べたのは中等部の工藤アキラだった。

神様ゲーム 麻耶雄嵩（著）
小４・芳雄の住む神降市で意味ありげな連続猫殺害事件が発生。さらに
は本物の死体が！？　芳雄は同級生と探偵団を結成するが…。

紙の碑に泪を　　上小野田警部の退屈な事
件

倉阪鬼一郎（著）
奇想天外！前代未聞！抱腹絶倒！これぞ真・本格！　日暮里のコロン
ボ・上小野田警部が、エレガンスな犯罪に挑む。

神の時空　―鎌倉の地龍― 高田崇史（著）
高田崇史新シリーズついに始動！　鎌倉幕府三代に隠された、暗殺と謀
略の歴史とは？　日本が失った真実の歴史とは？

紙の眼　 大山尚利（著）
増殖する眼が描かれた貼り紙。人生を狂わす硝子の人形。団地の敷地に
穿たれた決して抜けない鉄柱――街にはびこる理解不能の恐怖。

硝子細工のマトリョーシカ 黒田研二（著）
生放送のドラマを放映中のテレビ局にかかる謎の脅迫電話。毒を呑む女
優。飛び降り自殺をする男優。これは脚本通りなのか！？

眼球堂の殺人　～Ｔｈｅ　Ｂｏｏｋ～ 周木律（著） 第４７回メフィスト賞受賞作！至高の館トリックを見よ！

監禁 福田栄一（著）
「助けてくれ、カンキンされている。警察にれんらくを」１枚の紙切れ
から事件は始まった――。次々と明るみになる絡み合う事件の謎！

人魚と提琴　玩具館綺譚 石神茉莉（著）
燃え盛る炎の中で提琴を奏でる少年、近くに佇む人魚――北原涼子の幼
少期の記憶は夢か現か？

謝肉祭の王　玩具館綺譚 石神茉莉（著）
流行作家失踪の陰に伝説の仮面の存在が!?　廃墟の中の不思議な玩具館
『三隣亡』の美女・美珠が謎に迫る！

完全犯罪研究部 汀こるもの（著）
「この国には死が足りない」　危なすぎる部活動開始！！　推理小説研
究部の高校生たちが大暴走！　これぞ真の青春クライムノベル！！

完全版　地獄堂霊界通信（１） 香月日輪（著）
疾風迅雷、３人組見参！！　『妖怪アパートの幽雅な日常』が大人気！
　香月日輪の幻の傑作、奇跡の復活！

完全版　地獄堂霊界通信（２） 香月日輪（著）
三人悪の前に立ちはだかるのは、幽霊屋敷と、……初恋！？　『妖怪ア
パートの幽雅な日常』の香月日輪が描く、魔的少年冒険譚！

完全版　地獄堂霊界通信（３） 香月日輪（著）
神隠しの山を捜索せよ！！　未収録原稿『蛍の夜』『夏祭りの夜に』を
完全収録！！　大人気地獄堂シリーズ第３巻！

完全版　地獄堂霊界通信（４） 香月日輪（著）
三人悪の周りで相次ぐ謎の交通事故！　その背後には、呪いのスポーツ
カーと、悲しくも恐ろしい女の怨霊が……

完全版　地獄堂霊界通信（５） 香月日輪（著）
大人気地獄堂シリーズ第５巻！　てつしたちの前に現れた謎の集団。彼
らは、一族の悲願「神の復活」を企んでいた！

完全版　地獄堂霊界通信（６） 香月日輪（著）
最強！　最悪！　最高！　３人悪の新たな冒険ここに開幕！！　吸血鬼
来襲！　蒼龍の危機に３人悪が駆ける！！

完全版　地獄堂霊界通信（７） 香月日輪（著）
上院町に少女を狙う連続殺人犯が現れた！　犯人に接触し、正体を暴こ
うとするてつしたちだったが、逆に殺人鬼に捕らわれてしまい！？

完全版　地獄堂霊界通信（８） 香月日輪（著）
妖精の森で出会った人類を滅ぼす最凶の敵！　その名は「幸福」！！　
『地獄堂』セカンドシーズンついに完結！！

キウイγは時計仕掛け 森博嗣（著）
学会のため伊豆の大学を訪れた加部谷恵美たち。犀川創平・西之園萌絵
も参加する学会の裏で起こる事件……。好調Ｇシリーズ第９作！

記号を喰う魔女　 浦賀和宏（著）
自殺したクラスメートが生まれた島を訪れた中学生グループを襲う惨
劇。腹を切りさかれた死体が続々と発見され、パニックに陥る彼ら。

奇蹟審問官アーサー　神の手の不可能殺人 柄刀一（著）
島田荘司を継ぐ者、柄刀一の神髄。絶対不可能状況で発生する「奇蹟」
の謎に審問官アーサーが挑む！

奇蹟審問官アーサー　死蝶天国 柄刀一（著）
奇蹟と対峙し、真理に迫る。それが彼（アーサー）の聖なる使命！　
ヴァチカンから遣わされた“漆黒の瞳”が森羅万象を解く！

北乃杜高校探偵部 乾くるみ（著）
伝統ある北乃杜高校に通う男女５人の高校生探偵が、修学旅行や卒業式
など学校行事中に起こる不思議な事件の謎解きに挑戦する！

来鳴く木菟　日知り月　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
殺人事件現場に「深山木薬店」の名刺が……。重要参考人・秋を追って
警察は店に突入！？　最大の危機に薬屋探偵の３人はどうなる？

ＱＥＤ　～ｆｌｕｍｅｎ～　ホームズの真
実　

高田崇史（著）
大人気「ＱＥＤ」シリーズ、待望の復活！　謎の転落事件がホームズと
紫式部を繋ぐ。「紫」のダイイングメッセージの謎を解け！

キョウカンカク 天祢涼（著）
見えすぎてしまう彼女が挑む謎は、殺意の赤と邪悪の黒が混じった、世
にも“凶”なる感覚の迷宮！　第４３回メフィスト賞受賞作。

記録の中の殺人 石崎幸二（著）
「女子高生連続殺人事件」――２０１Ｘ年９月、５人の女子高生の遺体
が埼玉県山中、産業廃棄物の投棄現場で発見された。

偶像崇拝殺人事件 赤川次郎（著）
国民的アイドルグループを揺るがす殺人事件をはじめ、破天荒な怪物警
部・大貫が挑む五つの謎とは？　人気シリーズ最新作！
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空想探偵と密室メイカー 天祢涼（著）
２０年前に閉ざされた学生寮に女優の死体――そこは史上最兇の密室！
　進化する本格ミステリ！！

童話を失くした明時に　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
妖怪雑事相談所「深山木薬店」の店長・秋と、店員の座木、リベザルが
挑む難事件とは！？　大人気シリーズ“薬屋探偵怪奇譚”第５弾。

消された龍馬　念写探偵　加賀美鏡介 楠木誠一郎（著） ＰＴＡ会長殺人事件発生。だが探偵が追ったのは龍馬暗殺の謎だった!?
幻獣坐　Ｔｈｅ　Ｓｃａｒｌｅｔ　
Ｓｉｎｎｅｒ

三雲岳斗（著）
幻獣を宿す少女の力が歪んだ現実を裁く！？　歪んだ現実を焼き尽くす
クライム・サスペンス！

幻獣坐２　Ｔｈｅ　Ｉｃｅ　Ｅｄｇｅ 三雲岳斗（著）
コミック版も話題沸騰！　『ストライク・ザ・ブラッド』『ダンダリア
ンの書架』の三雲岳斗が描く戦慄のダークサスペンス！

黒影の館　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
傷心の旅に出た若き神代宗。謂れなき殺人容疑と「館」を巡る忌まわし
い事件とは！？　封印されていた過去、神代と桜井京介の出会い！

一角獣の繭　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
家族惨死事件の生き残りの少女と蒼の宿命的な恋――美しき緑の高原
で、静かに事件は起こりつつあった。

原爆ドーム　０磁場の殺人　 吉村達也（著）
東京で惨殺された風俗譲。その裏には原爆問題が？　鍵を握るのは長野
県のゼロ磁場。志垣＆和久井コンビの世界遺産シリーズ第２弾！

皇帝の新しい服 石崎幸二（著）
孤島で発生した花婿連続殺人事件に、女子高生探偵のミリア、ユリ、仁
美とミステリィ研特別顧問のサラリーマン・石崎が挑む！

五覚堂の殺人　～Ｂｕｒｎｉｎｇ　
Ｓｈｉｐ～

周木律（著）
雪が残る山間に佇む、五角形の建物に潜む狂気！　シリーズに隠された
伏線は繋がり、黒幕の正体がついに明らかに！？

虚空の糸　警視庁捜査一課十一係 麻見和史（著）
人質は東京都民１，３００万人――前代未聞の警視庁脅迫事件が幕を開
ける！

子どもの王様 殊能将之（著） 少年は親友を守るため、子どもの王様の“謎”に立ち向かう！

さくらゆき　桜井京介ｒｅｔｕｒｎｓ 篠田真由美（著）
衆人環視のパーティでの毒殺。書斎に置かれた浴槽の中の死体。学校に
届いた脅迫状……。魅惑的な謎に挑むのは帰ってきた桜井京介！

サバイバー２３区　東京崩壊生存者　 木下半太（著）
地球が崩壊したいま、駒沢公園に墜落したジャンボ機の中に奇跡は起こ
るのか？　奇想天外な物語から滲み出す人間の哀しさと可笑しさ。

さよなら純菜　そして、不死の怪物 浦賀和宏（著）
純菜を取り戻したかった。まだ人間であり続けるために。運命の１日は
穏やかな朝から始まった。不死身の男、ついに屈辱のリベンジへ！

残酷号事件　the cruel tale of
ZANKOKU-GO

上遠野浩平（著）
救世主か破壊者か？　混沌世界に謎の怪人“残酷号”降り立つ！！　至上
のミステリー×ファンタジー

ジグβは神ですか 森博嗣（著） 棺に納められたラッピング全裸死体！

死美女の誘惑　蓮飯店あやかし事件簿 丸山天寿（著）
中国の伝説に登場する妖力を持った美女たちが巻き起こす事件に、女性
専門の美男巫医が挑む。古代中国、奇想エロティックミステリー！

シュークリーム・パニック　―Ｗクリーム
―

倉知淳（著）
私の部屋で寝ている通い猫が、事件の秘密を握っている！？――心が
ほっこりする倉知流本格ミステリー短編集。２ヵ月連続刊行第２弾！

シュークリーム・パニック　―生チョコ
レート―

倉知淳（著）
人生大逆転を狙って銀行強盗に参加した僕。でもその計画は――心が
ほっこりする倉知流本格ミステリー短編集。２ヵ月連続刊行第１弾！

銃とチョコレート 乙一（著）
推理と勇気を胸に少年は冒険の旅に出る！　切なさと優しさと謎解きと
――。乙一ミステリの純結晶！

狩眼 福田栄一（著）
異常犯vs.若手＆ベテラン刑事との攻防戦！　執拗に傷つけられた死体の
“眼”が犯人を追う!!

笑殺魔　〈ハーフリース保育園〉推理日誌
　

黒田研二（著）
過去の悲劇に囚われたまま、笑顔を封印した一人の女。保母でありなが
ら子供たちに笑みを見せられない彼女にまたしても事件が……。

少女残酷論　完全犯罪研究部 汀こるもの（著）
あらゆる悪を“愉しく”懲らしめるべく、少年少女たちが完全犯罪を目指
すシリーズ最新刊。今回も彼らの真似をしないでください！

少女探偵は帝都を駆ける 芦辺拓（著）
浪花（モダン・シティ）の女学生は不可能犯罪がお好き！　凸凹コンビ
が挑む７つの謎“完全密室”“瞬間移動”“飛ぶ死体”！

上手なミステリの書き方教えます　 浦賀和宏（著）
彼女と出会わなければ俺は脳内で幸せに生きていられたのに！　前人未
到なほど前途多難な恋がはじまる。

少年名探偵　虹北恭助の新・新冒険　 はやみねかおる（著） クリスマスに事件は起こる！　少年少女・新本格ミステリ！

少年名探偵　虹北恭助の新冒険　 はやみねかおる（著）
はやみねかおる入魂の少年探偵ついに帰還！　『メフィスト』誌上で好
評連載された人気シリーズ、待望の続刊がついに登場。

少年名探偵　虹北恭助のハイスクール☆ア
ドベンチャー　

はやみねかおる（著）
大人気少年名探偵シリーズ、待望の高校編！　虹北商店街でおきる不思
議な事件に、恭助と美人女子高生・響子が挑む！

少年名探偵　虹北恭助の冒険　 はやみねかおる（著）
美少女・野村響子ちゃんをワトソン役に、講談社ノベルス史上最年少の
名探偵（小学６年生）・虹北恭助の推理が冴える！！

少年名探偵　虹北恭助の冒険　フランス陽
炎村事件　

はやみねかおる（著）
虹北恭助がついに帰ってきた！　フランスの田舎村にあらわれた亡霊の
正体とは？　歩く大木と、触れた人が崇られる岩の謎とは？

女王暗殺　 浦賀和宏（著）
謎の暗号を遺して母が殺された。孤独に生きる俺に残されたのは欠陥品
の心臓だけ。けれどあの女によって、その全ては変わった……。

女優志願殺人事件 赤川次郎（著） 大貫警部の四文字熟語シリーズ最新刊登場

白川郷　濡髪家の殺人　 吉村達也（著）
週刊誌で連載中の作家が脅され、担当編集者が生首姿で発見された。鍵
を握るのは白川郷で対立する二つの旧家！？
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人事系シンジケート　Ｔ－ＲＥＸ失踪 鳥飼否宇（著）
［ＷＡＮＴＥＤ］戦略商品＜ハイパーＴ－ＲＥＸ＞！！――依頼人：人
事系シンジケート　　鬼才・鳥飼否宇の傑作企業ミステリ！

新装版　翼ある闇　メルカトル鮎最後の事
件

麻耶雄嵩（著）
京都近郊、ヨーロッパの古城を彷彿させる蒼鴉城で起こる惨劇の数々！
　火花を散らす二人の名探偵。そして迎える壮絶な結末とは！？

聖者の凶数　警視庁捜査一課十一係 麻見和史（著）
顔と腕が損壊された死体。その腹部には《２７》という謎の数字が記さ
れていた。新米女刑事・如月が挑む、もっとも残酷で哀しい事件！

聖地巡礼 真梨幸子（著）
各地のパワースポット。そこに集まるいい気ばかりではなく、悪い気が
引き起こす事件や謎も渦巻き・・・。パワースポットミステリ！

世界でいちばん醜い子供 浦賀和宏（著）
“彼”と別れ塞ぎ込んでいた純菜のもとに２年前の忌まわしき轢き逃げ事件
の関係者からの手紙が届く。復讐を誓う彼女に迫る命の危機！

セカンドタウン　 嶋戸悠祐（著）
街の全周が塀に囲まれた「セカンドタウン」で、「穴」に落ちた教師
の、酸鼻を極めた体験に隠された真相とは！？

増加博士の事件簿 二階堂黎人（著）
巨体を誇る増加博士が難事件を次々解決。パズル雑誌「ニコリ」の人気
連載、待望のノベルス化。頭の体操にも使えるミステリ短編集！

双孔堂の殺人　～Ｄｏｕｂｌｅ　
Ｔｏｒｕｓ～

周木律（著）
メフィスト賞『眼球堂の殺人』を越える衝撃のトリック！真犯人は……
あの人！？鍵形の館に空く二つの孔（あな）が事件を呼ぶ！

空を飛ぶための三つの動機　
ＴＨＡＮＡＴＯＳ

汀こるもの（著）
死神と探偵と呼ばれた双子と刑事が遭難。森の中で偶然見つけた施設に
駆け込むが、そこで連続殺人が発生した。

それでも君が　ドルチェ・ヴィスタ 高里椎奈（著）
薬屋探偵妖綺談の高里椎奈による、中編ファンタジーシリーズ「ドル
チェ・ヴィスタ」の第１弾。すべての人が地表の内側に住む世界。殺人
と成長と衝撃的な結末。

第四の男 石崎幸二（著）
理系サラリーマン・石崎幸二と女子高生ミリアとユリ宛てに孤島への招
待状が届く。そこでまた密室殺人事件に遭遇する！？

ただし少女はレベル９９ 汀こるもの（著）
謎の美少女・出屋敷市子の写真を撮ってから、葛葉芹香には小さなラッ
キーがたくさん起こった。でもそれは凶事の前の無駄遣いだった。

地球人類最後の事件　 浦賀和宏（著）
歪んだ恋は破滅へと走りだす！！　行き着く先は殺人！？　出会ったこ
とが不幸の始まり。美女と野獣の恋の行方とは！？

ついてくるもの 三津田信三（著）
身の毛がよだつ、項が粟立つ……。ホラーの名手がおくる、ほんとうに
怖い珠玉の短篇集。

憑き物 鳥飼否宇（著）
恐怖が驚異に上書きされる衝撃をぼくはミステリの醍醐味と信じます。
本格ミステリ作家クラブ会長　辻真先

動機未ダ不明　完全犯罪研究部 汀こるもの（著）
「友情、努力、完全犯罪」。キケンな正義が暴走する危なすぎる部活動
復活！！　完全犯罪研究部シリーズ第２弾！

毒草師　白蛇の洗礼 高田崇史（著）
千利休はキリシタン！？　御名形（みなかた）が奇怪な毒殺事件と“茶
聖”が残した謎に迫る！　「ＱＥＤ」一の曲者・御名形が大活躍！

十津川警部　トリアージ　生死を分けた石
見銀山

西村京太郎（著）
十津川に10億円を要求する爆破予告犯からの脅迫が!?　世界遺産爆破阻
止へ、名警部の戦いが始まる！

十津川警部　長野新幹線の奇妙な犯罪 西村京太郎（著）
成城、横浜、松江で身代金目的の誘拐事件が発生！　三つの事件には奇
妙な共通点が。捜査で浮かんだ群馬県安中市へ十津川警部らは赴く

十津川警部　猫と死体はタンゴ鉄道に乗っ
て

西村京太郎（著）
喫茶店勤務の女性が失踪した後、店の主人が殺害された。女性が残した
百人一首の和歌をヒントに、十津川警部らは丹後に向かう！

とらわれびと 浦賀和宏（著）
パブの常連客の男たちが次々と妊娠。不可能状況続発の中で、起きる連
続殺人！

トレジャー・キャッスル
菊地秀行（著）／鈴木康士
（絵）

舞台は東京都下ＳＭ市のＳＭ城。「オレ」は、そこに時価数千億円の埋
蔵金が隠されているとの情報を聞きつけ、宝探しを始める！！

長く短い呪文 石崎幸二（著）
少女の一生を支配する空前絶後の「呪い」！！　女子高生コンビ（ミリ
アとユリ）はもう止まらないッ！

虹果て村の秘密 有栖川有栖（著） 虹のふもとに埋まっていた、大きな“謎”！　それは密室殺人事件！！

猫柳十一弦の後悔　不可能犯罪定数 北山猛邦（著）
「探偵でも怖いものは怖いのです」頼りなさげな謎の女探偵・猫柳と探
偵助手をめざす大学生が、孤島のゼミ合宿殺人に巻き込まれた！？

猫柳十一弦の失敗　探偵助手五箇条 北山猛邦（著）
女性名探偵と大学生たちが閉ざされた山間の集落で因習にまつわる事件
に巻き込まれる！　人気の青春“本格”ミステリシリーズ最新作！

念写探偵　加賀美鏡介 楠木誠一郎（著）
異能の変人・鏡介。殺人容疑者から探偵へ！？　「タイムスリップ探偵
団」の楠木誠一郎、講談社ノベルス登場！

≠の殺人 石崎幸二（著）
絶海の孤島に住む双子の姉妹！断崖の上の怪しげな建造物！連続殺人事
件勃発率９９．９……％！！　女子高生コンビが難事件に挑む！！

覇王の死　二階堂蘭子の帰還　 二階堂黎人（著）
能登半島の村で連続した不可能犯罪の真相に名探偵・二階堂蘭子が迫
る。そして謎の殺人鬼・ラビリンスとの壮絶な戦いは衝撃の結末へ！

萩原重化学工業連続殺人事件　 浦賀和宏（著）
密室の死体から消失したのは「脳」！！　著者渾身の最高傑作ミステ
リ！！　「脳」を失った死体が語る、密室の不可能犯罪！

白昼蟲　〈ハーフリース保育園〉推理日誌
　

黒田研二（著）
次郎丸の隠されていた過去が少しずつ紐解かれる、期待のシリーズ第２
弾。いじめをテーマにした、社会派本格ミステリ。

幕末屍軍団 菊地秀行（著）
「死なずの軍団」が跋扈し江戸の街が魔界と化す。総司が！龍馬は！？
伝奇バイオレンスの始祖・菊地秀行が幕末をぶった斬る！
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匣の中の失楽 竹本健治（著）
現実と非現実の狭間に現出する、５つの＜さかさまの密室＞。新本格推
理の原点ともいうべき、衝撃のデビュー作。綾辻行人氏推薦。

花窗玻璃　　シャガールの黙示 深水黎一郎（著）
仏・ランスの大聖堂にあるステンドグラスを見た人が次々死んでい
く……この絵は呪われている！？　「芸術探偵」シリーズ第三弾！

バミューダ海域の摩天楼 柄刀一（著）
地球と時代を揺り動かす「超常事件」に少年博士が挑む！　明晰な頭脳
で自ら開発した最新機器を駆使し、少年博士が怪事件の真相に迫る

バラトルムの功罪　天青国方神伝 高里椎奈（著）
英雄に逆らった元士官候補生・イオン。国に息づく「邪神伝説」を調べ
る旅に出て、海賊被害に苦しむ町に辿りついたところ、大事件が！

汎虚学研究会 竹本健治（著）
神父に雷が直撃。もう一人の神父は密室化した温室で自然発火。汎虚学
研究会メンバーの少年少女たちが謎を解明すべく英知を絞る！

悲運の皇子と若き天才の死 西村京太郎（著）
十津川警部、驚愕！１３００年の時を超え繋がる３つの殺人。衝撃の真
相とは！？

左手をつないで　ドルチェ・ヴィスタ 高里椎奈（著）
シリーズ作「それでも君が」「お伽話のように」そして今作、全７話の
短編が最後につながり全貌が明らかに。

ひねくれアイテム 江坂遊（著）
星新一を継ぐショートショートの気鋭、入魂の作品集。空いた時間にさ
らっと読める、企みと愉しみに満ちた４８作品を一挙収録！！

日入国常闇碑伝　 詠坂雄二（著）
「英雄」とは何か――。もう一つの日本で、常闇と呼ばれる暗闇の怪異
と戦った英雄を描く！　気鋭の作家が描く新伝奇英雄譚！！

草原の勇者　フェンネル大陸　真勇伝１ 高里椎奈（著）
暴力、混沌、呪いの嵐が吹き荒れる国に噂される救世主「予言の勇者」
とは？　少女フェンの新たな旅“フェンネル大陸　真勇伝”開幕！

太陽と異端者　フェンネル大陸　真勇伝２ 高里椎奈（著）
銀の髪の英雄、人喰いの島に降り立つ！　謎と冒険と友情の“王道ファン
タジー”！

雪の追憶　フェンネル大陸　真勇伝３ 高里椎奈（著）
消えた親友を見つけたい――一途な思いを胸に少女は極寒の地を駆け
る！

黄昏に祈る人　フェンネル大陸　真勇伝４ 高里椎奈（著）
真実を知るまで諦めない！　元王女、決死の覚悟を胸に、いざ祖国へ帰
還！　大人気ファンタジー、激動のクライマックスへ！

星々の夜明け　フェンネル大陸　真勇伝５ 高里椎奈（著）
暴走する祖国を止めろ！　元王女フェンベルク、命を懸けた最後の戦い
へ！　”フェンネル大陸　真勇伝”シリーズ完結編！

天球儀白話　フェンネル大陸　外伝 高里椎奈（著）
冒険はまだ終わらない！　元王女フェンと仲間たちの今明かされる“物語”
とは？

不可能楽園　〈蒼色館〉 倉阪鬼一郎（著）
数々の不可能犯罪に挑んできた上小野田警部の花道は、さらなる驚愕
の、まさにありえない誘拐劇だった！

復讐者の棺 石崎幸二（著）
孤島×（女子高生＋独身理系サラリーマン）≒ザ・本格！？孤島を舞台
に巻き起こる連続不可能殺人の闇にお嬢様コンビと迷探偵が迫る！

プライベートフィクション 真梨幸子（著）
ブレイクした作家の過去に秘められた「女の悪意」――。話題作『みん
な邪魔』に連なる「イヤミス」の決定版！

亡羊の嘆　鬼籍通覧 椹野道流（著）
何故ここまで残酷に？　怨恨殺人か、快楽殺人か？犯人が異様な遺体に
込めたメッセージとは？伊月とミチルの名コンビが真相に迫る！

まだ殺してやらない 蒼井上鷹（著）
連続する目的不明の殺人事件。真相を追う被害者の遺族に決着の日が！
　犯人の意図は！？　「キリング・タイム」蒼井上鷹の初長編！

松浦純菜の静かな世界　 浦賀和宏（著）
新シリーズ第一弾。“奇跡の男”八木剛士と松浦純菜が、奇妙な事件の真
相を追ううちに２人の心の闇が少しずつ重なり合う新ミステリ。

マリオネット・エンジン 西澤保彦（著）
表題作『マリオネット・エンジン』をはじめ恐怖に満ちた6作品を収録。
ロジックに定評ある西澤保彦のSFホラー短編集！

虫とりのうた 赤星香一郎（著）
小説家を志す赤井に、助けを求めた少女は後日殺されてしまう。葬儀に
出かけた赤井が知ったのは「虫とりのうた」という童謡だった

無貌伝　～人形姫の産声～ 望月守宮（著）
『無貌伝』シリーズ、待望の続刊登場！　秋津と遥の出会い、そして無
貌生誕の謎が明らかに！

無貌伝　～綺譚会の惨劇～ 望月守宮（著）
探偵助手の望は、名探偵・御堂八雲から、怪盗・無貌に関する情報交換
の会に招かれる。語られた事件には、望の人生を揺さぶる秘密が！

無貌伝　～探偵の証～ 望月守宮（著）
探偵見習いの望を待ち受ける悲劇とは！？　新伝奇ミステリ、待望の続
刊登場！

無貌伝　～双児の子ら～ 望月守宮（著）
人と“ヒトデナシ”と呼ばれる怪異が共存する世界。伝奇とミステリの限
りなき融合が新時代を告げる、第４０回メフィスト賞受賞作。

無貌伝　～夢境ホテルの午睡～ 望月守宮（著）
新世紀の探偵小説として絶賛されたメフィスト賞受賞作『無貌伝』待望
の続編。怪盗・無貌＝生ける怪異ＶＳ．名探偵・秋津＆助手・望。

名探偵はどこにいる 霧舎巧（著）
双子の姉妹の通う高校の教師が、島で死体となって発見された。事故な
のか、殺人なのか？〈あかずの扉〉研究会シリーズ待望の外伝。

物の怪 鳥飼否宇（著）
犯人は人か妖怪か！？　傑作本格ミステリ！　河童、天狗、鬼……。人
の手には不可能と思われる状況で起こった殺人事件の数々。

八木剛士　史上最大の事件 浦賀和宏（著）
九死に一生を得、死なない〈力〉を獲得した男、八木剛士。苛められ、
蔑まれつづけてきた人生に最大の転機となる事件が勃発する。

四神金赤館銀青館不可能殺人 倉阪鬼一郎（著）
二つの館の持つ忌まわしい因縁が呼ぶ新たなる悲劇！　互いに響き合う
かのような死の連鎖。鬼才が送る、驚天動地のトリックとは！？

書物奏鳴 赤城毅（著）
新種の蝶にまつわる秘密が書かれた図鑑、ド・ゴール暗殺計画の真
相・・・・・・。書物狩人が歴史を揺るがす書物の謎を読み解く！
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リッターあたりの致死率は　
ＴＨＡＮＡＴＯＳ

汀こるもの（著）
ペットボトルの中に潜む　友情、策略――そして殺意。“死神（タナト
ス）”体質の少年・立花美樹をめぐるミステリ＆サスペンスの渦！

緑金書房午睡譚 篠田真由美（著）
表と裏の世界をつなぐ「奇蹟の古本屋」にまつわる謎を知った、１６歳
の少女を襲う不思議な事件。本を愛する人へ贈る古書ファンタジー

輪廻転生殺人事件 赤川次郎（著） 大貫警部大活躍の四文字熟語シリーズ最新刊
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼１／５ 京極夏彦（著） 京極夏彦が描く新世代ミステリ、新生!!
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼２／５ 京極夏彦（著） 京極夏彦が描く新世代ミステリ、新生!!
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼３／５ 京極夏彦（著） 京極夏彦が描く新世代ミステリ、新生!!
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼４／５ 京極夏彦（著） 京極夏彦が描く新世代ミステリ、新生!!
ルー＝ガルー１　忌避すべき狼５／５ 京極夏彦（著） 京極夏彦が描く新世代ミステリ、新生!!
ルー＝ガルー２　インクブス×スクブス　
相容れぬ夢魔　１／２

京極夏彦（著）
近未来を舞台にしたミステリの第２作。おぞましい事件から３ヵ月。被
害者来生律子のもとを、謎の毒を持った佐倉雛子が訪れる。

ルー＝ガルー２　インクブス×スクブス　
相容れぬ夢魔　２／２

京極夏彦（著）
未知なる毒の到来は新たな事件の前触れか、それとも過去の事件をつな
げる鍵となるのか――。近未来を舞台にしたミステリ第２作。

書物紗幕 赤城毅（著）
五島列島の旧家に400年前から伝わる稀覯本の鑑定のため招かれたル・
シャスールとミスター・クラウン。二人の因縁が明らかに！

六とん３　 蘇部健一（著）
出すたびに賛否両論百出のアホバカ「六とん」シリーズ、１年半の熟成
（？）をへて、三たび登場！

私と悪魔の１００の問答　
Ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ　＆　Ａｎｓｗｅｒｓ
　ｏｆ　Ｍｅ　＆　Ｄｅｖｉｌ　ｉｎ　
１００

上遠野浩平（著）
巫山戯（ふざけ）た悪魔が求めたのは、女子高生の命――ではなく、
１００の質問に答えること！？

講談社Birth

偽りの人々
石川佑（著）／浅川慎一郎
（絵）

無差別通り魔殺人で妻を失った林は、マスコミに建前の美談を語った。
その波紋は周囲の人たちに広がっていく。

エーテルの衝撃 猫澤靖（著）／浅見喬（絵）
親友の自殺の真相を追う深春と弟ジョジョ。小説「エーテルの衝撃」と
出逢うが次第にその本に翻弄されていく。

神の一球 七原七典（著）
夏、入道雲、甲子園！　魔球を投げられないすべての人に送る、涙のズ
ンドコ高校野球物語！　

神村企画　The Making of the Next
Kamimura

辛島デイヴィッド（著）／山代
政一（絵）

売れない役者は人生をかけ、ベストセラー作家を演じることになった。
豪勢な日常を得たが、同時に何かを失い始めた。

枯れゆく孤島の殺意
神郷智也（著）／和田鳥太郎
（絵）

孤島の館で起こる連続殺人事件。枯れゆく孤島と闇に潜む殺人犯――二
つの大きな謎が交錯する本格ミステリー。

草　愛づる 蟻沢ナツ（著）／壱（絵）
体から「樹瞑」が生え出す、裏島の心野は、表島に寝返った兄・礎苗と
哀しき対決を迎える。橋守りの通は？　驚愕の結末！

駒、玉のちりとなり
藤ノ木陵（著）／日月沙絵
（絵）

古墳時代末期。豪族・蘇我馬子の護衛頭である東漢駒に与えられた命は
「天皇暗殺」だった。

駒、玉のちりとなり-1
藤ノ木陵（著）／日月沙絵
（絵）

古墳時代末期。豪族・蘇我馬子の護衛頭である東漢駒に与えられた命は
「天皇暗殺」だった。

駒、玉のちりとなり-2
藤ノ木陵（著）／日月沙絵
（絵）

古墳時代末期。豪族・蘇我馬子の護衛頭である東漢駒に与えられた命は
「天皇暗殺」だった。

逆さ
松島健策（著）／竹谷嘉人
（絵）

刑法が改正され死刑が廃止された日本。犯罪者は肢体を“逆さ”にされ、
生き続けなくてはならなくなった。

進駐軍がいた少年時代
長島芳明（著）／岡村礼菜
（絵）

武士が働く店に幼馴染みの寧々子が働きにやってきた。寧々子に恋心を
抱く武士だが、想いを告げられない過去があった。

すごろくごはん
石平ひかり（著）／にしたか
（絵）

婚活中の蕗子の父親が交通事故に遭遇。加害者の悦司と出会うが、そこ
から蕗子の生活が大きく変わり始める。

セックスゲーム
桑野日向（著）／竹谷嘉人
（絵）

援助交際をもちかけ、相手から大金を騙し取る14歳の少女。彼女は幼少
期のトラウマからの脱却を図っていた……。

たい焼娘と逃亡志願者
岸穂花（著）／ホンダアキ子
（絵）

学校の屋上から飛び降りようとしている静香の運命を変えたのは、たい
焼をめいっぱいに抱えた少女・明生だった。

ちいさなこと 高橋己詩（著）／紫音（絵）
ある女性の死は、人々の異なる思惑と見方を交えながらも僕を真実に近
づけゆく。その３日間の日常を丁寧に描く青春小説。

千葉県立海中高校 青柳碧人（著）／とみー（絵）
千葉県沖に作られた“海中都市”で生まれ育った高校生の夏波たちは、都
市壊滅の事実を知って……。

月野さんのギター 寒竹泉美（著）／房野聖（絵）
恋人の浮気現場を目撃した真。だが真にも月野さんという好きな人がい
た。はたして恋は「同時進行」できるのか。

トライアングル
草間優紀（著）／いでたつひろ
（絵）

弱みを握る相手を傷つける男。その男を愛する女。小説を書くためにす
べてを受け入れる男……。理想的な三角関係とは!?

爆走！　芸人ドライブ 玉澤介（著）／ヤマ（絵）
高校時代の３馬鹿トリオ、“無職”の木村、“肉食”のデコトラ、“草食”の加
藤が、無責任なドタバタドライブに出発！
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Ｐ・Ｋ 青葉奈々（著）
「女子サッカー部をつくる!?」。突然降りかかった無理難題に孤軍奮闘
する由香。プライドと部創設を賭けたＰＫ勝負に挑む！

不確定性の彼女　She has Null falsifiability
佐原一可（著）／七生えり
（絵）

７年前に殺された少女の兄は、主人公の大学の先輩。母親が自首し事件
は解決したが、真犯人につながる証拠が出て……。

覆面作家のため息
西藤潤（著）／久保いさこ
（絵）

人気の覆面作家・二宮散弾寺と、うそで名乗った俺。彼の大ファンの大
学生とデタラメ過ぎる交流が始まって、さあ大変！

プリズム
村上千晃（著）／帯刀桃子
（絵）

ヒューマノイドロボットが普及した近未来。事故による昏睡状態から目
覚めると、恋人の様子が一変して……

僕に彼の愛の手を
留永法子（著）／戯あひさ
（絵）

学園祭で「白雪姫」の王子と姫を演じた伊勢と誘。そこで伊勢は逸話を
残すある行動を…。二人を繋ぐ究極の愛とは何か！

骨、家へかえる 三角みづ紀（著）／虎硬（絵）
智子、陽平、詩子、そして滝也。交錯する四人の揺れ動く気持ちを中原
中也賞受賞の詩人が美しい文体で描く。

マスゲーム
ひらたひろと（著）／富岡二郎
（絵）

刑務所制度が突然廃止された。収監者たちは一同に集められ、ある試験
に勝ち抜いた者のみ釈放されると告げられる。

ヤヌス
うえむらちか（著）／虎硬
（絵）

アトリエ・ヤヌスは特殊メイクの工房。社長の真壁を筆頭に、その技術
を活かして数々の難問を解決していく！

ゆきあかり 村田りねん（著）／トモ（絵）
学生時代を過ごした町を４年ぶりに訪れる。元ルームメイトは弁護士の
道を捨てて画家となり、恋人とも別れていた……

欲望チャッター
水島慶紀（著）／荒谷武志
（絵）

５人だけが不定期に集うチャットルーム。そこではメンバーが心に秘め
る欲望を実現するための企てが進行していた。

講談社パワー・イングリッシュ

ｅリーディング英語学習法 アマゾン、グー
グルから電子デバイスまで

遠田和子（著）／岩渕デボラ
（著）

電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ）媒体で、あらゆるジャンルの英語
（Ｅｎｇｌｉｓｈ）素材を、楽しく自由に読んでいこう！

英語「なるほど！」ライティング　通じる
英文への15ステップ

遠田和子（著）／岩渕デボラ
（著）

日英翻訳のプロが英語を書くのに必要なコツを伝授。「あっ」と驚き、
「へー」と納得、すぐ実践できる内容が満載です！

英語は「やさしく、たくさん」　中学レベ
ルから始める「英語脳」の育て方

伊藤サム（著）
プライドを捨て、「ネイティブの子供」になろう。やさしい英語に大量
に触れ、基礎を習熟し、英語脳を作れば英語力はぐんと伸びる。

Ｇｏｏｇｌｅ英文ライティング　英語がど
んどん書けるようになる本

遠田和子（著）
引用符を使った「フレーズ検索」とアステリスクを使った「ワイルド
カード検索」を組み合わせることで英語が楽に書けるようになる！

これを英語で言えますか？　デラックス
講談社インターナショナル
（編）

「回転寿司」「レンジでチンする」、これって英語で言えますか？　身
の回り３メートルの言えそうで言えない英単語が満載！

講談社BIZ

巨象の漂流　ＪＡＬという罠 小野展克（著）
日航からはじまるニッポン崩壊への連鎖！　ＪＡＬ破綻、国際競争が激
化する航空市場で、日本のエアラインは生き残れるのか？

猿は猿、魚は魚、人は人　松下幸之助が私
につぶやいた３０の言葉

江口克彦（著）
「経営の神様」が最も心を許した著者が、滋味溢れるエピソードを交え
つつ明かす珠玉の名言と経営哲学。

世界を変えるオシゴト　社会起業家になっ
たふたりの女の子の感動物語

マリー・ソー（著）／キャロ
ル・チャウ（著）／林路美代
（訳）／林民子（訳）

私たちは「ヤク」に魔法をかけて、「世界を変える100人の社会起業
家」に選ばれました。

日本人には教えなかった外国人トップの
「すごい仕事術」

デュボワ，Ｆ．（著）
「仕事の楽しみ方」講座の名物教師が引き出した、カリスマたちの人生
を豊かにする「秘密」。

ユーマネー　Freeでお金と自分を成長させ
る方法

中村祐介（著）
人脈ゼロ、資金ゼロ、ほとんどお金をかけずに一年で年商一億円になっ
た著者自身の経験と、メディア活用術を紹介。

講談社＋α新書

アイデアを脳に思いつかせる技術
安達元一（著）／藤本貴之
（監）

「視聴率２００％」伝説の放送作家が、気鋭の情報デザイン学者の実践
研究をもとに誰でも「天才」になれる「思いつき術」を伝授する！

朝型人間の奥義 税所弘（著）
「早起きが身体にいい」ことは誰でも知っている。それは人間本来の生
命リズムであることがＤＮＡに組み込まれている情報だから。

朝、出勤前に月30万円稼ぐ！　「商品ト
レード」超投資術

福永晶（著）
サラリーマンでありながら、商品トレードで月間アベレージ３０万円の
利益をコンスタントに上げている著者の秘密の投資術！

新しいお伊勢参り　“おかげ年”の参拝が、
一番得をする！

井上宏生（著）
伊勢神宮では、１０月２に式年遷宮が行われるが、ご利益があるのは遷
宮翌年の御陰年の参拝だという。その理由と得をする参拝法を学ぶ

あなたの「言い分」はなぜ通らないか 中島孝志（著）
誠実に、正直に、真面目に、熱意をもって……だからあなたの話は通じ
ない！　人の心を自在に操る表現のコツを実践に即して教示！

あなたの夫を愛妻家にする知恵 アダム徳永（著）
「スローセックス」の提唱者が、はじめて「妻」の立場から、男という
生き物の本質と、夫婦の愛の深め方について、アドバイスを送る。

アメリカ―最強のエリート教育 釣島平三郎（著）
政治家、経営者・実業家、弁護士、医者、学者・研究者、文化人を生む
超エリート教育とは？

54 / 204



アメリカ人は理解できない　「ご縁」とい
う日本の最強ビジネス法則

釣島平三郎（著）
ビジネスに必要不可欠なもの、それは「ご縁」だ！　「ご縁」を「つか
んで」「生かして」「紡いで」「広げる」のが最強のビジネス術

「あらすじ」だけで人生の意味が全部わか
る世界の古典１３

近藤康太郎（著）
世界の古典は人類の叡智の集積――人生の意味の深遠なる解釈や、混迷
する現代を生き抜くために必須の処世術がぎっしり詰まっている！

あらすじでわかる中国古典「超」入門 川合章子（著）
使える基礎知識が頭に入る！　漢文で習った知識からゲームやマンガで
話題の民間伝奇小説まで、中国古典を一気におさらい！

安心して住める　ネズミのいない家 谷川力（著）
あなたの家に侵入する、ネズミを徹底防除！　都市部で激増する、深刻
なネズミ被害に立ち向かう！

いくつになっても、脳は磨ける　「アンチ
エイジング脳」読本

築山節（著）
金もかけずに今すぐ出来る。簡単「脳磨き」習慣で、５０歳、６０歳以
降も、あなたの脳はどんどん進化する！

医者を信じると病気になる　「常識」破り
の養生法

丁宗鐵（著）
あなたの「健康常識」は間違っている！　健康への近道は寝る時間を一
定にすること、「重い靴」と「転ばぬ先の杖」で丈夫に生きる！

イタリア式少しのお金でゆったり暮らす生
き方　一年240万円の豊かな生活術

林茂（著）
13年のイタリア暮らしで身をもって体験した人間らしい生活。大人の国
のライフスタイルから、食・ワインまで。

一眼デジカメ虎の巻　こっそり教えるプロ
のワザ

吉田繁（著）／蟹江節子（著）
中高年の読者が、いつも質問して来る共通の質問に答えつつ、プロカメ
ラマンのコツのコツをこっそり伝授！

一度も植民地になったことがない日本 デュラン・れい子（著）
日本は不思議でエレガントな「世界の孤児」……ヨーロッパのフツーの
人々が話す、赤裸々な日本人評満載！

一冊でつかめる！　中国近現代史　人民と
権力と腐敗の170年　激動の記録

荘魯迅（著）
中国人筆者だから書けた！　慟哭の祖国史！　「この犠牲はなんのため
だったのか！」。涙なくして読めない隣国の１７０年！

一冊でわかる！　「仏教」って何？ 三田誠広（著）
聞くだけ、読むだけでも有り難い「大乗仏典」！　では何が書いてある
のか？　芥川賞作家が解説！

遺伝子検査からはじまるオーダーメイドが
ん治療の時代

加藤洋一（著）
「がんペプチドワクチン」による最先端医療。それは患者の遺伝子を検
査して最適なワクチンを選択、がん治療のオーダーメイド化だ。

犬は自分で生き方を決められない Ｄｅｃｏ（著）
知っていそうで案外知らない、犬を可愛がる新常識、新マナー、新しい
しつけがわかる！

生命をみとる看護　何がどこまでできるの
か

大坪洋子（著）
終末期のケア、延命治療、一時帰宅……最期に悔いを残さない、あきら
めない看護の実際。

今こそ日本人の出番だ　逆境の時こそ「や
る気遺伝子」はオンになる！

村上和雄（著）
逆境を乗り切るには、「やる気遺伝子」をオンにする！　最新遺伝子研
究の報告と遺伝子をオンにする知恵を解く、今の時代必読の一冊。

今に生きる親鸞 吉本隆明（著）
仏教界の戒律を破り肉食も妻帯もした親鸞。民衆の心を掴んだ巨大な宗
教家の、現代を癒す力！！

インテリジェンス読書術　年3000冊読破す
る私の方法

中島孝志（著）
本の選び方に始まり、読み方、勉強術、知識の生かし方まで、なりたい
自分になるための読書活用型「独学勉強法」を提案！

We are 宇宙兄弟　宇宙飛行士の底力
モーニング編集部（編）／門倉
紫麻（著）

日本人宇宙飛行９人の本音とは？　映画『宇宙兄弟』公開記念、圧倒的
な情報量と面白さの新世代スペースペーパーバック待望の刊行開始

We are 宇宙兄弟　宇宙を舞台に活躍する人
たち

モーニング編集部（編）／門倉
紫麻（著）

民間ロケットの宇宙旅行、宇宙薬で難病撲滅……夢の未来を現実のもの
にしようと挑む人々に肉薄する『宇宙兄弟』のアナザーストーリー

ウェブ汚染社会 尾木直樹（著）
無防備な子どもたちを守るためにできること。いじめ、自殺、引きこも
り……ブログや２ちゃんの毒に冒された子どもたちが暴走する！

えこひいきされる技術 島地勝彦（著）
見事なまでに他人を舞い上がらせる技術！　相手を自分のファンにして
しまう、究極の「人たらしコミュニケーション」の技術が満載！

江戸の歴史は隠れキリシタンによって作ら
れた

古川愛哲（著）
近松も北斎も本当はイエスを信仰していた！　江戸幕府が闇に葬ったキ
リシタンたちの真実。

江戸の歴史は大正時代にねじ曲げられた　
サムライと庶民365日の真実

古川愛哲（著）
大正時代に間違って形成された江戸のイメージを正し、庶民の本当の暮
らしぶりを活写！

ＬＤ・ＡＤＨＤは病気なのか？ 金沢治（著）
「個性」としてとらえるべきことも、ＬＤやＡＤＨＤと診断されて「脳
の病気」とされてしまう。本当の診断基準、治療法を解き明かす！

ＬＤ（学習障害）とディスレクシア（読み
書き障害）　子どもたちの「学び」と「個
性」

上野一彦（著）
読み書きができなくても伸ばせる個性がある！　日本でも60万人以上と
いう、ＬＤ等の理解に必須の知識を、第一人者が解説します。

お江戸日本は世界最高のワンダーランド 増田悦佐（著）
縮小する日本経済。でも、だからこそ可能性に満ちている。独自の視点
で人気の経済評論家が、江戸時代に現代を生き抜くヒントを探る！

大奥の食卓　長く美しく生きる「食」の秘
密

緋宮栞那（著）
春日局から篤姫まで、なかなか表に出なかった大奥の美人食を、加賀百
万石の饗応料理研究家であり管理栄養士の著者が、現代に再現！

大人のための３日間楽器演奏入門　誰でも
バンド演奏できるプロの裏ワザ

きりばやしひろき（著）
未経験者も三日で弾ける究極のメソッド公開！　数多の挫折者を救済し
たプロが教える画期的入門書、満を持して登場！

大人も子どももわかるイスラム世界の「大
疑問」

池上彰（著）
日本人にわかりづらい宗教と中東問題入門書。真のグローバリーゼー
ションの意味を徹底図解

女は年下男が好き 葉石かおり（著）
「男が年上、女が年下」なんて誰が決めたんだ!?　これからは“ダーリン
はウンと年下”が正解!!

カイシャ英語　取引先を「Ｍｒ．」と呼ん
だら商談が破談？

ディビッド・セイン（著）
社会人必携！！　ほんの少し表現を変えるだけでネイティブ風。一家に
一冊、日本語で学ぶ英語マナーブック！
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会社が傾いても「自分だけは大丈夫」病 深野康彦（著）
サラリーマンは優遇なんて大嘘！　支払いの経費化、節税で資産蓄積が
可能なフリーのメリットを生かし、雇われない時代を生き抜く知恵

カウンターの中から見えた「出世酒」の法
則　仕事が出来る男は、なぜマティーニで
なくダイキリを頼むか

古澤孝之（著）
出世する人間は酒の飲み方がちがう！　酒の席のマナーから、シチュ
エーション別に飲むといい酒までを紹介。仕事で役立つ酒のバイブル

「学力」と「社会力」を伸ばす脳教育 澤口俊之（著）
脳内格差解消！！　社会的成功の裏には必ず幼少期の脳教育があった。
誰もが幸せになれる「脳力」の秘密！

「学歴エリート」は暴走する　「東大話
法」が蝕む日本人の魂

安冨歩（著）
「東大話法」を駆使する日本の学歴エリートを呪縛する「成功幻想」を
打ち砕き、悩める「学歴エリート」を再生させ一助となる一冊！

「隠れ病」は肌に出る！ 猪越恭也（著）
「お医者様信仰」「西洋医学信仰」を見直し、病院にかかる前（未病
時）に「顔」「体」などの変化で病気を調べる方法を伝授します！

家計崩壊　「見えないインフレ」時代を生
きる知恵

深野康彦（著）
１９８０年以降、初めての大金利上昇局面がやってくる。全ての人が実
は初めての体験。どう備えるべきか、全く新しい資産形成モデル！

家庭モラル・ハラスメント 熊谷早智子（著）
夫の暴言と無視、人格否定。モラハラという隠された虐待に苦悩した妻
が離婚を決意し、地獄から生還するまでを赤裸々に全告白！

鎌倉－ソウル 2328キロを歩く　定年退
職、新しい自分に出会う旅

間宮武美（著）
忘れがたき出会いに満ちた旅への誘い。徒歩の旅の装備や見知らぬ街の
上手な歩き方も紹介!!

神さまが嫌う最悪参拝　仏さまが喜ぶ最良
参拝

大野出（著）
おみくじの大吉は、実は凶で、凶こそ大吉だった！　おみくじの読み解
き方から神社仏閣の正しい参り方まで、幸運を得る参拝法を紹介！

がん休眠療法 高橋豊（著）
日本医学界の憲法「がんは縮小なくして延命なし」の逆をいく、がん治
療の地動説。がんと和解し共存することを目指す。

「環境」都市の真実　江戸の空になぜ鶴は
飛んでいたのか

根崎光男（著）
ゴミの不法投棄が頻繁、過剰な動物保護……など、最新知見で初めて明
かされる江戸の環境事情。

ガンは「生活習慣」が「遺伝」の１０倍 飯塚啓介（著）
がんも「未病」、病気になる前に分かる時代となった。早期に対処すれ
ば、発病せずに済む。手術、抗ガン剤がイヤなら、手を打とう！

ガンもボケも逃げ出す「人生のテーマ」の
見つけ方　おカネをかけずに１００歳まで
元気な生活術

白澤卓二（著）
「１００歳まで元気」の秘密を研究した著者の集大成。一生追いかける
テーマを３０～４０歳代で見つければ自然に心も体も健康になる！

がん予防に実は「日光浴」が有効なわけ　
ビタミンＤの驚きの効力

平柳要（著）
日光浴とビタミンＤががん予防の最大の鍵！　がんにかからない究極の
物質と日光浴の驚異の効果を詳しく紹介します！

偽悪のすすめ　嫌われることが怖くなくな
る生き方

坂上忍（著）
空気は読むな。キレイゴトの偽善はやめろ。毒舌から子役育成まで、顰
蹙を買いながらガチでぶつかる著者のしがらみを突き抜ける生き方

記憶する力　忘れない力 立川談四楼（著）
落語家から学ぶ、「暗記」の極意！　落語家の日常生活、意識している
ことから、「暗記の真髄」について縦横無尽に語り尽くす。

企業年金が危ない！　
李洪茂（著）／小笠原義秀
（著）

経営と銀行が結託した年金「偽装」が進行中。公的年金「改竄」だけ
じゃない、もう一つの年金も危ない！！

北朝鮮スーパーエリート達から日本人への
伝言

加藤嘉一（著）
「大好物は日本食、ハリウッド映画をこよなく愛し、ユーチューブが情
報源…」スーパーエリート達が語った驚愕の真実とは!?

九代将軍は女だった！　平成になって覆さ
れた江戸の歴史

古川愛哲（著）
埋葬遺体が３００年の沈黙を破り語り始めた！　科学が解き明かした、
九代将軍家重の正体、そして家康と春日局の密約、忠臣蔵の陰謀！

京都・同和「裏」行政　現役市会議員が見
た「虚構」と「真実」

村山祥栄（著）
終結したはずの同和事業に隠された闇を白日の下に晒し、京都裏行政の
問題を徹底的に炙り出す！

今日も飲み続けた私　プチ・アルコール依
存症からの生還

衿野未矢（著）
リストカット、セックス依存症、子どもの虐待、ギャンブル中毒……
様々な心の病を抱え、酒に溺れる女性たちの苦悩をレポート。

「距離感」が人を動かす　５００人のトッ
プ経営者に学んだ複眼的対人関係論

大塚英樹（著）
業界随一の人脈の広さを誇る男が、相手の心を開いてつかむ極意をすべ
て語る。

口ぐせダイエット　脂肪が逃げ出す「ゼロ
円」メソッド

佐藤富雄（著）
カロリー計算、我慢、義務感、お金は一切不要。大脳生理学が証明！　
モテて、お金に好かれて人生にも成功する魔法の口ぐせダイエット。

クラシック音楽は「ミステリー」である　 吉松隆（著）
２００年以上にわたるクラシック音楽の宝の山から、「謎」をテーマに
人と名曲を紹介。

血圧革命　「上160下70」だから安心の大
間違い！

高沢謙二（著）
単純に「上と下」の数値だけで血圧を判定する時代は終わった。「ＡＩ
指標」「血管年齢」などに基づくこれからの血圧対処術を紹介。

決定版　がん休眠療法 高橋豊（著）
硬直化した医学界に警鐘を鳴らし、がんを眠らせる”休眠療法”をさらに
進化させた個人差重視の新治療戦略を提唱する。

「現代病」ドライマウスを治す 斎藤一郎（著）
口の中がカラカラでは毎日が楽しくないし、不愉快な思いだけが募る。
生活の質を低下させる原因は退治してしまえ！

幸運と不運には法則がある 宮永博史（著）
幸運と不運の間にある法則を科学的に解明。同じように努力をしても、
幸運をつかめない人がいる―幸運をつかむための法則とは何か！？

高次脳機能障害と家族のケア　現代社会を
蝕む難病のすべて　

渡邉修（著）
物忘れ、注意力低下、人格豹変などにご用心！　「他人事ではない」恐
怖の病の全貌と社会復帰のためのリハビリ法！

誤解されない話し方　説得力より納得力 梅田悟司（著）
あなたの意見が会議で通らないのは理由がある。ビジネスの戦場で必要
な武器は「黙らせるピストル」より「受け止めるスポンジ」である
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語学力ゼロで８ヵ国語翻訳できるナゾ　ど
んなビジネスもこの考え方ならうまくいく

水野麻子（著）
英検三級の語学力でいきなりフリー特許翻訳者になり、二年後はもう月
収百万を超えていた！　全てのビジネスに通用する水野マジック！

ご近所富士山の「謎」　富士塚御利益散策
ガイド

有坂蓉子（著）
江戸っ子の粋と信心に触れる、仰天史蹟！　街歩きに新たな楽しみを与
える、日本初の富士塚ガイドブック。

心の「ツボ」に効く漢詩・漢文 八木章好（著）
「立派な生き方」「賢い生き方」「心豊かな生き方」は、名言＆名句の
いい言葉との出会いによって生まれるのだ

心を癒す「漢詩」の味わい 八木章好（著）
李白、杜甫、白居易、陶淵明、蘇軾、謝霊運――中国３０００年の歴史
が生んだ詩聖たちの壮大なる空想、美しい表現を堪能できる本。

５０歳を超えてもガンにならない生き方 土橋重隆（著）
「神の手」とも呼ばれた外科医はなぜ自然治癒力に働きかける医療に転
向したのか？　多くの実例を検証し日本人の「健康寿命」を延長！

５０歳を超えても３０代に見える生き方　
「人生１００年計画」の行程表

南雲吉則（著）
５６歳なのに血管年齢２６歳、骨年齢２８歳、脳年齢３８歳！　食事の
内容と生活習慣でできる奇跡のアンチエイジング！

５０歳を超えても３０代に見える食べ方 南雲吉則（著）
５６歳なのに、血管年齢→２６歳、骨年齢→２８歳、脳年齢→３８歳！
　その「２０歳若く見える」秘密と「食べる技術」をすべて公開！

国会崩壊 平野貞夫（著）
国会のプロが実名で斬る！　「国会崩壊」の主犯は誰か？　衆参逆転時
代の国会では何が起こり、何ができるのか！？

子供にマネーゲームを教えてはいけない　 キャシー・松井（著）
ゴールドマンサックスの重役が説く教育哲学。姉弟４人全員がハーバー
ド大学卒業。奇跡を実現した教育の秘密とは？

子供の潜在能力を101％引き出すモンテッ
ソーリ教育

佐々木信一郎（著）
家庭でもできる究極の英才教育。自分の興味から始めてやればやるほど
楽しく！　関心を正しく導けば子供の才能は開花する！

子どもの脳の発達　臨界期・敏感期　早期
教育で知能は大きく伸びるのか？

榊原洋一（著）
子どもの早期教育は何歳から始めればよいのか、あるいは無用なのか。
早期教育と子どもの脳の発達の相関関係を医学的に解明する。

子どもの「パン食」は今日からおやめなさ
い！　栄養学不要論

幕内秀夫（著）
給食メニューを一変させる幼稚園・保育園が激増中。子どもの食と健康
の間違った常識を改めてくれる「小児食生活講座」を１冊に！

ゴルフ　巧くなる人ならない人 江連忠（著）
まず自分の性格を知る、から始める。いったんクラブを握ればトラブル
もラッキーもある！

最後に残るのは、身体だけ――自分を見つ
めなおす「整体の智恵」

三枝龍生（著）
不安に満ち満ちた今日こそ必要な教養。生誕百年を迎えた「知的巨人」
野口晴哉の言葉を、日常の場面に即してわかりやすく解説する

「察しのいい人」と言われる人は、みんな
「傾聴力」をもっている

佐藤綾子（著）
「人間嘘発見器」と評判の心理学者が提唱する、相手のことをより深く
知るために必要な「聞き、察し、訊く」ビジネス成功の法則

３種類の日本教　日本人が気づいていない
自分の属性

島田裕巳（著）
「日本教」の危険性を喝破。自分の環境から本来進むべき道を踏み外し
てしまう悲劇を伝える。入試も就職も恋愛もうまくいく！

３６５日「蒸し野菜生活」健康法　誰でも
驚くほど野菜が食べられる！

関宏美（著）
「蒸し野菜生活」で、野菜を１日１キロ年３６５キロ以上！　美人カリ
スマ野菜ソムリエが実体験とともに語る人生を変える「食べ方」。

「幸せなお産」が日本を変える 吉村正（著）
自然なお産は喜びに満ち輝く未来を作る　医療による人工的出産が母子
の幸せを奪っている！産科学の誤り、現代社会の問題を痛烈に批判

軸のある人、ブレる人──日本はなぜ
「上」から劣化するか

山崎武也（著）
なぜ日本の持てる者たちは醜いのか？　茶道研究家・国際ビジネスコン
サルタントが、こんな世の中で媚びずに毅然と生きる極意を教示！

「姿勢の体操」で８０歳まで走れる体にな
る

松田千枝（著）
金メダリスト高橋尚子さん推薦！　「姿勢の体操」で無駄のない疲れな
いプロの動きを体得。誰でも記録や年齢の壁を破れる！

自治体倒産時代 樺嶋秀吉（著）
北海道夕張市の経済破綻は、対岸の火事ではない。大甘経営をしてきた
地方自治体の倒産は、どこでも現実となって襲いかかってくる。

実践・５０歳からの少食長寿法 幕内秀夫（著）
朝食革命で体重１０キロ自然減、カラダを治す５つのルール！　朝食断
食、一日一食法から食材、水、調味料の選び方まで一気に紹介！

実践　レイキヒーリング入門　愛と癒しの
技法

土居裕（著）
いつでもどこでもできる安心立命に至る日本発祥のレイキ法は、病気や
心配、怒りなど不調和な波動と響きあわないための癒しの技法。

実録　アングラマネー　日本経済を喰いち
ぎる闇勢力たち

有森隆（著）／グループ
Ｋ（著）

ヤクザも格差社会だ。日本最大の指定暴力団・６代目山口組にも格差社
会が進行している。

「シニア起業」で成功する人・しない人　
定年後は、社会と繋がり、経験を活かす

片桐実央（著）
ついに「定年起業元年」！　定年したら「起業」で人生最高のやりがい
を実現！

死ぬまでに飲みたい30本のシャンパン 山本昭彦（著）
探せ！　シャンパンの至宝がここにある！　キーワードは造り手、品
種、そして格付け。シャンパン飲みの達人への道、教えます！

「死の宣告」からの生還　実録・がんサバ
イバー

岡本裕（著）
さまざまな情報が錯綜するがん治療の最前線から、「本当に治った話」
だけを厳選し、その理由を明かす！

しばられてみる生き方　軍隊式・超ストレ
スコントロール術

下園壮太（著）
自由よりプチ束縛がちょうどいい！　自由を与えられると、選択するこ
とが多すぎて逆に不自由を感じてしまう、そんな人必見！

自分クリエイト力 樋口裕一（著）
なりたい自分になるためのプロデュース術！　現状が不満でも、それを
選んだのは自分自身。自分を変え、夢を実現するための法を伝授

自分のことをしゃべりすぎる若者たち 杉浦由美子（著）
インターフェイス社会でマヌケな「しゃべり」はかえって墓穴を掘りが
ち。豊富な取材エピソードから本当に賢い自己アピールを伝授する

自分の好きな物だけ食べれば病気は治る・
防げる

石原結實（著）
人間の体に宿っている本能＝「体の声」を蘇らせて、好きな物だけどん
どん食べる！　著者の集大成は、医療と関わらない偏食のススメ！
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自分のDNA気質を知れば人生が科学的に変
わる　

宗像恒次（著）
「本当の自分」が見つかる画期的遺伝子学！　私たち人間の生き方は、
持って生まれたＤＮＡによってあらかじめ方向づけられている！

社会脳ＳＱの作り方　ＩＱでもＥＱでもな
い成功する人の秘密

永江誠司（著）
成功する人の脳の秘密――社会脳ＳＱ（Social Quotient）を徹底解説！
　ＩＱもＥＱも凌ぐ、ＫＹにならない脳の育成法

住宅購入学入門　いま、何を買わないか 長嶋修（著）
今までの常識を覆す、マイホーム購入コンサルタントの目利きのポイン
ト！　戸建て・マンションを買う前に、これを読まないと失敗する

「準」ひきこ森　人はなぜ孤立してしまう
のか？

樋口康彦（著）
授業に出る、バイトも女遊びもしないけど、決定的に何かが欠けている
人々。これってオレのこと・・・？

正面を向いた鳥の絵が描けますか？ 山口真美（著）
あなたの絵が下手なのはいったい何が原因？　絵の上手な人って脳の作
りが常人とは違っているの？　視覚と脳の不思議な関係を探ろう。

諸葛孔明は二人いた　隠されていた三国志
の真実

加来耕三（著）
日本人が知っている孔明は『三国志演義』の文学の世界の創作にすぎな
い。真実を知れば、新たな姿が見えてくる！

食のモノサシを変える生き方　「病気が逃
げ出す」オプティマル栄養学のすすめ

南清貴（著）
放射能汚染、外国産農薬漬け・遺伝子組換食品、スーパーの低栄養食材
の数々。「食で病気にさせられる時代」に家族の健康を守る方法！

職場で“モテる”社会学　なぜ今、女性は
「仕事を楽しむ男」に惹かれるのか

三浦展（著）／菊入みゆき
（著）

「出世・キャリアアップ志向」の男がモテる時代は終わった。今は「仕
事を楽しむ男」「プライベート重視」に女性は惹かれる時代。

女性の部下を百パーセント活かす７つの
ルール

緒方奈美（著）
７つのルールを駆使して「仕事」より「人間」を褒め、成長願望を満た
してあげればあなたを支える女性たちの成果が必ず向上！

新オリーブオイル健康法
松生恒夫／横塚美穂／狩生聖子
（著）

「一日スプーン２杯」で万病退治とダイエット！　現代病を克服するカ
ギは古代ギリシャから伝わる「不思議なオイル」にあった！

人生を狂わせずに親の「老い」とつき合う
　「介護崩壊」時代に親子の絆を守る

和田秀樹（著）
４０代以上の現役世代が次々親の介護で職場から去り始めている。２人
兄弟、一人っ子時代に不幸の連鎖を断ち、親子の幸せを守る方法！

心臓病の９割は防げる 小坂眞一（著）
４大元凶を避けて、ちょっとだけ生活習慣を変えれば、恐くはない。さ
あ、今日から「心臓病対策」を始めよう！

神道的生活が日本を救う 藏原これむつ（著）
神道は日本人の生活の基盤であり指針だった。国内１億６千万人に支持
される８万５千もの神社。神道とは、古き良き日本とは、何ぞや。

新・フーゾクの経済学　欲望は先手必勝、
生き延びるヒント

岩永文夫（著）
フーゾク業界にも「サービス料０円」があった！　格安の料金設定、
サービスの多様化等で、不景気をしぶとく生き抜くカラクリと知恵！

新聞では書かない、ミャンマーに世界が押
し寄せる３０の理由

松下英樹（著）
世界が注目「アジアのラストフロンティア」ミャンマーには、毎日
１００人の日本人が降り立っている。彼らがビジネスで成功するには！

新編　はじめてのニーチェ 適菜収（著）
哲学や宗教についてまったく素養のない人でもすんなり読めて理解でき
る、世界で一番簡単な「ニーチェ入門書」。

睡眠で人生が劇的に変わる生体時計活性法 神山潤（著）
現代社会を生き抜く８つの条件！　長く眠るのではなく「いかに眠る
か」が重要。狂った生体時計をほんの少し調整するだけ！

すしの蘊蓄　旨さの秘密 成瀬宇平（著）
「旨いすしには理由（わけ）がある」を食品学の権威が科学的に実証。
旨いすし飯、握り方の秘密とは？全国の絶品ずしも紹介！

スマホ中毒症　「２１世紀のアヘン」から
身を守る２１の方法

志村史夫（著）
スマホは２１世紀のアヘンだ！　情報中毒や“絆”依存にかかった人は、
「寅さん」の生き方を学び、写経をするしか抜け出す道はない！

スラム化する日本経済　４分極化する労働
者たち

浜矩子（著）
金融破綻、雇用喪失、次に訪れる統制社会。人類を待ち受けるのは資本
主義の暴走か、新たな社会主義が支配する世界か!?

スローセックス実践入門　真実の愛を育む
ために

アダム徳永（著）
夫、彼氏に読んでもらい本ナンバー１!!　今まで知らなかったあなたの世
界観が大きく変わる真実の愛と性!!　39万部突破！

成功者は端っこにいる　勝たない発想で勝
つ

中島武（著）
４０代で初めた飲食業は、現在、年商約２５０億円３５０店舗超。そん
な著者の「強く生きる」ヒントは目からウロコのものばかりだった

生命保険「入って得する人、損する人」 坂本嘉輝（著）
結局「言いなり」になっている!?　なぜ人は保険屋の口車に乗ってしま
うのか。カラクリを明かしつつ、正しい保険の入り方を伝授！

世界最速！「英語脳」の育て方　日本語か
らはじめる僕の英語独習法

中野健史（著）
伸び悩み組、挫折組、これから組の前に立ちはだかる「英語の壁」を打
ち破る効果的なメソッドを紹介。

草食系男子「お嬢マン」が日本を変える 牛窪恵（著）
飲まない、買わない、セックスしない……増殖する超新人類が市場を変
えてしまう。オンナ化する男子の、新しい幸福のカタチ。

その「家」の本当の値段　あなたが払うお
金は、住宅の価値に見合っていますか？

釜口浩一（著）
その住宅の本当の値段は？　払う金額に見合っている住宅とは？　納得
して我が家を手に入れるための必読本。

それってホントに「うつ」？　間違いだら
けの企業の「職場うつ」対策

吉野聡（著）
仕事ができずに有給で休職しながら、遊びは平気にできる？　「うつ」
まがいの「擬似うつ」の正体を解き明かし、真面目な社員達を救う

代謝革命　50歳からでも脳と心が成長する
栄養学

佐藤務（著）
メタボを気にして肉や卵を控えると脳は栄養不足に陥り、うつを招くこ
とも。精神代謝を高めて脳と心を鍛える正しい健康法とは？

食べる日本語 塩田丸男（著）
「ごはん」と「めし」は別のもの？　食べもの言葉に隠語が多いのはな
ぜ？　食いしん坊民族が生み出した日本語をおいしく検証！

誰も知らなかった賢い国カナダ 櫻田大造（著）
経済的規模は東京都レベルで対米貿易が８割。しかし、対米従属ではな
い独自路線を貫く国。アメリカ属国・日本の手本はカナダにある！

父親の力　母親の力　「イエ」を出て
「家」に帰る

河合隼雄（著）
大きくゆらぐ家族関係。いま、父親にできること、母親に望まれるこ
と、子どもが求めていることがわかる本。
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地名に隠された「東京津波」 谷川彰英（著）
地名は警告する！もし地震大雨で津波が川を逆流して氾濫したら、東京
の下町は壊滅？　古地図から明らかになる東京の水の危険度。

地名に隠された「南海津波」 谷川彰英（著）
前著『地名に隠された「東京津波」』に続き、地域を東南海に広げて地
名の隠された意味を探り、津波の怖さを教える一冊。

中国人を理解する３０の「ツボ」　考えす
ぎる日本人へ

李景芳（著）
長い間、日中のギャップと向かい合ってきた中国人の著者が、自らの生
活体験から見えてきた日中理解のツボを明かす。

『忠臣蔵』にヒーローはいなかった！　史
実で読み解く普通の中年の底力　

菊地明（著）
史料が証言！　浅野の辞世の句、吉良斬殺の真偽。数々の新説で明かさ
れる「仇討の動機」。吉良邸討ち入り決行までの４７士の全貌！

筑波大学附属病院とクックパッドのおいし
く治す「糖尿病食」

矢作直也（著）
「安心＝筑波大学」と「おいしさ＝クックパッド」の最強タッグが、糖
尿病食に取り組んだ。おいしくて安心なレシピとその裏付けを公開

続く会社、続かない会社はＮｏ．２で決ま
る

大塚英樹（著）
逃げるべき会社、未来ある会社はここでわかる！　商品、価格競争力、
市況は言い訳。勝ち残る企業文化を生み出すキーマンのつくりかた

ツボ打ちTFT療法　漢方と科学を融合して
心身をリセット　

森川綾女（著）
新潟中越地震で実証された効果！　ハリケーン・カトリーナやコソボ紛
争でも被災者を救った奇跡のセルフケアセラピー！

妻を愛する技術　スローセックスから日常
の会話まで

アダム徳永（著）
今まで知らなかった！　あなたの世界観が大きく変わる真実の愛と性!!　
「夫婦で歩む人生」「男としての幸せ」とは何か？

「デキる人」ほどなぜ人間ドックに行くの
か？　

馬渕知子（著）
「デキる人」は、自分の体にも好奇心いっぱい。評判の医療コンシェル
ジェが指南。医療を味方につけて不調を発見するコツ！

東海道五十三次「食」ウォーキング　健脚
を支える健康食のヒミツ

幕内秀夫（著）
東海道五十三次を徒歩で歩き通して、駅前旅館・ビジネス旅館を徹底調
査。今に残る伝統食、失われた食文化、健康と食の未来を探る一冊

東西医学　自分で診て治す２１世紀の健康
術

石原結實（著）
漢方８５％・西洋医学１５％の割合がベスト現代の健康情報と医療行為
の正当性を根底から覆す問題作。

どうしたら桜井さんのように「素」で生き
られますか？

桜井章一（著）／香山リカ
（著）

精神科医・香山リカ氏が迫る、２０年無敗の伝説の雀鬼・桜井章一の深
層心理。子供のように自由な好奇心で楽しく生きる極意を開陳する

糖尿病はご飯よりステーキを食べなさい 牧田善二（著）
合併症も怖いが、ガンまで引き起こすものとは。「炭水化物制限」と
「食後２０分からの運動」で境界型を引き戻せ！

毒になる生食、薬になる生食 藤田紘一郎（著）
レバ刺し、ユッケなど「おいしい生モノ」には危険がいっぱい！　野菜
や果物で免疫力を高めれば、Ｏ１５７も寄生虫もこわくない!!

溶けていく暴力団 溝口敦（著）
暴力団ルポの巨匠・溝口敦が「最後の闇モノ」と期して挑む、変貌する
「裏社会」の実像と市民社会に溶解する新たな暴力への対処法！

「寅さん」が愛した汽車旅 南正時（著）
高度経済成長期の旅ブームに乗って、日本全国を恋して飛び回った寅さ
んの「足跡」と「匂い」。今よみがえる寅さんの愛情とまなざし。

「治る」ことをあきらめる　「死に方上
手」のすすめ

中村仁一（著）
ベストセラー『大往生したけりゃ医療とかかわるな』を書いた医師の集
大成。これが医療の現場から生き方を問うラスト・メッセージ！

中村天風「幸せを呼び込む」思考 神渡良平（著）
「ごめんなさい」「ありがとう」「愛しています」、この３つの言葉を
忘れなければ、不幸にはならずにすむ。そう考えられる思考とは

なぜ宗教は平和を妨げるのか　「正義」
「大義」の名の下で

町田宗鳳（著）
キリスト教とイスラム教、終わりなき戦い！　歴史をひもとき、正義の
仮面の下で宗教を歪める人間のエゴを衝く！

なぜ世界で紛争が無くならないのか 増田弘（監）
北朝鮮問題を始めとした、今最もホットな世界の７つの紛争と危機の深
層が理解できる。メディアに踊らされないために必読の一冊！

なぜ、母親は息子を「ダメ男」にしてしま
うのか

岩月謙司（著）
母のドメスティックマインドコントロールが息子を作る！！　岩月教授
の新理論が母の謎を解き明かす！　息子より危険な母の心の闇！

なぜ若者は「半径１ｍ以内」で生活したが
るのか？

岸本裕紀子（著）
ケータイとコンビ二で完結してしまう「マッタリ君」が日本を変え
る！？　これから日本を支えるハズの若者をズバッと斬る！

ニーチェの警告　日本を蝕む「Ｂ層」の害
毒

適菜収（著）
Ｂ層＝近代を妄信するバカの行動パターンを分析して大話題となった
『ゲーテの警告　日本を滅ぼすＢ層の正体』の第２弾が登場！

ニオイをかげば病気がわかる 外崎肇一（著）
がん患者の呼気を嗅ぎ分ける犬の秘密や、糖尿病、精神疾患、肝臓病特
有の体臭など、病気とにおいの最新研究を初公開！

２０歳若く見える頭髪アンチ・エイジング 板羽忠徳（著）
髪の毛は抜けなければ生えてこない！　生えたての細くて弱々しい髪を
正しくケアすれば、男性も女性も、円形も全頭脱毛もフサフサに！

にっぽん地図歩きの旅　古道、旧道、旧街
道

堀淳一（著）
地味だが滋味にみちた「うねうね道」を歩く愉楽！　古道・旧道・海岸
道・峠道・廃線路。地形図片手に多彩な日本を再発見する旅へ！！

日本語の「大疑問」 池上彰（著）
誰にでもわかりやすく伝えることを第一とする、放送現場から日本語表
現の問題点を考える。

日本全国「ローカル缶詰」驚きの逸品３６ 黒川勇人（著）
「ご当地缶詰」はなぜ愛され続けるのか？　進化する日本の地方発・缶
詰。缶詰博士が激賞する３６種に驚愕、抱腹絶倒、取り寄せできる

日本の男を喰い尽くすタガメ女の正体 深尾葉子（著）
現代日本の「闇支配者」は家庭で男を搾取する「タガメ女」だった！な
りふり構わず「カエル男」の生き血を啜るその恐怖の生態とは？

日本の社会を埋め尽くすカエル男の末路 深尾葉子（著）
タガメ女に箍めとられて搾取される「カエル男」たちは、日本の政治、
経済を動かし、部下ら周囲の弱者を搾取の”倍返し”で支配する！

日本の地名遺産　「難読・おもしろ・謎解
き」探訪記５１

今尾恵介（著）
極楽、驚、硫酸町。地名は歴史のタイムカプセル！　日本全国、ナゾの
地名、ヘンな地名を訪ね歩く。

日本は世界一の環境エネルギー大国 平沼光（著）
再生可能エネルギー、メタンハイドレート、宇宙エネルギー、「もった
いない」に表れる日本人の感性――４つの車輪で資源大国になる！
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日本は世界５位の農業大国　大嘘だらけの
食料自給率

浅川芳裕（著）
カロリーベースの自給率を使うのは世界でも日本だけ。予算ぶん捕りの
ための農水省の陰謀だった。日本農業は世界５位だ！

妊活バイブル　晩婚・少子化時代に生きる
女のライフプランニング

齊藤英和（著）／白河桃子
（著）

授かるのを待つ時代は終わった！　結婚、妊娠、出産、どうする!?　
「いつかは産みたい」女性の必読本！

ニンジンの奇跡　畑で学んだ病気にならな
い生き方

赤峰勝人（著）
無農薬・無化学肥料を貫く百姓道。のべ１万人の食事指導で納得！　ア
トピーも克服、大地からもらう本当の健康！

脳は悲鳴を上げている　頭痛、めまい、耳
鳴り、不眠は「脳過敏症候群」が原因だっ
た！？

清水俊彦（著）
原因不明のめまい、耳鳴り、不眠の原因はこれ！　脳が四六時中興奮・
覚醒状態に。誰にも理解されない苦痛から解放され安息を取り戻す

野村式「ＩＤ為替」　プロが教えるＦＸ短
期トレード超投資法

野村雅道（著）
少しでも確実性の高い方法で短期のトレーディング益を狙うのであれ
ば、東京市場が合っているといえる。

幕末時代劇、「主役」たちの真実　ヒー
ローはこうやって作られた！　

一坂太郎（著）
ヒーローたちが大活躍する幕末時代劇。しかし彼らを英雄にしたのは後
の時代の民衆だということは、往々にして忘れられがちである。

「幕末」15年・7大事件で歴史の真相を大
整理

菊地明（著）
日本の転換点をつくった激動の７年の秘密！　涙なしで読めない「白虎
隊自決」に至る激動史！！

はじめての論語　素読して活かす孔子の知
恵

安岡定子（著）
１日１章句。毎朝５分「論語」を素読するだけで、仕事も人間関係もう
まくいく！実生活で活かすための論語の読み方、使い方。

働かずに毎年1000万円稼げる　私の
「ＦＸ（外国為替保証金取引）」超活用術

野村雅道（著）
流行の外国為替保証金取引、通貨売買で儲けようとしてはいけない。金
利だけで年１０００万円稼ぐ方法を初公開！

発達障害と子どもたち　アスペルガー症候
群、自閉症、そしてボーダーラインチャイ
ルド

山崎晃資（著）
知的レベルが高いため、見えにくい障害。目を合わせない、反応がない
――自分の子がなんとなくちがう、と感じたら……

花の都パリ「外交赤書」　 篠原孝（著）
官僚機構の中でしか見えない代議士や役人のとんでもない生態を余さず
報告。パリの風物を横糸にして綴るニヤリと笑えるレポート！

ハリウッドではみんな日本人のマネをして
いる

マックス桐島（著）
「いま日本で流行っている物は何？」が合言葉！　米国ではいま、日本
人の精神性が学ばれている！

「半断食」健康法　朝ジュース・昼めん
類・夜は何でも食べる！　

石原結實（著）
ガン、糖尿病、高血圧、不妊症も治った。食べ方を少し工夫すれば誰で
も健康に。女優、大学教授、医師も驚愕した安全性と効能。

「反貧困」の勉強法　受験勉強は人生の基
礎学力

和田秀樹（著）
正社員とフリーターの生涯所得格差２億円！？　格差社会の本質は、本
当の意味での学歴格差。勉強しない人が損をする！

東日本大震災に遭って知った、日本人に生
まれて良かった

吉岡逸夫（著）
東日本大震災に東北新幹線の中で遭遇、数日、北関東を転々とすること
になった著者が見た日本人の不思議。震災後のハイチ取材も敢行！

人が集まる！　行列ができる！　講座、イ
ベントの作り方

牟田静香（著）
年間講座申し込み率３．３倍を誇る凄腕企画者が公開するタイトル術、
チラシ術、ターゲット分析術！

人の運は「少食」にあり　「プチ断食」が
カラダとココロに効く理由

町田宗鳳（著）
比較宗教学者の著者が、宗教と道徳的側面から独特のアプローチで「少
食」の効用を記す。自身が行う「断食セミナー」の内容と効果も。

人の性格はＤＮＡで決まっている 中原英臣（著）／佐川峻（著）
血液型はもう古い。適性・性格はすべてＤＮＡで決まる。軍隊から企業
人事まで、米中韓では当たり前の最新ＤＮＡ診断で成功する技術

他人の力を借りていいんだよ　「縁生」で
生きなおす仏教の知恵

大下大圓（著）
ＮＨＫテレビ・ラジオで注目高まるお坊さん！　１人で背負い込まない
で――ページを繰るごとに煩悩、執着から自由になる心の瞑想

人はなぜ危険に近づくのか 広瀬弘忠（著）
不運な人は幸せな人と何が違うのか。心の持ち方で人生は大きく変わ
る。幸・不幸を招き入れる心理がわかった！

人をトリコにする技術　人生の90％がうま
くいく対人心理学

齊藤勇（著）
自己表現力を向上させて、成功を引き寄せる「対人心理学」。第一印象
形成から、対話術、ふるまい、交渉術まで徹底解説！

人を見抜く技術　20年間無敗、伝説の雀鬼
の「人間観察力」

桜井章一（著）
歩き方や指先に出る人間の正体。一流スポーツ選手から企業経営者まで
を魅了する本物の勝負師の「天運」を掴む真髄とは!?

「病院」が東北を救う日 北原茂実（著）
テレビで紹介され大注目！　医療の輸出産業化を進める医師が東北で展
開する驚異の復興プラン。高齢化日本すら変革する計画の全貌とは

病気にならない女性は「カタカナ食」を食
べない　人生が好転し始める「１食１００
円」の美的メンテナンス４８

幕内秀夫（著）
「１食１００円」の食生活が女性の運命を変える。具体的な実践指針を
リスト形式で紹介。クリアするごとに心身のキレイに近づいていく

「品格」の磨き方 山崎武也（著）
日本人は本来「品位」と優しさを兼ね備えている。強欲な資本主義に毒
され忘れかけた心性を取り戻せば、誇りある美しい国は必ず甦る。

夫婦って何？　「おふたり様」の老後 三田誠広（著）
妻のココロを取り戻す超具体策満載！！　彼女の心を取り戻さないと老
後は暗い！　妻にモテる術を意外な盲点をついて詳細に指南！

夫婦の家 天野彰（著）
今までは切り出しにくかった寝室を主テーマに新提案。「オレたち」な
らではの家とは！

不動産投資「やっていい人、悪い人」　年
収200万円時代に備える

長嶋修（著）
知識ゼロで始める「副業投資」実践入門。「ボロ物件」でも高利回りは
確保できる!「持ち家派」より「一生賃貸派」が急増!新しいタイプの「大
家さん」でカネを稼ぐ。

「増やすより減らさない」老後のつくり方 平山賢一（著）
人生で最高の「富裕期」、５０、６０代の老後資金をパーにしないで豊
かに暮らすための資産運用のカギは、ずばり「購買力」！

60 / 204



偏差値３５から公認会計士に受かる記憶術 碓井孝介（著）
全国模試偏差値３５から、発奮して関西学院大に進学し、在学中に司法
書士、卒業１年で公認会計士試験に合格した「逆転男」の記憶術

方言の日本地図　ことばの旅　 真田信治（著）
方言が今絶滅の危機に瀕している。まだまだ各地方では個性的で豊かな
方言が息づいているというのに。日本語は決してひとつではない。

謀略の幕末史　幕府崩壊の真犯人 星亮一（著）
幕府を覆した陰謀力。幕末維新に学ぶ変革時代の勝ち残り戦略！　エ
リートたちはなぜ脆かったのか？　変革をリードした日本人の底力！

ボルドー・バブル崩壊　高騰する「液体資
産」の行方

山本昭彦（著）
至高の液体を目指してマネーが殺到し、弾けた。人類史上初めて起こっ
たワインをめぐるバブル物語。

本当に怖い低血糖症　マクロビオティック
が現代の病を治す

奥津典子（著）
日本人の７割以上が低血糖症！　マクロビオティックを伝える立場か
ら、低血糖症を脱出し心身の健康を取り戻す食生活をアドバイス

負けない技術　20年間無敗、伝説の雀鬼の
「逆境突破力」

桜井章一（著）
「かっこよく負ける」ことが結果として「負けない」に繋がるのだ。雀
鬼の勝負哲学に「本当の強さ」を学べ！

「味覚力」を鍛えれば病気にならない　味
博士トレーニングメソッド

鈴木隆一（著）
糖尿病なら甘味、高血圧なら塩味が弱い。視力聴力に差があるように
「味覚力」にも差があります。健康になりたいなら味覚力を鍛えよ！

水をたくさん飲めば、ボケは寄りつかない 竹内孝仁（著）
認知症は水分をたくさん摂れば治る――。一日１．５リットルの水分を
摂るようにすれば、短期間で完治するか、著しい緩和が！

「メス」失格 対馬ルリ子（著）
女性の体が危ないことに気づいていますか？　頑張り続ける日本女性は
心身ともに疲れています。自分の体の声に耳を傾けましょう！

もう「東大話法」にはだまされない　「立
場主義」エリートの欺瞞を見抜く

安冨歩（著）
不誠実で自己中のくせに要領よく切り抜ける「東大話法」の使い手たち
が牛耳る日本「立場主義」社会の危うさと対処法を痛快に説く！

もてる！『星の王子さま』効果　女性の心
をつかむ１８の法則

晴香葉子（著）
『星の王子さま』を女性心理を読み解くためのバイブルとして読み解
く。男性はもちろん、男選びの参考として、女性も必読の一冊！

桃太郎はニートだった！　日本昔話は人生
の大ヒント　

石井正己（著）
庶民の歴史をまったく新しい角度から掘り起こし、人生を豊かにする
本！

モンスターワイフ　幸せなふりはもうしな
い

二松まゆみ（著）
「もう一度、愛される妻になれる」作法を初公開！　カバン荒らし、ア
イドルへの嫉妬。自分自身を省みない妻の暴走が夫の愛を奪う！

野球力　ストップウォッチで判る「伸びる
人材」

小関順二（著）
打者走者の一塁到達3.90秒、捕手の二塁送球1.83秒――野球を読み解く
新機軸登場。ストップウォッチで判る真実！

安岡正篤　珠玉の言葉 神渡良平（著）
昭和の碩学・安岡正篤が日本の宰相や財界・官界のリーダーに伝えてき
た智慧と名言。リーダーとしての能力を必要とする人は必見！

安岡正篤　人生を拓く 神渡良平（著）
政・財・官の指導者教育に力を注ぎ、古今東西の聖賢の智慧と人倫の道
をわかりやすく説いた、安岡正篤の帝王学と思想。

やせる！若返る！死ぬまで現役「レイン
ボー体操」

高橋賢一（著）
メタボ撲滅、ダイエット、そして生涯立って歩ける！　毎日ちょっとで
実現する不老ライフ。金、場所がなくても健康は作れる！

やる気の健康医学 大原健士郎（著）
やる気が出ないのは病気なのか!?　心の病とやる気の関係が詳しくわか
る１冊!!

指からわかる男の能力と病 竹内久美子（著）
金儲けの才覚、ペニスのサイズ、イケメン度、うつ傾向……男の指に隠
された秘密の数々を軽妙に紐解く科学エッセイの決定版！

弱さを強さに変えるセルフコーチング 辻秀一（著）
スポーツ医学の専門医が解き明かす、自分を変える考え方のコツ５７。
単純明快！　自分のよさがわかれば強くなる！

４７都道府県の関ヶ原　西軍が勝っていた
ら日本はどうなった

八幡和郎（著）
「天地人」のクライマックス！　全国諸大名の栄枯盛衰を実況中継！　
兼続、三成らがめざした日本とは？

４０歳からの元気食「何を食べないか」
－１０分間体内革命

幕内秀夫（著）
『粗食のすすめ』の著者がおくる新時代の食べ方指南書。手間なし、簡
単、続けられる！　「生活習慣病」防止食!!

４０歳からのピアノ入門　３ヵ月でマス
ターした「コード奏法」講座

鮎川久雄（著）
４０代でピアノを始めた著者が、わずか３ヵ月でピアノバーデビューを
果たした驚異の「コード奏法」の全貌を明かす！

４０歳からの“名刺をすてられる”生き方　
疲れた職場で生き残る８つの法則

田中靖浩（著）
劣化した職場に発生する迷惑な「ダチョウ男」の対処法から、会社と共
倒れにならない生き方指南まで。不景気時代の「正しい働き方」学

「離活」　終わりの始まりを見極める技術 原誠（著）
「婚活」ブームの裏側で密かな拡がりをみせている「離活」。離婚に際
する賢い考え方を弁護士という立場の著者が徹底的に指南！

陸軍士官学校の人間学　戦争で磨かれた
リーダーシップ・人材教育・マーケティン
グ

中條高徳（著）
アサヒビールをシェアＮｏ．１に成長させた過程には、陸軍士官学校の
戦略があった。「マーケティングとしての兵法」を徹底解説！

漁師町ぶらり　釣り人目線の魚と食の旅50 西潟正人（著）
ふと訪れた漁港の漁師が教えてくれた、旨い魚の店。人気番組「漁師町
ぶらり」の西潟正人が「魚好き」目線で「魚好き」に贈る一冊。

凛とした人、卑しい人　なぜ大人たちは恥
知らずになったか

山崎武也（著）
ご都合主義、自意識過剰、厚顔無恥に堕落した日本人を痛快に斬って捨
て、品格ある大人としてあるべき姿を示す

霊峰富士の力　日本人がＦＵＪＩＳＡＮの
虜になる理由

加門七海（著）
２月２３日は、富士山の日。登山しなくても楽しめる文化的、裏文化的
エンターテイメントを歴史ホラーの第一人者・加門七海氏が紹介！

老化も進化 仲代達矢（著）
老化は進化！　人生の晩年を迎える俳優・仲代達矢が、「加齢」の時を
享受しながら本音で語る。

「若返り血管」をつくる生き方　ふくらは
ぎを柔らかくすれば血管寿命は延びる

高沢謙二（著）
心臓や脳で血管のトラブルを起こさないような、健康で若い血管を作る
方法を血管博士・高沢先生が具体的に教えてくれる必携ブック！
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若々しい人がいつも心がけている２１の
「脳内習慣」

藤木相元（著）
「おまえは１０歳若い」と自分に思いこませることが、若返りの極意。
吉田茂、松下幸之助らのエピソードを交えながら若返り術を説く。

講談社＋α文庫

あきらめの悪い人　切り替えの上手い人 下園壮太（著）
人生の達人は「あきらめ」をうまく制御していた！　あの人はなぜいつ
も人生を楽しめるのか。誤解の理由と即実践できる方法を紹介。

朝一番の「習慣」が人生を変える　午前中
に仕事をすべて片付ける技術

高井伸夫（著）
仕事の質が根本から変わる朝の活用ノウハウ始業時間の２時間前に仕事
を始めれば、仕事の質が変わる、収入が変わる、人生が変わる！

アホな総理、スゴい総理　戦後宰相31人の
通信簿

小林吉弥（著）
苦境脱出へのヒント満載！　いま求められる混迷の時代のリーダー像と
は？　豊富な類型から「発想」と「知恵」を学ぶ！

アメリカの子供が「英語を覚える」１０１
の法則　日本人には目からウロコの発音術

松香洋子（著）
たったこれだけ覚えれば、難しい発音もスペルも完璧！！　無理なく正
しい発音を身につけられる英語学習法・フォニックスを紹介。

あるがままに生きる　森田療法の心の処方
箋

大原健士郎（著）
生きていく限り、不安や悩みはあって当たり前。「心の主治医」が森田
療法の実践を優しく説く、現代人必読の一冊!!

「泡洗顔」をやめるだけ！　美肌への最短
の道

吉川千明（著）
なぜ「泡洗顔」をやめたら敏感、乾燥、オイリーな肌質が柔らかで綺麗
な肌に変わるのか。効果バツグンの簡単スキンケアを教えます！

粋な日本語はカネに勝る！ 立川談四楼（著）
人生は「カネ」だけじゃない。お金がなくても出世できなくても、人生
を豊かに生きられるヒントを、落語と江戸しぐさの知恵から学ぶ。

イギリス式　お金をかけず楽しく生きる 井形慶子（著）
イギリス人に学ぶ幸せづくりのコツ！　シンプルだけど大事なことを
守って、人生を軽やかに生きる方法！

イギリス式　月収２０万円で愉しく暮らす 井形慶子（著）
家事もおしゃれも人間関係も、合理的でシンプルなイギリス人のライフ
スタイルに学べば、お金をかけなくても幸せに生きる術がわかる！

イギリス式　小さな部屋からはじまる
「夢」と「節約」

井形慶子（著）
１０代で親元を離れ、イギリスに学び始めた著者。知恵と工夫と独立心
をもって、自分らしい自由な人生を歩むコツ！

イギリス式　年収２００万円でゆたかに暮
らす

井形慶子（著）
考え方、暮らし方を変えれば、お金をかけなくても人生はもっと楽しく
なる！減収時代の今こそまねしたい、豊かな人生のヒントが満載！

池田大作「権力者」の構造 溝口敦（著）
学会・公明党を支配し、時の政権を手玉に取る「今太閤」の欲と嘘に塗
り固められた半生！！　真実の創価学会史！

出雲大社の暗号 関裕二（著）
封印された天孫降臨神話の謎は出雲大社で解ける！なぜすべてが「逆」
なのか、「巨大」なのか。「裏切りと分裂」の真相が明らかに！

伊勢神宮の暗号 関裕二（著）
「暗号」を解く鍵は天武天皇とその妻、持統天皇にあった！　何者かが
隠匿した重い歴史、天孫降臨。「ヤマト建国」の真相が明らかに！

一行で覚える　できる大人のふるまい方 岩下宣子（著）
大ヒット『マナー以前』シリーズの第３弾。「お迎え三歩、見送り七
歩」「一皿三品、冷温相盛らず」など、知っておくべき大人の作法。

今こそ手紙生活のススメ 上林山瓊子（著）
スムーズに書き出すためのオリジナル文例、印象に残るしめくくりの言
葉など、苦手意識のある人でも必ず書けるコツとアイデア満載。

いまさら入門　坂本龍馬　 加来耕三（著）
元祖ビジネスマン・龍馬の企画力！　幕末の英雄豪傑の中で１番有名な
坂本龍馬。これを読めば、あなたも「龍馬マスター」になれる！

いまさら入門　親鸞 川村妙慶（著）
仏教界の革命児、親鸞聖人の人生。宗教に興味がない人でも、その言葉
に感動し、心の荷物をスッキリおろせること請け合い！

イラスト版　ベランダ・庭先で楽しむはじ
めての野菜づくり　

相川未佳（著）／出川博栄
（著）

野菜づくりに初挑戦した著者の実践的ハウツー。初心者だからこそわか
る初心者向けアドバイス満載！　イラスト付きでもう迷わない！

運に選ばれる人　選ばれない人 桜井章一（著）
運は求めるのではなく選ばれるものだ。変化にほんろうされない運を見
つけるヒント、運とツキを捉える究極の答えがここにある。

江戸300藩　県別うんちく話 八幡和郎（著）
江戸時代の日本の姿を知って、現在の日本という国を理解し、わが生ま
れ故郷の藩を想う！！

江戸の刑罰　拷問大全 大久保治男（著）
華やかな江戸文化の裏側に潜む、御上によるおどろおどろしい残虐犯科
帳のすべて！

江戸の殿さま全６００家 八幡和郎（著）
日本の企業社会は信長・秀吉・家康の発明！関ヶ原から幕末までの全
６００大名家を網羅。日本の組織の原点を探る。

絵を描きたいあなたへ　道具の選び方から
スケッチ旅行のノウハウまで

永沢まこと（著）
人気画家があなたの手を取って教えてくれる、絵を描くたのしみ、道具
の選び方、スケッチ旅行の方法、うまくなるテクニック。

「老いる」とはどういうことか 河合隼雄（著）
老人は何もしないから素晴らしい。良寛の晩年の恋の話などをまじえ、
前向きに老いをとらえ、生き方を示唆する！

黄金の相場学 若林栄四（著）
何を買うべきか、あるいは売るべきか！？　為替、株、国債。近未来の
動向をピンポイント予測！

黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 橘玲（著）
億万長者になるなんて簡単だ。個人のリスクを国家から切り離し、「金
融２．０」時代を生き延びろ！　世界中で稼いで儲ける知恵と技術

「黄金の羽根」を手に入れる自由と奴隷の
人生設計

橘玲（著・編）／海外投資を楽
しむ会（著・編）

人生の成否は、８割を占める「人生のインフラ」の選択次第と説いて大
反響を呼んだ名著。賢明な「個人ファイナンス」術を伝授！

大奥をゆるがせた七人の女　天璋院篤姫か
ら絵島まで

由良弥生（著）
徳川幕府265年の間、江戸城・大奥では女同士の熾烈な争いが起こって
いた！　正室・側室・奥女中たちの知られざる秘話に迫る！
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大きな成功をつくる超具体的「８８」の習
慣

小宮一慶（著）
習慣の積み重ねが思考法の改革をもたらす。４つの分野で、すぐに実践
できることを、できる限り具体的に解説。

おおつきちひろのガツンとうまい！辛い料
理　カラー版　

おおつきちひろ（著）
食欲がないとき、パワー不足を感じたときは辛い料理で元気を充電しよ
う！

オーラの素顔　美輪明宏の生き方 豊田正義（著）
「私より私のことを知ってるのね」。本人も驚愕した決定版ドキュメン
ト！　スピリチュアルシンボルの苦悩と栄光の人生がここに！！

小笠原流礼法　誰からも好かれる社会人の
マナー

小笠原敬承斎（著）
「心」を「形」に託し、人間としての品性を磨く本物のマナーを、小笠
原流礼法宗家が伝授します。社会人必読の一冊！

お金オンチ貯金オンチがなおる35の知恵 畠中雅子（著）
これからの時代、せっせと節約するだけではお金はたまらない。賢いお
金のため方を考えよう！

お金がみるみる貯まる「家計そうじ術」入
門

深野康彦（著）
やっぱ投資より貯蓄！　小金持ちほど破産は近い！？　投資ギャンブ
ラー化を避け、「お金が貯まる体質」になる！

織田信長と戦国武将　天下取りの極意 泉秀樹（著）
安土桃山という現代に似た弱肉強食、絢爛豪華な文化の時代をリード
し、その後の日本の基礎を築いた破天荒な男・信長の魅力を解剖！

男の気持ちがわからない君へ 秋元康（著）
彼の心理を上手につかめば恋愛も結婚も思いのまま！！　誰もが知りた
かった“あの人の本心”の探り方を伝授します。

想いがすべてかなう「恋愛科学」 藤田徳人（著）
ロング＆ベストセラーシリーズ!!　科学が恋をかなえます！　テレビ、雑
誌で大ヒットの科学的恋愛テクニックが凝縮！

女の人生は４５歳から！　佐伯チズの幸福
論

佐伯チズ（著）
夢はクスリ、あきらめは毒。仕事も人付き合いもお金もすべてが好転す
る！　６９歳まだまだ現役の著者による生き方エッセイを文庫化

カウンセリングを語る（上） 河合隼雄（著）
カウンセリングとはどういうものかから、いかに悩みや苦しみを受けと
め、対処していくかまでを根本から語っている。

カウンセリングを語る（下） 河合隼雄（著）
いま心理療法をやることの意味、人の生き方との関わり等をわかりやす
く語りかける。自分が見えてくる本！

顔２分・体５分！　フェロモン・ダイエッ
ト　生涯、美しくて幸福な人になる！

吉丸美枝子（著）
ほんとに五十九歳！？　奇跡の若さを誇る著者が「生涯美人」術をすべ
て公開！　顔も体も変わる！

書けそうで書けない漢字２０００　あいま
い書き・うっかり書き実例集

加納喜光（著）
漢字は書けなければ意味がない！！　書き方常識力ＵＰ！　意外に簡単
な字を間違えている。あいまい書き・うっかり書き実例集。

家事名人の生活整理術 阿部絢子（著）
イライラした心と片づかない家がストレスに。モノと人への依存は、や
め！！　超シンプル生活革命！

カタカナ語で覚える重要英単語２０００ 小林一夫（著）
成立法則を踏まえて英単語を修得する。スポーツ、音楽、ファッション
固有名詞を中心に苦なく覚えて忘れない２０００ワード

［家紋と家系］事典　名前からわかる自分
の歴史

丹羽基二（著）
家紋に秘められた家のル－ツがよくわかる！　家紋研究の第１人者によ
る便利なルーツ事典！

寄生虫博士のおさらい生物学 藤田紘一郎（著）
高校の生物を寝転んでおさらいできる本！　寄生虫学の権威が、わかり
やすく説く生命の神秘。生物ってこんなに面白かったのか！

機長の一万日　コックピットの恐さと快
感！

田口美貴夫（著）
「飛行機にスピード違反はあるのか？」「フライト中、機長と副操縦士
の食事は必ず別のもの」等、ベテラン機長が明かす空の秘密！

きちんとした「日本語」の話し方 今井登茂子（著）
「はい」の言い方から上手な断り方まで。気もちをうまく伝え、あなた
の印象をよくする基本の話し方を紹介していきます！

君について行こう（上）　女房は宇宙をめ
ざす

向井万起男（著）
恋女房が宇宙飛行士になった！　厳しい飛行訓練にがんばる妻を応援し
ながらも、ちょっぴり切ない心の内をポロリ。

君について行こう（下）　女房と宇宙飛行
士たち

向井万起男（著）
NASAで出会った宇宙飛行士たちの姿に感動し、宇宙飛行士の妻たちと励
まし合った、打ち上げまでの46日間の記録。

究極の勝利　ＵＬＴＩＭＡＴＥ　
ＣＲＵＳＨ　最強の組織とリーダーシップ
論

清宮克幸（著）
長期にわたり低迷していた早稲田ラグビーを常勝軍団に作りかえた著者
の「組織論」「コーチング理論」は、必読の内容！

究極の人間関係力　「角栄語録」の奥義 小林吉弥（著）
希代の天才「人間学博士」の“生きる知恵”に学ぶ。すべてのビジネスマン
におくる世渡りのための角栄ノート！

虚像に囚われた政治家　小沢一郎の真実 平野貞夫（著）
側近中の側近が初めて語る「豪腕伝説」の全真相！！出生の秘密、自民
党幹事長時代、新生党結成から非自民連立政権樹立までの全内幕他

クイズでワイン通　思わず人に話したくな
る

葉山考太郎（著）
リアルに役立つワイン知識から、知ってるとワインを飲むのが楽しくな
る雑学まで、”思わず人に話したくなる”面白ワイン情報全９８！

空想犯 安野光雅（著）
空想犯アンノに手引きされ、嘘力、着眼力、発想力が急増！　人生が愉
快になる刺激本！

暮らしてわかった！年収１００万円生活術 横田濱夫（著）
はみだし銀行マンが実体験をもとに公開する１００万円で１年を暮らす
節約生活マニュアル。人生のムダを日常から排除する生活の知恵！

暮らしのさじ加減　ていねいでゆっくりな
自分にちょうどいい生活

金子由紀子（著）
自分の目盛りを持つ。自分の暮らしの柱だから、特別な日よりふだんの
日を大切にする！　知恵がもらえる本！

暮らしBefore／After　すぐ役立つ！裏ワザ
８８

生活の知恵研究会（著）
店頭は「激安」ばかりだけど、買わないを超える節約術なし！　すでに
あるものを工夫することで、暮らしが劇的に楽しくなる！

劇画「蟹工船」　小林多喜二の世界
小林多喜二（原作）／藤生ゴオ
（作画）／白樺文学館多喜二ラ
イブラリー（企画）

マンガですっきり、蟹工船と多喜二の世界。過ぎ去ったと思われた搾取
の世界は形を変え、あるいはまんま、現代の物語だった！
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源氏物語と日本人　紫マンダラ 河合隼雄（著）
河合隼雄が『源氏物語』を読み解くと、そこに人が生まれ変わるための
「マンダラ」があらわれてくる！

原典抄訳「三国志」（上）　胸躍る英雄た
ちの活躍と運命の赤壁

羅貫中（撰）／川合章子（訳）
図版、写真、そしてわかりやすいあらすじで、長い三国志を把握！　赤
壁炎上までの後漢帝国末期の混乱と英雄達を描く！！

恋が叶う人、叶わない人の習慣 齋藤匡章（著）
カウンセリング系メルマガ日本一の実績を持つ著者の、心の中からキレ
イになる方法。男性を痺れさせる役立つテクニックも満載！

航空機事故50年史　第一人者がはじめてす
べてを明かす

加藤寛一郎（著）
壮絶な「安全」との闘い！　８８の事例から航空機事故を徹底分析。時
代とともに変貌する事故原因の趨勢を検証！

公明党・創価学会の真実 平野貞夫（著）
内側から見た全裏面史！　堕落の原因となるビデオなど新聞・ＴＶが報
道しない事実を当時の克明なメモで徹底再現！！

公明党・創価学会の野望 平野貞夫（著）
日本を牛耳る暗黒集団。「民衆の救済」を捨て、イラク派兵、サラリー
マン増税！　政・官・司法・マスコミも支配！！

黒人に最も愛され、ＦＢＩに最も恐れられ
た日本人

出井康博（著）
日米開戦前夜、黒人達を扇動して反米破壊活動を仕掛けた日本人がい
た。ＦＢＩが最も恐れたその男の正体とは？

こころ上手に生きる　病むこと　みとるこ
と　人の生から学ぶこと

日野原重明（著）
身をもって、人のいのちと向きあい、人の心を生まれ変わらせてきた、
９０歳を越える現役医師が、圧倒的説得力で語る！

ココロと体に無理をせず「オシャレに暮ら
す」コツ４３

金子由紀子（著）
こころが洗われ安らぐ、たしかな暮らし方！　人と比べず、時流に流さ
れず、人生を一歩一歩着実に築いていくための暮らしかた。

こころの対話　25のルール 伊藤守（著）
自分が好きになる。人に会いたくなる。コミュニケーションの可能性が
人生を変える。

ココロの毒がスーッと消える本 奥田弘美（著）
精神科医が教える、心のエネルギーをマックスにする方法。目からウロ
コで、すぐに簡単にできるストレス解消法がズラリ！

心も体もきれいになる！　その場で「あた
ため」ストレッチ

福田千晶（著）
あったか気持ちいい！　あらゆる不調の原因になる冷えを、その場で、
１分でできるかんたんストレッチで、スッキリ解消！

５５歳からはお尻を鍛えれば長生きできる 武内正典（著）
のべ１５万人以上の診療実績を誇る名医が提案する、高齢者がやってお
きたいトレーニング。まず鍛えるべきは、腹ではなくて、尻！

子育てはキレない、あせらない 汐見稔幸（著）
子育てに行き詰ったとき、視点が変わる一冊。自身の体験や保育の現場
の体験を交えながら伝える子育てのエッセンス。

この言葉の「違い」、説明できますか？ 日本こだわり雑学倶楽部（著）
「重体」と「重傷」の違いって？　「近畿」と「関西」の違いって？　
知ってるようで知らない日本語の違いにとことんこだわった１冊！

壊れた尾翼　日航ジャンボ機墜落の真実 加藤寛一郎（著）
尾翼を失ったＪＡＬ１２３便に何が起きたのか。航空事故研究の第一人
者が、飛行力学を平易に解説しながら真相を追う。

こんな男に女は惚れる　大人の口説きの作
法

檀れみ（著）
銀座でのホステス経験を持つ人気作家の、女をいかに落とすかの作法。
会話、デート、セックス……使える知識、満載！！

最期の日のマリー・アントワネット　ハプ
スブルク家の連続悲劇

川島ルミ子（著）
マリー・アントワネット、エリザベートなど、ハプスブルグ家５大ス
ターの悲劇的な死！　最期さえ華麗な、王家の物語。文庫書き下ろし

最短で結果が出る最強の勉強法 荘司雅彦（著）
勉強する者、仕事を制す！　カリスマ弁護士が「一生を劇的に変える」
ノウハウを大公開！

斎藤一人の絶対成功する千回の法則 講談社（編）
累積納税額で日本一になった秘密には、「幸せだなあ」と１０００回つ
ぶやくこと、など、不思議な法則がいっぱい。

裁判員制度はいらない 高山俊吉（著）
世紀の悪法、裁判員法。その欺瞞と、施行に隠された政府、法曹界の思
惑とシナリオに迫る。裁判員制度は国民生活を脅かす悪法だ！

佐伯チズ　メソッド　知的肌づくり　今さ
らだれにも聞けないスキンケアとメイクの
基本

佐伯チズ（著）
始めた人から必ずきれいになれる美容法！本当の美肌づくりと知的化粧
法を根本から指導。自分の肌が好きになる！

佐伯チズ　メソッド　艶つやメイク　「お
手入れ」しながら「メイク」で美肌になる

佐伯チズ（著）
「女性は肌艶で勝負！」という超人気美容アドバイザーが教える、カラ
ダの内側から美肌をつくるメイクのルール。

佐伯チズ　メソッド　肌の愛し方　育て方 佐伯チズ（著）
話題の「カリスマ美肌師」がきれいになれない本当の理由は、思い込み
の自己流スキンケアにあるのかもしれない。

錯視で大人の脳トレーニング
篠原菊紀（監）／グループ・コ
ロンブス（編）

自分の目に騙される面白さ！　「あれ？」「へ～」とページをめくりな
がら、脳をしっかりと活性化できる、楽しい錯視クイズ７０編！

桜井章一の「教えない」「育てない」人間
道場　伝説の雀鬼の“人が育つ”極意

神山典士（著）
伝説の雀鬼・桜井章一にひかれて若者が集う雀鬼会。神ではなく鬼と呼
ばれる男が、体を張って彼らに伝え続ける“生きる力”とは！？

沢田マンション物語　２人で作った夢の城 古庄弘枝（著）
５階建てマンションの設計から土木工事まで独力でやり遂げ、理想の百
年マンションを完成させた夫婦の、驚愕・痛快人生ドキュメント！

「３年で辞めさせない！」採用 樋口弘和（著）
入社３年以内に辞める新入社員は４割。膨大な採用コストをかけた末の
ミスマッチの原因は何か。人材定着につながるノウハウ満載！

ジーコジャパン　１１のブラジル流方程式 田崎健太（著）
南米最大のサッカー専門誌PLACARだけが知るジーコとブラジル代表の
実像を明かす。

直伝　藤巻流「私の個人資産」運用法 藤巻健史（著）
伝説のトレーダーと呼ばれた男は現在いかなるスタンスで個人資産を運
用しているのか。伝説のトレーダーに学ぶ、資産運用の全て！

知ってびっくり「生き物・草花」漢字辞典
　烏の賊が何故イカか

加納喜光（著）
動植物を漢字で表記すると、ルーツがよくわかる。趣にあふれた漢字文
化に触れることで、知識の幅がぐんと広げられる！
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実はすごい町医者の見つけ方～病院ランキ
ングでは分からない

永田宏（著）
病院の裏側に精通した著者の、正しい町医者の選び方。いい病院かはタ
ウンページで見抜けるなど、目からウロコの知識がズラリ！！

島耕作に知る「いい人」をやめる男の成功
哲学

弘兼憲史（著）
周囲の評価にこだわらず、誤解を恐れず、打算も計算もなく行動して
も、なぜか成功する男の秘密に迫る！

ジャズ喫茶「ベイシー」の選択　ぼくとジ
ムランの酒とバラの日々

菅原正二（著）
伝説的ジャズ喫茶店主の［音］に取り憑かれた日々!!　誰もが脱帽、作家
高橋克彦氏絶賛。

社長　島耕作の成功するビジネス英会話
弘兼憲史（著）／巽一朗
（著）／巽スカイ・ヘザー
（著）

海外展開なしに大きな成長は望めない現代のビジネスシーンにおいて不
可欠な英語でのコミュニケーションを、島耕作に学ぶ。

写文集　猫と花 武田花（著）
東京の下町や日本各地の路地裏で、ひょっと見つけた愛しのネコたちと
の出会いがしらのシャッターチャンス！

就職がこわい 香山リカ（著）
就職に希望を持てないばかりか、逃げ続けようとする若者たち。その本
当の原因と解決策を探る！

上司は部下を育てるな！ 中島孝志（著）
部下を８タイプに分類し、タイプごとの感動メソッドを駆使する。仕事
術の超プロが教える部下の生産効率マル超倍増術！！

じょうぶな子どもをつくる基本食 幕内秀夫（著）
１００万部突破の「粗食のすすめ」シリーズ著者が提案するシンプルな
食の智恵。食の環境で子どもは変わる！

昭和梟雄録 溝口敦（著）
悪党の時代の首領たち。池田大作の通信簿を公開、三越「なぜだ！」岡
田茂解任劇場、中川一郎は中折れする血筋か。

昭和天皇の「極秘指令」 平野貞夫（著）
日本と人類のために！！　ロッキード国会を動かした昭和天皇の「ご意
志」とは？　天皇は政治に介入されたのか！？

新・齋藤流トレーニング　「潜在力開発」
７１のメソッド

齋藤孝（著）
「眠れる力」を活用すれば誰でも大躍進！　わかりやすく超実践的な
７１のメソッドで、実力アップ間違いなし！！

人生の旋律 神田昌典（著）
伝説の実業家に学ぶ世代を越えた知恵と勇気。価値観が根底から覆され
るこれからの１０年、僕らはどう生きればいいのだろうか？

新説　東京地下要塞　隠された巨大地下
ネットワークの真実

秋庭俊（著）
皇居の下には何が！？　わずかな資料と凄まじい洞察力で極秘の地下網
を暴き出す。いま禁断の領域に踏み込む！

新版・企業舎弟　闇の抗争　黒い銀行家か
らヒルズ族まで

有森隆＋グループＫ（著）
住銀、興銀からヒルズ族まで、裏社会はいかに表社会と結びつき喰い尽
くしていったのか！？　闇勢力オールスター見参！

新版・現代ヤクザのウラ知識 溝口敦（著）
激変し、それでも生きつなぐアウトローたちの最新の実像を迫力の生々
しさで暴き出す！　暴力、カネ、女、シャブ……闇社会の住人の真実が
わかる!!

「人望力」の条件　歴史人物に学ぶ「な
ぜ、人がついていくか」

童門冬二（著）
なぜ、あの人でなく“この人なら”なのか！　誰もついてこなければ、大き
な仕事は成し得ない。――歴史上の人物に学ぶ五つの要諦

心理テストはウソでした 村上宣寛（著）
適性検査などで使用される心理（性格）テストは、ほとんど使い物にな
らない。

〈図解〉超新説　全国未完成鉄道路線　ま
すます複雑化する鉄道計画の真実

川島令三（著）
小説以上のミステリー。新情報を満載！　「謎の線路」と「用途不明の
施設」をつないで見えた壮大な計画の全貌！

図解　人気外食店の利益の出し方
ビジネスリサーチ・ジャパン
（著）

ベストセラー『すっきりわかる利益の出し方』第２弾！　マックは、ス
タバは、吉野家はどうやって利益を出しているのか、全部わかる！

〈図解〉配線で解く「鉄道の不思議」　山
陽・山陰ライン編

川島令三（著）
地図やデータではわからない、配線図だからわかる鉄道の魅力。ＪＲ山
陰線・山陽線、山陽新幹線を中心としたエリアの謎を解き明かす！

〈図解〉配線で解く「鉄道の不思議」　中
部ライン編

川島令三（著）
地図やデータではわからない、配線図だからわかる鉄道の魅力。ＪＲ中
央線、信越線、北陸線を中心とした中部エリアの謎を解き明かす！

〈図解〉配線で解く「鉄道の不思議」　東
海道ライン編

川島令三（著）
地図やデータではわからない、配線図だからわかる鉄道の魅力。第一人
者が、鉄道の大動脈「東海道線」のミステリーを解き明かす！

図解　早わかり業界地図２０１４
ビジネスリサーチ・ジャパン
（著）

あらゆる業界の現状や動向が一目でわかる業界地図の２０１４年度版。
約２００種類、２５００社を超える会社の最新情報を掲載！

鈴木敏文　商売の原点 緒方知行（編）
商売の本質を説く！！　激しく変化する時代に対応し、お客様の心をつ
かむための原理・原則を明らかにする！

図説　絶版機関車 松本典久（著）
懐かしの列車が蘇る！　名機関車５０両！　走る姿はもう見れないが、
探し当てる旅はできる、古い名車を懐かしむための絶版回顧録！

図説　絶版国鉄車両 松本典久（著）
名車両「乗り鉄」回顧録！　今ではほとんど見かけない、乗れない、国
鉄全盛期の歴史遺産！　鉄道ファンなら必読の当時のルポ！

頭痛・肩こり・腰痛・うつが治る「枕革
命」

山田朱織（著）
頭痛、肩こり、腰痛、うつまで、枕の高さと形がすべての「不調」の原
因だった！　正しい枕の選び方から自分で枕を作る方法までを紹介

スローセックスの奇跡　1000人の女性を癒
した「性のカルテ」

アダム徳永（著）
「彼女を満足させられない」「ベッドの苦痛から逃れたい」性の悩みを
解決する“神の手”の真髄！

生活防衛ハンドブック　食品編
小若順一（著）／食品と暮らし
の安全基金（著）

「ただちに健康への害はない」のは、放射性物質も、不自然に加工され
た食品も同じ。未来を見据えた、食の安全対策を考える。

成功してお金持ちになる魔法の口ぐせ 佐藤富雄（著）
今日から実践、言葉にするだけで眠っている「勝ち組遺伝子」が目覚め
る驚異の方法を、ベストセラー連発の「口ぐせ博士」が伝授する

生命保険の罠　保険の営業が自社の保険に
入らない、これだけの理由

後田亨（著）
その保険料、払いすぎじゃないですか？　元保険会社の営業のプロだか
ら書ける「生保の真実」。読めば、保険料が確実に下がります！
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世界にひとつしかない「黄金の人生設計」
橘玲（編・著）／海外投資を楽
しむ会（編・著）

日本の国家破産に備えるために個人に何ができるのか、資産防衛から運
用まで、人生を再設計するための知恵と技術をまとめたデビュー作

ゼッタイ！　別れたほうがイイ男
角川いつか（著）／ゆづきいづ
る（マンガ）

恋愛は決断の連続です。恋するたびにイイ女になれる、読んで身につく
「男の目利き」バイブル！

絶望しきって死ぬために、今を熱狂して生
きろ

見城徹（著）／藤田晋（著）
二人のカリスマ経営者によるベストセラー第二弾。見城氏による３５の
言葉を藤田氏が紐解きながら読者に提示する新感覚のビジネス書

セルライトがすっきり　美脚痩身術 ナターシャ・スタルヒン（著）
たるんだおなか、細くならない太ももやふくらはぎ、たれたお尻……。
女性の８割がかかえる「セルライト」の正体とは。

全世界２００国　おもしろ辛口通信簿　歴
史・国民性・文化の真実

八幡和郎（著）
なぜ日本と中国は仲が悪いのか、なぜ南半球の国々は貧しいのか。世界
各国の政治・経済を熟知する専門家が、各国のトリビアを紹介する

創業家物語－世襲企業は不況に強い 有森隆（著）
日本を代表する企業とは何か。超有名企業５１社を点検してわかった
「栄光と苦難を乗り越える究極の後継者選び」の５パターン

そうだったのか現代思想　ニーチェから
フーコーまで

小阪修平（著）
ニーチェからフーコーまで代表的な１１人の哲学者・思想家をとりあ
げ、現代思想のはじまりからその後の展開まで、紹介する。

続・君について行こう　女房が宇宙を飛ん
だ

向井万起男（著）
宇宙飛行士になった妻を愛情深く描いた名エッセイが『宇宙兄弟』の小
山宙哉のカバーで蘇る。『宇宙兄弟』ファン必読の「原作本」

粗食のすすめ　実践マニュアル 幕内秀夫（著）
シリーズ合計百万部の「粗食のすすめ」を待望の電子化！　詳細な実践
マニュアルであなたのライフスタイルが変わる！

孫正義　起業のカリスマ 大下英治（著）
「死ぬまで青くありたい」と語る孫。挑戦しつづける起業家の夢と冒険
に満ちた痛快な半生！

対話する人間 河合隼雄（著）
さまざまな対話が、ときに好奇心を刺激し、ときに心を癒してくれる。
河合心理学のエッセンスを！

「大」を疑え。「小」を貫け。
桜井章一（著）／鍵山秀三郎
（著）

流されていく生き方は、自分を見失っていく。心の汚さを嫌う二人の対
談から引き出された浄化のメッセージ

高橋ミカ流 毒出しスリムマッサージ 高橋ミカ（著）
著名人から絶大な支持を誇るゴッドハンドが伝授！　「ほぐす・流す・
集める・出す」の簡単マッサージで、体のラインが確実に変わる！

宝塚式「ブスの２５箇条」に学ぶ「美人」
養成講座

貴城けい（著）
宝塚の舞台裏に貼り出されていた「ブスの２５箇条」の戒めとは！？　
「清く正しく美しい」“美のプロ”タカラジェンヌ式きれいの極意

滝田美智子のラクうま雑穀ごはん　カラー
版　

滝田美智子（著）
手間をかけずにおいしく作る！　雑穀レシピ。初心者安心の雑穀入門
書。

竹内冨貴子の元気おかず　カラー版　 竹内冨貴子（著）
４つの素材で元気になる、厳選レシピ５１点。４つの素材を使い、簡単
に作れる厳選レシピ！

武富士　サラ金の帝王 溝口敦（著）
「食肉の帝王」で講談社ノンフィクション賞に輝いた巨匠溝口敦が、武
井保雄武富士前会長ら”サラ金のカリスマ”に迫る！

たたかわないダイエット　わが娘はこうし
てスリムになった！　

丸元淑生（著）
従来のダイエットにありがちだった食欲をおさえたり、極端な偏食をす
ることなく、正しく食べることで痩せられるフィットネス講座。

脱法企業　闇の連鎖 有森隆＋グループＫ（著）
粉飾、インサイダー、裏口上場……真っ当な投資家に化けたヤクザの経
済界での荒稼ぎぶりを徹底検証！！　新聞・ＴＶが報じない内幕！

魂にメスはいらない　ユング心理学講義
河合隼雄（著）／谷川俊太郎
（イラストレーション）

人間の心とは何か。心はなぜ病むのか。これまで気づかなかった「自
分」が見えてくる、魂の根源に語りかける名講義録。

頼るな化粧品！　顔を洗うのをおやめなさ
い！

佐伯チズ（著）
「佐伯式」ケアはここから始まった！日本の美容業界に大きな変革をも
たらした話題作がついに文庫に！

誰かに教えたくなる「社名」の由来 本間之英（編）
社名に夢を託した！　日本を代表する１２０企業の意地あり、葛藤あ
り、涙ありの創業ドラマを再発見！

誰かに教えたくなる「社名」の由来　新進
企業と老舗企業

本間之英（編）
社名こそ「信用」だった！　偽装、粉飾に揺れる大企業……。アマゾ
ン、ナイキから千疋屋まで優良会社１１３社の創業精神の物語！

誰かに教えたくなる「社名」の由来　不況
に強い企業精神

本間之英（編）
名前には魔力がある。「社名」もしかり。起業家たちの理念・目標は
「社名」に込められていた！

誰でも「引き寄せ」に成功するシンプルな
法則

水谷友紀子（著）
どん底の青春から、夢を一気に引き寄せ、思いのままの人生を　展開さ
せた日本人著者の超・具体的、実践的な、人生プロデュース術。

地図が隠した「暗号」 今尾恵介（著）
地図がウソをついてまで隠したものとは？　田んぼの中に浮かび上がる
「謎の四角形」の正体は？　地図に見え隠れする暗号を解き明かす。

ちっとも偉くなかったノーベル賞科学者の
素顔　夢に向かって生きた83人の物語　

石田寅夫（著）
ノーベル賞の歴史は現代科学の歴史でもある。筆者のユーモアあふれる
筆致で、人生の機微とともに先端科学の基礎知識も得られる１冊。

知的複眼思考法　誰でも持っている創造力
のスイッチ

苅谷剛彦（著）
逆風の時代を生き抜くには、正解を見つける力より問題点を見出す力が
必要になる。真実が見える瞬間のスリルが人生を変える！！

中国「黒社会」の掟　チャイナマフィア 溝口敦（著）
麻薬、人身売買、アングラマネー……。日本の闇社会を深く侵食する
「組織暴力」の知られざる姿を極秘潜入取材を行い、徹底解剖する！

中国農民の反乱　隠された反日の温床 清水美和（著）
反日行動への移行も懸念される中国のアキレス腱「三農問題」の深層を
現地取材！　中国「大乱」の予兆！！

ちょっとした日本人の知恵 パキラハウス（著）
デジタルが隆盛を極めるこの時代に、あえてアナクロ理論を知ること
で、ヒトのあたたかさを得る。

つい誰かに話したくなる日本史雑学　すご
い人物ばかり・篇

日本社（著）
有名人たちの数々の意外話を一挙満載した歴史ものしりの面白決定版。
これで日本史通!!
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つい誰かに話したくなる日本史雑学　いつ
も事件はつきない・篇

日本社（著）
今も昔も日本は愉快豪快!!　古代から明治まで、とっておきの面白エピ
ソードを徹底収録。

墜落現場　遺された人たち　御巣鷹山、日
航機123便の真実

飯塚訓（著）
衝撃のベストセラー『墜落遺体』の著者が、さらなる極限の悲しみに渾
身の力で迫る！　忘れまい。真実の証言！

通じる英語　笑われる英語 高島康司（著）
あなたの英語、外国人にウケてるかも！？　間違いやすい表現と正しい
表現の並記で一目瞭然の日本人英語解説書！

つがわ式世界最速漢字記憶ドリル 津川博義（著）
○をつけるだけで覚えられる！　生活まわりから漢検挑戦まで！　不思
議な体験で人生が変わる！　一生「薔薇」が書ける！

「強い自分」は自分でつくる　なぜ、この
人は成功するのか

弘兼憲史（著）
同じ失敗でもそれを深刻なものにするか、爽やかなものにするかは本人
次第。爽やかに立ち上がれば、失うものは何もない！！

強火をやめると、誰でも料理がうまくな
る！

水島弘史（著）
料理に工夫はいりません！　科学的に正しい、「３つのルール」を理解
し、身につけるだけで、誰でも簡単・確実に美味しくできるのです

釣りキチ三平の釣れづれの記　青春奮闘編 矢口高雄（著）
郷里の大自然の思い出、漫画家として誕生するまでの道のり等、懐かし
い思い出・苦労話をマンガとエッセイで綴った傑作！

釣りキチ三平の釣れづれの記 矢口高雄（著）
「釣りキチ三平」を描いた動機を、豊富な釣りの思い出をまじえて語
る。自然と人間を描く「釣りバカ」のバイブル！

定本ネコマンガ（左） デスノバ（著）
ネコジャンキーに贈る「ネコマンガ」全６巻からオイシイところだけを
選りすぐり。電車内の吹き出し笑いにご注意ください！？

定本ネコマンガ（右） デスノバ（著）
スナップ写真に吹き出しという方法論とシニカルなギャグで大人気の既
刊「ネコマンガ」シリーズ全６巻から秀作を一挙再録

「できない」が「やってみよう！」に変わ
る心理法則　思いが必ず実現する、小さな
小さなルール集

伊東明（著）
人生に変化のエネルギーを起こす画期的戦術変えるべきは性格でなく行
動！　最先端心理技術によるアクションプランで日常生活から仕事、恋
愛までの「やりたいこと」が実現、「なりたい自分」に必ずなれる！

できる人はなぜ「情報」を捨てるのか 奥野宣之（著）
３０万部超え『情報は１冊のノートにまとめなさい』の著者が書く、情
報の取捨選択の方法。この１冊で情報過多の現代を乗りこなせ！

デジタルオリジナル合本『憂鬱でなけれ
ば、仕事じゃない』　『絶望しきって死ぬ
ために、今を熱狂して生きろ』

見城徹（著）／藤田晋（著）
見城徹と、藤田晋―。出版界とＩＴ業界、二人のカリスマ経営者による
話題のベストセラー２冊を合本にして配信するオリジナル企画

ＴＥＳＴ　ＭＡＴＣＨ　宿沢広朗の「遺
言」

宿沢広朗（著）
Ｗ杯初勝利までの過程を自ら綴った本書は、いまなお世界での低迷が続
く日本ラグビーを叱咤する宿沢広朗の「遺言」である。

鉄人ルー・テーズ自伝
ルー・テーズ（著）／流智美
（訳）

今こそテーズに刮目せよヒョードル、クロコップ、サップ……現代の格
闘界の猛者たちもかなわないであろう真の強さの秘密とは何か？

天才柳沢教授の生活　『マンガで学ぶ男性
脳』「男はここまで純情です」セレクト
１８

山下和美　（著）
教授がわかれば男がわかる。優秀で、誇り高く、繊細で、とってもおバ
カ、なところもある「男性脳の教科書」

天才柳沢教授の生活　『マンガで学ぶ男性
脳』「男はこんなにおバカです！」セレク
ト１６

山下和美（著）
この一冊を読めば女は迷わない。柳沢教授の男性脳をマスターすれば、
生身の男子なんか、ちょろいもんです。

ドキュメント　五代目山口組 溝口敦（著）
日本最大の広域暴力団山口組。「山一抗争」から五代目組長襲名まで
を、山口組最高幹部を含む徹底した取材で描く!!

とっさに使える大人の中学英語―役立ちフ
レーズ５９１

多岐川恵理（著）
「どこまで注ぐ？」って英語でなんていう？答えは”Ｓａｙ　Ｗｈｅｎ．”
中学英語の基本をで大人の日常会話がすらすらできる本！

突破力 桜井章一（著）
「伝説の雀鬼」と呼ばれ名勝負を制してきた著者の、敗北を成功に変え
る「真の力」の蓄え方とは？

とらわれる生き方　あるがままの生き方 大原健士郎（著）
現代は神経症の時代。「思い込み」と「とらわれ」の生き方から脱却
し、自然体で生きる！

トレーニングをする前に読む本　最新ス
ポーツ生理学と効率的カラダづくり

石井直方（著）
理学博士＆現役ボディービルダーが教示する、運動の基礎知識からダイ
エット法。高校生から専門分野の研究者までジムに通う前に読む本

なぜ、この人はここ一番に強いのか　男の
決め技100の研究

弘兼憲史（著）
決め技を持っている男は、ピンチを迎えても決して動じない。確信に満
ちているのだ。頼れる男になれ！

ナポレオンが選んだ３人の女 川島ルミ子（著）
女の名誉と幸福をかけた闘い、勝利者は誰？稀代の英雄、天才ナポレオ
ンに深く愛された３人の女性のそれぞれの闘いと華麗な人生

悩ましくて愛しいソウル大家族 戸田郁子（著）
韓流のかけらもない２０年前、韓国人カメラマンと結婚！典型的な韓国
大家族の一員となった著者。日々の奮闘に手に汗握る極上エッセイ

悩ましくて愛しいハングル 戸田郁子（著）
韓国生活の謎すっきり解き明かします。「スープの冷めない距離」と
「冷蔵庫の中身まで把握される距離」、どちらを幸せと感じますか？

24歳の心もよう　女20代、「いい女」「大
人の女」になる生き方

下重暁子（著）
20代が直面する悩みや問題を集約。いい女、大人の女になる生き方で、
人生を開花させる。

日常会話なのに辞書にのっていない英語の
本

松本薫（著）／ジョン・ユン
カーマン（著）

簡単な単語を組み合わせた英語の中には、想像を絶する意味を持つ言葉
がたくさん。日本人の失敗事例とカタカナ読みで学ぶ英会話。

二度と太らない　10歳若返る本当のダイ
エット

東畑朝子（著）
栄養指導の第一人者が贈る本当のダイエット。当たり前をしっかり見直
し身につけるのが一番の近道。もう体重を忘れられる！

日本競馬　闇の抗争事件簿 渡辺敬一郎（著）
末期症状のＪＲＡ！　利権に群がる「亡者の巣窟」と化した日本競馬
界。栄光の裏側にある数々の醜い争いの全貌！
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日本人というリスク 橘玲（著）
「ポスト３．１１」時代の新・人生設計入門！　国家は何もしてくれな
い。斜陽の国を明るく生き抜くための方法論をカリスマが徹底教示

日本の神様と神社　神話と歴史の謎を解く 恵美嘉樹（著）
ミラクルとしての神話と、最新研究の成果をともに楽しめる本！　全国
神社の豊富な写真、図解でわくわく古代史最前線！

日本を創った偉人たち366日　あの日、何
があったのか

楠木誠一郎（著）
歴史が超おもしろい！　教科書には書いてない歴史上の人物たちの逸話
が山盛り！！　新感覚！　暦対応式日本史読本！！

年金・保険・相続・贈与・遺言　きほんの
「キ」

岡本通武（著）／「みんなの暮
らしと税金」研究会（著）

いまさらきけないようなきほんの疑問をプロが回答。法律がからむ意外
な落とし穴、人生の難問を解決して安心な日々を送る知恵。

野村監督に教わったこと　部下は上司で生
き変わる

山崎武司（著）
「ぼやき」で人は育つ！　「優勝して監督を胴上げしたい！」と初めて
公言した教え子が見抜く「人生を貫く指導」。

ハードボイルドに生きるのだ 向井万起男（著）
女房は宇宙飛行士！　宇宙を飛んだ女房は凄いがその亭主だって負けて
ない！　ユーモア一杯のエッセイ集！！

幕末の志士を支えた「五人」の女　坂本龍
馬の「おりょう」から近藤勇の「おつね」
まで

由良弥生（著）
教科書やドラマでは決して知り得ない、激動の時代を彩った女たちの心
根、そして愛を綴った感動秘話！

箱根駅伝　勝利の方程式　７人の監督が語
るドラマの裏側

生島淳（著）
未知数の大学生が走る箱根駅伝は監督次第。モチベーションの上げ方保
ち方、チームの作り方。勝利への裏側を７人の監督が語り尽くす。

ハッピープチマクロ　１０日間でカラダを
浄化する食事

西邨マユミ（著）
歌手・マドンナのプライベートシェフとして厚い信任を得る著者が教え
る、体内の毒を排出し、「動ける美しい身体」を手に入れる方法！

ハングルの愉快な迷宮 戸田郁子（著）
爆笑！小さな違いが学習者を悩ませる「韓国語と日本語」。韓国在住の
著者が日々迷い込むハングルの世界を爆笑エピソードで。

秘境アジア骨董仕入れ旅　お宝ハンター命
がけの「黄金郷」冒険記

島津法樹（著）
博物館級の名品１５点にまつわる小説や映画より「奇」なる冒険談。
「入手困難」とネットで話題の名著、文庫版で復活！

「美人」へのレッスン 齋藤薫（著）
幸せな人生を手にする本当の「美人」になる方法。心と身体に効く美容
の極意とキレイになる奥義が満載。

秘伝マルマ　ツボ刺激ヨーガ 伊藤武（著）
独特の呼吸法とポーズだけでなく、インド古来のツボ＝マルマを刺激し
て効果を高める”もうひとつのヨーガ”をイラスト付で伝授！

人がガンになるたった２つの条件 安保徹（著）
千年に一度の大発見――人はついにガンも克服した！　糖尿病も高血圧
もメタボも認知症も怖くない、免疫学の世界的権威の集大成！！

ヒトはおかしな肉食動物　生き物としての
人類を考える

高橋迪雄（著）
文明という厚化粧」を剥ぎ取ったときに現れる人類の姿は、「体毛のな
い一夫一婦制の哺乳類」に過ぎない。一体ヒトとは何者なのか！？

人はみな心病んで生きる　精神科医の生き
方カルテ

大原健士郎（著）
人は純粋ゆえに悩み、やさしさゆえに迷う。精神科医が自らの臨床例で
綴る生き方カルテ。

病気にならない「腸」能力の引き出し方 松田保秀（著）
腸がよくなれば、すべてうまくいく！　免疫力を上げる→病気にならな
い→長寿で生きられる！　ハッピーサイクルを手に入れる方法！

貧乏はお金持ち　「雇われない生き方」で
格差社会を逆転する

橘玲（著）
すべてのものがフリーエージェント化していく世界をどう生きる？　
「雇われない生き方の技術」で不条理なニッポンで希望を掴み取れ！

ふだん使いの正しい敬語 奥秋義信（著）
「おっしゃられる」「したがいまして」「ご主人様」はなぜ、正しくな
いのか。具体的な実例Ｑ＆Ａで、敬語の使い方がスッキリわかる！

普通の人がこうして億万長者になった　一
代で富を築いた人々の人生の知恵

本田健（著）
高額納税者に徹底調査日本の億万長者の条件とは何か。高額納税者１万
２０００名に徹底調査の結果、明らかになった実体とは。

ぼくが愛するロック名盤２４０ ピーター・バラカン（著）
ロックと共に歩み生きてきた著者が数あるア－ティスト、作品から「こ
れだけは手放せない！　」こだわりの愛情あふれる２４０点を厳選

ぼけせん川柳一〇〇〇句 山藤章二（著）
やっぱり長寿特効薬！！　さぁ、笑って、泣かせて、唸らせてもらいま
しょう。小言爺（婆）のジジ川柳。

ぼけせん川柳　喜怒哀ら句 山藤章二（著）
「現代」の人気連載から１９９５年以後の激辛川柳＆含蓄川柳約
１０００句をよりぬき。巻頭で１４年間のベスト１００句を発表！

ポケット版　名人庭師　果樹の知恵袋 井上花子（著）
花も実も楽しむ名人技！　食べておいしい、観て楽しい。庭植えから鉢
植えまで。人気４５種の育て方を伝授。

母性社会日本の病理 河合隼雄（著）
必ずプラス・アルファがある河合隼雄の本！　「大人の精神」に成熟で
きない日本人の精神病理がくっきり映しだされる！！

細木数子　魔女の履歴書 溝口敦（著）
視聴率の女王の正体！　２００８年春、戦後の欲望史を象徴する稀代の
女ヤクザが、ついにテレビから姿を消した！

北海道　幸せ鉄道旅15路線　鉄子が見つけ
た、とっておきの車窓・駅・名物

矢野直美（著）
知られざる絶景！　秘境駅、雪原、さいはての海岸。各駅停車でしか出
合えない北海道の魅力をカラー写真満載で紹介！

本がどんどん読める本　記憶が脳に定着す
る速習法！

園善博（著）
読字障害を克服した著者が開発。記憶が脳に定着する速習法。「集中力
がついた」「公認会計士試験に合格」など奇跡を起こした人が続々

ホンダ二輪戦士たちの戦い（上） 富樫ヨーコ（著）
開発の失敗につぐ失敗からはい上がり、世界チャンピオンに返り咲くま
での“ホンダ戦士”達の苦脳と栄光の記録。前編。

ホンダ二輪戦士たちの戦い（下） 富樫ヨーコ（著）
開発の失敗につぐ失敗からはい上がり、世界チャンピオンに返り咲くま
での“ホンダ戦士”達の苦脳と栄光の記録。後編。

本当に知りたかった　美肌の教科書 山本未奈子（著）
化粧品は口コミやランキングで買う、ローラー式美顔器が好き、美肌に
はコラーゲン・・・・・・と信じている人は美肌にはなれません！
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魔境アジアお宝探索記　骨董ハンター命が
けの買い付け旅

島津法樹（著）
会社をやめて一攫千金の旅へ。掴んだ名品と「夢のある生き方」。「入
手困難」とネットで話題の名著、文庫版で待望の復活！！

マネジメント革命　「燃える集団」をつく
る日本式「徳」の経営

天外伺朗（著）
元ソニー上席常務による画期的マネジメント論。企業を活性化するのは
成果主義ではなく、指示・命令をしない「長老型」経営だ！

マリー・アントワネットとフェルセン、真
実の恋

川島ルミ子（著）

彼は忘れられぬ王妃の面影に生涯苦しんだ！　若きプリンセスと青年貴
族として出会った二人は半生をともに生き、愛を貫いたことを丹念な史
料の読み込みで実証！　奇しくも同じ悲劇の死を遂げた二人の愛の物
語！

マンガ落語大全　鰻の幇間　 高信太郎（著）
うまい噺にゃ（笑）がある！　猫の災難、強情灸、小言念仏……初心者
から愛好家まで楽しめる本格落語＝日本人の常識が２３演目！

マンガ落語大全　まずはここから 高信太郎（著）
３００年以上の歴史を持ち、数多くの名人たちの手によって完成された
落語が、居ながらにして寄席気分で味わえる！！

マンガ落語大全　横町の事情 高信太郎（著）
「富久」「あくび指南」「愛宕山」など名作ばかり演目。江戸の古典落
語の味わいをマンガで読もう！

マンガ落語大全　笑う門には福きたる　 高信太郎（著）
笑いの原点であり、磨きぬかれた日本の伝統芸能である落語が誰でも気
楽に漫画で堪能できる。うんちく解説と小噺３１話も収録

万病を防ぐ「水」の飲み方・選び方 藤田紘一郎（著）
長寿の水、若さの水、美貌の水がよくわかる。世界の国々の水研究の第
一人者がわかりやすく述べる水との役に立つつきあいかた。

水は語る 江本勝（著）
日本だけでなく世界各地で話題沸騰、水の結晶写真ブームの原点となっ
た幻の書籍の電子化。数々の結晶写真とともに、未来を考える――

３日で丸覚え！　マンガ百人一首 高信太郎（著）
古典の世界が身近になる！　カルタに教養にボケ防止に画期的！　「ア
タマ音」方式で受験にも使えるマンガ古典シリーズ！！

妙慶尼流　「悩む女」こそ「幸せ」になれ
る　本当の愛を手にするための仏教の教え

川村妙慶（著）
新世代の女性僧侶が貴女を悩みから解き放つ！　恋や結婚の深い悩みや
不安を、仏教の言葉で解決！

昔話の深層　ユング心理学とグリム童話 河合隼雄（著）
人間の魂、自分の心の奥には何があるのか。“こころの専門家”の目であ
のグリム童話を読むと、もう一人の自分の姿が浮かび上がる。

息子を国王にした女たち　フランス宮廷凄
腕ママ

川島ルミ子（著）
わが子のためなら権力ももぎとる聖母たち！性格が悪くても能力がなく
ても息子を愛する母は、たんなる慈愛だけでなく、権力ももぎとってく
る。歴史に学ぶすさまじい母たちの徹底した愛情と権謀術数の人生！

免疫革命 安保徹（著）
病気になるのもならないのも、すべてはあなたの「生き方」次第。免疫
のメカニズムがわかる決定版です。

「ヤクザと抗争現場」　溝口敦の極私的取
材帳

溝口敦（著）

これがヤクザの本音だ！　ヤクザの「生と死」に密着した迫真記録！　
山口組vs.一和会の大抗争の最中に「闇社会ウォッチ」の第一人者は何を
見て、何を感じたか!?　現場を肌で知る著者だけが残せた鮮烈な取材帳
を衝撃公開！

安岡正篤　人生を変える言葉　古典の活学 神渡良平（著）
古典の中の言葉が現代を生きる人々を活かす。安岡正篤が説く「古典の
活学」の実例となる１０人の人生を描き、安岡語録の神髄に迫る。

安岡正篤　人間学 神渡良平（著）
牧野伸顕に学識を見込まれ、第二次世界大戦以降の日本の歴代総理が師
事した巨儒・安岡正篤。東洋思想と帝王学の真髄！

やってびっくり生活雑学の本　HOW TO コ
ツ 1000　

日本社（著）
楽しくてトクする生活情報・豆知識を、集めに集めて千項目！　思わず
やってみたくなる、人に教えたくなるとっておき情報。

闇の金融犯罪　ある日、あなたのお金が消
えている　

鈴木雅光（著）
だれも逃れられない！　豊田商事からジー・オーグループまで、狙った
獲物を必ず落とす詐欺のカラクリ！

闇の流れ　矢野絢也メモ 矢野絢也（著）
国会喚問は必至！　公明党の書記長・委員長時代の１００冊の手帳に残
る驚愕の記録！　創価学会が恐れる事実とは？

憂鬱でなければ、仕事じゃない 見城徹（著）／藤田晋（著）
見城徹と、藤田晋―。ふたつの魂が交錯した瞬間、とてつもないビジネ
スマンの聖書が誕生した！　あなたの臓腑をえぐる３５の言葉。

Ｕ．Ｗ．Ｆ．最強の真実 宮戸優光（著）
格闘技ブームの原点！　真剣勝負（リアルファイト）を追求し、すべて
を賭けて最強団体をつくった男たちの熱きドラマの舞台裏！

「雪見だいふく」はなぜ大ヒットしたのか
　７７の「特許」発想法

重田暁彦（著）
「雪見だいふく」は特許の塊だった！　洗濯機のごみ取りネット、デジ
タル時計表示の「：」、三次元バーコードなど100の特許秘話

腰痛は「たった１つの動き」で治る！
吉田始史（著）／高松和夫
（監）

その腰の痛みは「仙骨」が救う！　えっ！？　というほど簡単な「動
き」で仙骨を動かせば、痛みとサヨナラできる！　不調も消える！

吉沢深雪の休日のブランチ　カラーイラス
ト版　

吉沢深雪（著）／飛田和緒（レ
シピ提供）

かわいい！　人気イラストレーター吉沢深雪さんが描くかわいいキャラ
クターで、飛田先生のかんたんレシピを紹介。

読めそうで読めない漢字Ｑ＆Ａ　もう間違
わない！　実例集　

加納喜光（著）
言質、山車、百日紅、氷雨……読みが変わるととたんに読める人が激減
する漢字。わかっているつもりで間違っている漢字を正そう！

読めそうで読めない漢字２０００　あいま
い読み　うっかり読み　実例集　

加納喜光（著）
実際に新聞や雑誌に使われた日常的漢字二千の読み方を豊富な実例と解
説で紹介。いつもは適当に胡麻化していた貴方の読みを矯正する。

４７都道府県別　人物列伝　ふるさとの偉
人、奇人、有名人

八幡和郎（著）
血液型よりよく当たる！！　相手の出身地を知らずに付き合うと大損す
る！　代表的人物の生き様を検証して性格分析！！

４０歳から何をどう勉強するか 和田秀樹（著）
何度も挫折し、一歩が踏み出せなくなった中高年を励まし、共感を呼ん
だ話題のベストセラー、文庫化

四代目山口組　最期の戦い 溝口敦（著）
「最凶極道」の生き様！　「史上最大の暴力団」の懐中でひたすら抗う
“孤高の軍団”その果てしなき戦いの全記録！！
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流血の魔術　最強の演技　すべてのプロレ
スはショーである

ミスター高橋（著）
新日本プロレスのレフェリーとして、数多くの試合を裁いてきた男が、
日本にプロレスが誕生して以来の最大にして最後のタブーを激白！

料理に生き　山で暮らす幸せ 山本麗子（著）
カリスマ料理家となるまでの決して平坦ではなかった道のりを、山の生
活・山の食卓とともに綴る。

列車三昧　日本のはしっこに行ってみた　 吉本由美（著）
女がラクになれる旅！　見栄と無理を捨てたい女性にとって「理想の
旅」とは？　列車と船とバスと足で行ける旅！

恋愛科学が教える「恋の形勢逆転」講座 藤田徳人（著）
あなたの恋のを科学がかなえます!!　テレビ、雑誌で人気の恋愛科学者が
おくる恋愛テクニック満載!!

恋愛科学が教える「恋の敗者復活」講座 藤田徳人（著） テレビ、雑誌で話題の恋愛テクニック凝縮!!　あきらめるのはまだ早い！
恋愛科学でゲット！　「恋愛戦」速効テク
ニック

藤田徳人（著）
これで「彼」はあなたのもの！　テレビ、雑誌で人気の恋愛科学者がお
くる、最強の恋愛戦術。

恋愛科学でゲット！　「恋愛戦」必勝マ
ニュアル

藤田徳人（著）
科学を武器に恋愛力アップ。誰もが恋の「勝ち組」になれる！　相手の
心理がわかればどんな恋も思うがまま!!

六代目山口組ドキュメント　
２００５～２００７

溝口敦（著）
シリーズ累計６０万部！　暴対法や台頭する「半グレ」との攻防のな
か、六代目山口組の「向かう先」は。日本最大の裏組織の実像に迫る

早稲田ラグビー　黄金時代
２００１―２００９　主将列伝

林健太郎（著）
清宮・中竹両監督就任時の早大ラグビー栄光の時代を歴代キャプテンの
目線から鮮やかに描く。山下大悟、佐々木隆道……蘇る伝説！！

私の仕事術 松本大（著）
ビジネスには好奇心が欠かせない！　正しい方向性を見極め、自らの仕
事の出力を高めよう！！　お金より信義が大切！

「私は結果」　原因の世界への旅 森田健（著）
私とは、生死を超えた実在の世界の現れだった！　体外離脱で見た真
実！　私一人に責任はない！

「極道」のサラリーマン交渉術 向谷匡史（著）
内にあっては、上司、部下、ライバルを動かし、外に対しては、海千山
千の交渉を駆使できる必殺の裏ワザ心理術を徹底指南！

講談社文芸文庫

哀歌 遠藤周作（著）
人間の深層によどむ〈哀しみの歌〉を表題に据え、名作『沈黙』への展
開を示唆した注目すべき短篇集。

愛について 大岡昇平 （著 ）
“この道はどこへ行くんでしょうか”――偶然の邂逅から始まる若い男女の
愛。その２年後の妻の謎の事故死。

愛の挨拶　馬車　純粋小説論 横光利一（著）
代表的短篇小説と戯曲、評論を一冊に収録。現代文学へ果敢に挑戦し続
けた昭和の前衛作家の初期・中期の名作群。

愛撫　静物　庄野潤三初期作品集 庄野潤三（著）
主に若い夫婦の心の葛藤を描いた初期作から、家族とその周辺を描く庄
野文学の核心へと静かな成熟を辿る７篇。

愛、理性及び勇気　現代日本のエッセイ 与謝野晶子（著）
『みだれ髪』の作者与謝野晶子の評論感想集。現実を鋭く見詰め、女性
問題、教育問題、時事問題など多岐にわたり批判。

アヴァンギャルド芸術 花田清輝 （著 ）
秀れた前衛の思想をラジカルに踏んだ視座、ダイナミックな“変革”を志す
世界的発信性。思想の追尋者・花田清輝の代表作。

青葉の翳り　阿川弘之自選短篇集 阿川弘之（著）
戦後社会との違和に直面しながらも、生活者として中年にいたった現在
を描く代表作「青葉の翳り」。他に短篇的趣向の名品を収録。

朱を奪うもの 円地文子（著）
結婚さえも、人生のスプリングボードとして考え、自分らしく生きよう
とする女性を描いた、円地文子の代表作。

朝霧・青電車その他 永井龍男（著）
永井龍男の短篇の精髄。「往来」「胡桃割り」「ある夏まで」など、14
篇の秀作群。後年の短篇の冴えを予感する短篇世界！

あじさしの洲　骨王 小川国夫（著）
生と死の原風景を雄渾の筆で彫琢する。叔母への思慕を中洲の光景へと
融合した表題作等、小川文学の精髄を著者自らの選で編む十一篇。

あにいもうと　詩人の別れ 室生犀星（著）
逞しい作家魂とひたむきに追う犀星の美意識が展開する多彩な中期作品
群より８篇を収録。

あの夕陽　牧師館　日野啓三短篇小説集 日野啓三（著）
最初の小説「向う側」から「示現」まで８篇を収録。日野啓三の文学的
歩みの精髄を１冊に凝縮。

アポロンの島 小川国夫（著）
南欧をバイクで旅する青年と、戦時下に成長する中学生の姿を、格調高
い硬質の文体で描いた永遠の「青春の書」

アメリカの影 加藤典洋（著）
高度成長下の日米関係から占領下の新憲法制定など、戦後日本の原点へ
と遡行し、その精神の構造を鮮やかに提示した著者の第一評論集。

あめりか物語 永井荷風（著）
初期の代表作明治三十六年から四十年、荷風二十四歳から二十八歳まで
のアメリカ見聞記を二十四篇の短篇小説に収める。

荒魂 石川淳（著）
初期世界からの独自な精神の運動を持続し続けた、石川淳の『白頭吟』
から『狂風記』の間を繁ぐ白眉の長篇。

或る一人の女の話／刺す 宇野千代（著）
70を越した女が、この世に生まれ過ごした不思議を恬淡と語りかける
「或る一人の女の話」。自伝的傑作２篇を収録。

安吾のいる風景　敗荷落日　現代日本の
エッセイ

石川淳（著）
融通無碍の精神と和漢洋に亘る該博な知識とに裏打ちされた奔放自在な
想像力、一貫する鋭い反逆精神。

暗室　 吉行淳之介（著）
性の本質を徹底的に追求し精神の深淵を見事に浮彫りにした吉行文学最
高傑作。「暗い部屋」の扉の向うに在るものは……。
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偉大なる暗闇――師　岩元禎と弟子たち 高橋英夫（著）
近代ヨーロッパ文化と遭遇し苦闘する姿を描いた多面的評伝にして明治
の精神史。

一条の光・天井から降る哀しい音 耕治人（著）
50年余連れ添った老夫婦と、その生命の闘いを簡明に描く所謂“命終三部
作”ほか耕治人の清澄の頂点６篇。

一個　秋その他 永井龍男（著）
野間賞、芸術院賞の「一個」。川端賞の「秋」。短篇の名手として高い
評価のある故永井龍男の晩年の短篇集の中から１４篇を択び収録

井伏鱒二　弥次郎兵衛　ななかまど　 木山捷平（著）
常に市井の人として一貫し、独特の詩情溢れる飄々たる人生世界を描出
した木山捷平最晩年の珠玉短篇。

インド綿の服 庄野潤三（著）
自然のなかで暮らす一家の様子を、長女はユーモア溢れる楽しい手紙で
知らせてくれる。優しさと喜びに充ちた足柄山シリーズ６篇。

海を感じる時・水平線上にて 中沢けい（著）
男子生徒との性体験を鋭利な感覚で捉える「海を感じる時」。大学生と
なったその後を描く「水平線上にて」。

絵合せ 庄野潤三 （著 ） 日常の一齣一齣が織りなす“家族日誌”と呼ぶべき感動世界！

江戸文学掌記　現代日本のエッセイ 石川淳（著）
狂歌師宿屋飯盛はその族籍を「遊民」と区分けられた。名称に潜む軽
侮、対する反骨、風雅の妙を極め文学の毒を練る。

江戸文学問わず語り 円地文子（著）
著者を育んだ江戸文学への愛情溢れる入門書。明治生まれの著者にと
り、江戸は祖父母が生きた時代。

黄金伝説　雪のイヴ 石川淳（著）
辛辣な批判精神と強烈な抵抗精神で戦い続けた作家、石川淳。その出発
期から敗戦直後の「黄金伝説」「雪のイヴ」まで１０篇を収録。

王朝百首 塚本邦雄（著）
前衛歌人にして“現代の定家”とも称されたアンソロジスト塚本邦雄が選び
抜き、自由奔放な散文詞と鋭い評釈を対置した秀歌百。

大いなる日　司令の休暇 阿部昭（著）
人間の魂の高貴を平明、粉飾なき文体で！　惜しまれて急逝した不朽の
文学者魂・阿部昭の世界。

おまんが紅・接木の台・雪女 和田芳恵（著） 川端康成賞、読売文学賞受賞作を含む和田芳恵代表作14篇を収録。

思い出す顔　戸板康二メモワール選 戸板康二（著）
昭和を代表する劇評家にして推理作家の戸板康二が、芝居から文学まで
幅広い世界で見聞した話に洒落たオチをつけて語る。

オモチャ箱　狂人遺書 坂口安吾（著）
敬愛する牧野信一の人と文学を語る秀作「オモチャ箱」、坂口安吾晩年
の力作「狂人遺書」ほか８篇を収録。

折口信夫文芸論集
折口信夫（著）／安藤礼二
（編）

日本文学史をあらゆる角度から読み込んだ批評家・折口信夫の全体像が
ここに。

女の宿 佐多稲子（著）
女流文学賞受賞作「女の宿」など、人々の生きざまを描き上げた13篇を
収録。

懐中時計 小沼丹（著）
日常に死が入り込む微妙な時間を描く「黒と白の猫」、更に精妙飄逸な
語りで読売文学賞を受賞した「懐中時計」収録。

画家小出楢重の肖像 岩阪恵子（著）
名随筆家であり画家である小出楢重の生涯。随筆家としても優れ、その
感性は「日録」にも光っている画家小出楢重の原点とは？

蝸牛庵訪問記 小林勇（著）
幸田露伴との若き日の出会いから、その凄絶、荘厳な終焉の日までの“日
常”の比類なき記録。

影について 司修（著）
空襲、焼け跡のバラック生活など、敗戦前後の厳しい状況を少年らしい
健気さ、腕白さでもって過ごした前橋での日々。

影　裸婦変相　喜寿童女 石川淳（著）
『霊薬十二神丹』『影』『喜寿童女』など、鋭い批評眼と絶妙な文体で
描かれた中期作品群より７篇を収録。

風と光と二十の私と 坂口安吾 （著 ）
孤独な自己鍛練の世界に彷徨する、“精神の巨人”坂口安吾の繊細にして豪
放、聖にして俗の、ダイナミックな自伝世界。

仮装人物 徳田秋声（著）
冷やかに己れのその愛欲体験を凝視する“別の自分”の眼。私小説の極致
を示した昭和の名作。

悲しいだけ　欣求浄土 藤枝静男 （著 ）
緊張した透明度の高い硬質な文体。鋭角的に切り抉られた精神の軌跡。
人間の底深い生の根源を鋭く問い続ける。

哀しき父　椎の若葉 葛西善蔵（著）
文学の為にはすべてを犠牲にするという特異な生活態度で、無類の私小
説を描いた著者の代表作十五篇。

鞄の中身　 吉行淳之介（著）
自分の死体を鞄に詰めて持ち歩く男の話。びっしりついた茄子の実を悉
く穴に埋めてしまう女の話。

ガラスの靴・悪い仲間 安岡章太郎（著）
芥川賞受賞「悪い仲間」「陰気な愉しみ」他、安岡文字の到達点「海辺
の光景」への源流・自己形成の原点を示す初期短篇集

完訳グリム童話集１
グリム兄弟（著）／池田香代子
（著）

若い学者の兄弟が、ドイツ語圏に伝わるメルヒェンを広く蒐集してまと
めた『グリム童話集』完訳決定版。〈全３巻〉

完訳グリム童話集２
グリム兄弟（著）／池田香代子
（著）

「黄金のがちょう」「幸せなハンス」「二人の旅職人」等、63話収録。
〈全３巻〉

完訳グリム童話集３
グリム兄弟（著）／池田香代子
（著）

池田香代子のいきのいい訳、画家ウッベローデの美しい挿画で贈る完訳
決定版。

木山捷平全詩集
木山捷平（著）／木山みさを
（著）

市井の人、木山捷平が綴る心やさしく、なつかしい、暖かな世界“人生の
歌”全詩集。

供述調書　佐木隆三作品集 佐木隆三（著）
「ジャンケンポン協定」、「大将とわたし」や若者の精神の崩れを衝く
犯罪小説「供述調書」等、代表作５篇。
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教祖の文学　不良少年とキリスト 坂口安吾（著）
小林秀雄の教祖性を衝つなど豪快な精神躍動。小林秀雄が教祖的発言者
となった、２１世紀を生き抜くための強力な精神賦活の弾機！

京伝店の烟草入れ　井上ひさし江戸小説集 井上ひさし（著）
井上文学の原点ともいうべき虚実皮膜の９篇。権力の弾圧を首の皮一枚
で躱し、強かに生きる戯作者達。

雲の影・貧乏の説 幸田露伴（著）
明治文壇屈指の名文家蝸牛庵幸田露伴。最後の文語体文学者が記した口
語体エッセイ30篇。

暗い流れ 和田芳恵（著）
抗し難い性の欲望に衝き動かされた青春の日々を独得の語り口で淡々と
綴る傑作長篇。日本文学大賞受賞。

黒髪　別れたる妻に送る手紙 近松秋江（著）
男の情痴の世界を大胆に描いて、晩年は両眼ともに失明、昭和１９年没
した破滅型私小説作家の“栄光と哀しみ”。

鶏肋集／半生記 井伏鱒二（著） 円熟の作家が心込めて綴った若き日々・故郷肉親への回想の記。
舷燈 阿川弘之（著） 暴力をふるう夫につき従う妻。根源的な哀しみを鋭く突きつける傑作。

口福無限 草野心平（著）
詩と酒と美味の人生――口福を求めた昭和の大詩人が、生活の折々に親
しみ味わった食物への飽くなき愛を語るエッセイ集。

五月巡歴 黒井千次（著）
メ－デ－事件の学生のその後を描く長篇小説。心に共に傷を負った学生
達の深い葛藤を跡づけ、真摯に生きる意味を問う力作長篇。

木枯の酒倉から・風博士 坂口安吾（著）
「木枯の酒倉から」「風博士」「黒谷村」「竹藪の家」等、初期安吾を
代表する秀作を収録。

告別 福永武彦（著）
異国で出会ったマチルダとの深い愛を諦め妻と娘のいる家庭へ戻った上
條慎吾。娘の自殺、上條の死、死は響き合い世界は暗く展かれる。

極楽　大祭　皇帝　笙野頼子初期作品集 笙野頼子（著）
群像新人文学賞受賞作「極楽」ほか、初期の代表作「皇帝」、「大
祭」。著者の原点ともいうべき三篇を収録。

試みの岸 小川国夫（著）
生の深淵に潜む悲劇的な人間像を描いた名作。一艘の舟を買ったが為に
悲惨な運命を辿る馬喰。男を追う女、そして馬になった少年。

五勺の酒・萩のもんかきや 中野重治（著）
名篇「五勺の酒」をはじめ、中野重治の詩魂と精神の結晶とも呼ぶべき
12の中短篇集。

ゴットハルト鉄道 多和田葉子（著）
ゴットハルト鉄道に乗った「わたし」の感覚を詩的な文で描く表題作他
二篇。日独両国で言語の領域へ挑み続ける気鋭の中短篇集。

湖畔　ハムレット　久生十蘭作品集 久生十蘭（著）
凝りに凝った小説技巧、変幻自在なストーリーテリングで「小説の魔術
師」と評される十蘭の先駆性を示す代表的７篇。

西行論　 吉本隆明（著）
個人的な不明な動機で突然出家し、歌を通してしか思想を語らなかった
「西行とはなにものであったか」。

砂丘が動くように 日野啓三 （著 ）
砂丘のある海沿いの町にやって来た人間たちを引き込む、不可思議な夜
の闇と透明な昼。人間の意識の変容を衝く谷崎潤一郎賞受賞作。

桜　愛と青春と生活 田中英光（著）
『オリンポスの果実』の作者の初期秀作群。初期代表作「桜」、及び
「愛と青春と生活」収録。

桜島　日の果て　幻化 梅崎春生（著）
不気味で純粋な“生”の旋律を伝える作家・梅崎春生の、戦後日本の文学
を代表する作品群。

桜の森の満開の下 坂口安吾 （著 ）
大いなる野性・坂口安吾の物語・歴史小説群人生的・文学的苦闘の中か
ら編出した物語・歴史小説群収録！

叫び声　 大江健三郎（著）
現代を生きる孤独な青春の“夢”と“挫折”を鋭く追求し、普遍の“青春の意
味”と“青春の幻影”を描いた秀作。

ささやかな日本発掘 青柳瑞穂（著） 古美術との偶然の出会い。読売文学賞受賞の名品。

サハリンへの旅 李恢成（著）
離散一族、民族の“それぞれの立場”を追求しつづける李恢成積年の願望
――パルチャ（運命）の旅！

残光のなかで　山田稔作品選 山田稔（著）
老作家との出会いとその孤独を静かな筆致で辿った「残光のなかで」
等、フランス留学中の生活の一齣一齣をひそやかに描いた作品群。

しあわせ／かくてありけり 野口冨士男（著）
時代を写し自らの来しかたを凝視して読売文学賞を受賞した表題作と短
篇の名品「しあわせ」を併録。

紫苑物語 石川淳（著）
優美かつ艶やかな文体と、爽やかで強靱きわまる精神。芸術選奨受賞作
「紫苑物語」及び「八幡縁起」「修羅」を収録。

屍の街・半人間 大田洋子（著）
原爆投下直後の広島の惨状を克明に記録した〈原爆文学〉の原点「屍の
街」。狂気を孕んだ入院記「半人間」併録。

時間 黒井千次（著）
高度成長時代に抗して、労働とは何かを問い失われてゆく〈生〉の手応
を切実に希求する第1創作集。

仕事部屋 井伏鱒二（著） 井伏鱒二が描く昭和初年代のモダニズム、都市小説の新風俗。

静かな生活　 大江健三郎（著）
作家の両親の外国滞在の間、残された脳に障害を持つ長男をめぐって起
る危機的事件。家族の絆とは何かを主題とした連作的小説。

持続する志 大江健三郎（著）
30代に入った著者が、己れの存在の根元に突きささる鋭い痛みの感覚を
もって状況への誠実な発言を続ける。

七・錯乱の論理・二つの世界 花田清輝（著）
常に世界に開かれている透徹したリアルな眼。真の前衛・花田清輝の初
期小説、エッセイ集を収録。

詩とダダと私と 吉行淳之介（著）
小説作品において性を媒介とした人間関係を描きつづけた作家の原点に
は、若き日に綴った詩の数々があった。

司馬遷　史記の世界 武田泰淳 （著 ） 司馬遷「史記」を通しての、歴史認識の書。
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自分の羽根 庄野潤三（著）
羽根つきをしたエピソードから「自分の羽根でないものは打たない」と
自らの文学的決意を明かす表題作他、ユーモアで綴る随筆集。

シベリヤ物語 長谷川四郎（著）
著者自身のシベリヤ捕虜収容所の体験と、そこで出会った人々の生活を
淡々と物語る現代戦争文学の名著。

上海 横光利一（著）
１９２５年、上海で起った中国の反日民族運動を背景に、そこに住み、
浮遊し彷徨う一人の日本人の苦悩を描く。

樹影 佐多稲子（著）
著者の故郷長崎の、酷く理不尽な痛みを深い怒りと哀惜をこめて強靱に
描く。原爆を告発した不朽の名作。野間文芸賞受賞。

白い人　黄色い人 遠藤周作（著） 遠藤文学の全てのモチーフを包含する初期作品集。

白い屋形船・ブロンズの首 上林暁（著）
故郷の四万十川のように流れる、私小説の清冽な精神。18年間の闘病の
結晶と呼ぶべき名篇。

白兎・苦いお茶・無門庵 木山捷平（著） “人生の歌”を歌った木山捷平、中期・晩年の代表的短篇。

寝園 横光利一（著）
破産しかかった主人公梶に想いを寄せる若い女性奈奈江。その存在を核
に、入り組んだ男女の恋愛心理とその危機を追う。

身心快楽 武田泰淳（著）
「滅亡について」「司馬遷『史記』」をはじめとし、中国における戦争
体験、同時代作家論、自伝、自作解説等、二十八篇を精選

新編　疾走するモーツァルト 高橋英夫（著）
国内指折りのモーツァルティアン高橋の半世紀に亘る愛着と創見を凝縮
した一冊を新編集版で。

親和力 ゲーテ（著）／柴田翔（訳）
人間関係を不可避な化学的結合と見る傑作。自然界の親和力が二組みの
男女を支配するが、人間の精神が究極に勝利する。

随筆三国志 花田清輝（著）
破天荒な三国志論伝統が新興勢力に場を譲った乱世。流行歌（梁父吟）
を好む孔明は大衆のエネルギーの象徴。

清貧の書／屋根裏の椅子 林芙美子（著）
名作『放浪記』を力に、作家はいかに飛躍をとげたか。〈宿命的放浪の
作家〉林芙美子の代表的初期短篇７作。

惜櫟荘主人 小林勇（著）
出版事業に激しく情熱を燃やした岩波茂雄。著者が肌身を通して語る、
追慕の情溢れる偉大な出版人の記録。

測量船 三好達治（著）
近代抒情詩の画期的名著。「雪」など、新詩の可能性を追究する詩人・
達治が“現代抒情詩”を展開させた画期的詩集。

ソロモンの歌　一本の木 吉田秀和（著）
戦後音楽批評の開拓者である著者の詩・絵画・文学をめぐる随想集。表
題作の他に中原中也や小林秀雄との交流録など１２点を収録。

台風の眼 日野啓三（著）
鮮烈なイメージを喚起する新しい自伝の試み。幼少年期の赤坂、小中学
生を過ごした植民地朝鮮、特派員として赴いたソウル、サイゴン。

大陸の細道 木山捷平（著） 満洲での体験を私小説世界に結晶させた芸術選奨受賞作。

鷹 石川淳（著）
表題作「鷹」のほか「珊瑚」「鳴神」を収録。透徹する深遠な幻想と独
特の文体のリズムに痛烈な世相批判を籠める傑作諷刺小説。

高村光太郎　 吉本隆明（著）
敗戦後の岩手の山中に、己を閉塞させた高村光太郎。生涯、芸術、思想
を論じ、その思想的破綻を自ら全戦争体験をかけて刳り出す。

小さな手袋 小沼丹 （著）
日々の移ろいを作家の眼で捉えた秀抜随筆集。日々の移ろいを柔軟な作
家の眼で拾い上げた鮮やかな断片――草花・鳥、そして親しい人々。

鳥獣戯話　小説平家 花田清輝（著）
一級史科とやらに隠蔽された人物を、圧倒的な論理と痛快・奔放な推理
力を駆使して復権し、常に未来に向けて力強いメッセージを語る。

長春五馬路 木山捷平（著）
敗戦直後の満州を舞台に描く男の悲哀。めまぐるしく変る政治状況の中
で毎日長春五馬路へ出かけボロ屋で生計を立てる主人公の日常。

定家百首　雪月花（抄） 塚本邦雄 （著）
好敵手＝藤原定家の秀歌百首に真剣勝負を挑む創造的評論に、他一篇を
付す。

田紳有楽　空気頭 藤枝静男 （著 ）
“私”の求道者・藤枝静男の「私小説」を超えた独自世界。芸術選奨『空
気頭』、谷崎賞『田紳有楽』両受賞作を収録。

点滴　釣鐘の音　現代日本のエッセイ　
井伏鱒二（著 ）／三浦哲郎
（編）

鴎外へ仮名の手紙を出した逸話を明かす『悪戯』、水の滴りの音をき
そった思い出から太宰の死を悼む『点滴』等、短篇４７篇を収録。

東京小説 野坂昭如（著）
「家庭篇」から始まり告白的「私篇」、そして巨大都市・東京の行末を
暗示する「山椒媼」まで饒舌かつ猛スピードで語られる１４の断章

東京の三十年 田山花袋 （著 ）
十才の小僧から文壇の第一人者となる著者の文壇的回想に、東京の風
俗・文化を重ねて四十五年に及ぶ東京の変遷を語る。

時に佇つ 佐多稲子（著）
激動の時代の暗い淀みを清冽、強靭な“眼”で凝視し、痛ましくも美しき
ものを描く自伝的短篇連作12篇。

斗南先生・南島譚 中島敦（著） 非凡な才を評価されながら夭折した中島敦の珠玉の傑作短篇集。

中原中也 大岡昇平 （著 ）
中原中也とは何か、文学とは何かに迫る第１級の評伝。野間文芸賞受賞
の『中原中也』から「中原中也伝――揺籃」他２篇を収録。

中原中也全詩歌集（上）　
中原中也（著）／吉田煕生
（編）

時を超え読者の心に深い感動を与える夭逝の詩人。その２冊の詩集『山
羊の歌』『在りし日の歌』と全未刊詩篇を収録した決定版。

中原中也全詩歌集（下）　
中原中也（著）／吉田煕生
（編）

読む者に深い感銘を与える中也の刊行詩集『山羊の歌』『在りし日の
歌』の２冊の詩集と未刊詩篇全てを収録、編纂した決定版全詩集。

中原中也全訳詩集　 中原中也（著）
『ランボオ詩集』は、中也の死の直前に刊行された。当時唯一の全訳詩
集として流布し、同時代を激しく揺さぶった。

啼く鳥の 大庭みな子（著） その作家活動の頂点を示す野間文芸賞受賞の力作。
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懐かしい年への手紙　 大江健三郎（著）
郷里の森を出、都会に出た「僕」と、その森に魂のコミューンを築こう
とする「ギー兄さん」。“祈りと再生”の主題を深めた名篇。

なまみこ物語　源氏物語私見 円地文子（著）
源氏物語と円地文学の邂逅を標す二大収穫！　中宮定子の一条帝への誇
り高き恋を描く「なまみこ物語」と随想「源氏物語私見」を収録。

鳴るは風鈴　木山捷平ユーモア小説選 木山捷平（著）
諧謔とペーソス溢れる木山捷平文学の真骨頂。身辺の事柄を厳しい目で
見据えた＜私小説＞的作品を中心に編成。

贋物・父の葬式 葛西善蔵（著）
私小説作家にして破綻者の著者。彼の死とともに、純文学の終わりとま
で言われた。

日本廻国記　一宮巡歴 川村二郎（著）
９年の歳月をかけて巡歴した、全国６８ヵ所の一宮参拝。人々と祭神の
関わりのなかに、日本文化の根底を見すえる傑作紀行。

日本のルネッサンス人 花田清輝（著）
花田清輝の豊かな歴史感覚、国際感覚、秀抜なレトリック。若き日の
「復興期の精神」を成熟させた批評精神の凱旋！

日本風景論 加藤典洋（著）
村上春樹、吉本ばなな、安吾、角栄、大島弓子や８０年代の社会現象か
ら、現代をとりまく微妙な位相を解読する。

日本文化私観 坂口安吾（著）
戦前・戦中・戦後、昭和２２年はじめまでの安吾全エッセイから坂口安
吾の文学、人生観を最も深く、強く語ったものを精選。

人間・歴史・風土　坂口安吾エッセイ選 坂口安吾（著）
歴史紀行の中から「天草四郎」「安吾・伊勢神宮にゆく」「飛騨・高山
の抹殺」など10篇を収録。

人称代名詞 野坂昭如（著）
養父たちを焦土で奪われた苛烈な体験を忘れることなく、ニセの“安寧・
平穏”をきびしく峻拒する野性の魂。

野 三浦哲郎（著） 優しく哀しくユーモア滲む短篇の名手・三浦哲郎の作品群16篇。

灰色の午後 佐多稲子 （著 ）
突然の女の出現に崩壊する作家夫婦の危機。折江の夫が、新しい女で家
を出ようとする。自己と家庭を凝視する佐多文学の最高の達成。

萩原朔太郎 三好達治（著）
格調高い名文によって、朔太郎との交遊を振り返り、その面影をしのび
つつ、同時に、作品の形成過程を緻密に辿る。

白山の水　鏡花をめぐる 川村二郎（著）
著者少年期の金沢体験を基点に、鏡花世界の幻想性の内奥を民俗学的・
地誌的に解き明かす長篇エッセイ。

白痴　青鬼の褌を洗う女 坂口安吾 （著 ）
奔放不覊な魂と鋭い透視に析出された肉体の激しい共存「堕落論」と通
底し、時代を超えて光芒を放つ、戦後そのものを象徴する名作。

白頭吟 石川淳（著）
俗物・まがいもの行き交う、愛あり恋あり不倫あり、裏切り、謀略なん
でもありの巷のなかで、昂然として、高貴なるものの光芒一閃。

走れトマホーク 安岡章太郎（著）
ありふれた旅、なにげない家庭の日常。全編に渡る漂泊者の感情、空白
感。アメリカ旅行に材を取る表題作「走れトマホーク」ほか八編。

花の町／軍歌「戦友」 井伏鱒二（著） 陸軍徴用員として従軍した著者。この体験に関わる文業を集成。
埴輪の馬 小沼丹（著） 日本文学には数少ない、ヒューモアに富んだ私小説集。
パルタイ・紅葉狩り　倉橋由美子短篇小説
集

倉橋由美子（著）
豊饒なる倉橋文学の世界。デビュー作「パルタイ」から怪奇掌篇・寓意
譚に至る９篇を収録。

哈爾濱詩集　大陸の琴 室生犀星（著）
犀星が生涯でただ一度の海外旅行（朝鮮満州旅行）に出かけた。その折
に生まれた表題作の詩集・小説と随筆「駱駝行」他２篇を収録。

晩春の旅　山の宿　現代日本のエッセイ 井伏鱒二（著）
旅と釣のこよなく好きな作家の紀行エッセイ。出会った人々との人情の
温もりと滲むユーモア。

ピアノの音 庄野潤三（著）
季節の花を愛で、子や孫や友人達と心通わせる。妻はピアノ、私はハー
モニカ。自らの家庭を素材に奏でる人生の嬉遊曲！

光と風と夢　わが西遊記 中島敦（著）
『宝島』の作者スティヴンスンのサモアでの晩年の生と死を描いた文壇
登場作。長篇「光と風と夢」とほか一篇を収録。

光の領分 津島佑子（著）
“短篇連作”という新しい創作上の方法を駆使し、第１回野間文芸新人賞
を受賞した津島佑子の初期代表作。

彼岸花 小林勇（著） 名編集者・小林勇の偉大で慕わしい人々への鮮やかなレクイエム。

日の果てから 大城立裕（著）
米軍が沖縄本島に上陸。神女の家柄の人々を軸に、凄絶な戦いを沖縄の
文化、風土、歴史を絡め神話的世界にまで昇華させた叙事詩。

百句燦燦　現代俳諧頌 塚本邦雄（著）
短歌の鬼才が最愛の敵に捧げた俳諧頌、百！　西東三鬼、寺山修司、飯
田龍太等の魅惑の百句精選。

漂民宇三郎 井伏鱒二（著）
自選全集未収録の不朽の名作。若き宇三郎は海で漂流し兄と仲間を失っ
た。生き残った仲間はアメリカの捕鯨船に救われ……。

日和下駄　一名　東京散策記 永井荷風 （著 ）
江戸切図を頼りに山の手の老樹や下町の河の流れを思いのままに散策
し、江戸の往時やその名ごりを偲ぶ。東京街歩きの嚆矢。

風媒花 武田泰淳（著）
無限の苦悩と憧れの象徴〈中国〉を背景に、社会の肌を非情な眼で生々
しく抉る戦後文学の記念碑的傑作。

風貌　私の美学　土門拳エッセイ選 土門拳（著）／酒井忠康（編）
日本を代表する写真家土門拳は達意の名文家でもある。時代と社会、芸
術と文化、写真とは何かを問う土門美学の精髄。

普賢　佳人 石川淳（著）
饒舌自在な文章で描く名作「普賢」ほか「佳人」など石川淳の文学原理
を鮮明に表出する初期作品群四篇。

復興期の精神 花田清輝（著）
ルネッサンスを生きたダンテ、ダ・ヴィンチら２２人の生の軌跡を追
求、滅亡に向かう文明の復活の秘密を探る。
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吹雪物語 坂口安吾 （著 ）
１９３Ｘ年冬の新潟を舞台に繰り広げる、時間・空間・情念・観念が渦
巻く巨大な“坩堝”。

文学のプログラム 山城むつみ（著）
小林秀雄、坂口安吾、保田與重郎の戦時下の言説を丹念に辿り、「書く
こと」は「戦争」に拮抗し得るのかを問う。

兵隊宿 竹西寛子（著）
「兵隊宿」ほか、共通の主人公による９つの短篇群。日本の古典を材に
優れた評論を持つ著者の代表的名篇。

平凡　私は懐疑派だ 二葉亭四迷 （著 ）
いかに生くべきか自問し続けた作家の自伝体小説「平凡」、翻訳「あい
びき」、評論「私は懐疑派だ」他収録。激動を生きた四迷の軌跡。

鳳仙花 川崎長太郎（著）
「鳳仙花」「乾いた河」などの代表作のほかに中山義秀との交友を描い
た「忍び草」など７篇収録。

僕が本当に若かった頃　 大江健三郎（著）
還暦を前にした大江健三郎の精神の原風景。人生の中のふるえる如き深
い魂の祈りと感動を伝える短篇小説集。

星と月は天の穴　 吉行淳之介（著）
結婚生活に失敗した独り暮しの作家矢添と女子大生紀子との奇妙な交渉
を明晰・繊細な文体と鮮やかな心象風景で描く傑作長篇。

堀辰雄覚書　サド伝 遠藤周作（著）
大学卒業前後の最初期作品「堀辰雄覚書」、フランス留学時に構想を
得、宗教と自由に焦点を当てた「サド伝」を収録。

ボロ家の春秋 梅崎春生（著）
諷刺、戯画、ユーモアをまじえた筆致で日常の根本をゆさぶる独特の作
品世界。

マチウ書試論　転向論　 吉本隆明（著）
ユダヤ教に対する原始キリスト教の憎悪のパトスと反逆の倫理を追求し
た「マチウ書試論」他、初期吉本隆明の名エッセイ十三篇を収録。

街角の煙草屋までの旅　吉行淳之介エッセ
イ選

吉行淳之介（著）
文学者の硬質な眼と、世間の皮相な些事を絶妙に捉えるエッセイストの
柔らかな眼。名手が虚実皮膜の境に遊ぶ４７篇を精選。

抹香町　路傍 川崎長太郎 （著 ）
海岸近くの堀立小屋住いの気ままな生活、男女の愛着を底辺から描く、
私小説の傑作。

まぼろしの記・虫も樹も 尾崎一雄（著）
危うい“生”と理不尽な“死”を、透徹した静寂さの上に浮彫りにした深い感
動を呼ぶ名篇。

蝮のすえ・「愛」のかたち 武田泰淳（著）
新たな生を獲得した“女”を鮮烈に捉え、戦後日本に大きな震撼をもたら
した武田泰淳の初期作品３篇を収録。

万延元年のフットボール　 大江健三郎（著）
その歩みの中の民衆の心と戦後世代の切実な体験と希求を見事に文学的
に結実させた大江健三郎の全世界。

澪標・落日の光景 外村繁（著）
愛する者の死。人生の不可思議。末期の眼。死へ向う透明な生。外村文
学の鮮やかな達成４篇。

みずから我が涙をぬぐいたまう日　 大江健三郎（著）
〈天皇〉を主題とした想像力漲る二つの中篇。──全く異なる２つの文
体により、現代人の危機を深刻、ユーモラスに描く。

蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶ
れ

室生犀星（著）
犀星の多面的文学世界全てを達成。生涯最高の活動期ともいうべき晩年
の名作５篇を収録。

無縁の生活・人生の一日 阿部昭（著）
日常の深底に澱む不透明で苛酷な世界。苦いユーモアと豊かな情感とに
支えられる阿部昭の小説空間。

椋鳥日記 小沼丹（著）
巧みなユーモアとペーソスで人生の一断面に深みを与える著者ならでは
の、半年間のロンドンでの日々を描く独自の小説世界。

むらぎも 中野重治（著）
『梨の花』『歌のわかれ』に続く自伝的長篇小説。毎日出版文化賞受
賞。

村のエトランジェ 小沼丹（著）
疎開先の村で起こった恋の騒動を、端正な都会的感覚の文章で綴った表
題作を中心に、初期作品８篇を収録。

室町小説集 花田清輝（著）
吉野川源流の山奥での武家、公家、入道、神官入り乱れての争奪の顛
末！

夫婦善哉 織田作之助 （著 ）
作家生活僅か７年、裏町人生のニュアンスに富んだ諸相を書き続けて急
逝した織田作之助の代表作６篇を収録。

もう一つの修羅 花田清輝（著）
忌憚のない鋭い批評ゆえに同時代に敬遠された文学者花田清輝が、時間
の流れの雲間から、今再び輝き出す！

もぐら随筆 川崎長太郎（著）
私小説一筋の文学精神、老境を語る名随筆集。現代の陋巷の隠者のよう
に生きる日常、妻との語らい、文学上の交遊などをつづる４８篇。

紋章 横光利一（著）
知識人久内と一途な男雁金。ふたりの対照的な成り行きに、近代の合理
的な人間認識と“日本精神というもの”との相剋を見る。

厄除け詩集 井伏鱒二（著）
若き日に、散文を書き澱んだ時その厄除けに詩を書くと言った、含羞の
人・井伏鱒二の詩約６０篇を収録。

焼跡のイエス　善財 石川淳（著）
聖書伝説を戦後風俗に重ねた寓意小説「焼跡のイエス」「かよい小町」
「処女懐胎」を含めた六篇を収録。

野菜讃歌 庄野潤三（著）
『夕べの雲』など、家族の平凡な日常を静かな筆致で描く庄野文学。小
説と随筆の間の独特の世界はその死まで変わることなく続いた。

やすらかに今はねむり給え／道 林京子（著）
事実を基に、綿密に綴った被爆体験。谷崎潤一郎賞受賞作「やすらかに
今はねむり給え」。恩師・友人の最期を鮮烈に描いた「道」を収録。鎮
魂の思いをこめた林京子の原点。

山を走る女 津島佑子（著）
恋愛に基づく結婚からも聖なる母性像からも自由な８０年代の新しい女
性像を刻んだ先駆的作品。
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ゆう女始末　おまえの敵はおまえだ 石川淳（著）
「ゆう女始末」など奇談三篇と、文部省芸術祭主催公演「おまえの敵は
おまえだ」ほか二篇の戯曲を収録。

夕べの雲 庄野潤三 （著 ）
何もさえぎるものない丘の上の新しい家。家の団欒を深く静かに支えよ
うとする意志。季節季節の自然との交流を詩情豊に描く。

雪の下の蟹／男たちの円居 古井由吉（著） 古井由吉の大いなる才幹を予告する初期秀作群。

夢の島 日野啓三 （著 ）
巨大都市のゴミ集積地としての“夢の島”が、かえって“都市の再生”の“魅
惑の場所”として逆転する・・・日野文学の最高傑作！

酩酊船　森敦初期作品集 森敦（著）
横光利一の推薦で新聞連載された、著者２２歳の時のデビュー作。当時
の文学青年の思考をリリカルに描き、文壇の注目を集める。

妖　花食い姥 円地文子 （著 ）
伝統的優美と豊かな知性が研きあげた隠微な官能、妖気を漂わせる特異
の世界、円地文子傑作短篇集・７篇。

横しぐれ 丸谷才一（著）
父、家族、「わたし」の思いがけない過去の姿。小説的趣向を存分にこ
らした名篇「横しぐれ」ほか短篇３作を収録。

吉本隆明初期詩集 吉本隆明（著）
「巡礼歌」「エリアンの手記と詩」など習作期作と第１詩集「固有時と
の対話」第２詩集「転位のための十篇」収録。

淀川にちかい町から 岩阪恵子（著）
芸術選奨文部大臣賞・紫式部文学両賞受賞。庶民の人生の機微を鮮やか
に彫る、連作短篇集。

夜ふけと梅の花　山椒魚 井伏鱒二（著）
さまざまな文学的潮流が拮抗した昭和初年代の雰囲気を鮮やかに刻印
し、著者の文学的出発をも告げた画期的作品群。

夜の靴　微笑 横光利一（著）
疎開先で敗戦を迎えた横光利一が、困難な己れの精神の再生を祈りつ
づった日記体の長篇『夜の靴』と、遺作『微笑』を収録。

落花　蜃気楼　霊薬十二神丹 石川淳（著）
揺るぎない批評眼、飛翔する想像力。世相を鋭く風刺し、幻想的世界と
現実とが交錯する石川文学中期作品群７篇。

旅愁（上） 横光利一（著）
世界大戦前のパリと東京を主舞台に、日本伝統主義者矢代、合理主義者
久慈、カトリックの千鶴子が織りなす愛情の行方。

旅愁（下） 横光利一（著）
心の平穏を日本的伝統に求める矢代と、西欧近代文明に心酔する久慈の
二人。横光の分身というべき青年らが織りなす心理の綾。

わが切抜帖より　昔の東京 永井龍男（著）
様々な記事の切抜きから立ち起って来る秀逸なドラマ。ささやかなさり
気ないことの中に起るドラマを見逃すことのない作家の眼。

わが子キリスト 武田泰淳（著）
ユダヤの完全支配をもくろむロ－マ政府高官と、キリストの実父だとい
う隊長によって作られた神の子イエスとその復活。

わが母の記　花の下・月の光・雪の面 井上靖（著）
過去を失い、自己の存在を消してゆく老耄の母。老いに対峙し生の本質
に迫る名編。「墓地とえび芋」を併録。

若山牧水随筆集 若山牧水（著）
旅・自然・漂白の歌人、牧水の代表的短歌百二十首と紀行文「山旅の
記」父母のことや自らの生い立ちを綴った「おもいでの記」ほか収録

私の東京地図 佐多稲子（著）
東京の街への様々な思い出や出逢い、そして戦争。自らの過去を探り確
かめるように書き刻んだ名作。

私の文学放浪 吉行淳之介（著）
エッセイ集文学との出逢い、父吉行エイスケのこと、芥川賞受賞までの
エピソード等を軽妙な語りくちで綴る。

悪い夏　花束　吉行淳之介短篇小説集 吉行淳之介（著）
少年の眼を通して若い男女の心の動きを追う「悪い夏」等、初期から最
晩年迄の十四作品を精選する　。

われら青春の途上にて　青丘の宿 李恢成（著）
祖国が分断され、まだ多くある差別の中で、若い青春を、本当の生きか
たとは何か、を真摯に問いながら生きる群像。

講談社文庫

鮮血のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険
（１）

笠井潔（著） 徹底した破壊への衝動を胸に、暴力と陰謀の荒野へ――！

疾風のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険
（２）

笠井潔（著）
ヴァンパイヤー戦争外伝、緊迫白熱の第２弾。九鬼鴻三郎はＫＧＢ諜報
員として日本へ戻った。対米謀略の戦火は東京から魔都香港へ！

雷鳴のヴァンパイヤー　九鬼鴻三郎の冒険
（３）

笠井潔（著）
ヴェトナムへ飛んだ九鬼鴻三郎を待っていたのは錯綜した謀略と死闘
だった。超戦士の誕生を描く３部作完結編！

ああ、禁煙ｖｓ．喫煙 姫野カオルコ（著）
店内の喫煙。嫌がる禁煙者。しかし喫煙者は悪者か？「あたりまえ」と
される事も、ちょっと角度を変えるだけでクリアに本質が見える！

藍色回廊殺人事件 内田康夫（著）
四国八十八ヶ所巡り取材中に浅見が聞いたのは１２年前に起こった悲し
い事件の話だった。

愛技 神崎京介（著）
病に伏す潤子を訪れた新婚２ヵ月の達也。潤子を気遣う妹・杏子に心ひ
かれ……限りなく美しい性と愛を描く。

愛し続けるのは無理である。 内館牧子（著）
世俗で鍛えられ、清濁あわせ呑むばかりか煮え湯も飲まされた、そんな
年代の男女の狡さと優しさ。

愛だからいいのよ 内田春菊（著）
４人目にして初めて「夫の子供」を出産した著者が、愛に満ちた日常生
活を綴ったエッセイ。

愛と日本語の惑乱 清水義範（著）
恋多き大女優と同棲するコピーライターが、失われつつある愛に惑乱。
奇妙な言語障害に陥っていく。清水ワールド全開の爆笑長編！
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愛の飛鳥路殺人事件 山村美紗（著）
取材旅行中の人気推理作家が、謎の失踪。春の大和路で何が起きた？　
長編旅情ミステリー。

愛の伝説・釧路湿原 西村京太郎（著）
釧路湿原のタンチョウサンクチュアリに、ボランティアを志願して、突
然現れた美女。しかし、十津川と出会った翌日、彼女は消えた！

アイビー・ハウス 原田ひ香（著）
二世帯住宅をシェアして暮らす、ともに子どものいない若い２組の夫
婦。何気ない毎日のなかで、４人の関係性は微妙に変化を遂げていく

Ｉ　ＬＯＶＥ 神崎京介（著）
原田康平は普通のサラリーマンだったが、昇進を機に社内一の美女と関
係を持つ。以後、数々の女性と体を重ねていく。

Ａｖｅ　Ｍａｒｉａ　アヴェ　マリア 篠田真由美（著）
時効を目前にした薬師寺事件。唯一の生存者である蒼のもとに謎めいた
封筒が届いた。カードには「ＲＥＭＥＮＢＥＲ」ただ一言が。

アウト　＆　アウト 木内一裕（著）
完璧な殺人計画を達成したと思った矢先、謎の探偵に目撃された殺人
者。これが事件の始まりだった。

蒼い牙 勝目梓（著）
一発の銃弾が、眠っていた牙を覚醒させた。男の情念をゆさぶる傑作バ
イオレンス長編。

青い火花（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

蒼いみち 小澤征良（著）
なんて深くて、なんて大きな夜だろう。立ち止まった私は、そのまま夜
空をあおいだ―。

蒼夜叉 高橋克彦（著）
キリスト伝説の残る青森で男が十字架で縊死。現場にいた謎の美少年は
怱然と消え、以後日本各地で怪事件が続発し……

赤い夢の迷宮 勇嶺薫（著）
２５年ぶりに再会したぼくら七人には共通の秘密、お化け屋敷に住む
ＯＧという謎の男の存在があった。館への再訪、悪夢は始まっている

「赤毛のアン」に学ぶ幸福になる方法 茂木健一郎（著）
幸福とは何か、ということについて「赤毛のアン」には、深い覚悟が描
かれている。茂木健一郎が脳と心から読み解く「幸福論」。

赤坂哀愁夫人 南里征典（著）
美しい未亡人門倉朱鷺子。莫大な遺産を受けるが、それを狙う一味が暗
躍し彼女を襲う。

暁の旅人 吉村昭（著）
日本人として初めて西洋医学を学んだ近代医学の開祖・松本良順を描く
歴史長編。

悪道 森村誠一（著）
将軍綱吉の異変に気づいた伊賀忍者の末裔が柳沢吉保の放つ刺客と闘い
北へ。吉川英治文学賞受賞、最高のエンターテインメント時代小説

悪道　西国謀反 森村誠一（著）
幕府の西の抑え、浅尾家に藩主の不審死が続く。名君となった影将軍、
伊賀忍者の末裔流英次郎は、幕府を巻き込む暗雲を取り払るか！？

悪魔のラビリンス 二階堂黎人（著）
三重密室殺人に人体消失の究極推理に挑戦！　寝台特急の個室で起こっ
た世にも不思議な事件。名探偵・蘭子と謎の怪人が正面対決。

明智光秀 桑田忠親（著）
本能寺の変を引き起こした明智光秀。その謎の生涯を、広範な史料を探
り、卓抜な洞察力をフル回転して解明する。

開けっぱなしの密室 岡嶋二人（著）
なぜ犯人は密室の鍵を開けていったのか……表題作や乱歩賞受賞後第一
作となった「罠の中の七面鳥」など、ユーモアと恐怖が交錯する６編を
収録。

揚羽の蝶　半次捕物控（上） 佐藤雅美（著）
娘の貞操と殿の命を狙う“いが茄子男”とは誰？　密偵として備前松平氏
の参勤交代に潜り込んだ岡っ引半次を襲う危機！

揚羽の蝶　半次捕物控（下） 佐藤雅美（著）
どす黒い陰謀の正体を半次は見抜けるか！？　将軍家をも巻き込んだ継
嗣争いの行方は？　「影帳」に続く痛快捕物帳！

赤穂義士 海音寺潮五郎（著）
時の将軍、吉宗をも感動させた赤穂義士の武士道を、討ち入りまでの克
明な描写と深い共感を持って描いた感動の史伝。

麻布憂愁夫人 南里征典（著）
失踪した夫の行方と謎を追う若妻の前に現れる魔手と肉体の罠。人妻旅
情ミステリー。

あした天気にしておくれ 岡嶋二人（著）
3億2千万円のサラブレッド「セシア」が盗まれた。犯人は身代金として
2億円を要求してきていた。そして思いもかけぬ方法で、大金が奪われ
る。

阿修羅 玄侑宗久（著）
妻は三つの「わたし」を生きていた。交叉する三つの人格。それぞれの
「わたし」という物語はいかに紡がれ、統合されるのか？

化野学園の犯罪　教育実習生　西郷大介の
事件日誌

姉小路祐（著）
魔性の女子高生が語る、学園の「死の伝説」一人の女子高生の飛び降り
自殺に始まる連続した惨劇。

アダルトな人びと 足立倫行（著）
ＡＶ女優の初体験データはマニアの常識？　こんな“マル秘”世界を監
督、女優などを通し描くルポ。

熱い絹（上） 松本清張（著）
マレーシアの密林に忽然と消えたタイ・シルク王、軽井沢の殺人事
件……。そこには一つの接点が！

熱い絹（下） 松本清張（著）
マレーシアの高原で消えたタイ・シルク王ノ謎を、日本・マレーシアの
両警察が追う！　事件は意外な結末へ……。

熱い砂　パリ～ダカール１１０００キロ 岡嶋二人（著）
世界一過酷な大レース。参加者たちの闘い、現地人たちの生活、美しく
も厳しい大自然の姿など、プレスマンとして参加したパリダカ体験記。

アッコです、ドモ。 高橋章子（著）
元祖超高感度人間タカハシの誕生から花の編集長までの軌跡をたどる
『高橋章子大全』。

艶女犬草紙 阿部牧郎（著）
文政年間の大阪、故あって武士を捨て貸本屋になった町之介は、商売に
励むかたわら、知り合った女たちと男女の交わりを重ねてゆく。
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あなたに捧げる犯罪　ラブ・クライム 菊地秀行（著）
愛の本質は犯罪的である。ホラー小説の大家が切れ味鋭い筆鋒で描く奇
妙な恋愛の連作集。

あなたにもできる悪いこと 平安寿子（著）
セクハラ、不倫、収賄……内々に済ませたい当事者たちの間に入って、
調子がいいだけの男と食えない女二人組はうまくやれるのか！？

あなたはオバサンと呼ばれてる 内館牧子（著）
これこそは「オバサン化」防止の特効薬だ！　映画のヒロインやストー
リーを題材に、人気脚本家ならではの「生き方」アドバイス。

義姉　武芸者　冴木澄香 睦月影郎（著）
時代官能小説小藩の若者、丈九郎は兄の仇討ちのため、兄嫁、美苗と女
剣士、冴木澄香を追う旅に出る。

アフリカの瞳 帚木蓬生（著）
南アフリカで企てられた、天然痘による黒人抹殺計画を打ち砕いた日本
人医師・作田信。十年後の今、彼は新たな敵エイズと戦っていた。

甘蜜三昧 睦月影郎（著）
たっぷり。粒揃いの睦月影郎短編集。「渋柿」「刀と鞘」ほか小説現代
掲載の５編と東スポ連載「よろめき秘帖」収録の時代官能傑作集。

雨の夜の秘密 阿部牧郎（著） 為替ディーラーたちが求める究極の官能の世界！

あやしい叢 勝目梓（著）
有名女優が抱える他言無用の秘密。陰毛相性占いが得意な私立探偵に突
然舞い込んだ奇妙な依頼。

妖しい風景 高樹のぶ子（著）
旅先でのエピソードから文化・芸術を語り、バイアグラから人間の進歩
を考える――縦横無尽に閃く珠玉のエッセイ集

嵐ヶ熱血ポンちゃん！ 山田詠美（著）
人生、快楽あるのみこれぞ至福への近道！　すべてをパラダイスにして
しまう極意とは？

嵐山温泉殺人事件 吉村達也（著）
志垣警部の姪・千代と嵐山温泉で、お見合いをすることになった和久井
刑事。だが彼は時代劇スター殺人事件の容疑者に・・・

あられもなく 勝目梓（著）
大富豪一家三代にわたるめくるめく秘密の宴。大旦那と息子、孫、それ
ぞれの妻が自由奔放な悦楽の限りを尽くす。

『アリス・ミラー城』殺人事件 北山猛邦（著）
驚きのトリック満載。城のどこかにある「アリス・ミラー」を手に入れ
られるのは一人だけ。一人、また一人と殺されていく…。

蟻の階段　警視庁殺人分析班 麻見和史（著）
惨殺死体と共に発見されたのは頭蓋骨・白い花・掛け時計・スープ皿。
一体何を意味するのか。殺人分析班が卓越した推理力で犯人に挑む

特急「あずさ」殺人事件 西村京太郎（著）
恋人だった刑事に嘘のアリバイ証言を頼んでいた女が殺された。十津川
は問題となる時刻に起きた現金強奪事件に着目するが……？

有馬温泉殺人事件 吉村達也（著）
有馬温泉で殺人事件が発生！　非情の殺人犯を追いかけるのは、志垣警
部と和久井刑事。事件のうらに隠された慟哭の殺意とは

ある華族の昭和史　上流社会の明暗を見た
女の記録　

酒井美意子（著）
侯爵前田家の長女に生まれた著者が、興味深いエピソードで明かす日本
の真の上流社会。

あわせ鏡に飛び込んで 井上夢人（著）
どこで読めるの？　と騒然となった「あわせ鏡に飛び込んで」始め、誰
もが陥りうる”おとしあな”の恐怖を伝えたミステリー短編集。

粟田口の狂女　 滝口康彦（著）
娘婿の非業の死を闇に葬るなかれ！　老女お勝が考えぬいた一計は？　
鮮烈歴史小説集。

逢わばや見ばや 出久根達郎（著）
月島と本、庶民の人情が私を育ててくれた。古本屋の小僧の心温まる成
長物語。昭和３０年代への郷愁を刻む長編。

逢わばや見ばや　完結編 出久根達郎（著）
少年時代の『逢わばや見ばや』昭和３９年ごろを回顧する『二十歳のあ
とさき』につづく昭和４８年以降の高円寺生活を綴る自伝的小説。

異域の死者　上野着17時40分の死者　 津村秀介（著）
殺された人妻は不倫中。容疑者は複数浮かんだが、皆強固なアリバイ
が。会心の本格長編。

ηなのに夢のよう　DREAMILY IN SPITE
OF η

森博嗣（著）
松の枝にぶら下がっていた首吊り死体。そばには「η（イータ）なのに
夢のよう」と書かれた謎の絵馬が……。Ｇシリーズ第６作！

遺影（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

夜来香海峡 船戸与一（著）
東北から北海道へ謎の中国女を追う男。女はなぜ二億円を奪ったのか？
　逃走劇の末行き着いた稚内、衝撃の結末！

怒りをこめてふりかえれ 栗本薫（著）
久々に登場の「栗本薫」クンに映画女優との新たな恋が。だが芸能ス
キャンダルの渦に翻弄され、奇怪な事件へと発展する。

生贄 勝目梓（著）
エロスと暴力の挑戦！　俺の金を奪ったのは誰だ！　銀行強盗犯が挑ん
だ壮絶なリベンジ！

イコン 今野敏（著）
若者たちの神々が呼び覚ます悪意。バーチャル・アイドルをめぐる少年
刺殺事件の驚くべき真相。

遺恨の譜 滝口康彦（著）
幕末の変動の時代、歴史と運命の苛酷な試練の中で、耐えることを強い
られながらも生きる人々の姿を描く。

石の繭　警視庁殺人分析班 麻見和史（著）
モルタルで固められた惨殺死体発見――犯人より警視庁へ電話が。新米
女性刑事・塔子が話し相手となったが。本格警察ミステリーの白眉

依存症の女たち 衿野未矢（著）
身も心もボロボロなのに止められない男漁り、自己破産寸前の浪費癖、
酒と過食……。依存症の恐るべき実態をルポ。

一条さゆりの性　 駒田信二（著）
伝説のストリッパー一条さゆりの性と生を、暖かいまなざしで共感こめ
て描く異色の傑作小説集。

一命 滝口康彦（著）
人として生きるか、武士として死ぬか。宿命に立ち向かう男たちを描く
傑作時代小説。
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一葉 鳥越碧（著）
わずか十数ヵ月の間に近代文学の頂点に登りつめた樋口一葉。恋と文学
と借金の返済に全力を傾けたはかなくも美しい一生を描く長篇。

いつから、中年？ 酒井順子（著）
週刊現代で連載中の人気エッセイ、第３弾！　惑い続けて、４０年。負
け犬もついに大台！

親鸞（上）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
いつの世も人は迷い続ける。地獄は一定と覚悟し、真実を求めて時代の
闇を疾走する。舞台は日本という国の青春期であり、激動の時。

親鸞（下）　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
愛と暴力、罪と罰に苦しみながら、時代の激流に挑み、混迷の日本を疾
走する若き親鸞。「青春篇」完結、そして「激動」の時代へ。

親鸞　激動篇（上）　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
新たなる土地、新たなる仲間、そこで得るものはいったい何なのか。青
春時代を描いた『親鸞』に続く激動の第二部、越後でついに始動！

親鸞　激動篇（下）　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
恵信とともに越後に流された親鸞。そこで見た想像を越える、庶民の
姿。衝撃を受けた彼は－－。誰も見たことのない親鸞がここにいる。

他力　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
法然、親鸞、蓮如の思想の核心をなす「他力」につき動かされた著者
が、乱世を生きるための勇気を与えてくれる本。

一瞬の風になれ　第一部　イチニツイテ 佐藤多佳子（著）
春野台高校陸上部、1年、神谷新二。天才的なスプリンター、幼なじみの
連と入ったこの部活。すげえ走りを俺にもいつか。

一瞬の風になれ　第二部　ヨウイ 佐藤多佳子（著）
オフ・シーズン。強豪校・鷲谷との合宿が始まる。この合宿が終われ
ば、2年生になる。まずは南関東へ――。

一瞬の風になれ　第三部　ドン 佐藤多佳子（著）
春高初の400mリレーでのインターハイ出場を目指す。最高の走りで、最
高のバトンをしよう――。

一所懸命 岩井三四二（著）
『難儀でござる』の著者が、戦いに翻弄されながらも戦国の世をしぶと
く生き抜く武士、百姓、商人、そして家族の姿を描いた短編６作。

一心斎不覚の筆禍　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
室鳩巣の随筆に描かれた賤ヶ岳の戦いでの美談は嘘だった！？　祖先の
栄光を汚された老舗の主人は奉行所へ恐れながらと訴えたが……。

イトウの恋 中島京子（著）
「私とあなたはまた旅に出ましょう」日本が西洋と出会ったばかりの時
代の、切ない恋の物語。

絲的サバイバル 絲山秋子（著）
人気シリーズ第３弾！　テントにシュラフを車に積み込めば、一人でも
キャンプ。蹴って育てた焚き火で、何でも美味しくいただけます。

絲的炊事記　豚キムチにジンクスはあるの
か

絲山秋子（著）
試行錯誤、紆余曲折、思いついたら何でも作る！　一人暮らしの著者が
試作を重ねた料理の数々。時に切なく時に笑える傑作エッセイ集。

絲的メイソウ 絲山秋子（著）
今の時代に鈍感でいることはできない。　「袋小路」からジグザグ、あ
ちこちに本気で立ち寄り続けて考え感じた、著者初のエッセイ集！

イナイ×イナイ　PEEKABOO 森博嗣（著）
行方の知れない兄と、凄絶なまでに美しい双子、そして後妻。周囲から
時間が消えたような屋敷に血腥い風が吹く。Ｘシリーズ始動！

戌神はなにを見たか 鮎川哲也（著）
容疑者には鉄壁のアリバイが……。推理小説ファン垂涎の設定で本格派
の巨匠が書き下ろした長編ミステリーの代表作。

イヌからネコから伝染るんです。 藤田紘一郎（著）
ペットに口移しで餌を与えたり、排泄物を処理しないと飼い主が病気に
なってしまう。予防から治療まで、ペット病のすべて！

犬でわるいか　萬月夜話其の二 花村萬月（著）
「写真家と呼んでくれ」、「犬」、「日記という行為」、「レガシィ・
ホテル２」など、作家、花村萬月のエッセイ第２弾。

犬と鴉 田中慎弥（著）
徴兵を免れた息子と戦争帰りの父。定職を持たない息子と働き続ける
母。逃れようのない歪んだ絆。話題の芥川賞作家の傑作３編を収録。

犬婿入り 多和田葉子（著）
独身女性の経営する塾に突然押しかけてきた「犬男」との奇妙な生活を
描いて新しい小説世界をひらいた表題作、他１篇を収録

いのちのバトン 志村季世恵（著）
苦しみを抱えた人に寄り添い、気持ちの整理整頓を手伝うセラピストの
心に沁みるエッセイ集。　心や身体が弱ったとき読んでほしい本。

命みょうが　半次捕物控 佐藤雅美（著） 名物男・蟋蟀（こおろぎ）小三郎登場。江戸と半次をかき回す！

居場所もなかった 笙野頼子（著）
独身女性作家の怒りと涙の住い捜し奮戦記。オ－トロック付きの部屋に
固執する「私」と不動産屋、編集者との奇妙で不毛なやりとり。

εに誓って　SWEARING ON SOLEMN ε 森博嗣（著）
中部国際空港行きのバスで起こったジャック事件。爆弾を仕掛けられた
バスは死に向かって疾走する。Ｇシリーズ、緊迫の第４作。

異聞　太平洋戦記 柴田哲孝（著）
東京大空襲の史実ならざる「真相」とは。『下山事件　最後の証言』の
著者が長年の取材に基づき「あの戦争の闇」を照射する。

異変街道（上） 松本清張（著）
栄吾は生きている――！　親友・銀之介は真相を求め街道を馳る。その
あとを女が、岡っ引が、謎の影が追いかける!!

異変街道（下） 松本清張（著）
甲斐武田氏の金脈をめぐる欲望が、陰謀と殺戮へとみちびいたのか!?　
銀之介を、迷宮の深底へひきずりこむ！

異邦人（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタは現地捜査陣との摩擦や、矛盾含みの証拠に悩まされなが
ら、殺人現場に残された砂の謎に挑む。

異邦人（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

シリーズ急展開！新たな一歩を踏み出したスカーペッタが殺人者「砂男
（サンドマン）」に挑む。

違法弁護 中嶋博行（著）
乱歩賞受賞作『検察捜査』につづく、傑作リーガル・サスペンス！　貿
易会社の危機管理を担当する若手弁護士が気づいた陰謀とは！？

今はもうない　SWITCH BACK 森博嗣（著）
嵐の山荘で起きた２つの密室殺人事件！　隣り合った部屋で死んだ美人
姉妹。40歳の私は西之園嬢と推理する。
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今はもうない-1　SWITCH BACK 森博嗣（著）
嵐の山荘で起きた２つの密室殺人事件！　隣り合った部屋で死んだ美人
姉妹。40歳の私は西之園嬢と推理する。

今はもうない-2　SWITCH BACK 森博嗣（著）
嵐の山荘で起きた２つの密室殺人事件！　隣り合った部屋で死んだ美人
姉妹。40歳の私は西之園嬢と推理する。

遺留品
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

殺人者は若い恋人たちにしのびより、命を奪い、そしてわずかばかりの
手掛かりを残して消えた。検屍官シリーズ第３弾。

医療大崩壊 藤田紘一郎（著）
医師の問題、制度の問題、そして患者の問題を考えることにより、患者
ができる防衛策、病院選びを考察する。

「岩宿」の発見 相沢忠洋（著）
行商のかたわら赤城山麓の遺跡を踏査。関東ローム層中の岩宿遺跡を発
見、旧石器文化研究の新分野を開拓した男の人間記録。

隠居学　おもしろくてたまらないヒマつぶ
し

加藤秀俊（著）
自由な隠居を目指す齢８０の著者とともに、ぶらんこからキュウリま
で、フロイトからイワシまで、知的探検の旅に出よう！

淫蕩師　鬼華情炎篇 菊地秀行（著）
異形の美姫たちに淫女群来の術、蛇淫術、臭淫の法等で襲われた男は閨
房術で逆襲する。

淫蕩師　呪歌淫形篇 菊地秀行（著）
オカルト・シティと化した山形で、屍淫女、大肥醜女に淫術で迫られた
森民樹の大逆襲。

イントロ 神崎京介（著）
愉しみのエロチシズム心の満足・快感が迫る！　サラリーマン・光太郎
が求める女性たちとの進化する性の深淵世界。

インフェルノ・ロード 菊地秀行（著）
日本を牛耳る闇の総帥鬼竜陣三郎は鉄壁のボディガードと共に敵の正体
を突き止めたが……。

淫府再興 沢里裕二（著）
淫道を究めんと日夜痴技に耽る、香舗「松香堂」の若女将・光恵。そん
な彼女に吸い寄せられように、色事に憑かれた男女が絡み合う！

淫夜 勝目梓（著）
夜ごと夢枕にたつ亡夫の大胆な愛撫に未亡人は……。最高の喜悦に誘う
官能の細密描写。

ヴァイブレータ　新装版 赤坂真理（著）
自分の中の「声」に怯え、アルコールと食べ吐きに依存している「あた
し」。コンビニで出会った男との「旅」は切実な再生の物語になる

上杉謙信　天の巻　 咲村観（著）
戦国動乱の世を乗り切るべく、越後経営、平天下に腐心した謙信の真
摯・激烈の生涯。全３巻。

上杉謙信　地の巻　 咲村観（著）
信玄、信長、北条氏康など戦国の雄に対抗し平天下に意を注ぐ勇者の生
涯。全三巻。

上杉謙信　人の巻　 咲村観（著）
信玄、信長、北条氏康など戦国の雄に対抗し平天下に意を注ぐ勇者の生
涯。全三巻完結。

ウエストサイドソウル　西方之魂 花村萬月（著）
ギターが彼にリズムを刻んだ。セックスが彼に人生を教えた。彼女が彼
を真実に導いた――。萬月音楽小説、還る！

ヴォイセズ／ヴァニーユ 赤坂真理（著）
『ヴァイブレータ』へ連なる赤坂真理の原点！　“失われた者”への限り
なく優しい眼差しに満ちた傑作中篇集。

浮舟の剣 鳥羽亮（著）
冷酷な盗賊団を成敗するため立ち上がった渋沢念流の達人、蓮見宗二郎
だが、彼を待つのは百戦錬磨の秘剣“浮舟”と槍術“岩燕”。

動くとき、動くもの 青木奈緒（著）
祖母・幸田文「崩れ」のあとを再訪して綴る日々崩れ続けている美しい
日本の風景を陰で支える「砂防」という人のいとなみ。

うさぎの聞き耳 青木奈緒（著）
豊かな感性と美しい言葉が文章を読む楽しさを誘う鮮烈なエッセイ集。
十年暮らしたドイツと生まれ育った日本を伸びやかに綴る。

有情　武芸者　冴木澄香 睦月影郎（著）
舞台は幕末江戸、腕に自信はないが仕方なく町道場を継いだ若き洋之進
の元へ、女道場破りが訪れる。彼女の名前は冴木澄香といった。

歌麿殺贋事件 高橋克彦（著）
歌麿にまつわる多彩なトリックを描いた連作写楽が活動した期間に歌麿
は全く作品を発表していないのだ！

〈宇宙海兵隊〉ギガース 今野敏（著）
地球連合情報部から来たリーナ・ショーン・ミズキと宇宙海兵隊の男た
ちの新たな戦いが始まる。

〈宇宙海兵隊〉ギガース２ 今野敏（著）
新しい僚友を迎え、宇宙海兵隊は再び戦いに臨み、火星軌道上でジュピ
タリアンと相まみえる。

〈宇宙海兵隊〉ギガース３ 今野敏（著）
リーナと“ギガース”、強襲母艦「アトランティス」の面々が木星圏反乱軍
を迎え撃つ一方、和平へ動くジンナイたちは…

〈宇宙海兵隊〉ギガース４ 今野敏（著）
長い戦いの謎は明かされるか？　“Ｇ（ギガース）”を搭載した地球連合
の母艦“アトランティス”は遥か木星圏へ。

〈宇宙海兵隊〉ギガース５ 今野敏（著） 今野敏、渾身の宇宙空間小説、第５弾。クライマックス突入。

虚けの舞 伊東潤（著）
偉大な父を持ちながら落魄の身となった織田信雄。勇将とされるも境遇
に恵まれない北条氏規。本能寺の変から小田原合戦までを活写。

うなドン　南の楽園にょろり旅 青山潤（著）
世界的発見をしたのは、こんな「うなぎバカ」たちだった！東大研究
チームのサバイバル・うなぎ採集、熱い冒険譚。

己惚れの記 中路啓太（著）
他人の罪をかぶって流人となった男が島を抜けた。かつての主君、水野
忠邦の過ちを糺すために。武士の義、熱い生き様を描ききる話題作

旨い地酒が飲みたい 北川広二（著）
旅にしあれば名酒に出会う。読みながら旨い地酒の手応えが、ずしりと
伝わるエッセイ。

海紡ぐ螺旋　空の回廊　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
三人の妖怪探偵たちが事件を解決する大人気シリーズ。時間を超えた三
つの事件の接点。そこから、深山木秋の過去が判明する第１３話。

80 / 204



海のサロメ 山崎洋子（著）
母親に冷くあしらわれてきた娘に、はじめての恋が訪れて……。不思議
な力が、女たちを駆り立てる戦慄の短編他、ブラックロマン傑作集

海の空　空の舟 上野哲也（著）
性のとば口で自分をもてあます中学生の辰雄は、空と海がひとつにとけ
あう場所に憧れ、舟を海にすべらせた。

恨み黒髪 滝口康彦（著）
軍律の酷薄さに抗う女心のしたたかさを描いた表題作等、鮮烈な７編を
収録。

ウランバーナの森 奥田英朗（著）
世紀のポップスター・ジョン、ある夏、バンドをやめ日本人の妻と息子
と避暑のため軽井沢で過ごす。幽霊と便秘に悩まされるジョン……

熟れすぎた林檎 山崎洋子（著）
恋愛も結婚も、セックスも出産すらも無く子供を得ようとする現代の、
戦慄の長編推理。

運転士 藤原智美（著）
トンネルの闇と駅の輝きが、都市生活者の貌を妖しく紡ぎ出す。第107
回芥川賞受賞作品。

永遠。 村山由佳（著）
別れるしかなかった。ふたたび逢うこともなかった。言葉にすると、想
いはこぼれおちてしまう。いつまでも心にのこる青春小説。

営業零課接待班 安藤祐介（著）
苦手な営業に異動となり、リストラ勧告を受けた青年は、最後の１年を
懸けて接待営業に挑戦する。果たして奇跡は起こるのか？

〔英語が恐い〕殺人事件 吉村達也（著）
ニュ－ヨ－クの空港で４７歳の福岡竜男は、入国審査を前に青ざめてい
た。カタコトの英語しかできない彼にとってアメリカ赴任は拷問だ

英国太平記 小林正典（著）
中世イギリス。イングランドの圧政に苦しんでいたスコットランドは蜂
起した。英雄の生涯を通じ英国史を活写した、本邦初の大河巨編。

英国庭園の謎 有栖川有栖（著）
人知れぬ楽しみが悲劇を招く――。おなじみ有栖川・火村の絶妙コンビ
が大活躍！

英国庭園の謎-1 有栖川有栖（著）
人知れぬ楽しみが悲劇を招く――。おなじみ有栖川・火村の絶妙コンビ
が大活躍！

英国庭園の謎-2 有栖川有栖（著）
人知れぬ楽しみが悲劇を招く――。おなじみ有栖川・火村の絶妙コンビ
が大活躍！

ＡＢＣＤ殺人事件 赤川次郎（著）
不人気警部・大貫の大人気シリーズ！　人の迷惑かえりみず、我が道を
行く迷惑男のユーモア・ミステリー。表題作のほか３作を収録。

エコール・ド・パリ殺人事件　レザルティ
スト・モウディ

深水黎一郎（著）
有名画廊の社長が密室で殺された。生真面目な刑・海埜と甥の瞬一郎
は、美術書を紐解きながら謎を解く。

絵島疑獄（上） 杉本苑子（著）
大奥女中絵島と役者生島新五郎のスキャンダルは陰謀だった！　史眼冴
える野心的長編。

絵島疑獄（下） 杉本苑子（著）
大奥女中絵島と役者生島新五郎のスキャンダルは陰謀だった！　史眼冴
える野心的長編。

ＳＦ西遊記　【復☆電書】 石川英輔（著） 荒唐無稽、奇想天外な古典名作「西遊記」、ここに蘇る……
ＳＴ　沖ノ島伝説殺人ファイル　警視庁科
学特捜班

今野敏（著） “伝説”シリーズ第三弾、待望の刊行。

ＳＴ　警視庁科学特捜班 今野敏（著）
多様化する現代犯罪に対応するため新設された警視庁科学特捜班、略称
ＳＴ。プロファイリングで解き明かす猟奇殺人！

ＳＴ　警視庁科学特捜班　青の調査ファイ
ル

今野敏（著）
心霊テレビ番組スタッフ間の反目、霊能者、タレントらの人間関係が入
り組む事件の真相は――。

ＳＴ　警視庁科学特捜班　赤の調査ファイ
ル

今野敏（著）
隠蔽された医療ミス。ＳＴリーダーの法医学担当・赤城左門は、捜査の
過程で、封印していた自らの過去と対峙する――。

ＳＴ　警視庁科学特捜班　黄の調査ファイ
ル

今野敏（著）
入り組んだ宗教団体内の人間関係と、揺れ動く人間心理。僧籍を持つ
ＳＴ山吹が、事件だけでなく人の心の裏側を解く。

ＳＴ　警視庁科学特捜班　黒いモスクワ 今野敏（著）
警視庁科学特捜班（ＳＴ）の二人が現地警察当局との情報交換のためロ
シアに入った。が、ロシア正教会で爆死事件が発生。

ＳＴ　警視庁科学特捜班　黒の調査ファイ
ル

今野敏（著）
歌舞伎町の連続発火事件と中国マフィア抗争の裏――絡まる謎に“沈黙の
男”黒崎が動く！

ＳＴ　警視庁科学特捜班　毒物殺人 今野敏（著）
美貌の女子アナに忍び寄る悪魔の誘惑……。突出した技能を持つ5人が、
凶悪事件に隠れた戦慄すべき謎を解く！

ＳＴ　警視庁科学特捜班　緑の調査ファイ
ル

今野敏（著）
美しき捜査の旋律！　１億円バイオリン盗難と密室殺人の二重の壁。
ＳＴ翠の苦悩が胸を打つ、シリーズ第４弾！

ＳＴ　為朝伝説殺人ファイル　警視庁科学
特捜班

今野敏（著）
超常現象か、それとも殺人か？　赤城たちは謎を追って旅だつ。「伝説
の旅」シリーズ、始動！

ＳＴ　桃太郎伝説殺人ファイル　警視庁科
学特捜班

今野敏（著）
３つの都市での殺人。ＳＴたちは、やがて知られざる「黒い」桃太郎伝
説に着目する。

江田島殺人事件 内田康夫（著）
海軍ゆかりの江田島の象徴・古鷹山が炎上し短剣を腹部に突きたてた不
審な死体が遺された。

枝付き干し葡萄とワイングラス 椰月美智子（著）
浮気相手が妊娠したと妻に告げた夜。二人目の子供ができた女が産婦人
科で目にした光景。男と女の「結婚後」を描き出す短編集。

越年歩哨（『歩兵の本領』講談社文庫所
収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。
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江戸禁断らいぶらりい 阿刀田高（著）
江戸庶民の禁断のポルノグラフィを、ユーモラスに紐解き、艶笑度、風
流度、100%。

江戸時代はエコ時代 石川英輔（著）
江戸の粋に学ぶ、地球と自分に優しい暮らしお金のため方・使い方にみ
るエコ思想、反贅沢の豊かな生活様式、暑さと寒さをしのぐ知恵。

江戸城大奥列伝 海音寺潮五郎（著）
春日の局、矢島の局、桂昌院……江戸城大奥歴代婦女の人間模様をいき
いきと描く史伝。

江戸っ子侍（上）　 柴田錬三郎（著）
壮烈筆麗！　“悪”に挑む剣と恋の伝奇ロマン物情騒然の天保の江戸、宵
雛に怪盗吉兵衛と無頼に生きる旗本次男坊浅形新一郎！

江戸っ子侍（下）　 柴田錬三郎（著）
若侍の青春を縦横無尽に描く抜け荷、買占めに暗躍する悪徳商人を追い
東海道を上る新一郎。行く手に待っていたのは陰謀と凄惨な死闘。

江戸の検屍官　闇女 川田弥一郎（著）
銀簪の変色によって検屍を行う同心・北沢彦太郎は、有能な医師・玄
海、枕絵師・お月らと、不可解な殺しの連鎖に挑む。

江戸の商魂 佐江衆一（著）
江戸時代八人の世界に誇る商人列伝！　広告戦略や信頼関係の重視等、
商売の原点。江戸の商人の矜持とは？

江戸繁昌記　寺門静軒無聊伝 佐藤雅美（著）
寺門静軒『江戸繁昌記』はベストセラーとなったため発禁本となった。
在野儒者の波乱の生涯。

恵那峡殺人事件 津村秀介（著）
晩秋の恵那峡で若い人妻が絞殺され、夫が容疑者に……。だが彼には鉄
壁のアリバイが。

エノケンと呼ばれた男　 井崎博之（著）
日本中を笑いの渦に巻きこんだ喜劇王エノケン。エノケン劇団に入り、
テレビ・舞台の脚本を書いた著者が語る喜劇王の素顔。

恵比寿屋喜兵衛手控え 佐藤雅美（著）
江戸の世で弁護士のような役を務めたのが、恵比寿屋などの公事宿の主
人だ。恵比寿屋に六助という男が、深刻な顔で相談に訪れた・・・

エベレストに死す　天才クライマー加藤保
男

長尾三郎（著）
世界初のエベレスト三冠王という偉業を達成した天才クライマー加藤保
男の挑戦を描く。

Ｍ８の殺意 長井彬（著）
東海大地震予知をめぐる学者の対立と惨劇！　学者の対立や怪事件をめ
ぐり展開は意外な方向へ……。

エルニーニョ 中島京子（著）
「お嬢さん、今すぐ逃げなさい」。女が歌う『森のくまさん』を聞き、
瑛はＤＶから逃れ南へ向かう。運命の出会いが待つとは知らずに。

〈冤罪〉のつくり方　大分・女子短大生殺
人事件

小林道雄（著）
多くの冤罪は、杜撰な見込み捜査、捜査当局のメンツ意識・関係者の功
名心の結果なのだ。（『夢遊裁判－なぜ「自白」したのか』改題）

ａｎｇｅｌｓ　天使たちの長い夜 篠田真由美（著）
夏休み、学校の死体。誰もが怪しい。蒼が活躍する建築探偵シリーズ番
外編！

沿線風景 原武史（著）
鉄道やバスに乗って東京近郊の旅に出かけ、その途上で目にする風景や
食べ物と、本で描かれた世界を結びつける新感覚書評旅エッセイ。

円朝芝居噺　夫婦幽霊 辻原登（著）
文学者の遺品から発見された暗号は、江戸時代の名人・三遊亭円朝の幻
の落語「夫婦幽霊」だった？　噺の陰に隠された噺とは？

黄金の太刀　刀剣商ちょうじ屋光三郎 山本兼一（著）
江戸を騒がす「黄金の太刀」をめぐり、一万両の刀剣詐欺が勃発。事件
の鍵を握る詐欺剣相家を追い、光三郎は日本刀「五か伝」の地へ！

黄金の夢の歌 津島佑子（著）
キルギスに旅して英雄マナスの歌を聞きたい――。遊牧する民に時空を
超えて伝承される叙事詩に託された思いとは？　毎日芸術賞受賞。

王莽 塚本靑史（著）
苦学の青年時代をへて摂政となり、ついには前漢を滅ぼして「新」帝国
を建てた王莽。しかし理想主義的な改革は反発を呼んだ。

お江戸日本橋（上） 柴田錬三郎（著）
江戸っ子奉行遠山景元は、かつて遊んだ八百八町を縦横無尽に一暴れ、
公儀の“悪”に挑んだ。柴錬面目躍如の時代ロマン。

お江戸日本橋（下） 柴田錬三郎（著）
景元の密命を拝した浪人、孤独の翳やどす江戸兵吾。その強さと男気に
惚れこむご存知鼠小僧。一途に慕う薄幸の旗本娘……

大江戸えころじー事情 石川英輔（著）
江戸時代を支えていたのは、太陽エネルギーだった！　物質社会のいま
だからこそ、必読の書。

大江戸開府四百年事情 石川英輔（著）
江戸時代に学び、いまの暮らし再生しよう。二百六十五年も続いた文
化、世界に類を見ない巨大都市の謎に図解付きで迫る。

大江戸省エネ事情 石川英輔（著）
究極のエコロジカル・テクノロジーを実現した驚くべき知恵の数々を豊
富な図版で解説

大江戸庶民いろいろ事情 石川英輔（著）
子どもの９９％は手習いに行っていた、酒場では燗徳利は使わない、な
どなど。雑学で学ぶ、目から鱗のリアルな江戸文化。

大江戸神仙伝 石川英輔（著）
現代の東京から花のお江戸へと転時（タイムスリップ）した男が見た
１５０年前の姿とは？

大江戸生活事情 石川英輔（著）
豊富な資料を駆使し、東京を生み出した江戸のゆたかな実像にスポット
をあてた意欲作。

大江戸仙界紀 石川英輔（著）
雑誌編集者を妻に持つ洋介は、江戸時代にタイムトリップすると１９歳
の小粋ないな吉と人もうらやむ仲。だが、いな吉が現代に…

大江戸仙境録 石川英輔（著）
東京から１６０年前の江戸へと「転時」した科学評論家速見洋介は、
いったいどんな体験をするか。

大江戸釣客伝（上） 夢枕獏（著）
時は元禄。旗本、津軽采女は釣り三昧の日々を送っている。同じ頃、絵
師朝湖と俳人基角は江戸湾で身元怪しい土左衛門を釣り上げる。
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大江戸釣客伝（下） 夢枕獏（著）
釣り船禁止令でお咎めを受けた朝湖は島流しに。赤穂浪士の討ち入りで
采女は義父・上野介を失う。豪華登場人物の元禄の人間ドラマ！

大江戸人情花火 稲葉稔（著）
夜空に咲く大輪の華は江戸っ子の夢だ。一代で江戸一番の花火師に駆け
上がった玉屋市兵衛、感動の夫婦の物語。

大江戸遊仙記 石川英輔（著）
タイムスリップした中年男と小粋な芸者のいな吉が、のどかな江戸の四
季を遊ぶ物語。

大江戸妖美伝 石川英輔（著）
二人で出歩く日本橋十軒店の雛市、根岸の里の佇まい、深川洲崎の潮干
狩り……豊富な図版も楽しい長編時代小説。

大江戸リサイクル事情 石川英輔（著）
藁、竹、下肥、灰など、太陽エネルギーを有効利用していたリサイクル
都市「江戸」。現代人の生活に警鐘となる驚くべき知恵の数々。

大奥二人道成寺　お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子（著）
坂東流名取の照代が一夜限りの舞台に召し出され、歌吉が相方をつとめ
ることに。陰謀渦巻く大奥から照代を守るという使命の裏とは？

大奥婦女記 松本清張（著）
春日局の権勢、絵島生島の悲劇――愛と憎しみと嫉妬、性が渦まく江戸
城大奥の実相を、社会派推理作家の眼が捉える！

狼たちの宴 勝目梓（著）
資産家の娘の誘いにのり、狂言誘拐を仕組んだ俺は、女と金を手に入れ
たつもりだったが……。

大阪経由１７時１０分の死者　 津村秀介（著）
桜の下の死体、血まみれの文庫本。同時に横浜と奈良で起きた類似殺人
の怪！　本格長編。

大ぼけ小ぼけ 阿川弘之（著）
作家生活集大成のエッセイ集。志賀直哉先生の思い出からおなじみ珍無
類の旅行記まで。

おかしな二人 井上夢人（著）
ユニット作家・岡嶋二人がどのようにして誕生し、多くの傑作を生み出
したのか。エピソードもふんだんに盛り込んで、喜びも哀しみも描き
切った渾身の自伝的エッセイ。

岡嶋二人コンプリートボックス 岡嶋二人（著）

岡本太郎という思想 赤坂憲雄（著）
画家であると同時に文筆家であり、世界的視野で日本の文化・芸術を再
発見した岡本太郎。忘れられてはならないその思想の核心に迫る。

お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子（著）
路考お粂と謳われた水木歌仙の下で踊りの稽古に励むお吉に、公儀の隠
密より姉弟子を探れという密命が……。

奥能登に吹く殺意の風 西村京太郎（著）
刑事の周辺で続発する死、苛立つ十津川！　能登旅行中の警視庁刑事・
早苗が何者かに狙撃され、その周囲で次々と起こる謎の死……。

密封　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
立花併右衛門は権勢を誇った田沼意次の孫意明の死亡届を見て、12年前
の田沼意知刃傷事件に疑念をはさむ。

国禁　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
幕政の闇に触れる併右衛門を狙う者は数知れず。愛娘瑞紀が伊賀者に攫
われ、護衛役の柊衛悟と救出に向かうが!?

侵蝕　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
禁制の密貿易発覚を恐れる薩摩藩は、併右衛門暗殺に奔る。護衛役の柊
衛悟を襲う無敵を誇る示現流の猛者たち！

継承　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
神君家康の書き付けの真贋鑑定を命じられた立花併右衛門は、衛悟の護
衛も許されぬ覚悟の箱根越えに向かうのだが!?

簒奪　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
幕政の闇を知る奥右筆組頭立花併右衛門と危地を潜ってきた柊衛悟に、
破格の婿入り話が。2人の絆もこれまでか!?

秘闘　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
一人娘への格違いの婿取り話に苦悩しつつも立花併右衛門は、将軍継嗣
最大の謎、家基急死事件の驚くべき真相に迫る。

おしゃべり怪談 藤野千夜（著）
若者達の何気ない日常の中に潜む、ふだんは見えない心の綻びをリリカ
ルに描き静かな共感を呼ぶ佳品、全４篇。

御書物同心日記 出久根達郎（著）
丈太郎は、天下の稀本・珍本を集めた将軍家の御文庫に勤める新米同
心。同僚の角一郎と出会う数々の事件を、江戸情緒豊かに綴る。

御書物同心日記　虫姫 出久根達郎（著）
紅葉山御文庫でのお勤めと江戸の歳時、風俗を巧みにおりませながら描
く、人情味あふれる御書物同心・東雲丈太郎シリーズ。

お尋者　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
服屋の息子が親殺しの罪で磔に。美貌の内儀が紋蔵に助けを求めるが、
紋蔵は裏に隠された真実を嗅ぎとり難事件を解明していく。

小樽発15時23分の死者 津村秀介（著）
札幌のホテルで美女殺害！　だが容疑者も凶器もそこに在り得ない!?　
旅情豊かな本格推理。

男とは何か 諸井薫（著）
さして誇れるほどの人生ではないが、だからこそ父親は息子に書き遺し
ておきたいのだ。

男のためいき女の寝息　 青木雨彦（著）
｢女の寝息」「男のためいき」２つの章からなる、人生の哀歓、人情の機
微が滲む名エッセイ。雨彦節が冴える。

乙武レポート2003年版 乙武洋匡（著）
「ぜひ一緒に仕事をしたい」ＴＶプロデューサーの一言から、新たな挑
戦は始まった。サブキャスターとして奮闘した感動の記録増補版。

乙女の祈り 赤川次郎（著）
テレビの人気キャスタ－のパパが大好きである高校２年生の智子。とこ
ろが夢の中で“パパを殺す”声をきいて・・・

囮同心　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
材木屋の付け火の下手人は捕らわれている卯之吉ではないのか？　独自
捜査を始めた深見十兵衛を刺客がつけ狙う。隠密同心、闇を走る！

鬼 高橋克彦（著）
鬼が跋扈する平安の都で、内裏を脅かす不可思議な事件が次々に発生。
密命を受けた陰陽寮の術師５人が事件の真相に迫る！

鬼あざみ 諸田玲子（著）
強盗・追いはぎ何でもござれ。江戸の町を騒がせる鬼坊主一味。無頼の
若者の破滅的な生き様を描く時代ロマン。
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おひとりさま、犬をかう 折原みと（著）
４０代のひとり暮らし、パートナーは犬！そんな漫画家＆小説家の犬を
かうまで、かってから、失ってから……。笑って泣けるエッセイ。

オフィス街のエロス 阿部牧郎（著）
商社のエリート課長が社内恋愛を楽しみながら殺人事件の謎を解く官能
長編ミステリー。

オフィスラブ　――甘い誘惑　 阿部牧郎（著）
オフィスラブのキッカケはすぐ隣にある。不倫ＯＬたちの本音から選り
すぐった（マル秘）作戦。

オメガ　警察庁諜報課 濱嘉之（著）
警察庁諜報課、通称オメガの美人エージェント・榊冴子は香港分室に異
動となった。濱嘉之が新たに書き下ろす和製スパイ小説！

思惑　百万石の留守居役（二） 上田秀人（著）
藩主綱紀の次期将軍推挙に揺れる加賀藩。国元で孤立し反対派に狙われ
る重臣前田直作を護衛し、江戸に急ぐ数馬を待ち受けていたのは？

おやすみ、夢なき子 赤川次郎（著）
夢を見ることのなかった少女達の心に潜む恐怖の正体とは？　傑作長編
ミステリー。

オルゴォル 朱川湊人（著）
小学５年のハヤトはトンダじいさんの「一生の一度のお願い」を聞いて
古ぼけたオルゴールを鹿児島に届けに行く。みずみずしい成長譚

オルファクトグラム（上） 井上夢人（著）
「このミス」第４位！　姉を殺した犯人に襲撃された後遺症で“匂い”を
失い、イヌの嗅覚を得た「ぼく」。この能力で仇を討てるのか？

オルファクトグラム（下） 井上夢人（著）
「このミス」４位！　綿密な取材から書き起こされた耽美な嗅覚ワール
ド。イヌ並の嗅覚を手にした「ぼく」が姉を殺害した犯人に迫る！

おれは伊平次 神坂次郎（著）
誰よりも痛快に生きた男がいた！　南洋で娼館を開き、最後は国王にま
でなった女衒・村岡伊平次の生涯。

オンエア　上 柳美里（著）
不倫、裏切り、自殺、決定的なスキャンダル～柳美里だから書けた「女
子アナ」の世界。著者初のエンターテイメント巨編。

オンエア　下 柳美里（著）
不倫、裏切り、自殺、決定的なスキャンダル～柳美里だから書けた「女
子アナ」の世界。著者初のエンターテイメント巨編。

女が会社へ行きたくない朝 沖藤典子（著）
若い女性に贈る職場のトラブル克服15章。生き生きと働く知恵がいっぱ
いのＯＬ必読本。

女形 不知火京介（著）
名優父子はなぜ同時に死なねばならなかったのか？　名門をとりまく愛
憎劇か？　大部屋役者の堀内すみれは事件を追う。

女坂 花房観音（著）
厳格な京都の女子大に入学した水絵に近づく美貌の上級生・日奈子。　
初心な新入生と美貌の上級生の欲望が絡み合う性愛小説。

女ともだち 真梨幸子（著）
同日に同じマンションで、二人の独身キャリアＯＬが殺された。二人の
接点を探る女性ライターが辿り着いた衝撃の真実とは？

女も、不況？ 酒井順子（著）
幅広い女性の絶大な支持を得る人気エッセイストが、時代を鋭く、穏や
かに切り取る！　「週刊現代」の人気連載、待望の文庫化第４弾。

隠密　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
定信に逆らった併右衛門に、奥右筆罷免の揺さぶりが。愛娘瑞紀がさら
われ、手負いの衛吾は将軍謀殺を狙う新たな敵に立ち向かう。

隠密拝命　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
殺された隠密廻り同心高村新三郎の後任に抜擢、指名された深見十兵
衛。仇は取ってやると遺児に誓うが意外な黒幕が浮かび上がる。

カーリー　〈１．黄金の尖塔の国とあひる
と小公女〉

高殿円（著）
『トッカン』著者、渾身の少女小説シリーズ第一作！　書籍未収録の短
編「恋と寄宿舎とガイ・フォークス・デイ」も併録。

カーリー　〈２．二十一発の祝砲とプリン
セスの休日〉

高殿円（著）
オルガ女学院に、大国バローダの第一王女が転入してきた。わがまま放
題なプリンセスの秘めた恋とは――。シリーズ第二弾。

ガール 奥田英朗（著）
生涯一ガール。結婚しても、仕事してても。すべての女性に「これっ
て、私のこと！」と言わしめた爽快ベストセラー！

凱歌の後 塚本靑史（著）
宿敵・項羽を破り、天下を統一。漢王朝初代皇帝となった劉邦。だがそ
の後、劉邦は功臣たちを次々と粛清していく。

怪奇城 菊地秀行（著）
禁断の魔界に踏み込んだ男女の恐怖を、想像の限りをつくして描く菊地
ホラーワールド。

海軍技術研究所　エレクトロニクス王国の
先駆者たち　

中川靖造（著）
技術王国の立役者として戦後花開いた日本最大の技術集団の人脈と技術
の航跡を描く。

海軍軍令部 豊田穣（著）
日清、日露の勝利を礎として飛躍、太平洋戦争に対した日本海軍の姿を
精密に描く大作。

解決まではあと６人 岡嶋二人（著）
およそ事件とは思われない奇妙な依頼をしていく謎の女・平林貴子。
いったい、彼女の本当の目的は何なのか？　そして最後に新たな驚き
が。

骸骨ビルの庭（上） 宮本輝（著）
今もチャッピー、ナナ、トシ坊、マコちゃんと愛称で呼び合う仲間たち
が、「パパちゃん」阿部轍正について語ったこと。

骸骨ビルの庭（下） 宮本輝（著）
自分たちが捨て置かれたこの庭で、堆肥を作り、野菜を育てる。阿部轍
正とともに生きてきた日々が彼らに遺したもの。

介子推 宮城谷昌光（著）
名君「重耳」に仕えた奇蹟の剣士を描く長編。晋の文公（重耳）は、如
何にして春秋の覇者となり得たか？

会社蘇生 高杉良（著） 千百人の従業員の命運をかけ、宮野弁護士の必死の活動が始まる。

回春屋直右衛門　秘薬絶頂丸 阿部牧郎（著）
４５歳の薬種商・直右衛門、「夫婦の因み」も不如意になりがち。一念
発起して「バイアグラ」級の勃起薬を開発すべく研究に励むが……
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海将（上） 白石一郎（著）
羽柴家の兵站担当である堺の豪商・小西隆佐は手塩にかけて育てた弥九
郎を宇喜多家へ潜入させる。若き日の小西行長を描いた傑作長編。

海将（下） 白石一郎（著）
中国大返しから九州征伐へ。秀吉軍の破竹の快進撃を、兵站と海戦の両
面から支えた小西行長。商人から大名に出世した才智の男を描く。

解体諸因　 西澤保彦（著）
トリックのかぎりを尽くした９つのバラバラ殺人事件にニューヒー
ロー・匠千暁（たくみちあき）が挑む傑作短編集！

帰りたかった家 青木玉（著）
短かった父との生活の想い出を昭和初期の東京の息づかいとともに綴る
長篇エッセイ。

火怨　上　北の燿星アテルイ 高橋克彦（著） 古代の英雄の生涯を空前のスケールで描く歴史冒険巨編。

火怨　下　北の燿星アテルイ 高橋克彦（著）
朝廷の大軍を退けた蝦夷たちの前に、智将・坂上田村麻呂が立ちはだか
る。威信を懸けた朝廷の逆襲がはじまった。

鏡の影 佐藤亜紀（著）
全世界を覆す一点を見つけるためにヨハネスは旅に出た。巻末に、宗教
図像学者・成瀬具視氏による完全解題掲載。

鏡の中は日曜日 殊能将之（著）
魔王と称される仏文学者。暗唱されるマラルメの詩。異様な死体。そし
て稀代の名探偵。隙のない美しさの本格推理小説。

輝く日の宮 丸谷才一（著）
「輝く日の宮」の存在に迫る国文学者・杉安佐子を描く。日本文学論、
批評など、丸谷文学の全てを注いだ傑作。

嶽神伝　無坂（上） 長谷川卓（著）
父を追放した武田晴信、諏訪攻略の前夜。山の民無坂は後に勝頼の生母
となる幼い姫の命を救う。熱狂的ファンを生んだ『嶽神』の序章！

嶽神伝　無坂（下） 長谷川卓（著）
滅びる集落、≪集い≫の厳罰。無坂は山の者の知恵で、血で血を洗う乱
世を生き抜いていく。さらに木暮の里を襲う凶暴な一団！書下ろし

核の柩 松浪和夫（著）
輸送車は、時速６０キロ以下で爆発する恐怖の核兵器となった！　
ＳＡＴとテロリストの息詰まる攻防を描くノンストップサスペンス！

革命家・北一輝　「日本改造法案大綱」と
昭和維新

豊田穣（著）
『日本改造法案大綱』は昭和維新の聖典としてもてはやされ、その後の
日本の運命を変えた。

火刑の朝 勝目梓（著） 妻を目の前で凌辱された男の怨念が炸裂する官能バイオレンス！

駆け込み、セーフ？ 酒井順子（著）
３０代、ラストスパート！　身近な話題から、日韓の整形意識の違いま
で多岐にわたって綴られた３０代最後の日々。

影帳　半次捕物控 佐藤雅美（著）
単純に見えた事件は意外な展開をみせはじめ、やがて大きな謎が……。
直木賞作家の傑作捕物帳。

影の凶器 梶山季之（著）
女――それは男を迷わせるだけではない。業界裏を描破する企業スパイ
小説！

影笛の剣 鳥羽亮（著）
深川で強請や殺し等凶悪事件が続発。やがて始末人仲間が殺られ、宗次
郎が窮地に…。渋沢念流の怒りが燃える。

影舞 睦月影郎（著） 今度も新作！　睦月影郎の時代官能書下ろし最新刊。

翳りゆく夏 赤井三尋（著）
身代金目的の新生児誘拐事件から二十年。窓際に追いやられていた新聞
記者が、ある事情から解決済みの事件の真相に迫っていく！

笠雲 諸田玲子（著）
新政府から富士の裾野の開拓を任された清水次郎長。子分の大政は後ろ
めたさを感じながらも使役される囚人の監督のため現場に赴くが？

カスティリオーネの庭 中野美代子（著）
宮廷画家として清の乾隆帝に仕えたイタリア人宣教師カスティリオー
ネ。皇帝の命によって築かれた西洋庭園をめぐる二つの世界の相克。

霞町物語 浅田次郎（著）
あのころ僕らは大学受験を控えた高校生で、恋に遊びにと、この町で輝
かしい人生を精一杯生きていた。著者自身の青春を綴る傑作。

霞町物語（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収の表題作。

風の絵本 黒井千次（著）
ふと郁子は日常をぬけ出して旅に出る。知的女性のゆれる心理を実験的
な手法と新鮮な矜情とで描いた秀作。その他二編収録。

風の軍師　黒田官兵衛 葉室麟（著）
黒田官兵衛、ジョアン、細川ガラシャ、織田秀信。伴天連追放令下、キ
リシタン受難の時代の「夢」とは？

風渡る 葉室麟（著）
官兵衛とジョアン。未曾有の変革の時を、時代の風を受けて生き抜いた
二人！　新直木賞作家による歴史長編・葉室流　黒田官兵衛。

傾く滝 杉本苑子（著）
江戸歌舞伎を背景に、“江戸の華”と謳われた美貌の八代目団十郎の伝説
的な生涯を描く長編小説。

合併裏頭取 姉小路祐（著）
銀行組織の闇に鋭く斬り込む刑事たちの苦闘警視庁捜査二課の機動捜査
班。千菜美の父は銀行に勤めていた８年前自殺していた。

勝山心中 押川國秋（著）
吉原随一の太夫となった勝山。伝説の遊女の秘密を知っているのは、た
だ一人勝山が心を許した幡随院長兵衛のみ。

カナスピカ 秋田禎信（著）
空を見上げていた中学生・加奈は不思議な男の子をかくまうことに。彼
は人工衛星というのだが？

香菜里屋を知っていますか 北森鴻（著）
客にまつわる謎が持ち込まれるビア・バー「香菜里屋」。マスター工藤
は鋭い考察と旨いビールで、わだかまりを柔らかくほぐす。

鐘 内田康夫（著）
四国高松、越中高岡と、被害者の美しい妹とともに鐘の謎を追いかける
浅見光彦の旅が始まる。

彼女の部屋 藤野千夜（著）
何気ない日常と、ささやかなハプニング。さして仲良くない女友達から
部屋に招待された恭子。仕方なく訪れた先で見たものは……

85 / 204



彼女はたぶん魔法を使う　 樋口有介（著）
妹の交通事故死を殺人と疑う姉が柚木草平に持ち込んだ事件は謎と美女
が絡み合って……。

花氷 松本清張（著）
不動産ブローカーの粕谷は、支店長を脅迫するが……。腐敗する政界裏
面と、欲望に奔走する男の黒い構図を描く異色作。

鎌倉誘惑夫人 南里征典（著）
鎌倉の病院長夫人綾香が誘拐された。犯人の目的は金なのか？　エロ
ス＆スリルの傑作。

上方与力江戸暦 早見俊（著） 大坂から来た豪快侍の痛快捕物！　新シリーズ、第一弾。

神々のプロムナード 鈴木光司（著）
テレビ番組をきっかけに続発する失踪劇。背後には新宗教教団の若きカ
リスマの影がちらつく。ラストには驚くべき陰謀が明らかに！

神の手（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

これまで数々の難事件、凶悪事件に立ち向かってきたスカーペッタ・
ファミリーに最大の敵が立ちふさがる。

神の手（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタ・ファミリーに迫る最大の危機。検屍官ケイを取り巻く仲
間たちに別れの予感が訪れる。

神宿る手　 宇神幸男（著）
伝説のピアニスト、バローは生きていたのか？　奇跡の楽壇復帰を仕掛
けた女のゆくところ、謎また謎。音楽ミステリーの傑作。

消えたオーケストラ　 宇神幸男（著）
本番中オーケストラのメンバー全員が消えた。空前の消失トリックにい
どむ、本格音楽推理。

ニーベルンクの城 宇神幸男（著）
聖なる槍を預かった夕子だが、それを奪い、ナチスの復興を企てる一味
が襲いかかった！

美神の黄昏 宇神幸男（著）
美人ピアニストが命がけで追い求めるナチスの秘宝とは!?　壮大な傑作
音楽ミステリー。

ヴァルハラ城の悪魔 宇神幸男（著）
驚愕の終幕！　斬首されたオペラ歌手、獅子の餌食となった執事。災厄
の城の怪事件！

仮面の島　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
日本人女性がイタリア人の亡夫から譲られたヴェネツィアの小島とヴィ
ラ。その調査に赴いた京介と神代はあるトラブルに巻きこまれ…

仮面舞踏会 栗本薫（著）
パソ通アイドル殺人事件に挑む伊集院大介。幻のアイドル「姫」が姿を
現すという約束の日、待ち合わせ場所で女子大生が殺され……。

からくり乱れ蝶 諸田玲子（著）
次郎長と勝蔵二人の侠客（おとこ）に愛された女。二代目お蝶の短くも
鮮烈な生き様を描く傑作時代小説。

介錯　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
高森弦十郎は蘭学を学ぶため江戸へ出てきたという医師主従の男を、蘭
方医でもある橋本左内に引き合わせるが――。

妻敵討ち　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
表題作ほか、世の不条理、時代の波に翻弄される人情の機微を描く、書
き下ろし時代小説連作集。

夜襲　鴉道場日月抄 乾荘次郎（著）
幕末の世情、人心ともに乱れる事件の数々を、身形はぼろだが腕は立つ
青年剣士が鮮やかに裁つ、書下ろし時代連作集。

カラスの親指　ｂｙ　ｒｕｌｅ　ｏｆ　
ＣＲＯＷ’ｓ　ｔｈｕｍｂ

道尾秀介（著）
人生に敗れ、詐欺を生業として生きる中年二人組。ある日、彼らの生活
に一人の少女が舞い込む。

ガラスの麒麟 加納朋子（著）
「あたし殺されたの。もっと生きていたかったのに」。通り魔に襲われ
た１７歳の女子高生が残した童話とは。

ガラスの肖像 阿刀田高（著）
口紅、香水、靴等女性用品を鍵に、愛の陰の恐怖を描出した、円熟の連
作集。

ガラスの城 松本清張（著）
ガラスの城のような、都心の高層ビルに勤める一流サラリーマンの世界
の欲望と犯罪の構図。

ガラスの密室 森村誠一（著）
ただ一人真相を語れる本当の目撃者は消えた。中野のアパートで女性の
絞殺死体。発見者の青年に容疑がかかるが……。

烏丸ルヴォワール 円居挽（著）
京都の支配に関わる謎の書の持ち主が死亡。それによって勃発した兄弟
争いを収めるため双龍会が始まる。だが龍樹家に予想外の事態が。

空っ風 諸田玲子（著）
幕末、社会が変わり価値感が変わった。東海道一の親分といわれた清水
次郎長の子分・小政は、時代にいらだちを感じていた。

空の境界（上） 奈須きのこ（著）
昏睡から目覚めた両儀式が手に入れたのは、あらゆるモノの死を視るこ
とのできる“直死の魔眼”だった――。

空の境界（中） 奈須きのこ（著）
両儀式の“直死の魔眼”は、絶無の結界を破れるのか!?　新伝綺ムーブメン
トの歴史的傑作――。

空の境界（下） 奈須きのこ（著）
“直死の魔眼”を手に入れた少女・式を苛む“殺人衝動”の赴く先に、真実を
告げる記憶の境界が開かれる――。

雁金屋草紙 鳥越碧（著）
逸材の片鱗を見せる光琳に奈津は胸をときめかすが、それは果たせぬ恋
の始まりだった。

下流志向　学ばない子どもたち　働かない
若者たち

内田樹（著）
なぜ日本では雪崩のように学力崩壊が起こり、ニートと呼ばれる人たち
が大量に発生しているのか。その理由を鮮やかに解き明かす。

軽井沢絶頂夫人 南里征典（著） 野望を呑み込む美貌の財閥夫人の秘肉！

軽井沢マジック 二階堂黎人（著）
ハンサムでスタイル抜群。でも変人で浮いている旅行代理店課長代理・
水乃サトルとお嬢様部下・美並由加里のユーモア本格ミステリ。

軽井沢物語　 宮原安春（著）
なぜ軽井沢は高級リゾート地になりえたか。華麗な近現代史の主人公が
綾なす歴史発掘。
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カレイドスコープ島　《あかずの扉》研究
会竹取島へ　

霧舎巧（著）
連続殺人の万華鏡（カレイドスコープ）惨劇の光源を暴け！　本格推理
の気鋭が放つ孤島ミステリーの奇跡的傑作！

華麗なる誘拐 西村京太郎（著）
首相公邸への脅迫三日後、新宿の喫茶店で若いカップルが犠牲となる。
つぎつぎと札幌、九州で発生する無差別殺人。犯人の狙いは何か。

彼も人の子　ナポレオン 城山三郎（著）
庶民から実力一つで皇帝の座に就いた彼もまた人の子であった。矛盾に
満ちた大号令をかけ続け自滅への道を辿った英雄の生涯。

川の深さは 福井晴敏（著）
命をかけて守るべき人が君にはいるだろうか。出版界の話題を独占した
必涙の処女作。

変萌 睦月影郎（著）
若者、十馬には顔を変貌させる技があった。とある藩で公儀隠密である
女忍、由宇と出会って……。十馬の秘密の日々が始まる。

生贄を抱く夜　神麻嗣子の超能力事件簿 西澤保彦（著）
性悪美人に人生を狂わされた友人に、いやいや招かれた豪邸で何がおき
たのか？　神麻嗣子、神余響子らが超常事件に挑む！

ソフトタッチ・オペレーション　神麻嗣子
の超能力事件簿

西澤保彦（著）
５つの超常事件をおなじみ神麻嗣子、神余響子、保科匡緒が緻密な論理
で解き明かす！！

夢幻巡礼　神麻嗣子の超能力事件簿 西澤保彦（著）
能解警部の部下・奈蔵は警察官でありながら、連続殺人鬼の容疑が。神
麻嗣子シリーズ番外編。

感染広告 三浦明博（著）
広告代理店のクリエイティブ・ディレクターが、ビールのキャンペーン
に仕掛けた「感染広告」。その正体は？　相次ぐ自殺との関係は？

完全版　年金大崩壊　 岩瀬達哉（著）
なぜ、私たちの年金は破綻したのか――。「からくりを知る」ことが、
年金改革の第一歩となる。

完全リメイク版　キラー通り殺人事件 吉村達也（著）
原宿のストリートで連続殺人が発生した。警視庁捜査一課の女性刑事・
南野マリンが、死体に残された色とりどりのリボンの謎を追う！

完全リメイク版　黒白の十字架 吉村達也（著）
ゴリラが人を殺した？　惨劇の現場に残された獣の足跡。被害者が記し
た日記は、なぜかその日に限って横書き。

カント・アンジェリコ 高野史緒（著）
すでに電話網が張り巡らされてる１８世紀のパリ。天使の歌声を持つ去
勢歌手カストラートの甘く危険な謎をパリ・ルーヴル宮に追う。

カンナ　飛鳥の光臨 高田崇史（著）
歴史は常に勝者によって記される。しかし、敗者が書いた歴史書が、一
冊だけ残されているとしたら？

カンナ　天草の神兵 高田崇史（著）
伊賀忍者の末裔・鴨志田甲斐は、闇の日本史を記した社伝を追って、九
州・天草へ。そこで、“神の子”天草四郎の謎に挑むことに！

カンナ　吉野の暗闘 高田崇史（著）
奈良・吉野山へ飛んだ甲斐らは、山岳ガイドの光昭と親しくなる。だが
修験道の開祖・役小角を信奉する彼は、殺人事件の容疑者だった！

カンナ　奥州の覇者 高田崇史（著）
闇の日本史を記した、秘密の社伝が敵の手に落ちた。甲斐たちは、奪還
計画を練る一方、蝦夷の指導者・アテルイ降伏の謎に挑む！

カンナ　戸隠の殺皆 高田崇史（著）
甲斐と巫女の貴湖は、奪われた秘密の社伝を追って、長野・戸隠へ。そ
こで、天照大神の天岩戸伝説にかかわる重大な瑕疵を暴く！

カンナ　鎌倉の血陣 高田崇史（著）
甲斐は許嫁の聡美とお茶会に出席するため、鎌倉へ。しかしそこで主催
者が殺害され、甲斐たちも襲撃を受ける。そこには忍びの影が！？

鉄輪温泉殺人事件 吉村達也（著）
男性の白骨死体が発見され、妻も行方不明に。志垣警部は九州・別府の
鉄輪温泉へ飛ぶが、そこでも惨劇が発生した！

感応連鎖 朝倉かすみ（著）
巨漢の女子高生の夢、貞淑な教師の妻の憂鬱。似ても似つかない女たち
は皆、美しくなりたいと願う――共通の想いが、思わぬ結末を招く

黄色い風土 松本清張（著）
連続して起った６つの変死事件――記者魂と、現代社会に巣喰う悪への
挑戦を描く本格推理の傑作！

記憶の中の殺人 内田康夫（著） 内田家の墓前の不審な供花を浅見は隣の墓から移されたと推理した。

記憶の果て　 浦賀和宏（著）
小説の境界を破壊するメフィスト賞受賞作！　親父が死んだ。自殺だっ
た。俺の心理はこれからどう変容していくのだろう……。

記憶の果て（上） 浦賀和宏（著）
自殺した親父が残したパソコンのなかにいるのは裕子。いや違う、あれ
は単なるプログラムにすぎない。いったい彼女は何者なのか？

記憶の果て（下） 浦賀和宏（著）
父親は自殺した娘の生まれ変わりをコンピューターにプログラムしたの
か。それでは裕子の人間の記憶はいつのものなのか？

聞き耳地蔵　立ち退き長屋顛末記 楠木誠一郎（著）
お上に抵抗する弥次郎兵衛長屋。瓦版で知った源助の女房も戻ってき
た。住人たちの結束は高まるが、唯一の侍、十兵衛の刺客も現れる。

危険な秋 阿部牧郎（著）
憧れていた高校の同級生と再会して始まった禁じられた性愛。五十歳過
ぎて燃える恋情。

危険な協奏曲 阿部牧郎（著）
コンサートで出会った商社マンと教授夫人が羞らいを捨てて奏でる愛と
性の奔放な協奏曲。

危険な夕暮 阿部牧郎（著）
男の官能を揺さぶる愛と性の極限！　リスボンの酒場で出会った病院長
夫人との禁断の愛に情事の炎が燃えさかる。

起死回生 江上剛（著）
貸し剥がしに奔走する大手銀行。対向するのは、一般企業に出向してき
た、元銀行マン。会社と従業員を守るため、男たちは立ち上がる。

戯史三國志　我が糸は誰を操る 吉川永青（著）
曹操に友と呼ばれながらも、狂気の将・呂布に寝返った軍師、陳宮。彼
はいったい何を思ったのか。　小説現代新人賞受賞のデビュー作。

戯史三國志　我が槍は覇道の翼 吉川永青（著）
野心か、義か。孫家三代を支える呉の宿将・程普。己の力で主君大望の
翼となれるのか。　誰も読んだことのない三國志第二弾！
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戯史三國志　我が土は何を育む 吉川永青（著）
諸葛亮なき後の蜀は、魏に最後の攻勢をかけようとしていた。老将・廖
化は思う。かつて大地を駆け巡り、ともに戦った仲間達のことを。

喜嶋先生の静かな世界　The Silent World
of Dr.Kishima

森博嗣（著）
学問とはこれほどまでに深遠で、研究とはこれほどまでに純粋。圧倒的
な読後感に包まれる、自伝的小説。

鬼手　世田谷駐在刑事・小林健 濱嘉之（著）
ご存知ですか、高級住宅街のど真ん中に駐在所があることを。土地柄を
映した特殊な事件に鬼刑事・小林は奔走する。週刊現代連載小説！

奇術探偵　曾我佳城全集　戯の巻 泡坂妻夫（著）
「このミス」１位に輝くミステリ。奇術の殿堂づくりに情熱を燃やす、
奇術師にして美貌の名探偵、曾我佳城が仕掛けた大トリックとは？

奇術探偵　曾我佳城全集　秘の巻 泡坂妻夫（著）
曾我佳城の行くところに怪事件あり。推理作家、奇術師、紋章師の三つ
の貌を持つ著者だからこそ成しえた、奇術とミステリの融合。

傷口にはウオッカ 大道珠貴（著）
四十歳で独り身、好きな人や付き合ったりする人はいるし、いずれ誰か
と暮らしたいと思っているけれど……。型にはまらない恋愛小説。

暁天の星　鬼籍通覧 椹野道流（著）
電車に身を投げた女性と車に轢かれた女性。驚くことに、これらの遺体
には世にも奇妙な共通点があった――。

壺中の天　鬼籍通覧 椹野道流（著）
ゲーセンで転倒して死んだ若い女性。ところがその遺体が、警察に搬送
される途中で忽然と消えてしまった――？

隻手の声　鬼籍通覧 椹野道流（著）
兵庫県監察医の龍村のもとで「武者修行」をすることになった伊月は、
ある赤ん坊の遺体に微かな痣を見つけてしまう。

禅定の弓　鬼籍通覧 椹野道流（著）
火事の前に死亡していた老人の焼死体。犬やウサギの連続惨殺。遺体か
らこぼれ落ちたピンバッジは何を語る？

無明の闇　鬼籍通覧 椹野道流（著）
21年の時を超えて、シンクロする二つの事件。メスの先に見えたもの
は、血も凍るような真相だった。

擬態 永嶋恵美（著）
女子大生と元ヤンキーの少女。二つの物語が交差する時、驚愕の事実
が！ドメスティック・サスペンスの旗手が描く長編ミステリー。

北一輝論 松本清張（著）
二・二六事件の黒幕として処刑された北一輝。その〈ロマン的革命家〉
としての稀有の実像を鮮烈に描く。

北津軽 逆アリバイの死角　「太宰治の旅」
殺人事件　

深谷忠記（著）
奥羽本線と東北本線を並走する２本のブルートレインを結んだトリック
を壮は見破るか。

来たれ、野球部 鹿島田真希（著）
イケメン、秀才、野球部エースの喜多義孝とふつうの女子高生の宮下奈
緒。幼馴染二人の恋は遺された少女の日記により歪みを見せ始め。

鬼弾　鹿王丸、翔ぶ 岩井三四二（著）
京を警備する六角氏の侍が次々と鹿王丸の火縄銃に倒されていく。暗殺
者の排除を命じられた甲賀者たちの必死の追跡と闘いが始まった。

鬼畜 勝目梓（著）
上司に妻と娘をオモチャにされ喪った男の恨みは、上司の妻と娘に向け
られ……。エロス＆バイオレンスの復讐劇！

キッド 木内一裕（著）
死体を埋めて、掘りだして、攫って。ビリヤード屋を経営する石川麒一
がつい死体遺棄を手助けしてしまった代償は。完全無欠の痛快作！

狐闇 北森鴻（著）
贋作作りの疑いをかけられて苦境に陥った若き旗師・陶子。虚実皮膜の
世界には想像を絶する秘密が隠されていた！

狐罠　 北森鴻（著）
美人古美術ブローカー宇佐見陶子は、同業者の橘薫堂に贋作を掴まされ
てしまった。その意趣返しを仕掛ようとする陶子に、危機が迫る！

義に生きるか裏切るか　名将がいて、愚者
がいた

中村彰彦（著）
関ヶ原から戊辰、日露まで。勝者、敗者の明暗が分かれる分岐点に立つ
とき、人物の真価が問われる。上級者向けに好適な歴史エッセイ。

後朝 鳥越碧（著）
皇子たちとの恋をはじめ、夫や子供を持ちながら次々と恋に燃え、恋の
熱さを華麗な歌に詠んだ「浮かれ女」の生涯を描く傑作長編。

キマイラの新しい城 殊能将之（著）
７５０年前に起った殺人事件の真相究明を要請された石動戯作は、助手
のアントニオと共に現地に赴く……。

奇妙な昼さがり 阿刀田高（著）
奇妙にねじれた人生のブルースを聴いてみませんか？　人生の喜怒哀楽
を堪能するショートショート集。

逆転法廷　有罪率９９％の壁 姉小路祐（著）
会社社長の殺人容疑で起訴された男は、動機十分、事件当夜のアリバイ
もなし。しかし、弁護士朝日岳之助は青年の無実を信じた。

逆転無罪　少年はなぜ罪に陥れられたか　 読売新聞大阪社会部（著）
婦女暴行殺人犯にデッチあげられた少年たちの“無実の叫び”を追い、冤
罪を明かすルポ。

キャットフード 森川智喜（著）
ウマそうな人間を捕まえて”キャットフード”をつくろう……高ＩＱの化け
猫プルートは、ある計画を思いつく。新鋭による猫ミステリー

キャパになれなかったカメラマン　ベトナ
ム戦争の語り部たち＜上＞

平敷安常（著）
アメリカＡＢＣのＴＶカメラマンとして、ベトナム戦争を１０年間取材
し続けた著者による迫真のドキュメント。第４０回大宅賞受賞作！

キャパになれなかったカメラマン　ベトナ
ム戦争の語り部たち＜下＞

平敷安常（著）
盟友テリー・クー、沢田教一、一ノ瀬泰造ら、“戦死”した仲間とのエピ
ソードが胸を打つ。戦争報道に賭けた、一群の若者たちの物語。

キャベツ 石井睦美（著）
父亡き後、母と妹に毎日ご飯を作る僕に、秋の日の午後のような恋が訪
れた。初めて恋した日の切なさ、もう一度思い出してみませんか？

ＱＥＤ　百人一首の呪 高田崇史（著）
百人一首に仕組まれた美しき謎とは？　博覧強記の薬剤師・桑原崇がそ
の謎を解いたとき、戦慄の真相が明らかになる。

ＱＥＤ　六歌仙の暗号 高田崇史（著）
ご存知、桑原崇が歴史の闇に隠された「七福神」と「六歌仙」の謎を解
き明かす。大人気シリーズ第2弾！
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ＱＥＤ　ベイカー街の問題 高田崇史（著）
現実の事件と「ホームズ譚」の謎が交錯する中、崇の推理がたどりつい
た真犯人とホームズの秘密とは？

ＱＥＤ　東照宮の怨 高田崇史（著）
「三十六歌仙絵」を狙った連続強盗殺人事件が発生。不可解な事件の手
がかりは意外にも日光東照宮にあった。

ＱＥＤ　式の密室 高田崇史（著）
式神による殺人？　桑原崇は事件を解決に導くと同時に「安倍晴明伝
説」の真相と式神の意外な正体を解き明かす。

ＱＥＤ　竹取伝説 高田崇史（著）
不吉な手毬唄が伝わる奥多摩の織部村で、猟奇殺人事件が発生。騙られ
た『竹取物語』、かぐや姫の正体とは!?

ＱＥＤ　龍馬暗殺 高田崇史（著）
土砂崩れで密室と化した村の一夜に起こる殺人と自殺。因習に満ちた山
村と幕末の京都を結ぶ謎に挑む崇の推理は!?

ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　鎌倉の闇 高田崇史（著）
桑原崇が説く、源三代にまつわる謎の答えが、そのとき密室で起こった
社長失踪事件をも解き明かす！

ＱＥＤ　鬼の城伝説 高田崇史（著）
桃太郎の鬼退治は、曇りなき善行だったのか？　事件の核心“桃太郎伝
説”の騙りとは？

ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　熊野の残照 高田崇史（著） 熊野三山（本宮・速玉・那智）の謎と、故郷を捨てた女の無念と再生！

ＱＥＤ　神器封殺 高田崇史（著）
薬剤師・桑原崇は、和歌山で、毒草師を名乗る男・御名形史紋と出会
う。

ＱＥＤ　～ｖｅｎｔｕｓ～　御霊将門 高田崇史（著）
「神田明神」「将門首塚」から「成田山」まで、将門の名所行脚をする
桑原祟たち一行。「繋馬」の家紋が示す驚愕の真実とは？

ＱＥＤ　河童伝説 高田崇史（著）
河童の謎と、連続殺人事件の真相が明らかに河童が住むといわれる川で
連続殺人事件が。

ＱＥＤ　～ｆｌｕｍｅｎ～　九段坂の春 高田崇史（著）
学生時代の崇（タタル）、奈々、小松崎、御名形（みなかた）の「初
恋」と「縁」が紐解かれる、ＱＥＤ青春編！

ＱＥＤ　諏訪の神霊 高田崇史（著）
諏訪大社の血生臭い神事を調べていた崇と奈々は、奇妙な連続殺人事件
に遭遇し……。

ＱＥＤ　出雲神伝説 高田崇史（著）
奈良のマンションで、独身ＯＬが出雲刀で惨殺された。遙か昔に実在し
たという忍び集団「出雲神流」との関連が疑われるのだが……？

ＱＥＤ　伊勢の曙光 高田崇史（著）
伊勢神宮と天照大神の真実に、桑原崇と棚旗奈々のコンビが挑む。大人
気歴史ミステリー「ＱＥＤ」シリーズ、堂々の完結編！

９９％の誘拐 岡嶋二人（著）
病床に臥した男は手記を遺して生涯を終えた。そこには8年前、息子をさ
らわれた時の記憶が書かれていた。12年後、かつての事件に端を発する
誘拐が行われる。

九州新特急「つばめ」殺人事件 西村京太郎（著）
十津川が暴く政界の闇空路のはずの男女が鹿児島本線「つばめ」に乗
り、その後死体で見つかった。目撃者の乗務員に忍び寄る危機！

九州特急「ソニックにちりん」殺人事件 西村京太郎（著） 捜査のため阿蘇に飛ぶ十津川。彼の推理は政界の闇へと迫る。

救命拒否 鏑木蓮（著）
爆破事件に巻き込まれた救命医。駆けつけたスタッフに向かい、自らを
死んだことにせよと指示し、事切れた。大阪府警が真犯人を追う！

吸涙鬼 市川拓司（著）
悲しみの涙を流す少女。彼はその生を願い、そっと瞳に唇を寄せた。不
治の病を持つ少女と決して明かせない秘密をもつ少年の純愛小説。

狂喜乱舞殺人事件 赤川次郎（著）
大規模な人員削減に揺れる大手スーパーの社宅。歪んだ人間関係が事件
を生み、大貫警部がスーパーに怒鳴り込む！

梟首の島（上） 坂東眞砂子（著）
１８８７年、日本人留学生がロンドンの自室で割腹自殺を遂げた。彼は
なぜ命を絶ったのか。“幕末”の後にあった知られざる革命の物語

梟首の島（下） 坂東眞砂子（著）
ロンドンと高知――それぞれの闘いはどこに向かって結実するのか！？
　知られざる歴史を描いた傑作長編！

協奏曲 遠藤周作（著）
かつての恋人を追って、フランスに旅立つ中年の作家。その彼を追う天
衣無縫な若い女性アナウンサー。二つの世代の恋愛模様。

京都・沖縄殺人事件 山村美紗（著）
許されぬ愛に隠された哀しい殺人!!　不倫旅行に出かけて殺された友人。
悲劇の謎を鮮やかに解く推理長編。

京都恋供養殺人事件 山村美紗（著）
キャサリンの友人宅に届いた殺人予告状！　惨劇の真相にキャサリンが
迫る本格長編ミステリー。

京都七不思議の真実 姉小路祐（著）
北斗七星の呪術が現代人の怨念を呼び覚ますのか？　もうひとつの京都
が見える斬新ミステリー。

京都三船祭り殺人事件 山村美紗（著）
華やかな扇流しを楽しむ人々の前で人気女優が殺された！　連続毒殺の
謎。傑作長編推理。

京都紫野殺人事件 山村美紗（著）
鮎子の恋人が、デートから京都へ戻る新幹線の車中で毒殺された。謎を
追いはじめた鮎子の前に次々意外な事実が……。

極限推理コロシアム 矢野龍王（著）
夏の館と冬の館、不正解の代償は死。ゲームに強制的に参加させられた
７人は連続殺人事件の犯人探しに挑む。

虚夢 薬丸岳（著）
「心神喪失」の通り魔犯に娘を殺された夫婦。４年後、街ですれ違った
男は“あの男”だった。

キラーネーム 菊地秀行（著）
政府が巨費を投じて殺人マシーンに改造した男は淫女・妖女・妖魔たち
と死闘を演じる。

綺羅の柩　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
３０余年前、密林に消えたシルク王の謎とは。偶然に導かれて京介、
碧、深春は南の国へと旅立つ。
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キラレ×キラレ　CUTTHROAT 森博嗣（著）
満員電車の中、三十代の女性がナイフのようなもので切りつけられる事
件が立て続けに起こった――。Ｘシリーズ第２弾！

霧の路　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
刃に光るは一途な男の愛と涙！　人気集中！　シリーズ第４弾。人情あ
ふれる書下ろし時代小説新シリーズ。

霧のレクイエム 阿刀田高（著）
愛のささやきのはざまで男が持ちかけた恐るべき計画。愛の結末は霧の
中へ消えるのか。

『ギロチン城』殺人事件 北山猛邦（著）
城主斬首殺人事件の過去、多くの処刑具、過剰なセキュリティの異様な
館で２人を待ち受けていたのは新たな密室殺人だった。

疑惑　半次捕物控 佐藤雅美（著） 女房・志摩が家をでた。　“疫病神”に寝盗られたのか。

銀閣建立 岩井三四二（著）
我が身が滅んでも、何百年の命を得るものを建てる。番匠・橘三郎右衛
門は、棟梁として技の限りを注ぎ、銀閣の造営に邁進した。

金閣寺の燃やし方 酒井順子（著）
「金閣寺焼失事件」に心を奪われた作家・三島由紀夫と水上勉。生い立
ちから気質まで、対照的な二人を解剖。面白すぎる新・文芸評論！

金閣寺秘愛夫人 南里征典（著）
「ああ、好きにして……」銀行重役夫人は若き起業家と甘い夜を過ごす
が、彼に殺人の嫌疑が！

銀河不動産の超越　
Ｔｒａｎｓｃｅｎｄｅｎｃｅ　ｏｆ　
Ｇｉｎｇａ　Ｅｓｔａｔｅ　Ａｇｅｎｃｙ

森博嗣（著）
「幸せを築こうとする努力」が奏でる、やさしくあたたかい森ミステ
リィ組曲。

銀行大統合　小説みずほＦＧ 高杉良（著）
金融業界再編の引き金をひいた「メガバンク」誕生までの舞台裏を活
写。圧倒的な情報量とリアリティで描いた実名企業小説。

銀座魔性夫人 南里征典（著）
銀座の美人経営者に忍び寄る愛欲の罠！　美貌と肉体を武器に事業拡大
を狙う魔性の女。だが奇妙な殺人事件が！

金田一温泉殺人事件 吉村達也（著）
頭を丸坊主にされ、唇を赤く口紅でぬられるという猟奇殺人が、十和田
湖畔で発生した。温泉好きの志垣警部が事件に挑む！

禁断の宴 勝目梓（著）
老紳士の招待をうけた私は剃毛され彼のペットに。心と体が溶け合うエ
ロティシズムの頂点！

均ちゃんの失踪 中島京子（著）
内田均の家に出入りしていた年代の違う三人の女たち。ひょんなことか
らそろって箱根の温泉旅館に行くことになり……。

禁中御庭者綺譚　乱世疾走　（上） 海道龍一朗（著）
群雄割拠の戦国、ついに上洛を果たした信長。さらなる戦乱を呼ぶ男か
ら帝を守るために上泉伊勢守のもとに集められた異能者たちの活躍

禁中御庭者綺譚　乱世疾走　（下） 海道龍一朗（著）
集められたのは武・技・智の異能を持つ５人の若者。帝の目となり耳と
なって信長に挑み、乱世を駆け抜ける。歴史時代小説の新旋風！

黄金の騎士団（上） 井上ひさし（著）
子ども共和国建国のため、聖母の騎士園の少年たちが資金獲得に奔走。
そこに国際資本と政治家が立ち塞がる。逆転の大芝居の行く末は？

黄金の騎士団（下） 井上ひさし（著）
小麦の先物取引で１００億円を稼いだ孤児院の少年たちは、外国企業や
政治家の魔手をどう打ち破るか。波瀾万丈のユーモア長篇

空港　２５時間 鎌田慧（著）
パイロット、パーサーなどの飛行機の乗務員だけが飛行機を飛ばすので
はない。空港で働く人々が携わる仕事のすべてを取材。

空山 帚木蓬生（著）
達士との思い出を求めて菅生連山を訪れた草野市議の俊子。そこで見た
ものは巨大なゴミ処理センターの工事で変わり果てた山の姿だった

ぐうたら愛情学 遠藤周作（著） 憎まれ口の裏に、女性へのやさしさを隠した、痛快無比な愛情論。

ぐうたら好奇学 遠藤周作（著）
とめてとまらぬ好奇心。若き日の風流漫歩に支えられた珍無類の傑作
エッセイ集。

ぐうたら交友録 遠藤周作（著）
自称ぐうたら人間の狐狸庵山人、各界第一線の文人・美人・奇人と対決
す。

ぐうたら人間学 遠藤周作（著） ぐうたら人生の味を開陳する狐狸庵山人の珍妙なる人間学。

空夜 帚木蓬生（著）
見なれたふるさとの風景もこんなに違って見える――生きる歓びに目覚
めさせてくれた愛が、九州の四季の移ろいの中で揺れ動く。

苦海浄土　わが水俣病 石牟礼道子（著）
2001年度朝日賞を受賞した石牟礼道子さんの代表作。絶望的な世界の中
で輝く命のことばが響く。

草の陰刻 松本清張（著）
怪火で焼死した事務官、死亡した元検事の娘からの手紙――。青年検事
が真相追跡を始めた!!

草臥し日記　萬月夜話其の三 花村萬月（著）
「冬の植物園」「パッション」など、名エッセイを厳選収録。作家の眼
によって鮮やかに映し出された音楽、暮らし、生きること。

鎖の闇 勝目梓（著）
男に貢がされた金を躯を売って返せというのか！　身を売ろうとする女
を守りたい男は覚悟を決めた。

くじらの降る森 薄井ゆうじ（著）
始まりは、亡父に宛てた差出人不明の手紙だった……。心を癒してくれ
る現代の神話。気鋭が描く感動長編。

燻り 黒川博行（著）
関西アンダーグラウンドで目指せ一攫千金！　極上の痛快ハードボイル
ドの傑作集。

くすぶり亦蔵　秘剣こいわらい 松宮宏（著）
ヘビースモーカーの樺沢亦蔵がＮＹで逮捕された。禁煙地区で紫煙をく
ゆらせたためだ。拘置所から出た亦蔵は再び煙草に火を付け……

薬好き日本人のための　薬の雑学事典 天野宏（著）
薬の雑学を網羅。薬の歴史から薬学まで、この本１冊で、日本の薬事情
がすべてわかる！
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銀の檻を溶かして　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
美男探偵３人組？　いいえ実は○×△□です！　謎解きはあくまで本格
派をいく第11回メフィスト賞受賞作。

銀の檻を溶かして-(1)　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
美男探偵３人組？　いいえ実は○×△□です！　謎解きはあくまで本格
派をいく第11回メフィスト賞受賞作。

銀の檻を溶かして-(2)　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
美男探偵３人組？　いいえ実は○×△□です！　謎解きはあくまで本格
派をいく第11回メフィスト賞受賞作。

黄色い目をした猫の幸せ　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
裏稼業にしている深山木薬店に少年殺しの依頼。その上、美男探偵３人
組リーダーに殺人容疑が！

黄色い目をした猫の幸せ-(1)　薬屋探偵妖綺
談

高里椎奈（著）
裏稼業にしている深山木薬店に少年殺しの依頼。その上、美男探偵３人
組リーダーに殺人容疑が！

黄色い目をした猫の幸せ-(2)　薬屋探偵妖綺
談

高里椎奈（著）
裏稼業にしている深山木薬店に少年殺しの依頼。その上、美男探偵３人
組リーダーに殺人容疑が！

悪魔と詐欺師　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
自殺、事故死、殺人として解決したはずの無関係な六人の死。これらの
事件の共通点とは!?　「薬屋探偵妖綺談」第３弾！

金糸雀が啼く夜　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
秋と座木を引き裂くこの二人は誰？　花屋の主従コンビが新登場する快
調シリーズ第４弾。

緑陰の雨　灼けた月　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
奇怪な事件の裏側で温泉旅行へ出発だ！　憂い顔の女子高生を救え！　
――二人になったリベザル。薬屋に新メンバー加入？

白兎が歌った蜃気楼　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
山中の大邸宅で連続する凶事は“座敷童子”の仕業なのか？　心震わす薬
屋シリーズ第６弾

本当は知らない　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
ネット上から消えた８人、病院から失踪した11人、そして４人の惨殺
体!?　謎が深化する第７弾。

蒼い千鳥　花霞に泳ぐ　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
秋はドラッグストアのバイト、座木は高校入学直後の春。第８弾は、深
山木薬店開業前夜譚。

件獣　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
連続する悪しき予言。妖怪の力で世界を支配せんとする有鬼派が再び激
しく動く。世界の滅亡が現実として迫る！

口笛をふく時 遠藤周作（著）
戦中派世代の父、戦後生まれで医学界に野心を燃やす息子。相いれない
ふたりの前に一人の美しい女性が。

屈折率 佐々木譲（著）
経営する小さな貿易会社に見切りをつけ、解散した元エリート商社マン
は、実家のガラス工場も売却するはずだったが……。

グッドラックららばい 平安寿子（著）
家出した母、ダメ男に貢ぐ姉、文鎮のような父、そんな家族にいらだつ
妹。モラルと常識を笑い飛ばす新・家族物語。　文庫王国第一位！

グッバイ・Dr．ハリー（『霞町物語』講談
社文庫所収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

グッバイ・ヒーロー 横関大（著）
ピザの人気配達人、亮太。「困っている人は助けなければいけない」と
いう彼が出会ったのは立て籠もり中の冴えないおっさんだった。

工藤写真館の昭和 工藤美代子（著）
東京下町で激動の昭和を生きた最後の写真師・工藤哲朗とその一家の物
語。講談社ノンフィクション賞受賞作。

首無の如き祟るもの 三津田信三（著）
奥多摩の旧家の花嫁選びの儀式で首無し死体が発見され、御曹司は消
失。やがて第二、第三の犠牲者が……。畏るべき秘密が本編に潜む。

熊の場所 舞城王太郎（著）
文芸界を揺るがし続ける舞城王太郎の第一短編集。猫殺しの少年「まー
君」をめぐる衝撃的な表題作を含む、全三編を収録。

雲を斬る 池永陽（著）
仇討ち相手を探す三四郎は、女郎屋に売られる娘を助けたことから五十
両の賞金を懸けられてしまう。

クラインの壷 岡嶋二人（著）
ヴァーチャルリアリティ・システム『クライン2』の制作に関わることに
なった上杉。美少女・梨紗と、ゲーマーとして仮想現実の世界に入り込
む。

昏き処刑台 勝目梓（著）
妻子が救急医療を受けられず見殺しにされた男のバイオレンスとエロス
に彩られた怒りの復讐劇が今、始まる！

倉敷から来た女 西村京太郎（著）
二人の美弥子を追い十津川班の捜査が始まる東京四谷のホテルで女の刺
殺体が発見された。被害者の住所を訪ねると美弥子は生きていた。

クラシック名曲案内ベスト151　 柴田南雄（著）
作曲家としての活動経験と深い学識を基礎に、作曲の動機や曲の構成、
時代背景を詳述。名盤ＣＤガイド付き。

クラスルーム 折原一（著）
栗橋北中３年Ｂ組。１０年ぶりのクラス会の案内に、卒業生たちは暴力
に支配された悪夢の日々を思い起こす。深夜の教室で何が起きる？

グリーン・レクイエム　 新井素子（著）
腰まで届く長い髪の娘・明日香。その髪に驚くべき秘密と力をひめた彼
女の正体は？　表題作「グリーン・レクイエム」他ＳＦ二編。

緑幻想　グリーン・レクイエムII　 新井素子（著）
あの少女明日香が蘇り、その愛に応えるかのように、緑の地球に驚天動
地の現象が……。

クリスマス・イヴ 岡嶋二人（著）
山深い別荘でのクリスマス・パーティーに向かった敦子と喬二。夜に
なって到着したその別荘はまっ暗で、荒らされた室内には血まみれの死
体が！

狂い咲き正宗　刀剣商ちょうじ屋光三郎 山本兼一（著）
命をやりとりする刀に魅せられた光三郎。駆け引きたっぷりの裏世界、
町人たちの人情、心意気を直木賞作家がじっくり描く。
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ぐるぐる猿と歌う鳥 加納朋子（著）
小５の高見森が引っ越した先で出会った、同じ社宅に住む仲間たち。次
第に覚える違和感――小さな謎が呼び起こす驚きの真実とは。

くるみ街道 青木奈緒（著）
翻訳の仕事をしながらドイツ生活をつづける京。恋人ハインツと日本に
いる両親への想いに揺れ動く京の心を豊かな感受性で描く。

グルメ列車殺人事件 山村美紗（著）
キャサリンが旅情を満喫していると、隣室で男が怪死！　そこは完全な
密室のはずだった……。

黒い樹海 松本清張（著）
新聞社へ勤めた笠原祥子の姉の事故死が、相次ぐ殺人事件に――。マス
コミに潜む人間悪を抉る推理の傑作。

黒い仏 殊能将之（著）
日本シリーズに沸く博多の町。その裏で密やかに進行する千年来の争
い。全く手がかりのない不気味な殺人事件と謎の教典の接点は？

玄い女神　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
インドの安宿で不審死を遂げた男。十年後、群馬山中の「館」で真相解
明劇が展開されるが、さらなる悲劇が。

クロク、ヌレ！ 真梨幸子（著）
謎の死を遂げた世界的流行作家“ジョー・コモリ”と、亡き無名画家との
関係を追い始めた女たち。待ち受ける驚愕の結末とは。

『クロック城』殺人事件 北山猛邦（著）
現在、過去、未来を刻む三つの大時計を戴くクロック城。世界の終焉の
鍵を握るこの城で、謎の鐘の音と共に二つの首なし死体が現れた。

黒蠅（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタが帰ってきた！　バージニアを離れ新天地を求めた彼女。
だが悪夢は終わってはいなかった。

黒蠅（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

錯綜する謎、めくるめく急展開。ケイが、マリーノがさらに驚くべき人
物が帰ってくる！

警官魂　激震篇 松浪和夫（著）
ドラマ『刑事魂』原作警察小説。県警幹部令嬢の誘拐事件解決の為、左
遷されていた敏腕刑事が呼び戻された。『刑事魂』改題。

警官魂　反撃篇 松浪和夫（著）
自分を憎んでいる男の娘を救う。おのれの警官魂を賭けて。迫真の警察
小説、堂々完結！　『刑事魂』改題、その後編。

警告
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

リッチモンド港で、船からおろされたばかりのコンテナの中に腐乱死体
が……。箱に刻まれた文字はフランス語で「よい旅を、狼男」。

警察官ネコババ事件―おなかの赤ちゃんが
助けてくれた―

読売新聞大阪社会部（著）
交番に届けた十五万円が消失。拾った身重の主婦を犯人にデッチあげる
警察の内幕を暴く。

警視庁情報官　シークレット・オフィサー 濱嘉之（著）
政・官・実業界にまたがる謀略を、公安出身の著者ならではの詳細な筆
致で描く注目作。

警視庁情報官　ハニートラップ 濱嘉之（著）
「情報は命」そう訴える公安出身の著者が放つ、日本の危機管理の甘さ
を衝いた警察小説の最前線！

警視庁情報官　トリックスター 濱嘉之（著）
警視庁情報室の黒田が捜査するのは基幹産業から自衛隊、大物代議士ま
でをも巻き込む大詐欺疑惑。詐欺師（トリックスター）にご用心。

警視庁情報官　ブラックドナー 濱嘉之（著）
国境を越えた臓器売買の実態を探る情報室の黒田チーム。海外での潜入
捜査、世界的な諜報機関との連携も叶った人気シリーズ第４弾！

警視庁情報官　サイバージハード 濱嘉之（著）
黒田が署長を務める万世橋署管内でＡＴＭ誤作動の一報が。時同じくし
て欧米でも同様の事件が発生。犯人の狙いは金か、それとも――。

刑事の墓場 首藤瓜於（著）
雨森は、たまたま聴取した些細な傷害事件の被害者である女子大生の部
屋を訪ねて死体を発見する。

刑事のはらわた 首藤瓜於（著）
警部昇進と同時に、所轄署刑事から県警本部の鑑識課へ異例の出世をし
た八神。畑違いのベテラン課員を率いる緊張の日々に浮かぶ疑念。

刑事のまなざし 薬丸岳（著）
娘の笑顔を奪われた男は刑事の道を選んだ。そのまなざしは何を見つめ
ているのか―。思わず涙があふれ出す連作短編集、早くも文庫化！

啓順凶状旅 佐藤雅美（著）
逃亡者人殺しの濡れ衣を着せられた町医者・啓順が、追っ手から逃れな
がら、真犯人を追う。

啓順地獄旅 佐藤雅美（著）
無実の罪を着せられ火消しの顔役に追われる町医者の啓順。師匠の依頼
で、最古の医書『医心方』を探すべく京へ向かうことになるが――

啓順純情旅 佐藤雅美（著）
殺しの濡れ衣を着せられた江戸の町医者啓順は、執拗に迫りくる追っ手
の刃をかいくぐり、以前助けたきよのもとへと向かう。

夏至祭 佐藤洋二郎（著）
靖雄がかつて体の自由を奪った女はまだ廃坑の町にいた。孤独の癒しと
生きる力を求める男女の物語。第１７回野間文芸新人賞受賞作。

気高き昼寝 天野作市（著）
深夜、うつ病の友人の自殺を知らせる電話が鳴った。彼が遺した手記を
読み始めた僕は、「誰も傷つけない復讐」を決意する。

月下美人 吉村昭（著）
軍用機を爆破した元脱走兵を取材する「私」と、家族にも過去を語らず
苦悩の歳月を過してきた男との関わりを描く表題作他８篇を収録。

月刊サギサワ 鷺沢萠（著）
18歳でデビューし、泉鏡花賞を受賞した20代なかば、思わず笑ってしま
わずにいられない、日常まるごと日記エッセイ。

結婚疲労宴 酒井順子（著）
艱難辛苦待ち受ける幸せのプレリュード！？　豊富な結婚式出席経験を
もつ著者（未婚）ならでは、必読爆笑ブライダル大コラム。

月蝕の窓　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
迷宮入り殺人事件の舞台となった洋館「月映荘」で、新たな惨劇が発
生。巻き込まれた京介と深春にも生命の危険が迫る。

決戦　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
瑞紀との婚儀を前に、最強の敵・冥府防人との生死を懸けた闘いに衛悟
は挑む！　第一位文庫書下ろし時代小説シリーズ、堂々の完結！

決闘の辻 藤沢周平（著）
宮本武蔵が撃つ！　柳生宗矩が斬る！　歴史に名を残す名剣客の決闘
シーンを刃光の閃きまでもリアルに描く剣客小説。
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訣別の森 末浦広海（著）
北の地に結ばれた絆。自衛隊を退官したドクターヘリのパイロット槇村
は不可解な墜落事故に遭遇した。

血霧（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

「検屍官」シリーズ最新刊。副官フィールディングの死に釈然としない
スカーペッタは、鍵を握る女と対決するために刑務所を訪ねる。

血霧（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

それぞれ無関係だったはずの殺人事件をつなぐ糸が見えてきたとき、凶
悪な陰謀の影が……。絶体絶命のスカーペッタの推理が冴える！

外道の女 団鬼六（著）
排泄行為をさらす女将、剃毛されて悦ぶスナック・ママ。「禁じられた
悦び」を描く異色短編集。

煙か土か食い物 舞城王太郎（著）
これが噂のMaijoだ。小説界を席巻する「圧倒的文圧」を体感せよ！衝撃
デビューを飾った第１９回メフィスト賞受賞作！

獣たちの熱い眠り 勝目梓（著）
情事のウラに潜む甘く危険なワナ！　快楽のあとに訪れた破滅、全てを
失った男は復讐に立ち上がる。

獣の樹 舞城王太郎（著）
ある日ある朝、西暁町で、十四歳くらいの僕が馬から生まれる。失踪し
た父親。地下密室。殺人。獣の大革命。そして恋。冒険が始まる！

獣の奏者１　闘蛇編 上橋菜穂子（著）
王国の矛盾を背負い、兵器として育成される凶暴な蛇――闘蛇。傑作
ファンタジー巨編、いまここに幕を開ける！

獣の奏者２　王獣編 上橋菜穂子（著）
王権の象徴として、神々が遣わしたとされる聖なる獣――王獣。数々の
受賞に輝く世界的注目作家、新たなる代表作。

獣の奏者　３探求編 上橋菜穂子（著）
〈降臨の野〉の奇跡から１１年。闘蛇の大量死の原因を探り、歴史に秘
められた恐るべき事実を知ってしまったエリンが選んだ道とは。

獣の奏者　４完結編 上橋菜穂子（著）
兵器となった王獣が天を舞い闘蛇が地を覆う時、封印された「災い」が
姿を現す。ファンタジー巨編、慟哭と感動のクライマックス！

獣の奏者　外伝　刹那 上橋菜穂子（著）
シリーズ２００万部突破人気シリーズの、あの空白の１１年間。本篇で
は明かされなかった同棲時代、若き日の恋。生と性を描いた傑作。

けもの道に罠を張れ 勝目梓（著）
輪姦殺人犯を処刑せよ。孤独な男の黒い聖戦！　強姦の果ての子供とい
う暗い出自を持つ男が、暗黒組織壊滅に挑む！

幻花祭 勝目梓（著）
ねぶた祭りの夜に出会った二人は、一夜限りの激しい情事に。ロマン
チックでエロチック、一途な大人の性愛。

原罪の庭　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
ガラスの柩を思わせる温室の中で惨殺された一家。密室の中でただ一人
生き残った少年は、しかし言葉を失っていた。

検察捜査 中嶋博行（著）
日弁連と検察庁、警察庁、そして県警の確執……。現役弁護士作家が法
曹界のタブーを鋭くえぐったリーガルサスペンス！

検屍官
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

ミステリーリッチモンドを震え上がらせた連続強姦殺人事件に敢然と立
向かう女性検屍官ケイ・スカーペッタの前に思わぬ障害が！

幻想映画館 堀川アサコ（著）
高校生・スミレは駅裏商店街の映画館に迷い込み、そこで初めて恋をす
る。思わずアルバイトを始めるが、これが大惨事への入口だった！

幻想日記店 堀川アサコ（著）
あなただけにぴったりの「日記」をお売りします――謎の美女、猩子が
営む日記堂で働くことになった大学生・友哉が見たものは！？

幻想郵便局 堀川アサコ（著）
疲れたときに和みたい新しいリアルファンタジー。あなたの「居場所」
がきっと見つかる。胸あたたまる「ほんのり恐怖」へようこそ！

現代悪女伝　性の深淵 梶山季之（著） “悪女とはどんな女たちか”を、ユニークに描いた連作小説集。パートI 。
現代悪女伝　欲望の罠 梶山季之（著） “悪女とはどんな女たちか”を、ユニークに描いた連作小説集。パートII 。

現代霊性論 内田樹（著）／釈徹宗（著）
面白すぎる対談で明らかにされる「神さま」や「幽霊」の現代的意味。
本来スピリチュアルって怪しいもんじゃありません。痛快宗教入門

未明の家　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
少女の一族を巻き込む不可解な事故死、そして自殺未遂。別荘の建築様
式に隠された謎を桜井京介が追う！

限定版　お父やんとオジさん　特別付録 伊集院静（著）
家族のために戦時下の朝鮮半島に乗り込んだ「お父やん」を描いた感動
巨編。俳優・小出恵介との対談と幻の短編を収録した小冊子付き。

剣の道殺人事件 鳥羽亮（著） 第36回江戸川乱歩賞受賞の剣の道ミステリー。

剣法一羽流 池波正太郎（著）
剣士たちの死闘、秘命に斃れた隠密、悪名高い復員兵等、男の風雪を描
く傑作短編集。

幻惑の死と使途　ILLUSION ACTS LIKE
MAGIC

森博嗣（著）
天才マジシャン、死してなお奇跡を呼ぶ――。事件は、奇数章だけで描
かれる。

幻惑の死と使途-1　ILLUSION ACTS LIKE
MAGIC

森博嗣（著）
天才マジシャン、死してなお奇跡を呼ぶ――。事件は、奇数章だけで描
かれる。

幻惑の死と使途-2　ILLUSION ACTS LIKE
MAGIC

森博嗣（著）
天才マジシャン、死してなお奇跡を呼ぶ――。事件は、奇数章だけで描
かれる。

小石川の家　 青木玉（著）
祖父幸田露伴、母文と共に暮した十年の追想。九歳で両親が離婚、小石
川の家の暮しが始まる。生活万般厳格な祖父の叱責が駆け巡る。

小泉教授が選ぶ「食の世界遺産」日本編 小泉武夫（著）
世界中の食を極めつくした小泉教授が、日本が誇るスローフードの傑作
を、「食の世界遺産」に選定！　スローフードの傑作６８選！

恋の休日 藤野千夜（著）
今どきの若者の風俗や生態を淡々とたタッチで描きながら、心の奥底で
ふるえる悲しみをとらえた真摯で切なく、心やさしい作品集。

業火
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

手紙を読んだスカーペッタの心臓は縮みあがった。差出人は、あの呪う
べき殺人鬼ゴールトの手下だった女キャリー・グレセン。
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劫火（１）　ビンゴＲ 西村健（著）
小樽炎上！　テロリストと核兵器が日本上陸。空前のスケールとボ
リュームで描く痛快エンターテインメント。走れ、オダケン。

劫火（２）　大脱出 西村健（著）
テロリストが巣食った金沢から、脱出せよ！　日本に密入国して金沢に
いた志波銀次が巻き込まれる、テロリストによる陰謀の市街戦。

劫火（３）　突破再び 西村健（著）
国家転覆を謀る「新生大和会議」を潰せＣＩＡエージェントがつけ狙う
日本を守る“鍵”を預かった、はずが……

劫火（４）　激突 西村健（著）
テロリストとの死闘が東京を呑み込む。日本“再生”計画をオダケン、銀
次、一徹は止められるのか。

甲子園への遺言　伝説の打撃コーチ高畠導
宏の生涯

門田隆将（著）
天才バッティングコーチ高畠導宏の生涯を描いた傑作。ドラマ『フルス
イング』として感動を呼んだ名著が文庫化。

絞首刑 青木理（著）
国家の名のもとに命を奪う「死刑」。その道程で死刑囚、被害者遺族、
執行官はどのような思いを抱くのか。死刑制度の根幹に迫る力作。

光武帝（上） 塚本靑史（著）
遊学帰りの劉秀は、心ならずも反乱に身を投じる。2000年前の人物の盛
衰を迫力十分に描く、傑作長編！

光武帝（中） 塚本靑史（著）
各地で新帝国への反乱が勃発するなか、赤眉は樊崇、力子都率いる二軍
に分かれて、都をめざす。

光武帝（下） 塚本靑史（著）
更始帝の乱脈をのりこえ、青年劉秀の河北統一成る。倭の国に金印をも
たらした者は？

広報室沈黙す（上） 高杉良（著）
新宿に本社を置く某海上火災で実際にあった事件をもとに、会社上層部
の醜い権力闘争に立ち向かう広報室課長木戸のビヘイビアを描く。

広報室沈黙す（下） 高杉良（著）
権力の座にしがみつく老齢の会長、大人しいだけが取り柄の社長、出世
のためには手段を選ばないエゲツない常務・・・

降魔王 高橋克彦（著）
明治時代のロンドン。殺人事件に巻き込まれた、横浜出身の日本人青年
村上が、異国の地で殺人犯の巧妙なトリックを突き崩す。

孔明の艦隊（１） 志茂田景樹（著）
歴史のＩｆを突く究極戦略シミュレ－ション。ミッドウェ－で大敗北を
喫した連合艦隊司令長官・山本五十六は幽鬼の如き声を聞く。

孔明の艦隊（２）　爆雷埋伏の計 志茂田景樹（著）
現代の魏、アメリカを討つため、山本連合鑑隊長官の躰を借り甦った史
上最高の軍師・諸葛孔明

孔明の艦隊（３）　張飛山口の奮戦 志茂田景樹（著）
軍師・諸葛亮孔明こと山本長官の指揮により再建なった八陣航空艦隊
は、ついにアメリカ大艦隊と決戦の時を迎えた。

孔明の艦隊（４）　日米最終決戦 志茂田景樹（著）
堂々の完結連合艦隊を率いる孔明＝山本長官の前に立ちはだかる、最大
の敵「乱世の姦雄」曹操！

行楽特急殺人事件 西村京太郎（著）
走行中の特急から消えた女性の謎！　傑作推理箱根に向かうロマンスカ
－の中で特急の中で女性が突然行方不明に。

呉越春秋　湖底の城　一 宮城谷昌光（著）
春秋戦国時代末期、「臥薪嘗胆」の時代を名手・宮城谷昌光が描きあげ
る。揚子江の豊かな水辺に散った男たちが残す、人生の教訓とは！

呉越春秋　湖底の城　二 宮城谷昌光（著）
戦うために生きるのではない。生きるために戦うのだ。己の知で逸材の
部下を得た伍子胥。父と兄に忍び寄る陰謀に立ち向かう

コーヒー党奇談 阿刀田高（著） 短編小説の名匠（マエストロ）が描く不思議ワールド!!

凍りのくじら 辻村深月（著）
高校生の理帆子は、母と二人、壊れそうな自分と家族を必死で守ってき
た。ところが、彼女の前に一人の青年が現れたことで――

コーリング 赤坂真理（著）
「死にたくなんかない。生きたいから切る」愛と破壊。痛みと再生。危
険でクールな男と女。過激で美しい短篇集。

春秋の檻　獄医立花登手控え（一） 藤沢周平（著）
江戸小伝馬町の牢獄に勤める青年医師が、柔術の妙技とあざやかな推理
で、事件を解く。藤沢文学の人気シリーズ！

風雪の檻　獄医立花登手控え（二） 藤沢周平（著）
登の柔術仲間が姿を消した――。熱血青年獄医が難事件の数々に挑む痛
快捕物帳！　大好評シリーズ第２弾。

愛憎の檻　獄医立花登手控え（三） 藤沢周平（著）
家では肩身の狭い居候だが、悪事には敢然と立ち向かう若き牢医師が、
柔術と推理で悪に迫る！　大人気時代連作第３弾。

人間の檻　獄医立花登手控え（四） 藤沢周平（著）
男女の情が、親子の愛が、胸を打つ！　暗く悲しい浮世の難事を、青年
獄医がさわやかに解決する。傑作シリーズ完結編。

虚空の逆マトリクス　INVERSE OF VOID
MATRIX

森博嗣（著）
西之園萌絵がひょんなことから誘拐事件の謎解きをする「いつ入れ替
わった？」など、珠玉の７作を収録した人気短編集

国語入試問題必勝法 清水義範（著）
問題を読まないで正解を見つける方法など、思わず吹き出し、あらため
て感心し、読後は「よくもここまでバカなことを」と感動する！

焦茶色のパステル　新装版 岡嶋二人（著）
東北の牧場で牧場長と競馬評論家が殺され、サラブレッドの母子が銃撃
された。一連の事件の裏には、競馬界を揺るがす恐るべき秘密が！

後家長屋　町之介慕情 阿部牧郎（著） 貸本屋・町之介は、自由な恋愛を楽しむ女たちに翻弄されるが!?
ここに地終わり　海始まる（上） 宮本輝（著） 地上の果ての地から届いた絵葉書が奇蹟をもたらす！
ここに地終わり　海始まる（下） 宮本輝（著） 人間の生きていく力の源泉を描いた力作長編

五色温泉殺人事件 吉村達也（著）
「……ぼくは消える。決して探さないでくれ」妻にこの伝言を残し、夫
は失踪、そして親友が謎の転落死。事件に夫は関係しているか？

古酒新酒　 坂口謹一郎（著）
醸造学の世界的権威がその蘊蓄をかたむけて、読むものを銘酒の快い酔
い心地へといざなう、楽しくも味わい深い一書。
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古城駅の奥の奥 山口雅也（著）
夏休みの宿題に「建て替え前の東京駅」について調べることにした陽
太。ところが夜之介叔父さんと入り込んだ東京駅の迷路で殺人が！

五体不満足　完全版 乙武洋匡（著）

「障害は不便です。だけど不幸ではありません」喧嘩にスポーツ、課外
活動。大勢の仲間に囲まれて、明るく楽しい“オトちゃん”の物語は、生き
る勇気を与えてくれる。日本中にセンセーションを巻き起こした感動の
ベストセラー。単行本刊行以降、多くの苦悩と喜びを経験した著者が“現
在”の心境を加筆した完全版。

孤虫症 真梨幸子（著）
メフィスト賞受賞のホラーミステリー。新興住宅地で全身に紫色の瘤が
出来て死亡する奇病が発生する！　失踪した主婦の行方は？

胡蝶の鏡　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
１９１２年夏、ハノイの庭に鳴り響いた銃声。悲劇の真相は９０年を経
て古都京都で解き明かされる。建築探偵第三部、開幕。

子作り爆裂伝 室井佑月（著）
産後のセックスは？ 夫婦の絆は？　女は出産するとどう変わるのか。爆
笑＆感動のエッセイ。

骨董屋征次郎京暦 火坂雅志（著）
御一新後、世の価値観が変わった明治初頭。闇の骨董鑑定人・征次郎
は、移る世に変わらぬ義を貫く。傑作時代短編集。

骨董屋征次郎手控 火坂雅志（著）
幕末動乱の京都で小さな骨董屋を営む征次郎には裏の顔がある。若くし
て目利き、市井にいながら身につけている武術で、難事件に挑む。

コッペリア 加納朋子（著）
恋をした相手は人形だった。しかし生き写しのような女と出会ってし
まった。そして女もまた自分にそっくりな人形と出会い……？

ゴッホ殺人事件（上） 高橋克彦（著）
パリ在住の美術品修復家・加納由梨子の母が東京で死に、貸金庫にドイ
ツ語で書かれたリストが……。由梨子が謎に迫る。

ゴッホ殺人事件（下） 高橋克彦（著）
自宅に盗聴器を仕掛けられた元恋人・由梨子を案じて、塔馬双太郎はパ
リへ…。

雄飛　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
江戸に道場荒らしの三人組が現る。その徹底ぶりは“破り”ではなく“潰し”
なのだ。日比野左内にも魔の手が忍び寄る。

清冽　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
新たな道場を構え、剣の技にさらなる磨きをかける日比野左内。そんな
左内を執拗に付け狙う者が現れた。

凜々　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
日比野左内は道場で子供たちに剣術を教える傍ら、必殺の技を人に授け
る。しかし、そんな左内に運命が襲いかかる。

裂帛　五坪道場一手指南 牧秀彦（著）
大中小の三刀を振るう中条流達人・日比野左内登場。居合道5段の若き俊
英が放つ撃剣のリアル！

湖底の光芒 松本清張（著）
レンズ製造会社を経営している遠沢加須子。加須子の妹の情熱が一つの
悲劇を呼ぶ……諏訪湖に沈む謎はとは？

コテン氏の音楽帖 砂川しげひさ（著）
愉快なイラストと軽妙なエッセイで綴る、どこから読んでもクラシック
が面白くなる本。

古典落語（上） 興津要（著）
人情の機微を、人生の種々相を笑いの中に捉えて、生きた庶民の歴史を
語る伝統話芸、古典落語の世界。本巻収録作品32編。

古典落語（下） 興津要（著）
伝統と先人のみがきぬかれた名人芸によってささえられ、うけつがれて
きた国民の文化的遺産、古典落語の真髄。本巻収録作品30編。

古典落語（続） 興津要（著）
生きた芸能として娯楽の王座を守りつづける伝統話芸の世界を完璧に再
現する本格編集。上方落語の名作を加え収録作品数35編。

古典落語（続々） 興津要（著）
明治・大正・昭和の三代にわたる落語家の速記本を基に集大成。東京篇
25編に、「佐々木裁き」「あわび貝」など上方篇７編。

古典落語（続々々）　 興津要（著）
日本民族の文化遺産、古典落語の集大成を文庫版で試みる待望の第五
巻。本巻総収録作品東京篇30編、上方篇６編。

古典落語（大尾）　 興津要（著）
日本民族の笑いの宝庫、古典落語の集大成を文庫版で試みた注目の第六
巻。本シリーズも、この巻をもって大尾（おわり）となる。

御当家七代お祟り申す　半次捕物控 佐藤雅美（著）
今度の半次は命懸け、シリーズ最高の痛快作！　只者ではない謎の甲州
浪人と天才少年棋士の父子はいったい何をしようとしているのか？

恋都の狐さん 北夏輝（著）
２０年間彼氏なしの女子が、恋愛成就の噂がある、東大寺の節分に。大
混乱の豆まきのあと、狐のお面を被った着流し姿の青年に出会う！

子どもたちは夜と遊ぶ（上） 辻村深月（著）
大人にはなりきれない子どもたちは、互いのすれ違いに気がつけない。
一方通行の片思いは、悲しい殺人鬼を目覚めさせる。

子どもたちは夜と遊ぶ（下） 辻村深月（著）
傷つけずには愛することができない不器用な子どもたちの悲しい惨劇。
過去の事件とともに、連続殺人の真相が明らかになる。

小鳥を愛した容疑者 大倉崇裕（著）
鬼警部×動物オタク！捜査一課でならした鬼警部の復帰先は世にも不思
議な部署だった。動物の知られざる生態が事件解決のキーに！

ことわざ雨彦流 青木雨彦（著）
人生のスパイスをたっぷり利かして料理する平成のことわざ師が伝える
処世の知恵満載。

蠱猫　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
禁断の書を巡って学園は戦いの場に！　本格妖怪伝奇シリーズ第一作。
妖怪を具現化する図鑑を持つ小夜子に有鬼派が次々襲いかかる。

この愛なくば 大石邦子（著）
君の手となり足となりたい――こんな躰の私に、彼は「結婚」を口にし
た。「この生命ある限り」続編。

この生命ある限り 大石邦子（著）
突然の事故で左半身麻痺に。死と隣り合わせの５年を綴ったドキュメン
ト。
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この命、何をあくせく　 城山三郎（著）
作家生活約半世紀、人生の哀歓を知り尽くした著者が綴る３６の練達の
エッセイ。

この地球に生れあわせて 湯川秀樹（著）
最新の文明論、加えて生きがい論、様々な旅の回想等、偉大な科学者の
思想と心の遍歴を綴る。

この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　上 白石一文（著）
俗物の極みである雑誌編集長、カワバタ。欺瞞と暴力と死――ひりつく
ような現実を生きる。

この胸に深々と突き刺さる矢を抜け　下 白石一文（著）
思考と思索を重ねるカワバタに、救いは訪れるのか。嵐のような絶賛を
呼んだ衝撃の書、ついに文庫化。

湖畔の殺人 津村秀介（著）
社会の歪みが生み出す小悪漢たちの犯罪をミステリータッチで描く。傑
作事件小説８編。

五五五文字の巡礼　魏志倭人伝トーク　地
理篇

上野哲也（著）
『魏志倭人伝』に出てくる漢字そのものを分解・解析して、本来の意味
をあらためて問い直してみると、全く新しい風景が見え始めた。

コマのおかあさん 鷺沢萠（著）
みすぼらしい雑種の捨て犬を自宅に引き取ったものの……。恩知らずな
愛犬とのバトルな日々！

小村二等兵の憂鬱（『歩兵の本領』講談社
文庫所収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

殺しの掟 池波正太郎（著）
法の及ばぬ悪を闇へ葬る裏稼業の男たちの非情さと人間味。著者十八番
の暗黒小説集。

今昔物語ふぁんたじあ　 杉本苑子（著）
わが国最古の説話集「今昔物語」。その千二百余編に著者独自の観点か
ら立ちむかい、揺れ動く人間の真の姿を今の世に問いなおす。

続今昔物語ふぁんたじあ　 杉本苑子（著）
該博な古典の知識を駆使し、独自の「今昔物語」の世界を創り上げた傑
作短編16作品。

続々今昔物語ふぁんたじあ　 杉本苑子（著）
乱世に躍動する平安庶民を現代に再現。ユーモアたっぷりの掌編も織り
まぜた「ふぁんたじあ」シリーズ第３集。

痕跡（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

フロリダに落ち着いたスカーペッタに古巣バージニア州検屍局からの依
頼が届いた。自宅で独り変死した少女は病死か他殺か。

痕跡（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタが慣れ親しんだ検屍局が取り壊されることになる。そして
そこにも不審な死の影があった。

渾沌王　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
死闘の詳細が克明に語られる　妖怪を巡る学園都市の戦いのすべて　正
体不明の龍造寺とは、敵か味方か！？

こんなの、はじめて？ 酒井順子（著）
右肩上がり世代、初めての不況。四十代、初めての「オトナ」の立場。
中年は意外と初体験だらけ！　週刊現代人気連載、第５弾。

コンピュータの熱い罠 岡嶋二人（著）
相性診断によって男女を引き合わせるコンピュータ結婚相談所。オペ
レータの夏村絵里子は、恋人の名前を登録者リストに見つけて愕然とす
る。

今夜、すべてのバーで　 中島らも（著）
アルコールにとりつかれた男が入院した病院で見た風景を絶妙のタッチ
で描く長編傑作。

今夜はパラシュート博物館へ　THE LAST
DIVE TO PARACHUTE

森博嗣（著）
犀川、練無も集う煌めきの第３傑作短編集！　魅力的な謎解きに満ちた
「ぶるぶる人形にうってつけの夜」ほか、魅惑の７編を収録。

サーカス市場 三浦明博（著）
毛鉤をピアス代わりにつける謎の美女を追いかけたサラリーマン二人組
が、足を踏み入れたのは……。傑作連作短篇集！

最悪 奥田英朗（著）
鉄工所主、川谷は事業を拡張したいと思っただけ。チンピラの和也も格
好つけたいだけだった。だが、そんな二人を待つのは最悪の運命！

最後の殉教者 遠藤周作（著）
著者の切支丹文学の原点ともいうべき名作「最後の殉教者」ほか、遠藤
文学の珠玉作を集成した純文学短編集。

斎藤道三　 桑田忠親（著）
蝮と言われ、梟雄と呼ばれる戦国の怪物斎藤道三。油売りから身を立
て、ついには美濃一国の主に成り上がった生涯を克明に描く。

道祖土家の猿嫁 坂東眞砂子（著）
土佐の名家・道祖土家に十八歳で嫁いだ蕗。その容貌から“猿嫁”と陰口
をたたかれながらも名家に根を下ろしていく。

災厄 永嶋恵美（著）
少年はなぜ妊婦を狙ったのか？　信じていいのは誰なのか？　女と女の
果てしない暗闇を描く、緊迫の心理サスペンス！

坂道の向こう 椰月美智子（著）
二組の恋人たち。けれども以前は、お互いの相手と付き合っていた。傷
つきもつれた四角関係の行方は。著者初の青春群像ストーリー。

逆ろうて候 岩井三四二（著）
弘就は一族を連れ関東に下るが、仕える先々で主家が信長に潰されて行
く。追い詰められた弘就は、ある決断をくだした。

作者不詳　ミステリ作家の読む本　（上） 三津田信三（著）
古書店で主人公は奇妙な同人誌を入手する。収録された７編のミステリ
小説の謎を主人公と友人、飛鳥信一郎は解いていく。

作者不詳　ミステリ作家の読む本　（下） 三津田信三（著）
奇妙な同人誌に収録された七編のミステリ小説の謎を読み解いていく主
人公たち。秘められた恐怖が次々とあらわになってゆく……。

桜闇　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
１６歳の桜井京介が直面した忘れえぬ事件を語る表題作を始め、眩暈を
誘う「二重螺旋」四部作など魅力的な１０の謎を収録。

桜宵 北森鴻（著）
東京の路地裏にひっそりと佇むバー「香菜里屋」。そのマスター・工藤
が探偵役となって、バーに集う人々を巡る事件を解決していく。

炸裂 勝目梓（著）
教え子をレイプされ、妻を殺された男は、一匹狼となり、町の暴力団に
単身挑みかかる。
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ささやきたい。ほんとうのわたし。 草凪優（著） 注目の週刊現代人気官能連載が待望の文庫化！

指し手の顔（上）　脳男２ 首藤瓜於（著）
七年の時を経て、脳男が動き出す！　無差別殺人が相次ぎ、真梨子は精
神科の治療経験者による犯罪が続いていることに疑問を持つ。

指し手の顔（下）　脳男２ 首藤瓜於（著）
地元紙によって連続殺人事件の犯人だとスクープされた脳男。捜査の裏
をかくような行動の真の狙いは？　美貌の殺人者は何者なのか？

ザ・ジョーカー 大沢在昌（著）
着手金１００万円で殺し以外のすべてのトラブルを請け負う男、ジョー
カー。唯一の連絡場所は六本木のバー。危険な男たちが次々と集う。

定吉七は丁稚の番号　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
大阪商工会議所秘密情報部員、定吉七番が大活躍の西高東低痛快ドタバ
タ・アクション。

ロッポンギから愛をこめて　定吉七番シ
リーズ

東郷隆（著）
汎関東主義秘密結社“ＮＡＴＴＯ”と我らの定吉七番がレトロな東京を舞
台に大立廻り。

ゴールドういろう　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
伝統和菓子壊滅をもくろむ鯱鉾屋金蔵と我らが定吉七番(セブン)のういろ
うvs.羊羹の代理戦争へ。

角のロワイヤル　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
国際謀略の闇の中、二人の暗殺者の運命の交錯は……!?　定吉七番シ
リーズ第４弾!!

太閤殿下の定吉七番　定吉七番シリーズ 東郷隆（著）
黄金は無事発見されるのか、そして、定吉らとＮＡＴＴＯの対決はいか
に？　定吉七番シリーズ第５弾で、笑死せよ！

殺意の集う夜 西澤保彦（著）
たしかに私は６人殺してしまった。でも残り１人はちがう。犯人・万里
の必死の推理がスタートする。ちょっと変わった本格推理。

作家の条件〈文庫決定版〉 森村誠一（著）
森村誠一の虎の巻作家生活４０年、第一線を走り続け、小説講座も主宰
する著者が作家になる、作家であり続ける秘訣を伝授するエッセイ

作家の値段 出久根達郎（著）
読書好きのためにホンネで書ききった、「本邦初、読んで損はない、ど
ころか読めば儲かる実益作家論」。

殺人急行北の逆転２４０秒　 峰隆一郎（著）
寝台急行『まりも』で人妻が殺された。事件の鍵は、上下線が交差する
240秒にあった！

殺人倶楽部 森村誠一（著）
痴漢の濡れ衣を着せられ破滅した有田は、下北沢の奇妙な雑談クラブの
常連となる。彼らの加害者たちが相次いで変死してゆくが……

殺人行おくのほそ道（上） 松本清張（著）
麻佐子自慢の美しい叔母が、叔父の山林を無断で売った。やがて麻佐子
は、売買の仲介をした海野の死を知る。

殺人行おくのほそ道（下） 松本清張（著）
芭蕉の『おくのほそ道』に由来する土地で次々と起こる殺人。麻佐子
は、連続殺人の謎を解こうとするが……。

殺人！ザ・東京ドーム 岡嶋二人（著）
密かに日本に持ち込まれた南米産の猛毒クラーレ。偶然その威力を知っ
たある男が、巨人対阪神戦に沸く東京ドームで殺人事件を起こす。

殺人者志願 岡嶋二人（著）
借金の肩代わりを条件として、依頼された殺人。背に腹はかえられず、
夫婦はターゲットの身辺調査に取りかかる。しかし待ち受けていたの
は……。

殺人の詩集 森村誠一（著）
誰しも忘れたい、隠したい過去がある。その過去が暴かれた時……。人
間の心の奥底に潜む病理を抉り出すミステリー。

薩摩軍法 滝口康彦（著） 士道の表裏を鮮烈に描く俊英の代表作品集。

殺戮にいたる病 我孫子武丸（著）
次々と猟奇的殺人を重ねる男、蒲生稔。恐るべき殺人者の心の軌跡をた
どり、とらえようのない時代の闇に鋭く迫る！

ざぶん　文士温泉放蕩録 嵐山光三郎（著）
漱石、鴎外が遊んだ癒しと快楽の秘湯。明治・大正の文士たちの創造力
を支えた、温泉の力を再発見する！

さらば、夏の光よ 遠藤周作（著）
心は優しいが女性にモテない野呂は悩む。愛と哀しみの十字架を背負っ
た３人の運命を描いた青春ロマン。

サラリーマン裏新撰組 志茂田景樹（著）
サバイバルゲームのようなオーディションを勝残った１０８人が何でも
ありの猛セールスを開始。

サラリーマン裏太閤記 志茂田景樹（著）
大企業に勤めるヒラ社員の金富秀吉、３２歳は会社では特に目立つ存在
ではない。しかし５時を過ぎると・・・

サラリーマン裏忠臣蔵 志茂田景樹（著）
あまりにひどい日本中央銀行名誉頭取の仕打ちに、地方銀行トップクラ
スの浅野銀行頭取が切りつけた。浅野銀行を潰されてなるものか！

猿ケ辻風聞　 滝口康彦（著）
尊攘派の実力者・姉小路公知卿を殺したのは誰か？　幕末の謎を描く表
題作を含む歴史秀作10編。

山陰路殺人事件 西村京太郎（著）
「特急まつかぜ」で殺人！　失踪した美人歌手が出雲で逮捕された。彼
女には連続殺人の容疑が！

三階の魔女 山崎洋子（著）
異端者を利用する計画殺人他、推理名作集。マンションに一人住む女を
あげつらう、社宅族の悪意。

山姫抄 加藤元（著）
「山姫伝説」が残る奥深い田舎町で、女は一風変わった男とともに暮ら
し始めた。男の秘密と凶暴性が徐々に顕わになっていく。

珊瑚色ラプソディ 岡嶋二人（著）
婚約者の彩子が沖縄旅行中に倒れ入院したと聞いた里美。しかも、彩子
は2日間の記憶を失い、女友だちの乃梨子も行方不明となっていた。

三姉妹探偵団(1) 赤川次郎（著）
美人三姉妹を突如襲った火事騒動。三姉妹が活躍する人気のユーモアミ
ステリ！

三姉妹探偵団(2)　キャンパス篇 赤川次郎（著）
文化祭に落ち目の歌手・神山田タカシを呼んだことから起きた殺人事
件。三姉妹探偵団のご登場!!
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三姉妹探偵団(3)　珠美・初恋篇 赤川次郎（著）
ぬれぎぬで末娘珠美が停学処分に。そして珠美の中学で殺人事件が発生
する……！

三姉妹探偵団(4)　怪奇篇 赤川次郎（著）
長女綾子がたのまれた家庭教師の先は、雪の中の山荘。ところが山荘で
は奇怪な出来事が続発していた！

三姉妹探偵団(5)　復讐篇 赤川次郎（著）
吉沢家のひとり娘早苗の誕生パーティが開かれている最中、早苗のボー
イフレンドが殺された。長女綾子は探偵のつもりで早苗の学校の教師
に！

三姉妹探偵団(6)　危機一髪篇 赤川次郎（著）
次女夕里子の恋人国友刑事がやむなく少年を射殺。ところが少年の父親
は獄中にいた大物。復讐に燃えた大物は見事脱獄し、なんと三姉妹の命
を狙う！

三姉妹探偵団(7)　駈け落ち篇 赤川次郎（著）
政略結婚に反発する友人の代わりに、長女・綾子が駈け落ちするハメ
に！　三姉妹探偵団第７弾。

三姉妹探偵団(8)　人質篇 赤川次郎（著）
温泉旅行に出かけようと出発した三姉妹。ところが、長女・綾子が誘拐
されてしまった！

三姉妹探偵団(9)　青ひげ篇 赤川次郎（著）
綾子が青ひげにさらわれた！　三姉妹初の海外篇。嫉妬の嵐と殺人事件
に巻き込まれ、綾子はウィーンへ！　音楽の都で三姉妹大奮闘！

三姉妹探偵団(10)　父恋し篇 赤川次郎（著）
新年をスイスで迎えようとやってきた三姉妹。中世の面影を残す小さな
町に起こるべくして事件が！

三姉妹探偵団(11)　死が小径をやってくる 赤川次郎（著）
三女珠美に舞い込んだおじさまとの縁談話。でもなぜか二人の周りに連
続殺人事件が――。

三姉妹探偵団(12)　死神のお気に入り 赤川次郎（著）
死者の影につきまとわれた美貌の高校教師の室田春代が、夕里子の恋
人・国友に迫って!!

三姉妹探偵団(13)　次女と野獣 赤川次郎（著）
次女・夕里子を恋人にする、という不気味な宣言の電話が！　大ピンチ
の三姉妹！

三姉妹探偵団(14)　心地よい悪夢 赤川次郎（著）
三女・珠美に一目惚れして、ストーカーになってしまった大学生が自
殺！　やがて三姉妹のまわりで連続殺人事件が発生する……。

三姉妹探偵団(15)　ふるえて眠れ、三姉妹 赤川次郎（著）
お母さんを殺したのはお姉ちゃん……。三姉妹をねらう魔の手。危機の
連続にハラハラのシリーズ第15巻！

三姉妹探偵団(16)　三姉妹、呪いの道行 赤川次郎（著）
私は呪ってやる。幸福を邪魔してやるわ。呪いの言葉を残して死んだピ
アニスト。怪異は三姉妹もまきこんで……。

三姉妹探偵団(17)　三姉妹、初めてのおつ
かい

赤川次郎（著）
さすがは三姉妹。初めてのおつかいは、額面で３億円の小切手届け。無
事で済むはずがない！

三姉妹探偵団(18)　恋の花咲く三姉妹 赤川次郎（著）
綾子は俳優と熱愛!?　夕里子の恋人は浮気!?　珠美は……３人の恋に殺人
事件の謎が絡む。

三姉妹探偵団(19)　月もおぼろに三姉妹 赤川次郎（著）
夕里子の後輩・牧野幸の父親が「世紀の悪党」として逃亡する身に。夕
里子は国友刑事と事件の真相を追うが……。

三姉妹探偵団(20)　三姉妹、ふしぎな旅日
記

赤川次郎（著）
過去と現在、ドイツと日本が交錯！　自分たちの未来、そして自由と友
情のために行動する決心をした三姉妹の運命は!?

三姉妹探偵団(21)　三姉妹、清く貧しく美
しく

赤川次郎（著）
今度の舞台は、罪とは最も遠い場所「修道院」。二つの陰謀に引き裂か
れる夕里子と国友刑事。どうする、三姉妹!?

三十三間堂の矢殺人事件 山村美紗（著）
通し矢の儀式のさなか、１本の矢がＯＬの背を貫いた！　絶妙のトリッ
クを駆使した７編。

サンタクロースの秘密　 稲垣美晴（著）
トナカイの秘密から料理レシピまでクリスマスが十倍楽しくなるエンサ
イクロペディア。

参謀 森繁和（著）
上司が頼り、部下がついてきた。その人望でしぶといチームができあ
がった。名将の右腕が明かした落合博満監督との８年間。

山陽路殺人事件 山村美紗（著）
大学時代の仲間と山陽路を旅する途中で殺人劇が。青春の愛憎を織り込
んだ華麗な長編。

ジークフリートの剣 深水黎一郎（著）
世界的テノール・藤枝和行が念願の役を射止めた矢先、婚約者・有希子
は命を落とす。和行の前に現れる美女。舞台は謎と共に開かれた。

θは遊んでくれたよ　ANOTHER
PLAYMATE θ

森博嗣（著）
25歳の誕生日にマンションから転落死した男性の額に、θ（シータ）と
いう謎の文字が書かれていた――。人気Ｇシリーズ第２作！

C.W.ニコルの自然記　
C.W.ニコル（著）／竹内和世
（訳）

自然を愛し、自然の中で生き、対話する喜びとすばらしさを綴る森と山
からのメッセージ。

C.W.ニコルの野性記　
C.W.ニコル（著）／竹内和世
（訳）

心のままに学び、冒険した野性児C.W.ニコルが、熱い思いを込めて語る
「野性の魂」。

C.W.ニコルの旅行記　 C.W.ニコル（著）
酷寒の北極、南洋の孤島、アフリカのジャングル、ヒマラヤの山々。地
球を大股で歩く。

Ｇのカンバス 睦月影郎（著）
湿った妄想と純愛がほとばしる三崎高校美術部・如月吾郎の童貞時代。
人気官能作家がおくる、自伝的性春小説。

シーラカンス殺人事件 内田康夫（著）
生きた怪魚が初めて日本にやって来た日、「シーラカンス学術調査団」
のスポンサー・大東新聞社特派員が行方不明に。

死因
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

シリ－ズ新展開大晦日の夜、立ち入り禁止区域の川の水中で発見された
死体。男はジャ－ナリストだった。溺死か、他殺か。
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シェエラザード（上） 浅田次郎（著）
嵐の台湾沖で、2300人の命と金塊を積んだまま沈んだ弥勒丸をめぐっ
て、恋人たちの、過去を辿る冒険が始まる！

シェエラザード（下） 浅田次郎（著）
弥勒丸の調査を開始した、かつての恋人たち。謎の老人は五十余年の沈
黙を破り、悲劇の真相を語り始める……！

ジェット・ストリーム 安部譲二（著）
国際線パーサーの松島は国際犯罪結社の一員だった。今まで稼いだ額は
二百万ドル。最後の強奪はヤクザ相手にヘリを使った秘密作戦。

潮風の町 松下竜一（著）
家業の豆腐屋をやめ、ひっそりとした生活のなかで、中津の町に住まう
一家の抒情を綴る18の掌編。

歯科医 勝目梓（著）
これは異常性愛!?　男と女、官能の極致。愛と死と幻想の果てにあるも
の――。連続猟奇殺人の驚くべき真相とは!?

刺客の花道 森村誠一（著）
肝心の赤穂浪士の討ち入りに居合わせず武士の面目を失った主膳。賭場
の用心棒から闇の刺客となった。死に場所はあるか。

殺しの四人　仕掛人・藤枝梅安（一） 池波正太郎（著）
仕掛人・藤枝梅安。非情の世界に棲む男。生かしておけないやつらを闇
へ葬る仕掛人。梅安シリーズ第１弾！

梅安蟻地獄　仕掛人・藤枝梅安（二） 池波正太郎（著）
江戸の闇に光る梅安、必殺仕掛針。「鬼平犯科帳」「剣客商売」と並び
称される傑作シリーズ第２弾！

梅安最合傘　仕掛人・藤枝梅安（三） 池波正太郎（著）
恩人を仕掛けるか……苦悩する梅安だが……。冷酷な殺人と人情の温か
さ。シリーズの魅力がつまった第３弾！

梅安針供養　仕掛人・藤枝梅安（四） 池波正太郎（著）
記憶を失した若侍。女殺しとの関わりは……。暗黒世界に生きながらも
情に厚い梅安たち。シリーズ初の長編。

梅安乱れ雲　仕掛人・藤枝梅安（五） 池波正太郎（著）
「梅安を殺せ」最強の刺客が放たれた。梅安を恨む白子屋との息づまる
戦いを描く。シリーズ屈指の長編。

梅安影法師　仕掛人・藤枝梅安（六） 池波正太郎（著）
白子屋残党との息づまる闘いの日々。鍼医師として人を救い、仕掛人と
して命をうばう。その矛盾が弱点に!!

梅安冬時雨　仕掛人・藤枝梅安（七） 池波正太郎（著）
江戸のピカレスク梅安シリーズ最終話。白子屋残党の執拗な攻め。梅安
らは、いかにして立ちむかうのか！　筆者急逝による絶筆。

四季　春　Green Spring 森博嗣（著）
科学者・真賀田四季。幼くして発現する、真の天才。圧倒的人気のカリ
スマ、真賀田四季の物語、第１弾。

四季　夏　Red Summer 森博嗣（著）
十三歳。青い瞳に知性を湛えた美しい少女に成長した彼女は、叔父・新
藤清二と出掛けた遊園地で誘拐される――。シリーズ第２弾。

四季　秋　White Autumn 森博嗣（著）
犀川助教授と西之園萌絵。四季と再びの邂逅を試みる。四季の知られざ
る一面を鮮やかに描く、感動の第３弾。

四季　冬　Black Winter 森博嗣（著）
生と死そして時間。すべてを超越し存在する、四季。天才の成熟と到
達。「四季」４部作、美しき完結編。

私刑
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

凍てつくような冬のニューヨークの公園で名もなき女が無惨な死体で発
見される。恐怖の殺人鬼・ゴールトが遂にその姿を現わした。

始皇帝 塚本靑史（著）
稀代の暴君か、乱世を治めた英雄か！　三度の暗殺未遂を乗り越え、中
華を制し、権力をつかんだファーストエンペラーの生涯！

事故係　生稲昇太の多感 首藤瓜於（著）
正義感にあふれ、直情型の交通課巡査の昇太。だが、社会や組織の壁に
ぶち当たり、うまくいかないことばかりで……。

四国情死行 西村京太郎（著）
お遍路姿のまま、四国の海で溺死させられた会社会長とその愛人。その
二人をゆすっていた男も東京で殺されていた。

地獄谷温泉殺人事件 吉村達也（著）
進藤陽子は元恋人の謎の死を追及し始める。世界で唯一、猿が温泉に浸
かる場所である信州・地獄谷温泉で発生した殺人事件の真相とは？

地獄の奇術師 二階堂黎人（著）
実業家一族の皆殺しを予告するミイラのような男。彼の目的は!?　女子
高生で名探偵、二階堂蘭子が大活躍！

地獄の奇術師-1 二階堂黎人（著）
実業家一族の皆殺しを予告するミイラのような男。彼の目的は!?　女子
高生で名探偵、二階堂蘭子が大活躍！

地獄の奇術師-2 二階堂黎人（著）
実業家一族の皆殺しを予告するミイラのような男。彼の目的は!?　女子
高生で名探偵、二階堂蘭子が大活躍！

地獄の奇術師-3 二階堂黎人（著）
実業家一族の皆殺しを予告するミイラのような男。彼の目的は!?　女子
高生で名探偵、二階堂蘭子が大活躍！

士魂商才　五代友厚 佐江衆一（著）
薩摩藩士の気概と商人の精神で、近代日本の礎を築いた風雲児、大阪商
工会議所初代会頭・五代友厚の活躍！

自殺のサインを読みとる　改訂版 高橋祥友（著）
心の病に対しては、確実な治療法がある。「自殺のサイン」を早く発見
して、適切な治療をおこなうことが、自殺予防に確実につながる。

子産（上） 宮城谷昌光（著）
名将子国と、その嫡子で孔子に敬仰された最高の知識人子産。二代にわ
たる勇気と徳の生涯を謳いあげる歴史叙事詩。

子産（下） 宮城谷昌光（著）
時代を超えることばをもった最初の人・子産とその時代を、比類なき風
格と凛然たる文体で描く、宮城谷文学の傑作長編！

獅子王アレクサンドロス 阿刀田高（著）
紀元前４世紀、一代にして大帝国を築いたアレキサンダー大王の生涯を
描く長編歴史小説。

死者の木霊 内田康夫（著）
事件の背後に不自然なものを直感した飯田署竹村巡査部長は執拗に事件
に喰らいついていく。大型本格社会派のデビュー作。

死者の配達人 森村誠一（著）
３０数年前、女性を誤殺して北アルプスに埋めた過去を持つ北尾俊也
は、離婚と退職を機に再訪する。そこに女子高生の惨殺死体があり？
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死者の輪舞　 泡坂妻夫（著）
奇想天外な連続殺人の謎また謎。だが、警視庁随一の名物コンビ刑事が
快刀乱麻を断つ！

死者は黄泉が得る　 西澤保彦（著）
死者が甦る、不思議な館に住む異形の女性たち。その館からほど近い街
で起こる連続殺人。生者と生ける屍のどちらが犯人なのか？

死者を笞打て 鮎川哲也（著）
鮎川哲也に盗作の嫌疑。身の潔白を証明すべく、謎の作者を追うと、
あっと驚く結末が。

私小説 岩井志麻子（著）
男に会うためだけに、海を越える私のいじらしい性欲。ベトナム人の
ボーイから韓国のホテルマンへ。２０年にわたる恋愛遍歴。

市塵（上） 藤沢周平（著）
和漢の学に精通し、幕政改革の理想に燃え、政治家としても抜群の力量
を発揮した白石の生涯を描く長編感動作。

市塵（下） 藤沢周平（著）
内政外交の両面で新井白石は難題に挑んでいくが、白石を庇護してきた
家宣の死で、白石の運命は大きく変わる……。

死水 三浦明博（著）
宮城県の伊豆沼で発見された男の変死体、それが始まりだった。さらに
放火殺人が発生し！？　乱歩賞作家によるアウトドアサスペンス！

滴 神崎京介（著）
『女薫の旅』の著者が放つ官能短編。性の深淵にはまりゆく男と女の襞
と綾。書き下ろしも加えて９編収録！

私設断頭台　 勝目梓（著）
法廷で裁くことのできない極悪人を国家にかわって処刑する《私設断頭
台》。誘拐し、リンチ、殺戮する、バイオレンス小説の極北。

死層（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

カナダとボストンで発生した謎の猟奇事件。遺体に「仕掛け」を施した
真犯人の狙いは何か？　謎が謎を呼ぶ中、マリーノが罠に落ちた！

死層（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

謎の画像メールから始まった連続猟奇事件。それは殺人鬼が作り上げた
「死のゲーム」だった！　「検屍官」シリーズ第２０弾。

時速十四ノット、東へ 安部譲二（著）
第１次世界大戦下、１０万ポンドの金貨を積み神戸に向かう日本郵船の
客船・八坂丸。Ｕボートの襲撃から乗客を守る男たちの姿。

死体農場
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

１１歳のエミリ－・スタイナ－が暴行死体となって発見された。２週間
前に１３歳の少年が同じ無惨な殺され方をしていた――

死体を買う男 歌野晶午（著）
乱歩の未発表小説に隠された驚愕のトリック。乱歩と詩人朔太郎の名コ
ンビが紀州白浜の首吊り自殺の謎に挑む。

滴り 勝目梓（著）
道徳はもう捨て官能を極めたい……。めくるめくエクスタシーと息づま
るほどの陶酔感で性の真実に迫る！

史談と史論（上） 海音寺潮五郎（著）
歴史上の人物を語っては当代随一といわれた著者の史談・史論・随筆。
上巻は江戸・安土桃山期・明治維新の23篇を収録。

史談と史論（下） 海音寺潮五郎（著）
歴史上の人物を語っては当代随一といわれた著者の史談・史論・随筆
集。下巻は室町・南北朝・鎌倉・平安期の傑作22篇を収録。

七人の証人 西村京太郎（著） 十津川警部は帰宅途中を襲われ、不覚にも誘拐された。

七年目の脅迫状 岡嶋二人（著）
中央競馬会に届いた脅迫状。「10月2日、中山第10レースの1番の馬を
勝たせよ。」中央競馬会保安課員・八坂心太郎が北海道へ飛ぶ。

６ステイン 福井晴敏（著）
非情な世界に生きる情深い人間たち。彼らが落とした６つの染み（ステ
イン）が、心を熱くする。ヒーローだけが主人公じゃない。

実見　江戸の暮らし 石川英輔（著）
暦、食生活から懐事情に至るまで、豊富な図版とともに庶民の生活を分
かりやすく解説した、時代小説ファン必携・江戸のガイドブック。

十手人 押川國秋（著）
些細なことから入れ墨者となった源七は、切れ物の同心・弦一郎の下で
十手捌きを身につけ、数々の難事件を解決していく－－。

失楽の街　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
人気の建築探偵シリーズ、第二部完結！　連続爆弾事件に名探偵・桜井
京介が挑む。東京の街そのものが謎であり、罠――

詩的私的ジャック　JACK THE POETICAL
PRIVATE

森博嗣（著）
死体に残された傷は何を意味するのか!?　女性が死んでいた。みな密室
で。歌詞のとおりに一人、また一人。

詩的私的ジャック-1　JACK THE POETICAL
PRIVATE

森博嗣（著）
死体に残された傷は何を意味するのか!?　女性が死んでいた。みな密室
で。歌詞のとおりに一人、また一人。

詩的私的ジャック-2　JACK THE POETICAL
PRIVATE

森博嗣（著）
死体に残された傷は何を意味するのか!?　女性が死んでいた。みな密室
で。歌詞のとおりに一人、また一人。

死出の門松＜こんな葬式がしたかった＞ 高橋繁行（著）
肉親や連れ合い、友人が亡くなった時どう弔えばいいのか？　　自分の
死支度は、どうすればいいのか？よいお葬式について考える本。

支店長の曲り角 城山三郎（著）
学生の頃から詩を書き続けてきた著者が、戦争体験、喜び、苦しみ、悲
しみを綴った、城山三郎初めての人生詩集。

死都日本 石黒耀（著）
西暦二〇ＸＸ年、霧島火山帯で「破局噴火」が発生。日本は死の都と
なってしまうのか？　火山学者をも震撼した超弩級クライシスノベル

死支度 勝目梓（著）
小説界の巨匠が描く“生”と“性”そして“死”。生かされている９９歳の“儂”
　。孤独な老人のたった１つの望み――。

死ぬより簡単 大沢在昌（著）
巨悪に挑戦する電光石火のハードボイルド。錯綜した謎に挑む男たちを
簡潔な文体で描く小説集。

死ねばいいのに　 京極夏彦（著）
無礼な男が突然現われ、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に、晒け出
される業、剥き出しになる真実……。京極夏彦が紡ぐ究極の謎！

忍びの女（上） 池波正太郎（著）
豊臣家の猛臣・福島正則と徳川方の女忍者・小たま。戦国の世に生きた
男と女の息詰まるドラマを描く傑作長編。
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忍びの女（下） 池波正太郎（著）
徳川の世となり多くを失った福島正則。その晩年に再度現れた小たま。
美貌の女忍者の活躍を描く傑作長編。

忍萌 睦月影郎（著）
想って、触れて……。甘ったるい汗の匂いが今までで一番濃厚に漂
い……、それは果実のように甘酸っぱい芳香をしていた。

慈悲をめぐる心象スケッチ 玄侑宗久（著）
賢治は「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得な
い」と書いた。はたしてそうなのか。慈悲もそう考えるべきなのか。

渋谷チルドレン 家田荘子（著）
初体験、レイプ、援助交際、キャバクラ、堕胎、クスリ、家出……。10
代の女のコたちの真実の姿を赤裸々にレポート！

シベリア抑留 御田重宝（著）
新資料と最後の証言で収容所の隠された実態を明かし、民族の悲劇に歴
史の光をあてる。

司法改革 姉小路祐（著）
日本の司法制度の問題点を鋭く抉り、参審制など改革論議に新たな一石
を投じるリーガル・ミステリー。

司法戦争 中嶋博行（著）
自動車ＰＬ巨額訴訟で米国に敗退する日本企業。その裏で進行する最高
裁の陰謀とは！？　現役敏腕弁護士作家ならではの問題作。

司法占領 鈴木仁志（著）
最前線で活躍する弁護士が、意を決して筆をとった問題作。司法もアメ
リカに占領される時代がもうすぐそこに！

私本・イソップ物語 田辺聖子（著）
動物たちのいじらしさを描いて、人間という生き物を深く考える、知恵
と笑いの傑作集。

指名解雇 高杉良（著）
強引に進められる管理職リストラの内幕！　副社長が指名した男の運命
は？　終身雇用とは？　経営者の器とは？

シモネッタの本能三昧イタリア紀行 田丸公美子（著）
“シモネッタ”という異名を持つ筆者が「本能に忠実なイタリア人」を抱腹
絶倒の筆致で描く。

聖豹紀 高橋克彦（著）
“人の魂を操る機械”を狙うため再び現れた魔人サーベルドラゴンに、地
底王国の戦士ジャガーが挑む。

蛇棺葬 三津田信三（著） 旧家に伝来する葬送儀礼と密室殺人！

社長の器 高杉良（著）
冷徹、攻撃型の兄と温情家の弟。二人の経営者が織りなす凄絶な闘いの
ドラマを、迫真の筆致で描く長編経済小説。

社長のモラル　日本企業の罪と罰 佐高信（著）
呆れはてたトップの発想法！ 平気で嘘をつく社長たち。会社大国の深い
闇を照射！

邪魔（上） 奥田英朗（著）
同じようにみえる家で送る同じような生活。その、ハズだった……。ほ
んのちょっとした契機で、人はこんな風に落ちていく。

邪魔（下） 奥田英朗（著）
大薮春彦賞受賞のクライムノベル。わずかな契機で変貌していく人間た
ちを絶妙の筆致で描きあげる犯罪小説の白眉。

写楽殺人事件 高橋克彦（著）
東洲斎写楽が誰だったのか？　過去十数人の名が挙げられたがいずれも
確証乏しい。津田は核心に迫ろうとするが連続殺人に巻込まれた！

自由が丘ダウンタウン物語 山崎洋子（著）
ルームメイトの娘二人が、次々と巻きこまれる哀しく恐ろしい事件。都
会派推理連作集。

自由ケ丘密会夫人 南里征典（著）
密会のベッドの中に仕組まれた完全犯罪。人妻明日香に戦慄の罠が！　
官能ミステリー。

十五万両の代償　十一代将軍家斉の生涯 佐藤雅美（著）
江戸の黄金期を創出した十一代将軍・家斉。その世界経済史上でも類の
ない画期的な財政再建の行方は？

銃士伝 東郷隆（著）
関ケ原・島津氏と馬上筒、龍馬とスミス・アンド・ウェッソン、近藤勇
とランカスター銃等、関ケ原から南太平洋の孤島まで。

囚人道路 安部譲二（著）
明治２４年囚人達は人跡未踏の網走－旭川間に巨大道路を造った。政府
はなぜこの難工事を強行したのか。

終戦のローレライ（１） 福井晴敏（著）
第二次世界大戦末期、極秘の任務を帯びて男たちは大海原へと旅立つ。
２００５年３月公開映画「ローレライ」原作。

終戦のローレライ（２） 福井晴敏（著）
深海に沈む特殊兵器ローレライ　その計り知れぬ“力”は、人類を破滅に
導くのか……。

終戦のローレライ（３） 福井晴敏（著）
それは未来に関する戦いだった。誰もが、そう理解していた。ただ、描
く未来の姿だけが異なっていた。

終戦のローレライ（４） 福井晴敏（著） 万感の思いをのせて伊５０７は行く。この国の希望を我々に託して。

十二歳 椰月美智子（著）
鈴木さえは小学六年生。まるで、心と身体がちぐはぐだ。子どものふり
をしているくせに。「何かになれる」ってなんだろう。

醜聞の作法 佐藤亜紀（著）
金持ちの狒々爺との、ぞっとする縁談を壊すために侯爵夫人が取った手
段は誹謗文。パリ中に噂を撒けばよい。エッジの効いた風刺小説。

シューマンの指 奥泉光（著）
ピアニストとして致命的な怪我をした永嶺修人が復活した？　三十年
前、卒業式の夜に起きた殺人事件の真相とは。傑作音楽ミステリー！

十四歳のエンゲージ 谷村志穂（著）
妊娠して傷ついて死んだ優しいルー。日の輝く晩、静かにルーの埋葬が
始まった……。

首魁の宴　政官財腐の構図 高杉良（著）
カネのためには手段を選ばぬ経済誌主幹。日本の濁流を泳ぎ、そこに蠢
めく男たちの欲望を手玉にとる。

儒教と負け犬 酒井順子（著）
日本、韓国、中国……、晩婚化が進む３つの国の“負け犬”事情を現地に
赴いて徹底ルポ。“結婚できない”の鍵は儒教にあった！？
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手跡指南　神山慎吾 佐藤雅美（著）
公金横領のぬれぎぬを着せられ父が切腹し、失意のなか手習い塾師と
なった神山慎吾。だがいつしか藩のお家騒動に巻き込まれ…

主題歌 柴崎友香（著）
焦点を結びにくい気分や空気感を独特の感覚ですくい上げて、じんわり
と心に沁みる作品集。

十角館の殺人〈新装改訂版〉 綾辻行人（著）
“たった１行”が世界を変える。孤島・角島で大学ミステリ研の７人を襲
う恐怖。ミステリ史上に残る大トリック！

授乳 村田沙耶香（著）
少女たちは、自分の中の腐るほどの女を意識しながら、自己主張を始め
る。表題作他２編を収録する今までにない小説。

朱の絶筆　 鮎川哲也（著）
軽井沢の人気作家邸で連続殺人。作家殺人には全員犯行動機あり。本格
派巨匠の会心長編。

呪縛 勝目梓（著）
剃らせてほしい――ようやく男の念願は叶った。だがさらに深い欲望を
封印していたことに気付かされ……。

呪物館　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
不可能犯罪続発。鬼門と恐れられる呪物館に本草霊恠図譜が、との情報
を得た小夜子は奪還に向かう。その場は修羅場と化していく。

修羅剣雷斬り　深川狼虎伝 鳥羽亮（著）
置屋で、料理茶屋で、美女ばかりが攫われていく！　始末にあたる鳴海
屋の一人娘も監禁され、宗二郎は雷斬りの牢人との勝負に挑む。

樹霊の塔　伊集院大介の聖域 栗本薫（著）
舞台は１９７０年代。若き日の名探偵、伊集院は「現代最後の秘境」と
いわれる原乃村に閉じ込められていた、女流作家の救出に向かう。

償却済社員、頑張る 安土敏（著）
定年後の人たちが企業の外の世界で夢を持って、仕事、趣味、恋愛を頑
張っている姿を鮮やかに描くまったく新しいサラリーマン小説。

小京都連続殺人事件 山村美紗（著）
珍しい姓をもつ人物が、続けざまに殺される。“小京都”とよばれる観光
地を探訪していきついた真相とは!?

証券恐慌　山一事件と日銀特融　 草野厚（著）
経営危機に陥り、解約客が殺到する証券会社を救え！　戦後最大の経済
危機管理の全容。

証拠死体
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

リッチモンド在住の美人売れっ子作家が殺された。検屍の結果、彼女は
必死で抗い、命乞いをしながら死んでいったことが判明した。

情事の契約 南里征典（著）
スゴ腕融資課長の担保審査は、ベッドの上で。丸ノ内銀行のエース夏目
幹太郎は無類の女好き。女たちを牝獣に変える。

小説ザ・外資 高杉良（著）
不良債権まみれの邦銀を狙った超大型の買収劇の行方は。強大な外圧に
蹂躙される日本経済界を迫真の筆致で描く！

小説　消費者金融クレジット社会の罠 高杉良（著）
危機に瀕するクレジット社会の内幕を描く！　カ－ド犯罪が増大し、
ローンの不払い、自己破産が横行するのはなぜか。

小説スーパーマーケット（上） 安土敏（著）
一流銀行エリート社員という立場をかなぐり捨て、地方都市のスーパー
石栄ストアに飛びこんだ男。

小説スーパーマーケット（下） 安土敏（著）
石栄ストアに発生したスキャンダルをとおして、筆者がさまざまな登場
人物をとおして熱っぽく読者に問いかける。

小説　日本興業銀行(1) 高杉良（著）
さまざまな危機の局面にあって万全の打開策をとってきたトップ銀行の
実像を、綿密な取材で描く五部構成大河ドラマの第一弾。

小説　日本興業銀行(2) 高杉良（著）
思わぬ昭電疑獄にまきこまれ、芦田内閣の倒閣という激動の政治の嵐の
中で、英知を集めて再建整備への道をすすむ。

小説　日本興業銀行(3) 高杉良（著）
産業基盤の整備、企業の体質強化に全力をあげるが、政府・日銀の不協
和音、元総裁の死、造船疑獄と多難が続く。

小説　日本興業銀行(4) 高杉良（著）
中山素平は海運再編成を成功させ、三年にわたる証券不況も山一再建と
新日本証券の誕生という鋭い手腕で克服する。

小説　日本興業銀行(5) 高杉良（著）
奇跡の経済復興を支えた“産業金融の雄”を生き生きと描く。実名で活写
した大河経済ドラマの〈完結篇〉

小説　盛田昭夫学校（上） 江波戸哲夫（著）
世界が認めた名経営者盛田昭夫。笑顔で壁を次々に越えていく盛田の隣
には、居並ぶ一騎当千の強者たちがいた。

小説　盛田昭夫学校（下） 江波戸哲夫（著）
財界人となってからもマーケットの創出に心を砕いた盛田昭夫。困難に
直面したとき彼はどう決断したか？

正太郎の粋　瞳の洒脱 山口正介（著）
下町の粋を持った池波正太郎と、山の手育ちの山口瞳。二大人気作家を
間近に見て育った、瞳の息子による洒脱エッセイ。

少年Ｈ（上） 妹尾河童（著）
洋服屋の父親とクリスチャンの母親に育てられた、好奇心と正義感が人
一倍旺盛な少年Hの、愛と笑いと勇気の物語。

少年Ｈ（下） 妹尾河童（著）
忘れられかけている太平洋戦争とその時代を、純粋な「少年H」の眼を
通して現代に記した、著書初の自伝的長編小説。

少年曲馬団（上） 花村萬月（著）
惟朔少年の、幼い日。母子寮で育つが突然戻った父との同居が始まる。
父親は働かず、惟朔に岩波文庫を読ませる。渾身の半自伝的小説。

少年曲馬団（下） 花村萬月（著）
惟朔が幸子と過ごすヰタ・セクスアリスな日々。自伝的作品『百万遍』
へと続く、小学校四年生までの、はじめの一歩。

娼婦の朝 勝目梓（著）
平凡で貞淑という殻を人妻が脱ぎ捨てて……。男と女の飽くなき「性」
への執着と追求を描く官能小説全5編。（『倒錯者』改題）

松緑芸話　 尾上松緑（著）
不世出の名優が感慨深く語る舞台と人生のすべて。昭和を生きた歌舞伎
役者の唯一の芸談。

女王蜂の身代金　 勝目梓（著）
狂言誘拐による身代金強奪を企む女二人とボクサー崩れの男。最後に笑
うのはだれか。
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女王陛下の阿房船 阿川弘之（著）
クイーン・エリザベスII世号はじめ豪華船で巡る船旅紀行。乗り物に胸躍
らせる著者のユーモア溢れる痛快エッセイ。

女教師に捧げる鉄拳　 勝目梓（著）
中学生だった時、あこがれていた圭子先生がいま、ヤクザたちに酷い仕
打ちを受けている。――強烈な表題作など五編を収録。

贖罪の奏鳴曲 中山七里（著）
弁護士・御子柴礼司は、記者の死体を遺棄した。弁護士の彼には死亡推
定時刻には法廷にいたという、鉄壁のアリバイがあった。

処刑 勝目梓（著）
レイプされ惨殺された娘の遺影に復讐を誓う中年探偵。エロス＆バイオ
レンスの連続爆発！

署長刑事　大阪中央署人情捜査録 姉小路祐（著）
内部腐敗に署長自らが挑む。大阪中央署長古今堂航平は若干２９歳の
キャリア。泥臭い信念で、署員の関与する殺人事件捜査に乗り出す。

署長刑事　時効廃止 姉小路祐（著）
十七年前の猟奇殺人は誤捜査だったのか？　大阪を舞台に庶民派キャリ
ア署長の活躍を描く、好評文庫書下ろしシリーズ第２弾！

署長刑事　指名手配 姉小路祐（著）
女子高生殺害の容疑で指名手配されたのは、１８歳の男子生徒だった。
少年犯罪の壁に、古今堂航平が挑む！　好評シリーズ第三弾。

ショッキングピンク 大道珠貴（著）
生きていることを、だれのせいにもしたくない。ただ、ひとのためにな
んか、私は生きない――。「寂しい」と対極をなす官能のかたち。

女郎蜘蛛　伊集院大介と幻の友禅 栗本薫（著）
妖艶な和服美人の後をつけ「幻の友禅」を巡る事件に巻き込まれた伊集
院。

白洲次郎　占領を背負った男（上） 北康利（著）
占領下で戦い続けた男・白洲次郎評伝決定版１月から３週にわたって放
映されるＮＨＫ土曜ドラマ「白洲次郎」の原作本

白洲次郎　占領を背負った男（下） 北康利（著）
占領下で戦い続けた男・白洲次郎評伝決定版。白洲次郎ブームの火付け
役として注目された本。

白洲次郎の生き方 馬場啓一（著）
自らのプリンシプルに忠実に生きることを紳士の条件として自らに課
し、ＧＨＱ相手に辣腕をふるった白洲次郎にダンディズムを学ぶ。

不知火海 内田康夫（著）
浅見光彦、謎の光芒と髑髏を追い九州へ飛ぶ。かつて人々を震撼させた
事件との因縁とは？

市立第二中学校２年Ｃ組　１０月１９日月
曜日

椰月美智子（著）
野間児童文芸賞＆坪田譲治文学賞受賞者による、中２思春期、やっかい
だけど輝いている、それぞれの事情。誰もがかつて２年Ｃ組にいた

四両二分の女　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
奉公所が敢行した前代未聞の刑“吉原送り”。紋蔵は渦中のべっぴん江戸
芸者に名を呼ばれ…

知床温泉殺人事件 吉村達也（著）
人気テレビ司会者の妻が、流氷観光船から氷の海に転落し死亡した。同
じ頃、東京の夫は異常なまでに“アリバイ工作”を展開した。

白い息　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
念願かなって定廻りに任じられた紋蔵。町を歩けば居眠りもせず、廻り
場の付け届けで実入りも増えたが、楽じゃない。

白いメリーさん 中島らも（著）
誰を殺してもいいという年に一度の「日の出通り商店街　いきいき
デー」――怖すぎて、おもしろすぎる珠玉の短編集。

白く長い廊下 川田弥一郎（著）
医療事故か？　巧妙に仕組まれた殺人事件か？　現役外科医が挑戦した
乱歩賞史上初の医学ミステリー！　医療現場の問題点を鋭く抉る！

新　顎十郎捕物帳 都筑道夫（著）
顎の長さで異彩を放つ仙波阿古十郎が難事件を次々解決！　久生十蘭の
名作が再び甦る。

新　顎十郎捕物帳２ 都筑道夫（著）
顎十郎のライバルを仇と名指し、助力を頼む大泥棒の魂胆は？　名作を
書き継ぐ第２集。

人外鏡　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
小夜子は死んでいた！？　小夜子であるはずの私はある人物の心が生ん
だ妄想だった。仲間たちとの日々は幻だったのか―。

深海の迷路 森村誠一（著）
喪失感を抱え真相を追う男たちの行き着く先女性を狙った通り魔に妹を
殺された保科。老舗和菓子屋放火で家族を失った松原。

人格転移の殺人 西澤保彦（著）
突然の大地震のあと、密室に閉じ込められた７人は一定のルールで人格
が入れかわるようになってしまった。犯人の人格は誰の体に？

シンガポール蜜月旅行殺人事件 山村美紗（著）
シンガポール、タイ、香港を舞台に次々と起こる殺人事件を、令嬢探偵
キャサリンが見事な推理と行動力で解決する。

蜃気楼 内田康夫（著）
取材予定だった老人の死の謎を追って天橋立、魚津と浅見光彦が奔走す
る。

真剣　新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱
（上）

海道龍一朗（著）
戦国の世にあって兵法の天禀を認められながらあえて廻国修行の道を志
した信綱。己の信じる道の極みを目指す男を描いた圧巻巨編！

真剣　新陰流を創った漢、上泉伊勢守信綱
（下）

海道龍一朗（著）
信玄にもその器量を認められながら廻国修行に出た信綱は宝蔵院の槍、
柳生の剣と出会う。兵法の極みを目指した男達の巨編、大団円へ！

真・甲陽軍鑑　武田信玄の秘密 志茂田景樹（著）
武田信玄に仕え、武田四名臣の一人として数えられた高坂昌信。美童の
頃から彼が守り通してきた信玄の秘密とは。

人事権！ 高杉良（著）
なぜかくも人事権は魔力をもつのか。人事異動、左遷、後継者選びな
ど、生殺与奪の宝刀をめぐる修羅場を描く。

真実真正日記 町田康（著）
我と我が嘘に疲れ果てた作家が誰にも見せないと決めて書いた本当のこ
とだけを綴った日記。

寝室の蜜猟者 南里征典（著）
別荘の営業マン峯尾は、貿易商の若妻美津留の激しい求めに応じてい
た。その裏で策謀が？　充実の官能ワールド７本！
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神州日月変（上） 栗本薫（著）
江戸で評判の美女が次々神隠しにあった。娘達はすべて十八歳で人気絵
師清春の姿絵になったという共通点があったが……

神州日月変（下） 栗本薫（著）
妖気あふれる伝奇ロマン、大波乱の完結編！　美女隠しを追う古河雷四
郎。百鬼夜行の伏魔殿で待ちうけるものは……！？

新宿爛蕩夫人 南里征典（著）
浮気中に腹上死した学院理事長である父親の手帖に残された「狼火のヘ
アの女」の正体は!?

新諸国奇談 阿刀田高（著）
世界の謎を物語に閉じこめた玉手箱。古今東西の伝承・民話を題材に、
名手が描き出す小説世界の醍醐味。

人生オークション 原田ひ香（著）
ワケありアラフォーりり子叔母さんと就職できずに大学を卒業してし
まった私。一族の二人の厄介者が売るのは、“人生のお荷物”。

新世界より（上） 貴志祐介（著）
変わり果てた未来社会――「呪力」こと、念動力を獲得した子供たち
は、野心と希望に燃えていた。第２９回日本ＳＦ大賞受賞作品。

新世界より（中） 貴志祐介（著）
子供たちの潜在意識に刷りこまれた「悪鬼」と「業魔」の伝説。悪夢の
正体が明かされる時、見せ掛けの平和は崩れ、社会を災厄が襲う。

新世界より（下） 貴志祐介（著）
呪力を手にしてからの人類は、血みどろの歴史を刻んでいた。人類は舵
を切り直せるのか。心揺さぶられる力強い生命賛歌。

真説忠臣蔵 森村誠一（著）
吉川英治文学賞受賞作『悪道』へと連なる森村時代小説の大河は、ここ
から始まった。士道を問い続ける、著者初の歴史・時代小説集。

「新説邪馬台国の謎」殺人事件　古代史ト
ラベル・ミステリー　

荒巻義雄（著）
古代史ファンの謎の死をきっかけに、邪馬台国の所在地が明らかに！　
異色古代史推理。

新装増補版　自動車絶望工場 鎌田慧（著）
自動車工場で働く僕が見たものとは。「働くこと」の意味を問うルポル
タージュの歴史的名著に、最新の情勢を加筆した新装増補版。

新装版　一絃の琴 宮尾登美子（著）
土佐藩の上士格である沢村家に生まれながら、五歳で一絃琴に魅入られ
生涯を捧げ尽くした苗。直木賞を受賞した宮尾文学の代表作。

新装版　絃の聖域 栗本薫（著）
長唄家元の安東家邸内で女弟子が殺された。芸事に生きる親子、妾、師
弟の憎悪渦巻く旧家。伊集院大介初登場、本格ミステリの金字塔。

新装版　顔十郎罷り通る（上） 柴田錬三郎（著）
金のためには仕事をするが、義理や人情は大嫌い。酒と女をこよなく愛
す、顔十郎の痛快冒険譚！

新装版　顔十郎罷り通る（下） 柴田錬三郎（著）
西に走っては島津家のお家騒動に首を突っ込み、東に奔っては清国皇太
子の亡命騒動の渦中に踊る。天下放浪の仕事人、顔十郎とは一体？

新装版　虚構の城 高杉良（著）
経済成長期の花形産業に渦巻く欲望に翻弄されるエリートの栄光と挫折
を描いた、記念すべきデビュー作。

新装版　虚無への供物（上） 中井英夫（著）
紅司が密室状態の風呂場で謎の死をとげた。叔父の橙二郎も密室で急
死、怪しい人物が浮かび上がったが…。

新装版　虚無への供物（下） 中井英夫（著）
くり返される密室殺人、謎解きのためのキーワードの数々、多彩な仕掛
け――最後に明かされる犯人の意外な真実とその重み。

新装版　銀行総務特命 池井戸潤（著）
２０１４年４月スタート日本テレビ系ドラマ「花咲舞が黙ってない」原
作本　主演：杏

新装版　原子炉の蟹 長井彬（著）
原発建屋内での密室殺人。隠蔽されていたものは何か。３０年前に発表
された驚愕の社会派推理。

新装版　殺しの双曲線 西村京太郎（著）
クリスティの名作「そして誰もいなくなった」に、異色の様式で挑戦す
る本格推理長編。双生児を使った替玉トリックは、西村作品屈指！

新装版　猿丸幻視行 井沢元彦（著）
猿丸大夫、百人一首にも登場するこの伝説の歌人の正体は？　友人の死
の謎を解き明かす若き日の折口信夫の前に意外な事実が姿を現す。

新装版　瞬間移動死体 西澤保彦（著）
“ある能力”を使って殺人計画を練る男の命運は？　『七回死んだ男』と
並ぶ、超能力ミステリの傑作が新装版になって登場。

新装版　娼婦の眼 池波正太郎（著）
池波正太郎の稀少な現代小説。男を頼らず、胸を張って自分を高く売る
娼婦たちの、逞しく優雅に生きる姿をユーモアも交えて活写する。

新装版　白い航跡（上） 吉村昭（著）
戊辰戦争で見聞した西洋医学に驚いた薩摩藩軍医の高木兼寛は、やがて
海軍に入りイギリスに留学、近代医学を学ぶ。その男の生涯を描く

新装版　白い航跡（下） 吉村昭（著）
海軍軍医高木は、陸・海軍軍人の病死の最大原因である脚気の予防法を
めぐり、陸軍医学部を代表の森鴎外と宿命の対決をする。

新装版　たのしいムーミン一家
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
山室静（訳）

長い冬眠からめざめたムーミン谷の仲間たちが山の頂上で見つけたの
は、飛行おにが落とした、ふしぎな力のある黒い帽子でした。

新装版　父　吉川英治 吉川英明（著）
吉川英治の長男・英明氏が、７０才で逝った父・英治について青梅の吉
野村に引っ越した昭和１９年からの想い出を綴った一冊を復刻。

新装版　懲戒解雇 高杉良（著）
財閥系化繊メーカーに勤める森雄造は、役員の無謀な拡張路線を批判し
たことが発端で懲戒解雇を言い渡される。

新装版　塔の断章 乾くるみ（著）
大ヒット作『イニシエーション・ラブ』の原点――これが「タロット・
シリーズ」第一弾だ！　伝説のトリックが「新装版」で蘇る。

新装版　ハゲタカ（上） 真山仁（著）
ニューヨークの投資ファンド社長・鷲津政彦はバブル崩壊後の日本に戻
り、瀕死状態の企業を斬新な手法で次々と買収・再生していった。

新装版　ハゲタカ（下） 真山仁（著）
企業再生が軌道に乗り始めた頃、鷲津は元銀行員・芝野健夫、老舗ホテ
ルオーナーの娘・松平貴子と出会う。日本に戻った鷲津の真意は？

新装版　ハゲタカ２（上） 真山仁（著）
一年ぶりに帰国した鷲津政彦が標的に定めたのは、繊維業界の老舗「鈴
紡」。一方、鈴紡は元銀行員の芝野健夫を招聘し買収防衛を図る。
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新装版　ハゲタカ２（下） 真山仁（著）
鈴紡の次に鷲津が狙いをつけたのは巨大メーカー・曙電機だった。曙は
買収阻止の切り札に芝野を頼る。企業買収を壮大に描いた話題作。

新装版　二十歳の火影 宮本輝（著）
『泥の河』で第１３回太宰治賞、『螢川』で第７８回芥川賞を受賞した
著者が、自らの青春時代を綴った、珠玉のエッセイ集。

新装版　８の殺人 我孫子武丸（著）
蜂須賀建設の社長邸、通称「８の字屋敷」で起きた異様な連続殺人の謎
に速水警部補と弟＆妹の三人が挑む！

新装版　避暑地の猫 宮本輝（著）
避暑地・軽井沢の別荘の地下室では、尊敬する父も、美しい母も、愛す
る姉も、主人公の少年も、妖しい光を放つ猫になる――。

新装版　不祥事 池井戸潤（著）
２０１４年４月スタート日本テレビ系ドラマ「花咲舞が黙ってない」原
作本！　主演：杏

新装版　ぼくらの時代 栗本薫（著）
栗本薫は某マンモス私大の３年生。バイト先のＫＴＶ局内で発生した女
子高生連続殺人事件を、バンド仲間たちとで解決しようと挑む。

新装版　密閉教室 法月綸太郎（著）
教室で、一人の高校生が死んでいた。密室状態で遺書が残されていた
が、異様なことに、４８組あった机と椅子がすべて消えていて……

新装版　緑のオリンピア 池波正太郎（著）
三段跳びの選手としてインターハイ選手権に出場していた「僕」は、そ
こで妖精・セリナにであった……。表題作のほかに４編を収録。

新装版　ムーミン谷の十一月
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
鈴木徹郎（訳）

秋のムーミン谷。それぞれの理由でムーミン家に集まってきた仲間た
ち。でも、ムーミン一家は旅に出ていて……。ムーミン物語最終巻。

新装版　ムーミン谷の彗星
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
下村隆一（訳）

ムーミン谷に彗星が落ちてくる！？　天文台へスニフとむかうムーミン
トロールは、スナフキンと出会う。ムーミンシリーズ第２作。

新装版　ムーミン谷の仲間たち
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
山室静（訳）

ムーミン谷の仲間たちがたくさん登場する話春のしらべなど９編が収
録。第7作。

新装版　ムーミン谷の夏まつり
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
下村隆一（訳）

夏まつりの美しい季節。大水に流されたムーミン一家は、流れてきた劇
場に移り住み、みんなでお芝居を楽しむことに！

新装版　ムーミン谷の冬
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
山室静（訳）

春がこないうちにたった一人で冬眠からさめてしまったムーミントロー
ル。雪にとざされた冬の世界で、はじめての冒険をこころみます。

新装版　ムーミンパパ海へいく
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
小野寺百合子（訳）

毎日が平和すぎて物足りないムーミンパパ。ある日一家を連れて島暮ら
しを始めますが……。自然との共生をうたった物語。

新装版　ムーミンパパの思い出
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
小野寺百合子（訳）

みなし子だったムーミンパパが、ムーミンママと劇的に出会うまで。
ムーミンパパ自身が書いて、一家に読んで聞かせた大冒険記！

新装版　名探偵に乾杯 西村京太郎（著）
ポアロが死に、その追悼会が明智の別荘で開かれた。そこで突発した殺
人事件。招かれていたクイーン、メグレら、名探偵の推理は？

新装版　柳生刺客状 隆慶一郎（著）
関ヶ原合戦で家康は死んだ！　徳川家の秘事を知った柳生宗矩は、秀忠
の命を受けて権謀術数の限りを尽くす……表題作ほか傑作短編集。

新装版　柳生非情剣 隆慶一郎（著）
将軍家指南役となった柳生一族。尋常でない修行による技、一族の相
克、死を見据えて生きる剣士の爽やかさを、独自の視点で描く！

新装版　わたしが・棄てた・女 遠藤周作（著）
自分を冷酷に棄てた男を待ちながら、人を信じ、純粋に生きる無垢な
女。本物の愛とは何かを問う不朽の名作が、読みやすい新装版に。

寝台急行銀河の殺意　 津村秀介（著）
秋田で密殺された男の正体は横領犯。陰の人物は誰？　謎の美女の役割
は？　会心長編。

寝台特急「出雲」＋－の交叉　 深谷忠記（著）
東京⇔出雲を結ぶ壮大なアリバイトリックに黒江壮と笹谷美緒の恋人探
偵コンビが挑む！

新地橋 北原亞以子（著）
深川木戸番小屋にともる愁いを癒す心の灯火労り、助け合う市井の人
情。今も変わらぬ人の優しさ、悲しみ、矜持を描く。

シンデレラの殺人銘柄 山村美紗（著）
シンデレラを夢見るＯＬふたりが株を始めると、身辺で次々殺人が。異
色題材の野心作。

シンデレラ・リバティー（『歩兵の本領』
講談社文庫所収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

新・天狼星ヴァンパイア（上） 栗本薫（著）
誘拐された三人の少女の死体は、血が抜き取られた上に残酷な仕掛け
が！最強の敵・ニューヨークのヴァンパイアが復活したのか？

新・天狼星ヴァンパイア（下） 栗本薫（著）
推理舞台俳優の身辺に起こる奇怪な連続殺人。忍び寄る殺人鬼・刀根一
太郎の影。魔人シリウスはついに正体を現すのか？

真・天狼星　ゾディアック１ 栗本薫（著）
東京を皮切りに日本各地で起こる奇怪な連続殺人。血を抜かれた死体は
バラバラにされていた。世紀末の都会の闇にひそむ＜魔物＞とは？

真・天狼星　ゾディアック２ 栗本薫（著）
「東京ヴァンパイア事件」解決へ、伊集院大介が動き出す。殺された中
年男性が持っていた謎のＣＤが事件解明の鍵となるか？

真・天狼星　ゾディアック３ 栗本薫（著）
ヴァンパイア事件に揺れる東京に現われた殺人鬼・刀根一太郎。竜崎晶
を守るべく苦闘する大介の前に、数々の謎が立ちはだかる。

真・天狼星　ゾディアック４ 栗本薫（著）
天狼星シリーズの決定版いよいよ佳境へ！　スターの座を得た晶の周辺
で起こる奇怪な事件。伊集院の苦闘は続く。

真・天狼星　ゾディアック５ 栗本薫（著）
謎の集団「ゾディアック」から竜崎晶を守るため、伊集院大介は殺され
た女性の過去をたどる。闘いは、いよいよ最終局面へ！

真・天狼星　ゾディアック６ 栗本薫（著）
天狼星シリーズはいま衝撃の最終結着へ！　ゾディアックの中枢で３人
の魔王と対峙する伊集院、最後の死闘！

新とはずがたり 杉本苑子（著）
実兼を語りべに一遍との出会いを出家の動機にすえて二条の真実と魂の
再生を解く会心作。

105 / 204



新トロイア物語 阿刀田高（著）
名高い「トロイアの木馬」は真実だったのか。壮大な叙事詩の世界に挑
んだ、古代ギリシアを舞台にした「歴史小説」の大作。

侵入者ゲーム 吉村達也（著）
母を父に殺された過去を持つノンフィクション作家は、時代が創り出す
殺人をテ－マに取り組む。

真犯人
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

降誕祭も間近のある夜、ひとりの黒人が電気椅子に掛けられた。だがそ
の夜から起きた連続殺人事件には彼の指紋が残されていた――

新版　名探偵なんか怖くない 西村京太郎（著）
大富豪が入念に計画した推理ゲーム。クイーン、ポワロ、メグレ、明智
といった往年の名探偵たちは抜群の能力を競い合う。

新聞が面白くない理由　 岩瀬達哉（著）
官公庁と癒着を続ける記者クラブの闇を暴く。健全な民主主義を作るた
めには、ジャーナリズムの再生が不可欠！

新・平成好色一代男　秘伝の書 睦月影郎（著）
週刊現代連載大ヒット官能小説。生真面目な野上陽介は明治時代の書
『性愛之術』を手に入れて……。斯界の名匠描く絶品官能小説。

新・平成好色一代男　元部下のＯＬ 睦月影郎（著）
会議のため、地元に帰った陽介は夜のオフィスに。元部下のＯＬ、明日
香がひとり残業をしていて……。「週刊現代」好評連載！

新・平成好色一代男　隣人と。女子アナ
と。

睦月影郎（著）
週刊現代連載大ヒット官能小説文庫化。生真面目な野上陽介は秘伝の書
を手に入れて……。斯界の名匠描く絶品官能小説。

芯までとけて。最高の私。 草凪優（著） 注目の週刊現代人気官能連載が待望の文庫化！　第三弾。

審問（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタに殺人容疑！　〈狼男〉の魔手に危うく命を落としかけた
彼女を待ちうける、さらに過酷な試練。遂に検屍局長を辞任か？

審問（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

憔悴のスカーペッタに副署長殺害の疑いが。一方ＦＢＩ捜査官ベントン
が残した秘密ファイルが発見される。

人類資金I 福井晴敏（著）
「あなたに仕事を依頼したい。報酬は５０億。内容は『Ｍ資金』を盗み
出すこと」未来を見据え、著者が初めて挑む経済サスペンス超大作

人類資金II 福井晴敏（著）
「ぼくと一緒に、世界を救ってみませんか？」一介の詐欺師にもたらさ
れた驚愕の依頼。世界を揺るがすマネーゲームが幕を開ける！

人類資金III 福井晴敏（著）
一世一代の大舞台のため、詐欺師・真舟はサンクトペテルブルグへ。Ｍ
資金１０兆円を盗み出す世紀のコンゲームの行く末は！？

人類資金IV 福井晴敏（著）
Ｍ資金１０兆円を盗み出す大博打は成功したが、代償はあまりに大き
かった。謎の男“Ｍ”の正体と、彼の計画の全貌がついに明らかに！

人類資金V 福井晴敏（著）
“Ｍ”の計画の真の目的。それは世界を支配するマネー資本主義に真っ向
挑むものだった。真舟はついにＭ資金の底深い真実を知るが――

人類資金VI 福井晴敏（著）
宗主の遺志を継ぎ、次々に命を落としていったＭ資金の申し子たち。そ
の末裔たる笹倉暢人は、彼らが目指した地平に辿り着けるのか？

人類資金　無料試し読み版 福井晴敏（著）
「あなたに仕事を依頼したい。報酬は５０億。内容は『Ｍ資金』を盗み
出すこと」著者が初挑戦の経済サスペンス超大作を無料で試し読み

神話の果て　【新装版】 船戸与一（著）
４千メートルを超すアンデスの山々を越え、ゲリラの基地に潜入した志
度を待つ過酷な運命とは！？　南米３部作第２弾！

水滸伝（一） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（二） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（三） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（四） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（五） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（六） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（七） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。

水滸伝（八） 駒田信二（著）
中国四大奇書の一つ、江戸時代から日本人に親しまれた大長編伝奇小
説、最高の完訳本。全８巻完結。

水死 大江健三郎（著）
終戦の夏、父はなぜ洪水の川に船出したのか？　ノーベル賞作家が生涯
をかけて模索してきた「父の水死」という主題をめぐる長編小説。

スイス時計の謎 有栖川有栖（著）
被害者の腕時計が消失！　火村の示した推理に「犯人」が最後に明かし
た「動機」とは……？

スイス時計の謎-1 有栖川有栖（著）
被害者の腕時計が消失！　火村の示した推理に「犯人」が最後に明かし
た「動機」とは……？

スイス時計の謎-2 有栖川有栖（著）
被害者の腕時計が消失！　火村の示した推理に「犯人」が最後に明かし
た「動機」とは……？

すいばれ（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

随筆集　下駄の音 三浦哲郎（著）
師の風貌に欠かせぬ下駄の音。白夜の旅に想うさまざまな感慨――移り
ゆく四季の実感、家族のこと、旅のこと、文学への想い……
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随筆集　春の夜航 三浦哲郎（著）
ささやかな生活の断片に人生の一齣をすくいとり、友人や家族、故郷、
文学への想いを滋味豊かな筆致で綴る名随筆集。

水曜日のジゴロ　伊集院大介の探求 栗本薫（著）
女性専用バーのマスター樹は、同性しか愛さない男装の麗人。ある日、
美形の青年・千秋が店に訪れて以来、猟奇的な事件が続発する。

推理作家製造学　入門編 姉小路祐（著）
推理作家誕生の舞台裏、徹底解剖！　今もっとも注目を集めている著者
が自身の体験をあかす受賞ドキュメント。

推理日記　I 佐野洋（著）
推理小説にはこんな読みかた、楽しみかたがあったのか、という“ミステ
リーを十倍楽しむ知的発見の書”。

推理日記　II 佐野洋（著）
数多い推理小説の分析、名探偵論争等を通じ推理小説をより楽しむ法を
教える推理読本。

推理日記　III 佐野洋（著） 極上の“推理料理”の作り方、味わい方を教えてくれる評判のエッセイ。

スウェーデン館の謎 有栖川有栖（著）
雪のログハウスで起こった惨劇……。おなじみアリス・火村の名コンビ
が美人姉妹に訪れた悲劇の謎を解く！

スウェーデン館の謎-1 有栖川有栖（著）
雪のログハウスで起こった惨劇……。おなじみアリス・火村の名コンビ
が美人姉妹に訪れた悲劇の謎を解く！

スウェーデン館の謎-2 有栖川有栖（著）
雪のログハウスで起こった惨劇……。おなじみアリス・火村の名コンビ
が美人姉妹に訪れた悲劇の謎を解く！

数奇にして模型　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
首を切断された女性の死体が発見された部屋は密室状態。複雑に絡まっ
た謎に犀川・西之園師弟が挑む。

数奇にして模型-1　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
首を切断された女性の死体が発見された部屋は密室状態。複雑に絡まっ
た謎に犀川・西之園師弟が挑む。

数奇にして模型-2　NUMERICAL MODELS 森博嗣（著）
首を切断された女性の死体が発見された部屋は密室状態。複雑に絡まっ
た謎に犀川・西之園師弟が挑む。

特急「北斗１号」殺人事件 西村京太郎（著）
自らの命を絶とうと北海道に渡った風見ゆう子を待ち受けていたのは、
連続殺人の容疑だった。精緻に仕掛けられた陰謀に十津川は……

スーツケースの中の少年
レナ・コバブール（著）／アニ
タ・フリース（著）／土屋京子
（訳）

旧友に頼まれて、コインロッカーにスーツケースを取りに行ったニー
ナ。そこに入っていたのは、素裸の男の幼児。

スカーペッタ　（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

新しい暮らしを始めたスカーペッタとベントンはニューヨーク地区検事
から急に呼び出された。

スカーペッタ　（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

敵が死体ならきみ（スカーペッタ）に執着することもないのに。被害者
の左足に共通した金のチェーン「足枷」は犯人の署名なのか？

スカーペッタ　核心（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

スカーペッタに届いた戦慄のクリスマスプレゼント。路上の女性遺体、
資産家の失踪。謎めく事件が続くなか、彼女が受け取った小包は…

スカーペッタ　核心（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

失踪した美人投資家の周囲には怪しい状況が渦巻いていた。路上の女性
遺体が付けていた謎の腕時計の正体は。

好き好き大好き超愛してる。 舞城王太郎（著）
僕は祈る。病の床にいる彼女と小説を書く僕好きな人たちに幸せになっ
て欲しい。小説を書くことが僕の祈りなのだ。究極の恋愛小説。

寿司屋のかみさん　うまいもの暦 佐川芳枝（著）
四季でうつりゆく寿司種とともに、店に現れるお客さんの感動話を届け
る。ご存知、寿司屋のかみさんが描く、美味しいエッセイ。

篠懸の遠い道　 阿部牧郎（著）
かつて中国戦線で戦った父と訪ねた上海で、夫と子と別れて、新しい生
き方を探る葉子。

捨て童子・松平忠輝（上） 隆慶一郎（著）
著者最後の長編となった伝奇小説。徳川家康の第六子に生まれた、怪物
大名忠輝の異形の生涯を描く痛快無比の傑作。

捨て童子・松平忠輝（中） 隆慶一郎（著）
忠輝を狙う、兄の将軍秀忠と柳生宗矩。途方もないエネルギーを持つが
ゆえに、権力者たちの暗闘に巻きこまれていく忠輝・・・

捨て童子・松平忠輝（下） 隆慶一郎（著）
傑出した「いくさん」家康が第六子・松平忠輝の英邁を最も怖れたのは
誰か？　忠輝は権力を狙う者たちの暗闘に巻きこまれてゆく……

砂の王国（上） 荻原浩（著）
私はささいなきっかけでホームレスになった。世間の端に追いやられた
男たちと手を組んで起こした新興宗教。究極の逆襲が始まる！

砂の王国（下） 荻原浩（著）
新興宗教団体「大地の会」は虚像の上に作られたものだったが、会員た
ちの熱狂は創設者たちの思惑を超えていく。衝撃と慟哭の結末！

スパイラル・エイジ 新津きよみ（著）
身体も環境も大きく変わるアラウンド・フォーティーの女性たち。その
心理が思わぬ事態を引き起こす傑作サスペンス。

ＳＰＥＥＤＢＯＹ！ 舞城王太郎（著）
友人、家族、世界、愛――すべてを置き去りにして、鬣の生えた少年ス
プリンター・成雄は、速さの果てを追う！いざ限界の向こう側へ！

すべてがＦになる　THE PERFECT INSIDER 森博嗣（著）
密室から飛び出した死体。コンピュータに残されたメッセージに挑む犀
川助教授とお嬢様学生・萌絵。

すべてがＦになる-1　THE PERFECT
INSIDER

森博嗣（著）
密室から飛び出した死体。コンピュータに残されたメッセージに挑む犀
川助教授とお嬢様学生・萌絵。

すべてがＦになる-2　THE PERFECT
INSIDER

森博嗣（著）
密室から飛び出した死体。コンピュータに残されたメッセージに挑む犀
川助教授とお嬢様学生・萌絵。

すべての雲は銀の…（上） 村山由佳（著）
誰も愛せない。壊れた心に降り積もる物語。心変わりした恋人由美子が
選んだのは、こともあろうに兄貴だった……。
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すべての雲は銀の…（下） 村山由佳（著）
あなた、この世でいちばん重たい荷物って何だと思う？　傷ついたすべ
ての心にやさしく降り積もる物語。

スメル男 原田宗典（著）
東京全都を嘔吐させるような異臭がぼくの体から漂い始めた!?　今、ぼ
くのとてつもない青春の冒険が拳をふり上げる！

すらすら読める方丈記 中野孝次（著）
大地震、大火、飢饉、辻風、福原遷都――混乱と災害に襲われる社会の
中で心安らかに生きる知恵を語った名作を中野孝次が自在に訳す。

スラッシャー　廃園の殺人 三津田信三（著）
ホラー作家が理想をこめて造り上げた廃墟庭園。やがて作家は姿を消
し、忍び込んだ大学生達は遺体で発見された。

スリースターズ 梨屋アリエ（著）
ケータイを通じてであった弥生、愛弓、水晶は「間違った世界」を変え
るためテロ計画を立てる。行き場をなくした現代の少女たちの物語

スロウハイツの神様（上） 辻村深月（著）
人気作家チヨダ・コーキの小説で人が死んだ。その彼を救ったのはある
少女からの１２８通の手紙だった。

スロウハイツの神様（下） 辻村深月（著）
人気脚本家・赤羽環が仲間たちと共同生活を送る「スロウハイツ」。幸
せな生活のはずだった、加々美莉々亜が来るまでは。

聖域の殺戮 二階堂黎人（著）
２４世紀、氷電人によって聖域と呼ばれる惑星バルガに上陸した恒星連
邦の調査団が全員殺害された。不可解な殺戮の真相とは？

青雲遙かに　大内俊助の生涯 佐藤雅美（著）
明治へと時代の歯車が大きく動いていく中で、数奇な人生を歩んだ名も
なき若侍を描いた長編小説。

整形前夜 穂村弘（著）
女の人、エレガンス、憧れてるのにわからない！　そんな焦りを独特の
ユーモアでつづった、人気歌人・穂村弘による傑作エッセイ集。

政・財　腐蝕の１００年 三好徹（著）
政治家へ、官僚へ、明治維新と同じ腐敗をいつまで続けるのか。伊藤博
文、大隈重信ら、元勲たちの「裏の顔」を暴く！

政・財　腐蝕の１００年　大正編 三好徹（著）
守旧派ＶＳ．改革派。元老たちが牛耳る藩閥政治に対抗する、政党政治
の台頭。山県有朋、原敬、犬養毅らは何を考えどう動いたのか。

聖者の行進　伊集院大介のクリスマス 栗本薫（著）
藤島樹（いつき）が２０年ぶりに再会した「巨大なドラッグクイーン」
ジョーママは、客を狙った恐喝事件に悩んでいた。

青春夜明け前 重松清（著）
何かというとボッキしてばかりいたあの頃――。妻よ、娘たちよ、あの
頃好きだったカノジョたちよ。これが男子だ！

成城官能夫人　 南里征典（著）
ある日突然、離婚を宣告された若妻がたどる目くるめく性遍歴を描く官
能長編。

聖職の碑 新田次郎（著）
伊那駒ケ岳稜線上に聳え立つ遭難記念碑は何を語るか……。11名の死者
を出した惨劇の実相を著者自ら登攀取材した長篇小説。

聖女の島　 皆川博子（著）
廃墟の島に、修道会が造った矯正施設。悪夢に脅える聖女と、非行少女
たちの緊迫の日々。

聖女の塔　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
明治の教会が残る長崎県の無人島で、女たちが焼死した。集団自殺か、
あるいは――。私立探偵に乞われ、桜井京介が現地へ向かった！

聖書のなかの女性たち 遠藤周作（著）
青春の苦悩を人生の悲哀を愛の孤独を、人間への不信を克服するための
福音の書。

棲息分布（上） 松本清張（著） 政財界の暗黒面に奔流する凄まじい欲望の渦を描く力作。
棲息分布（下） 松本清張（著） 政財界の暗黒面に奔流する凄まじい欲望の渦を描く力作。

青銅の悲劇（上）　瀕死の王 笠井潔（著）
天皇の病状悪化が伝えられた頃。鷹見澤家に奇妙な事件が続発。宗像と
ナディアは……。昭和の最期、旧家を襲う謎の悲劇。その下巻。

青銅の悲劇（下）　瀕死の王 笠井潔（著）
天皇の病状悪化が伝えられた頃。鷹見澤家に奇妙な事件が続発。宗像と
ナディアは……。昭和の最期、旧家を襲う謎の悲劇。その上巻。

制服のころ、君に恋した。(1) 折原みと（著）
高校時代に恋人を亡くしてから10年。新たな恋に踏み出せずにいた奈帆
の前に、突然現れた懐かしい顔。それは……。

制服のころ、君に恋した。(2) 折原みと（著）
高校時代に恋人を亡くしてから10年。新たな恋に踏み出せずにいた奈帆
の前に、突然現れた懐かしい顔。それは……。

制服のころ、君に恋した。(3) 折原みと（著）
高校時代に恋人を亡くしてから10年。新たな恋に踏み出せずにいた奈帆
の前に、突然現れた懐かしい顔。それは……。

生物の世界　 今西錦司（著）
ダーウィン来の自然淘汰説を越える独自の進化論の構想を、思想的自画
像風に描くユニークな文化論。

世界一の映画館と日本一のフランス料理店
を山形県酒田につくった男はなぜ忘れ去ら
れたのか

岡田芳郎（著）
世界一の映画館「グリーン・ハウス」。日本一の仏料理店「ル・ポット
フー」。港町・酒田で日本最高峰の知と食の財産を残した男の物語

世界は密室でできている。 舞城王太郎（著）
『煙か土か食い物』の舞城が放つ鮮烈青春譚。青春の折々に待ち受ける
密室殺人事件の数々にルンババが立ち向かう！

世界昔ばなし（上）ヨーロッパ　 日本民話の会（著）
ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカの代表的な昔話を選び、詳細
な解説を付けた名著。

世界昔ばなし（下）アジア・アフリカ・ア
メリカ　

日本民話の会（著）
ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカの代表的な昔話を選び、詳細
な解説を付けた名著。

昔日より 諸田玲子（著）
町娘の恋を手助けする、家康の元寵妾と配下の老忍を描いた「黄鷹」ほ
か、心に沁みる人情の傑作短編集、全８編。

惜春 花村萬月（著）
感動必至の青春（童貞）小説。もし汚れているなら、なぜ僕が浄めてあ
げられないのか。
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雪煙 森村誠一（著）
国際刑事警察機構から戻った警視庁刑事の高木史郎は、謎めいた陽子と
恋に落ちるが、暴力団組長殺害事件の容疑が彼女にかかる。

雪下に咲いた日輪と　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
主がかつて自殺したといういわくつきの洋館。そこで起きた奇妙な殺人
事件の調査依頼を受ける。妖のしわざか？

ｓｅｘ 石田衣良（著）
好きな人とたくさん――夜の住宅街で。学校の図書館で。入院中の病室
で。誰かを想いながら読んで下さい。大人のための石田衣良１２篇

セックス・ワーカー　女たちの「東京二重
生活」

小野一光（著）
風俗嬢と学生・OL・人妻、ふたつの顔をもつ女たち。裏切り、反抗、コ
ンプレックス、孤独……。「性」の仕事を選ぶまでの迷いと決断！

接触
パトリシア・コーンウェル
（著）／相原真理子（訳）

スカーペッタに送られてきた電子メールにはむごい死体が写っていた。
最近、ゴミ処理場で発見された老女の胴体と同じ死体だった！

絶滅危惧種の遺言 安部譲二（著）
最後にこれだけは言っておきたい！　７０歳を過ぎた著者が、自らの人
生を総括した反省文。噂とされていた出来事の真実を本人が明かす

瀬戸内を渡る死者 津村秀介（著）
東京でスナックを経営する人妻は屋島で殺された。離婚直前の彼女に何
が起こったのか。

蝉の羽　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
寂れた山村で連続して起こる事件。旅行を兼ねて真相究明の依頼を受け
た薬屋３人組が現地で見たものとは？

セレンディピティの時代　偶然の幸運に出
会う方法

茂木健一郎（著）
偶然の幸運に出会う能力「セレンディピティ」。人生の大切なことは自
分ではコントロールできない。偶然の幸運を楽しむ生き方とは。

零戦―その誕生と栄光の記録― 堀越二郎（著）
「零戦」の主任設計者であった著者が、自ら、新戦闘機のアイデアから
完成までの過程を克明に綴ったファン必読書。

ゼロの王国（上） 鹿島田真希（著）
三島賞・野間文芸新人賞受賞作家の最高傑作。「聖なる愚か者」吉田青
年を巡る奇妙な物語。

ゼロの王国（下） 鹿島田真希（著）
三島賞・野間文芸新人賞受賞作家の最高傑作。「聖なる愚か者」吉田青
年を巡る奇妙な物語。下巻。

ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村深月（著）
お母さん、これはひどい。母と娘。それは切っても切れない息苦しい繋
がり。母を刺し、行方をくらました幼なじみは今どこにいる？

戦国鎌倉悲譚　剋 伊東潤（著）
仏門に憧れる北条氏舜の前に現れた麗しき女。奇妙な因縁に操られ始
まった恋であったが――修羅の道に咲いた情念の花と苦悩とは

戦国鬼譚　惨 伊東潤（著）
権力に翻弄された人間の、えげつなく愚昧な騙し合い。巧みな仕掛けの
中で人間の本性を浮き彫りにさせた歴史ファン垂涎の大傑作集。

戦国史疑　 桑田忠親（著）
戦国時代。その史実の裏に何が隠されているか。不明のまま置きざりに
された戦国史の闇に、著者は鋭い光を当てる。

戦国スナイパー　信長との遭遇篇 柳内たくみ（著）
突然戦国時代に放り込まれた陸自隊員が助けたのは織田信長。信長に腕
を買われ鉄砲隊の編制を任される。銃一丁で戦国時代を生き抜け！

戦国無常　首獲り 伊東潤（著）
戦場の武功の証は取った敵方の「首」によって決まる。下級武士たちの
手柄を巡る争いはなんと儚いことか。

戦国連歌師 岩井三四二（著）
数人が集まって百韻の句を詠む連歌の興行を催しながら、数多の困難を
かきわけ進む一行を描いた異色ロードノベル。

占星術殺人事件　改訂完全版 島田荘司（著）
画家は密室で殺され、一ヵ月後には六人の若い女性が行方不明に！　奇
想天外の構想で名探偵御手洗潔をデビューさせた、衝撃的傑作。

戦中派不戦日記 山田風太郎（著）
青春の鬱屈をかかえた一医学生が体験した、昭和20年1月1日より12月
31日までの「不戦」日記。日本史上かつてない１年間の記録。

センティメンタル・ブルー　蒼の四つの冒
険

篠田真由美（著）
蒼が主人公の「建築探偵」シリーズ番外編。探偵・蒼が心の闇と謎を解
き明かす！

先天性極楽伝　 阿佐田哲也（著）
悪の教室・ガーピー塾を巣立ったハルの、三億円をめぐっての死闘。痛
快ユーモア長編。

千里伝 仁木英之（著）
人間と異類の間に生まれた千里は仲間たちと共に、伝説の秘宝“五嶽真形
図”を求めて旅に出る！　著者渾身の中国歴史ファンタジー。

時輪の轍　千里伝 仁木英之（著）
麻姑山で修行する千里の許に、一人の少女が現れた。得体の知れない少
女を匿ううちに、世界の時間が狂い始める。千里は再び旅に出る！

武神の賽　千里伝 仁木英之（著）
武を極めた者たちが闘う「武宮大賽」に向け、仙人の弓づくりを命じら
れた千里。かつての仲間は変わり果て、敵となり立ちはだかる。

蒼穹の昴(1) 浅田次郎（著）
極貧の少年に与えられた途方もない予言――そこに「希望」が生まれ
た。魂をうつベストセラー大作待望の文庫化！

蒼穹の昴-1 浅田次郎（著）
極貧の少年に与えられた途方もない予言――そこに「希望」が生まれ
た。魂をうつベストセラー大作待望の文庫化！

蒼穹の昴(2) 浅田次郎（著）
若きエリートが志す新しい時代――その前に「試練」が立ちはだかる。
一気読み必至の歴史的傑作！

蒼穹の昴-2 浅田次郎（著）
極貧の少年に与えられた途方もない予言――そこに「希望」が生まれ
た。魂をうつベストセラー大作待望の文庫化！

蒼穹の昴(3) 浅田次郎（著）
慈悲深き女帝が護る旧世の栄華。憂国の「熱情」は奔流となってほとば
しる。疾風怒濤の面白さ。物語はいよいよ佳境へ！

蒼穹の昴-3 浅田次郎（著）
若きエリートが志す新しい時代――その前に「試練」が立ちはだかる。
一気読み必至の歴史的傑作！
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蒼穹の昴(4) 浅田次郎（著）
運命に立ち向かい生きる道を切り拓くすべての夢見る人に捧げる「賛
歌」。読めば勇気が湧いてくる感動巨編完結！

蒼穹の昴-4 浅田次郎（著）
若きエリートが志す新しい時代――その前に「試練」が立ちはだかる。
一気読み必至の歴史的傑作！

蒼穹の昴-5 浅田次郎（著）
慈悲深き女帝が護る旧世の栄華。憂国の「熱情」は奔流となってほとば
しる。疾風怒濤の面白さ。物語はいよいよ佳境へ！

蒼穹の昴-6 浅田次郎（著）
慈悲深き女帝が護る旧世の栄華。憂国の「熱情」は奔流となってほとば
しる。疾風怒濤の面白さ。物語はいよいよ佳境へ！

蒼穹の昴-7 浅田次郎（著）
運命に立ち向かい生きる道を切り拓くすべての夢見る人に捧げる「賛
歌」。読めば勇気が湧いてくる感動巨編完結！

蒼穹の昴-8 浅田次郎（著）
運命に立ち向かい生きる道を切り拓くすべての夢見る人に捧げる「賛
歌」。読めば勇気が湧いてくる感動巨編完結！

捜査官 末浦広海（著）
２３年前の事件と原発テロ計画、「エス」の存在。さまざまに絡み合う
思惑。たったひとつの手がかりから真相に迫る二人の捜査官！

奏者水滸伝　阿羅漢集結 今野敏（著）
聖者と呼ばれた偉大な奏者は予言を残して死んだ。時は過ぎ、人を探し
日本を旅する者たちがいた……。

奏者水滸伝　小さな逃亡者 今野敏（著）
比嘉が救った金色の髪の少女。彼女が追われる理由とは!?　仲間たちと
ともに比嘉は、テロリストと対峙する。

奏者水滸伝　古丹、山へ行く 今野敏（著）
東京周辺を恐怖に陥れた連続惨殺事件。捜査陣と諜報機関の錯綜の中、
舞台は山中へ。

奏者水滸伝　白の暗殺教団 今野敏（著）
遠田宗春は茶道家元の息子。来日した要人を茶席に招く。そこへ謎の教
団からの襲撃予告が。奏者たちは陰謀を阻止できるか。

奏者水滸伝　四人、海を渡る 今野敏（著）
荻窪で演奏していた奏者たちにハリウッドジャズフェスティバルへの招
待が。しかし、海の向こうで事件に遭遇。猿沢と比嘉に容疑が！！

奏者水滸伝　追跡者の標的 今野敏（著）
奏者たちの前に現れた謎の人物。武術家でもある彼の目的は武術で比嘉
と対決することだった。恐るべき謎、テロリストとの決戦！

奏者水滸伝　北の最終決戦 今野敏（著）
さらば、愛すべき四人。守れ、美しき北の地を。シリーズ最高のアク
ション巨篇。

双樹に赤　鴉の暗　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
うだつの上がらないサラリーマンは、悪戯好きの二人の子鬼に悩まされ
ていた。貴金属店窃盗犯の自殺から始まった事件の黒幕とは？

増上寺刃傷 松本清張（著）
嗚呼、人生の正しい選択の難しさよ！　自らの生を見誤った者たちを描
く歴史短編集。

漱石の妻 鳥越碧（著）
文豪・夏目漱石の妻は本当に悪妻だったのか？　心に病を抱えた漱石と
の戦場のような夫婦生活が、妻・鏡子の視点から描かれる。

創造の人生　井深大　 中川靖造（著）
人間形成と事業展開の跡を追いつつ、ソニー創設者が独創技術開発に賭
けた執念を描く。

双月高校、クイズ日和 青柳碧人（著）
一度きりの高校生活、一生記憶に残るものを探したい。そんな彼らが出
逢ったのはクイズ競技だった――。爽やかさ溢れる文化系青春小説

双頭の蛇（上） 栗本薫（著）
平野に降りたった竜介。落ちつく間もなく権力を握る財閥の巨悪に迫ろ
うとした新聞記者が記事とともに消された。

双頭の蛇（下） 栗本薫（著）
美貌の御曹子のアリバイを竜介に崩せるか？　がんじがらめの人脈が解
け始めた時、他所者同士の傷をいやしてくれた記者の妻が殺された

増補版　三度目ならばＡＢＣ 岡嶋二人（著）
映像制作会社に勤務する織田貞夫と土佐美郷の「山本山コンビ」が難事
件に挑む！　数少ないシリーズ短篇集。

総門谷　 高橋克彦（著）
地球征服を狙う悪魔と超能力者との凄絶死闘。東北でのＵＦＯ目撃事件
を端緒に、超能力者霧神顕の活躍がはじまる。

総門谷Ｒ　阿黒編 高橋克彦（著）
壮大伝奇ロマン八世紀末の平安京に、地獄からよみがえった屍魔たちが
暗躍する。立ち向かうのはあの「霧神顕」だ！

総門谷Ｒ　小町変妖篇 高橋克彦（著）
地上世界征服を目指す冥界の王・怨魔王と時空を超えてわたり合う諒、
久遠、空海に小野小町が立ちはだかる！！

総門谷Ｒ　白骨篇 高橋克彦（著）
魂を失い魔童児となった仲間が、白骨女となった怨魔シバとともに諒た
ちを襲う。ベストセラー作家が放つ伝奇ＳＦの傑作シリーズ。

宗谷本線殺人事件 西村京太郎（著）
北の果てへと向かう列車の謎に十津川が挑む白銀の中を走る急行「礼
文」で男が毒殺された。遺された書きかけの原稿は何を意味するのか

続　御書物同心日記 出久根達郎（著）
将軍家の書物を管理する御文庫で起きた巾箱本紛失事件。なくなった本
の名を聞いた丈太郎は驚愕した。なぜなら・・・

狙撃者の悲歌 森村誠一（著）
大都会の根無し草同士が絡み合い、一点に集中したとき不可思議な光が
点灯し、想像を絶する暗部を照らし出す。

祖国へ、熱き心を　東京にオリンピックを
呼んだ男

高杉良（著）
敗戦後の日本をアメリカに印象づけ、東京オリンピック開催に全力をあ
げ、熱き心で日本を励ます凄い男。

底のない袋 青木玉（著）
自然に遺したいものが残っていく。お勝手道具のこと、昔の話、色とり
どりに詰め込んだエッセイ。

そして扉が閉ざされた 岡嶋二人（著）
極限の密室事件――。富豪の1人娘が不審な事故で死亡して３カ月後、彼
女の遊び仲間だった４人が、遺族の手で地下シェルターに閉じ込められ
た。
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卒業写真（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

卒都婆小町が死んだ 山村美紗（著）
美貌の女優がホテルで毒死。部屋からは恋人だった歌舞伎役者の指紋が
検出される。妖しく美しい能の世界に想を得た傑作推理短篇集。

ソナタの夜 永井するみ（著）
それぞれに秘密のある、７つの危険な恋愛。書下ろしの表題作のほかに
６編を収録。女性心理の深奥を描いた短編集。

其の一日 諸田玲子（著）
安政七年三月三日、井伊家の密偵・可寿江は不穏な動きを主君・直弼に
伝えようとするが。桜田門外の変をはじめ、運命が変転する一日。

その死を暴くな 勝目梓（著）
妻を轢き殺した見えない敵。自らも殺されかかった夫の復讐が始まる
が、彼を待っていたものは…ハード・ミステリー長編。

その人事に異議あり　女性広報主任のジレ
ンマ

高杉良（著）
創業社長とタタキあげ副社長との確執、さらに社長御曹子の世襲に異議
を唱えるクールな人事感覚を、女性広報主任の眼から鮮烈に活写。

その人、独身？ 酒井順子（著）
男性の話題になると、「その人、独身？」と聞かずにはいられなくなっ
てしまった。そんな「負け犬」たちの綴った爆笑エッセイ。

蕎麦ときしめん 清水義範（著）
新機軸模倣手法の小説集「蕎麦ときしめん」と題するとんでもない論文
が発表された。そこに展開される奇妙奇天烈な名古屋論。

祖父たちの零戦　Ｚｅｒｏ　
Ｆｉｇｈｔｅｒｓ　ｏｆ　Ｏｕｒ　
Ｇｒａｎｄｆａｔｈｅｒｓ

神立尚紀（著）
国を思い、家族を思う心を持った男たちは、いかにしてあの戦争を闘い
抜いたか？　大空を翔けた零戦搭乗員のドキュメンタリー。

背く子 大道珠貴（著）
幼児の視点から描く！　自己中心的な父、夫の暴力にさらされ精神的に
不安定な母、二人を冷ややかな目で見つめる春日。

ソラチルサクハナ　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
桜の樹の下で、会社員の桐が盗んだのは、死をもたらす呪いのお札だっ
た。妖怪雑事相談員リベザルが謎を追う。薬屋探偵怪奇譚第１弾！

空飛ぶタイヤ（上） 池井戸潤（著）
赤松運送のトレーラーが起こした悲惨な死亡事故。走行中に脱輪したの
は、整備不良が原因ではなく、車両に構造上の欠陥があった――。

空飛ぶタイヤ（下） 池井戸潤（著）
組織ぐるみでひた隠す、事後原因の真相。リコール隠しを疑うも、決定
的な証拠はない。だが社長の赤松はあきらめなかった。

空のレンズ 片山恭一（著）
仮想現実の世界に導かれた４人の運命。現実とヴァーチャルの隙間を舞
台にして描かれる愛と友情の物語。

空は青いか　萬月夜話其の一 花村萬月（著）
愛する駄犬・ブビヲ（雄）とともに、ゆるゆる歩く、読む、書く日々。
ブルースフルな日記エッセイ。

空へ向かう花 小路幸也（著）
小学六年生のカホはある日、屋上から飛び降りようとする少年を見つけ
る。彼は半年前に親友を「殺した」相手だった。

空を見上げる古い歌を口ずさむ 小路幸也（著）
２０年前、兄が言ったんだ「誰かが＜のっぺらぼう＞を見るようになっ
たら呼んでほしい――」。姿を消した兄との２０年ぶりの再会。

それぞれの終楽章 阿部牧郎（著）
故郷秋田の同級生が自殺した。野球と音楽で結ばれた友情とその後を描
く直木賞受賞作。

第一級殺人弁護 中嶋博行（著）
自白した被疑者が無罪に？　救済されるべき被害者に法は何ができるの
か！？　現役弁護士作家が精緻に描くリーガル・サスペンス。

新装版　大逆転！　小説　三菱・第一銀行
合併事件

高杉良（著）
“吸収合併”には耐えられない！　一人の役員が立ち上がった……。組織
と人間のあり方を問う記念碑的企業小説。

大三國志（上） 志茂田景樹（著）
個性あふれるキャラクタ－が入り乱れる“三国志”。今回登場人物たちに
息を吹き込むのは、個性では決して劣らない作家・志茂田景樹！

大三國志（下） 志茂田景樹（著）
志茂田景樹に生命を吹き込まれた孔明が、縦横無尽に活躍！　戦闘で使
われる武器の細かい描写も楽しめる、志茂田版三国志の完結篇。

だいじょうぶ３組 乙武洋匡（著）
著者出演で映画化決定！　『五体不満足』の著者・乙武洋匡が、３年に
わたる小学校教員の経験から記した初めての小説！

大統領のクリスマス・ツリー 鷺沢萠（著）
ワシントンで出会った日本人カップルの愛と悲しみを描いた名作。1996
年映画化。

タイトルマッチ 岡嶋二人（著）
“相手をノックアウトで倒せ。さもなくば子供の命はない”。犯人の狙い
は？　ラストまで一気のノンストップ長編推理。

大砲松 東郷隆（著）
神田和泉橋の裏店に住む締出し松こと松三が、上野彰義隊の戦にまきこ
まれ、江戸の町を守るため大砲を守って大活躍！

タイムカプセル 折原一（著）
十年前、校庭にタイムカプセルを埋めた有志八人に、「選ばれ死君たち
へ」と不気味な手紙が届く。消したい記憶を掘り起こす日は迫る。

タイムスリップ森鴎外 鯨統一郎（著） 歴史上の大疑問に、かの文豪・鴎外が挑戦！

タイムスリップ明治維新 鯨統一郎（著）
女子高生が幕末に！？　歴史は動くのか。タイムスリップシリーズ第２
弾。

タイムスリップ釈迦如来 鯨統一郎（著）
古代インドへタイムスリップしてしまった女子高生・麓麗。現代に戻る
ため、仏教を世界宗教へ成長させるべく奮闘するが……！？

タイムスリップ水戸黄門 鯨統一郎（著）
ハイキング中の麗たちの前に、突如現れた黄門さま。環境保護テロリス
ト集団と対決し、クライマックスには葵の紋の印籠が……！？

タイムスリップ戦国時代 鯨統一郎（著）
笑いが止まらない、鯨統一郎の「タイムスリップ」シリーズ第５弾！　
戦国時代に、携帯電話があったらどうなる？
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タイムスリップ忠臣蔵 鯨統一郎（著）
もし、赤穂浪士が決起せず、「生類憐みの令」推進派の吉良上野介が討
たれなかったら？　イヌが世界の頂点に！　人類はどうなる？

タイムスリップ紫式部 鯨統一郎（著）
文学大好き女子高生が、なぜか平安時代、紫式部の身体にタイムスリッ
プ。その日から淫夢にうなされ不倫も。彼女は現代に戻れるのか？

第六の大罪　伊集院大介の飽食 栗本薫（著）
伊集院大介シリーズ第１５作！　キーワードは「グルメ」。「食」が罪
でありグロテスクなことを思い知らされる、シュールな短編４作。

ダウスに堕ちた星と嘘　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
通りすがりの人間が地中に引きずりこまれ、前後の記憶が一切残らない
という不可解な事件が発生。調査依頼の手紙が、リベザルの許に。

τになるまで待って　PLEASE STAY UNTIL
τ

森博嗣（著）
嵐の中、孤絶した館で超能力者が殺された。雷開かないドア、通じない
電話、完全なる密室――。大きな謎を孕むＧシリーズ第３作。

ダウン・バイ・ロー 深町秋生（著）
バイオレンス・ミステリーの新たな旗手が渾身の書き下ろし。東北の荒
廃した町に住む女子高生・響子の回りに起こる事件。その真相は？

タカイ×タカイ　CRUCIFIXION 森博嗣（著）
地上15メートルに掲げられた他殺死体！　不可解極まる事件の真相に
《探偵》鷹知祐一郎が挑む！　Ｘシリーズ第３弾！

高く遠く空へ歌ううた 小路幸也（著）
高く広い空の街で暮らす少年・ギーガン。知らぬうちに不思議な事件に
巻き込まれていく。

誰がために熱血ポンちゃんは行く！ 山田詠美（著）
最高の快楽と至福の贅沢を追い求め、天下無敵のエイミーズ・パーティ
御一行様は、今日も世界を股に掛けて行く！

高橋克彦自選短編集　１　ミステリー編 高橋克彦（著）
ミステリーの巨星の自選短編集。「悪魔のトリル」「卒業写真」「盗作
の裏側」など、初期の代表作や単行本未収録の１３編を収録。

高橋克彦自選短編集　２　恐怖小説編 高橋克彦（著）
「寝るなの座敷」「花嫁」「私の骨」「さむけ」「うたがい」など、名
手の技が光る背筋の凍る２０編を収録。

高橋克彦自選短編集　３　時代小説編 高橋克彦（著）
「完四郎広目手控」シリーズ、絵師「春朗」シリーズ、さらに書き下ろ
し「血流し本尊」など江戸情緒溢れる１４編。

高山本線殺人事件 西村京太郎（著）
警視庁の西本刑事の父が交通事故に遇い、車には見ず知らずの女性が同
乗していた。名勝・高山を舞台に十津川の推理が冴える。

だから、僕は学校へ行く！ 乙武洋匡（著）
教育委員会の非常勤職員として小中学校を回るうち、「教師になろ
う！」と決意した、その胸の内とは――。

抱きしめる、東京　町とわたし 森まゆみ（著）
新しくて古い町・東京で学び、働き、子育てもしてきた。タウン誌「谷
根千（やねせん）」を十数年続けてきた筆者は東京を愛してやまない。

滝山コミューン一九七四 原武史（著）
小学校を支配した自由と民主主義。受験勉強と「みんな平等」の狭間で
苦悩する一人の少年が気づいた矛盾と欺瞞が今、明かされる。

濁流（上）　組織悪に抗した男たち 高杉良（著）
日本の企業社会の実態と、そこに蠢く人々の素顔や限界状況を生き生き
と描く長篇経済小説。

濁流（下）　組織悪に抗した男たち 高杉良（著）
濁流の底から“正すべきは正す”着実な動き。企業社会の窺いしれぬ実態を
活写した力作長篇。

岳史よ、生命あるかぎり 加東康一（著）
激動の昭和を仕事一筋に走り抜けた一ジャーナリストの、凄絶な舌ガン
との闘いの記録。

抱け、そして撃て 勝目梓（著）
おれの身代わりに銃弾を受けた少女と愛犬の霊に報いるため、おれは復
讐の銃をとった。

武田勝頼（一）　陽の巻 新田次郎（著）
戦国の雄・武田信玄を継いだ青年武将勝頼の懊悩と悲劇。激動の戦国時
代を生きた波乱の人生。第１巻は信玄の死から長篠合戦まで。

武田勝頼（二）　水の巻 新田次郎（著）
戦国の雄・武田信玄を継いだ青年武将勝頼の懊悩と悲劇。激動の戦国時
代を生きた波乱の人生。第２巻は、運命の長篠合戦。

武田勝頼（三）　空の巻 新田次郎（著）
戦国の雄・武田信玄を継いだ青年武将勝頼の懊悩と悲劇。激動の戦国時
代を生きた波乱の人生。最終巻は、裏切りの中、武田氏滅亡。

竹千代を盗め 岩井三四二（著）
甲賀忍者の頭領・伴与七郎が引き受けた仕事は四百貫文の大仕事。そろ
ばんと銭勘定を武器に作戦は開始された。

竹久夢二　殺人の記 西村京太郎（著）
なぜ夢二が殺人を呼ぶ？　懊悩する十津川！　美人画が招きよせた哀し
い事件。真相に迫った十津川に突きつけられる苦渋の選択とは。

誰彼　 法月綸太郎（著）
謎の人物から死の予告状を届けられた教祖が予告通りに地上８０メート
ルにある密室から消えた。連続怪事の真相が解けたときの驚愕とは

戦いすんで日が暮れて 佐藤愛子（著）
強い男、りりしい男はいないのか！　男まさりの“強い妻”を描く直木賞
受賞作。

正しい団塊の世代白書　
高田文夫（著）／高橋春男（本
文イラスト）

町っ子代表・高田文夫の懐しくてためになる戦後日本の芸能スポーツ文
化グラフィティ。

脱柵者（『歩兵の本領』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

脱出　ＧＥＴＡＷＡＹ 西村健（著）
復讐のため悪徳警察官僚を射殺した志波銀次を狙い自衛隊特殊部隊が、
伝説の傭兵が殺到する。魂を揺さぶる痛快アクション超大作！

たとえばの楽しみ 出久根達郎（著）
筋金入りの“本の虫”である著者が、本にまつわる面白エッセイ１３４編
を集めた珠玉随筆集

狸ビール 伊藤礼（著）
なぜ男は狩をするのか？　英文学者の、心優しい鉄砲撃ちのお話。第７
回講談社エッセイ賞受賞の24の名エッセイ。

旅をする裸の眼 多和田葉子（著）
境界が消滅する２０世紀末を見つめる少女。社会主義国ベトナム・サイ
ゴンを旅立った少女は、西ドイツを経てパリに流れ着き……。
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ダブルダウン 岡嶋二人（著）
対戦中のボクサー二人が、青酸中毒で相次いで倒れ、死亡した。編集者
の福永麻沙美は、真相を追い始める。

ダブル・プロット 岡嶋二人（著）
『記録された殺人』に、表題作を含めた3編の未収録作品を加え、2011
年に再編成した文庫オリジナル作品。

「たられば」の日本戦争史　もし真珠湾攻
撃がなかったら

黒野耐（著）
満鉄を日米共同経営していたら、三国同盟を破棄していたら等々、もう
一つの選択肢で日本はどうなっていたかを大検証！

ダレカガナカニイル… 井上夢人（著）
彼の頭で他人の声がしはじめた。その正体は？井上夢人デビュー作にし
て、ミステリー、ＳＦ、恋愛小説、すべてを融合した奇跡的傑作！

誰も書けなかった石原慎太郎 佐野眞一（著）
石原慎太郎は、大衆の感情と欲望を、見事に過剰なまでに映し出す鏡で
ある。

断然欠席 阿川弘之（著）
無類のユーモアと達意の文章が楽しい随筆。食と言葉の履歴にみごとな
スピーチも収録。

探偵伯爵と僕　His name is Earl 森博嗣（著）
少年・新太と謎の男・探偵伯爵。夏休み、次々と姿を消した友人の行方
を二人が追う――。懐かしく新しい森ミステリィの快作。

小さなトロールと大きな洪水
トーベ・ヤンソン（文・絵）／
冨原眞弓（訳）

長らく幻だった「ムーミン」シリーズの第１作。

知恵伊豆と呼ばれた男　老中松平信綱の生
涯

中村彰彦（著）
変革期を生き抜く技術は「知恵伊豆」に学べ。徳川15代の礎を築いた“危
機管理能力”とは？

チェルシー 桜井亜美（著）
ネット掲示板「メビウスゼロ」に書き込みをする“チェルシー”と名乗る少
女。その掲示板では集団自殺旅行が計画されていた。

地球儀のスライス　A SLICE OF
TERRESTRIAL GLOBE

森博嗣（著）
Ｓ＆Ｍシリーズに続くＶシリーズ主要人物も登場する第２弾傑作短編
集！　Ｓ＆Ｍシリーズ２編を含む趣向を凝らした10作を収録。

「縮み」志向の日本人　 李御寧（著）
卓抜な視点で日本人の「縮み志向」を鮮やかに説き、“数ある日本人論の
なかでも最高傑作”といわれる名作。

縮んだ愛 佐川光晴（著）
障害児教育の現場から描く文学。養護学級のベテラン教員である「わた
し」が巻き込まれた元教え子の殺人未遂事件を描く力作！

地のはてから（上） 乃南アサ（著）
大正時代、未来を夢見て家族そろって北海道最東端の知床半島へ。想像
を絶する厳しい暮らしの中でも前を向いて生きた少女とわの物語。

地のはてから（下） 乃南アサ（著）
父を事故で失って再婚した母、家族と離れて小樽に奉公に出たとわ。苛
酷な運命のなかで芽生えたアイヌの青年への淡い恋心。感動長編。

茶室殺人伝説 今野敏（著）
静寂の茶席で起こったことは!?　ごく普通のＯＬ、小高紅美子は事件の
謎を追っていく。明かされていく宗家の秘密とは……

ちゃんちゃら 朝井まかて（著）
江戸・千駄木町の庭師一家「植辰」。流行り病が猛威を振るい、怪しげ
な文人が跋扈する江戸の町で、個性豊かな面々がスカッと大活躍！

中央構造帯（上） 内田康夫（著）
「将門の椅子」に座ると死が訪れる。迷信は現実となり、エリート銀行
員が次々に怪死。浅見光彦が謎に挑む！

中央構造帯（下） 内田康夫（著）
「将門の椅子」に座ると死が訪れる。迷信は現実となり、エリート銀行
員が次々に怪死。浅見光彦が謎に挑む！

中原の虹　（１） 浅田次郎（著）
「汝、満洲の王者たれ」。老占い師の予言のもと、貧しく親もない一人
の青年が、満洲の覇者となるべく立ち上がる。

中原の虹　（２） 浅田次郎（著）
西太后の生涯が、ゆっくりと幕を閉じようとする時、新しい時代に向
け、その力を存分に発揮し始めたのは張作霖や袁世凱であった。

中原の虹　（３） 浅田次郎（著）
西太后亡き後、皇族たちは袁世凱を呼び戻す。満洲の大馬賊、張作霖
と、北京で軍を握る袁世凱。誰が国を手に入れるのか。

中原の虹　（４） 浅田次郎（著）
中華民国に颯爽と現れたカリスマ・宋教仁。しかし暗殺者の手によって
時代は再び混乱、梁文秀の帰国を望む声が高まる。

中国怪奇物語〈神仙編〉 駒田信二（著）
あやしい術を使う道士、不思議を見せる仙人。現代の常識をはるかに超
えた奇抜な発想が生み出す魅力の神仙物語、77篇。

中国怪奇物語〈幽霊編〉 駒田信二（著）
現世と冥界を隔てる垣根は消滅し、亡霊たちが思いのままこの世にあら
われ、人間もあの世に旅して帰る。81篇の奇想天外な物語。

中国怪奇物語〈妖怪編〉 駒田信二（著）
ぶきみな化け物が怪異を現じ、什器が、草木が、けものたちが、姿を変
じて人をたぶらかす。超常識のあやしい魅力をたたえた67篇。

中国笑話集　 駒田信二（著）
歴史に育まれたさまざまの笑いと知恵が、色とりどりに渦巻く。原典か
ら訳出され、笑いの醍醐味を満喫させる600編のコント集。

中国妖姫伝　 駒田信二（著）
中国の歴史を華麗に彩った美姫たちの物語。驪姫（晋）、夏姫（陳）、
呂太后（漢）、楊貴妃（唐）など６編。

忠臣蔵異聞　家老　大野九郎兵衛の長い仇
討ち

石黒耀（著）
赤穂浪士の討ち入りは幕府の策謀だった。逆臣と蔑まれた四十八番目の
浪士が、幕府に蹂躙された人々の仇を討つため立ち上がる！

中年シングル生活 関川夏央（著）
ひとり暮らしの実情を語る名エッセイ。阿川佐和子さんが主人公「Ｓ」
君の虚実に迫るシングル対談も必読。

張騫 塚本靑史（著）
武帝劉徹の御世。シルクロードを開いた張騫、『史記』の執筆に挑む司
馬遷、盗賊討伐に苦心する雋不疑、夢に賭けた三人の男たち。

長勝院の萩（上） 杉本苑子（著）
お万に、家康の嫡男信康が想いを寄せる。道ならぬ恋はやがて、織田信
長の勘気にふれた……。

長勝院の萩（中） 杉本苑子（著） 家康の愛妾お万の愛と性の修羅を濃密艶冶に描く長編力作。
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長勝院の萩（下） 杉本苑子（著） 時代は豊臣の天下となり、お万の運命はさらに過酷な転変が……。

挑戦　巨大外資（上） 高杉良（著）
米資本の医薬品会社で財務能力の高さが経営陣にも一目置かれ、「奇跡
のＣＦＯ」と呼ばれた日本人。外資企業の意外な姿が見えてくる！

挑戦　巨大外資（下） 高杉良（著）
情理兼ね備えた財務戦略は日本法人の業績を伸ばすが、本部の新ＣＥＯ
の判断ミスがパートナーのＴＯＢを招き、世界を揺るがす事態に。

蝶々さん（上） 市川森一（著）
長崎湾の入口に位置する深堀で育ち、文明開化の新しい生き方を夢見た
お蝶の短くも波乱の生涯！

蝶々さん（下） 市川森一（著）
遊郭の舞妓となったお蝶は、アメリカ軍士官と出会って恋に落ちる。そ
して夫婦となり、ユリのいるアメリカに向かうはずだったが……。

蝶舞う館 船戸与一（著）
ベトナム戦争のかつての激戦地で、テレビリポーターの日本人女性歌手
が誘拐された。青年大介たちが目の当たりした凄まじき現実とは？

チョコレートゲーム　新装版 岡嶋二人（著）
名門私立中学で次々起きた殺人事件。犯人は自分の息子なのか？父の苦
悩と中学生の生態が見事に描かれた、日本推理作家協会賞受賞作。

ちょっとそこまで 川本三郎（著）
都市生活者が下町、秘湯、港町をさまよう。なつかしい想いをこめて綴
る感傷的小旅行。

ちょっと探偵してみませんか 岡嶋二人（著）
25の謎であなたに挑戦する、岡嶋二人の傑作推理ショートショート。
「ちょっと考えてみて下さい」という文章が探偵ゲームの始まりです。

千世と与一郎の関ヶ原 佐藤雅美（著）
豊臣秀吉の仲立ちで結ばれた前田利家の娘と細川忠興の嫡男。天下分け
目の戦いに翻弄された若き夫婦の姿を描き、関ヶ原の真実に迫る！

チルドレン 伊坂幸太郎（著）
活字離れのあなたに効く、小説の喜び。ばかばかしくも、恰好よい、伊
坂幸太郎が届ける「５つの奇跡」。

鎮魂戦艦大和（上）　 吉田満（著）
日本の希望の象徴であった戦艦大和。その最期を見届け、奇蹟的な生を
得た著者が鎮魂の為に書き記した二つの生と死の軌跡。

沈底魚 曽根圭介（著）
二十年以上も潜伏して国の中枢に食い込んだスパイをあぶり出すべく、
警視庁公安部が極秘裏に動き出す。

珍妃の井戸 浅田次郎（著）
列強の軍隊に制圧され、義和団事件で荒廃した北京。一人の美しい妃が
紫禁城の中で命を落とした。誰が珍妃を殺したのか？

ツァラトゥストラの翼 岡嶋二人（著）
岡嶋二人が贈る、数千万、数億通りの変化が楽しめる究極のミステ
リー。本作品にを読むにはチェックリストが必要です。

津軽海峡＋－の交叉　 深谷忠記（著）
犯人は青函連絡船の上りに、被害者は下りに乗って津軽海峡上ですれち
がう不可能犯罪。

月と詐欺師（上） 赤井三尋（著）
舞台は昭和初年の活気溢れる大阪、両親と姉を自殺に追い込んだ灘尾財
閥の当主を破滅させる！　胸のすくコンゲーム・サスペンス長編。

月と詐欺師（下） 赤井三尋（著）
新興財閥として軍部へ食い込もうとする灘尾儀一郎を狙って、緻密に練
り上げられた罠に不測の事態が……。手に汗握るぎりぎりの攻防！

佃島ふたり書房 出久根達郎（著）
大逆事件の明治末から佃の渡しが消える東京五輪の年までの世相を背景
に庶民の哀歓を描く感動長篇。

辻斬り 押川國秋（著）
ふと芽生えた殺意を抑えきれず、飾り職人を刺してしまった作之助。人
を殺める暗い歓びを知った作之助は……

つぶやきのクリーム　Ｔｈｅ　ｃｒｅａｍ
　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｔｅｓ

森博嗣（著）
森博嗣がつぶやくとクールなエッセィになる。「カロリィゼロ」から
「人生の勝ち負け」まで、ままならない世の中に対する森イズム。

つぼやきのテリーヌ　Ｔｈｅ　ｃｒｅａｍ
　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｔｅｓ　２

森博嗣（著）
「立派な母親像」から「モグラ退治」まで、正解のない世の中を見つめ
なおす１００の森イズム。

罪深き海辺（上） 大沢在昌（著）
財政破綻寸前の港町に全財産を寄付すると遺した大地主。六年後遺産相
続人を名乗る青年が現れた。

罪深き海辺（下） 大沢在昌（著）
莫大な遺産の相続人・干場の出現で混乱する町。相次ぐ不審死。すべて
の謎が解かれる。

冷たい校舎の時は止まる（上） 辻村深月（著）
雪降るある日、学校に閉じ込められた８人の高校生。――雪はまだ降り
止まない。「ねえ、どうして忘れたの？」

冷たい校舎の時は止まる（下） 辻村深月（著）
第31回メフィスト賞受賞作！　いとおしくなるほどの懐かしい記憶。
「こんなことはいつか終わりになればいい」

冷たい密室と博士たち　DOCTORS IN
ISOLATED ROOM

森博嗣（著）
衆人環視の密室殺人者の手口は!?　低温度実験室の事件を推理する犀川
助教授とお嬢様学生・萌絵。

冷たい密室と博士たち-1　DOCTORS IN
ISOLATED ROOM

森博嗣（著）
衆人環視の密室殺人者の手口は!?　低温度実験室の事件を推理する犀川
助教授とお嬢様学生・萌絵。

冷たい密室と博士たち-2　DOCTORS IN
ISOLATED ROOM

森博嗣（著）
衆人環視の密室殺人者の手口は!?　低温度実験室の事件を推理する犀川
助教授とお嬢様学生・萌絵。

出合茶屋 阿部牧郎（著） 貸本屋・町之介 色事と商売に励む！　好評『後家長屋』続編。

定年ゴジラ 重松清（著）
暇であっても退屈ではない！　老朽化したニュータウンで第二の人生を
歩み始めた定年四人組の物語。

定年ゴジラ-1 重松清（著）
暇であっても退屈ではない！　老朽化したニュータウンで第二の人生を
歩み始めた定年四人組の物語。

定年ゴジラ-2 重松清（著）
暇であっても退屈ではない！　老朽化したニュータウンで第二の人生を
歩み始めた定年四人組の物語。
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ディプロトドンティア・マクロプス 我孫子武丸（著）
京都で探偵事務所を開設した私に舞いこんだ美しい依頼人二名。捜査を
始めると暴漢に襲われる。すでに巨大な陰謀の渦中にいたのだ。

刑事長 姉小路祐（著）
大阪府警の叩きあげの刑事長・岩切は、ある婦人暴行殺人の結末に不審
を抱き、ひとり捜査を開始する。男の熱い怒りがたぎる警察小説！

刑事長　越権捜査 姉小路祐（著）
若手刑事が暴力警官として告発された。その直後、告発した男が不可解
な死を遂げる。事件の背後には恐るべき陰謀が隠されていた。

刑事長　殉職 姉小路祐（著）
カド偽造やニセ札作製など活動を拡げるアジアマフィアを摘発しようと
していた若手刑事が殺された。岩切鍛治が犯人に全力で迫る！

刑事長　四の告発 姉小路祐（著）
大阪市内を流れる大川で足を縛られた男の水死体が発見された。自殺と
思われたが、ベテラン刑事岩切の第六感はノ－！

出口なき欲望 阿部牧郎（著）
人妻と部下のＯＬ、２つの不倫に酔いしれる営業課長の自宅近くで幼女
殺害事件が起こった……。

出口のない海 横山秀夫（著）
最終兵器「回天」が意味すること。戦争とは、青春とは――。ベストセ
ラー作家が描く戦争青春小説。

手首の問題 赤川次郎（著）
ほんの出来心が、あるいは真剣な愛が、日常生活から少しはみだした
時、そこに悲劇が……。名手、赤川次郎によるシリアスな物語。

デッドボール 木内一裕（著）
絶対に関わりたくない男からの電話。それは高額報酬が保証された、失
敗するはずのない仕事だった。しかし事態は予想外の方向へ――。

鉄の骨 池井戸潤（著）
一松組の若手富島平太の異動先は、「談合課」と揶揄される公共事業の
受注部署。今度の地下鉄工事、どんな手段を使ってでも取れ――。

てのひらの迷路 石田衣良（著）
自身の恋愛のこと、執筆のこと、母との別れも――二年の歳月をかけて
書き綴られた、著者の素顔がのぞく２４のちいさな物語集。

手もちの時間 青木玉（著）
懐しい人の絵手紙、手土産の楽しみ、着るもの・着たいもの。祖父・
母、また物書きとしてみた二人の姿をいきいきと描くエッセイ。

二重奏 赤川次郎（著）
香子は、幽霊と知り合い、不幸な予感が次々と現実となっていく中で、
傷ついた空っぽな心にも変化が生まれて……。

熱月 山崎洋子（著）
松山駅長の大切なひとりっ子とかしづかれ、成績抜群、決断力も行動力
も旺盛な美貌の娘は、タブ－に直面すると逆に燃える女に…。

田園調布真紅夫人　 南里征典（著）
鍾乳洞で発見された謎の石膏美女像があばきだす過去の犯罪。推理と官
能の巧みな融合。

天海譚　戦川中島異聞　天佑、我にあり
（上）

海道龍一朗（著）
最強騎馬軍団を抱える信玄と無敗の四天王を率いる謙信。両者最大の戦
いとなる４度目の川中島合戦を大胆緻密な解釈で描ききる超大作！

天海譚　戦川中島異聞　天佑、我にあり
（下）

海道龍一朗（著）
才も互角、武も互角。勝敗を決するのは天の意思。裏の裏を読みつくす
知的謀略と頁をめくる手がとまらない緊迫感。勝者は誰なのか！

天下　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
将軍襲撃騒動に揺れる大奥に、家斉の正室の里である薩摩より刺客潜
入。それを察知した併右衛門はどう動く？　そして女忍たちの激闘！

電化文学列伝 長嶋有（著）
作品中の家電製品の描かれ方を軸に文学を語る、新しくて深い書評エッ
セイ。『電化製品列伝』を改題。

転勤族の妻たち 沖藤典子（著）
“夫・父”不在の家庭で何が起きているか？　転勤がもたらす深刻な実態
を鋭く問うルポ。

天国の郵便ポスト 折原みと（著）
ふとした思い付きから始まった、「天国に届く手紙」の評判。こっそり
天国からの返信を書いていたシングルファーザー真人にも奇跡が。

天才絵師と幻の生首　半次捕物控 佐藤雅美（著）
九つの子の描いた「気味（きび）が悪い」ほど見事な生首。絵にそっく
りの生きた男があらわれて……

天使の傷痕 西村京太郎（著）
デート中の男女が殺人事件に遭遇した。瀕死の被害者は「テン」とつぶ
やいて息をひきとった。意味不明の「テン」とは何を指すのか。

天使のナイフ 薬丸岳（著）
天罰か？　誰かが仕組んだ罠なのか？　妻を惨殺した少年たちがつぎつ
ぎと死んでいく。第51回江戸川乱歩賞受賞の問題作！

姑獲鳥の夏(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
京極堂が事件を解きほぐす人気シリーズ第一作。文士・関口巽は東京・
雑司ケ谷にある久遠寺医院の娘にまつわる奇怪な噂を耳にする。

姑獲鳥の夏(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
この世には不思議なことなど何もないのだよ。古本屋で陰陽師の京極堂
が久遠寺家の謎を解き明かす。ミステリ史に残る衝撃の結末！

魍魎の匣(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
武蔵小金井駅で起こった美少女転落事故と、世間を騒がしている連続バ
ラバラ殺人事件に接点はあるのか？　百鬼夜行シリーズ第２作。

魍魎の匣(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
転落事故に遭遇した柚木加菜子は大財閥・柴田家の遺産相続者だった。
そして、文士・久保竣公の奇怪な嗜癖が新たな惨劇を生む！

魍魎の匣(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
少女転落事故に遭遇した刑事・木場だけでなく、探偵・榎木津、文士・
関口も事件に関わり京極堂の元へ。果たして憑物は落とせるのか。

狂骨の夢(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
狂骨の夢(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
狂骨の夢(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）

鉄鼠の檻(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
儂はな、こう見えても禿げる前から医者しとる。あれは坊主じゃないわ
い！　坊主の死骸だ！――明慧寺を舞台の惨劇が始まる！

鉄鼠の檻(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
もう解りました。あなたの腹に巣喰っている大きな鼠の正体が――不可
解な呟きを残して老師の大西泰全惨殺され……。
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鉄鼠の檻(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
暗闇を見つめて半年、魔境はそこにも、ここにも、あなた達の周りにも
ある！――この事件は、世俗の常識の及ぶところにあらず！

鉄鼠の檻(4)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
あるべきでないものは――矢張りない方がいい……発見なんかされな
きゃ良かったんだ――驚くべき動機と犯人像とは!?

絡新婦の理(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
「でも、あのう、お二人に会いたいって人が――」「会いたい？　
誰？」「蜘蛛の僕の――人達が」

絡新婦の理(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
中禅寺は眼を細めて、「その偶然――既に蜘蛛の巣の上に乗っちゃあい
ないか？」と云った。

絡新婦の理(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
「蜘蛛は自分では何もしないんだよ。罠を張って獲物がかかるのを――
真ん中でただ待っているんだ」中善寺はそう云った。

絡新婦の理(4)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
もう終わりにしましょう。死人の数が多すぎる。ただ、僕はこれで真犯
人の大計が阻止できるとも思ってはいない――。

塗仏の宴　宴の支度(1)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
……この村は虚構の村ですよ。でもねえ、ここに来る途中にも云いまし
たが、虚構と現実に差なんてないんですよ。

塗仏の宴　宴の支度(2)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
尾国は訪問を重ねて機会を狙っていたんです。勿論貴女を嵌める機会で
す。

塗仏の宴　宴の支度(3)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
自分は全部自分だと思うのは。――勘違いか。ものすごい勘違いですよ
と少年は云った。

塗仏の宴　宴の始末(1)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
刑部は厳しく云い放った。「誰も知らない事実など事実ではございませ
ん。過去とは亡霊のようなもの」

塗仏の宴　宴の始末(2)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
「くれぐれも軽挙妄動はお慎みくださいますよう、中野のお方にお伝え
ください――」と――そう結んだ。

塗仏の宴　宴の始末(3)　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
男は笑った。「それにしても久し振りだったな中禅寺。会いたかった
ぞ」「僕は――二度と会いたくありませんでしたよ」

陰摩羅鬼の瑕(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
伯爵は私を視た。そして問う。貴方にとって生きて居ることと云うのは
どのような意味を持つのです――。

陰摩羅鬼の瑕(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
人は皆、死と直面していますよ――と中禅寺は云った。「ただ忘れてい
るだけだ」

陰摩羅鬼の瑕(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
「真逆この鶴が犯人だとでも云うのじゃないだろうな」「謎とは知らな
いこと。不思議とは誤った認識」

邪魅の雫(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
貴女は私に一滴の雫を呉れただけだ。そして貴女が私に呉れた一滴の雫
は、私をすっかり吸い込んでしまった。

邪魅の雫(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
「何か邪悪な魔物がね、人から人へ――こう、ぴょんぴょんと飛び移っ
てだな、不幸を呼び寄せているような、そんな気さえするよ」

邪魅の雫(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
微梦い廊下に。漆黒の影法師が現れた。「君は――」誰だ。「世界を騙
る者です」影法師はそう、響き渡るような声で云った。

百器徒然袋　雨　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
あの薔薇十字探偵社の「名探偵」榎木津が「下僕」の関口、益田、今
川、伊佐間を引き連れて、果ては京極堂まで引っぱり出して大暴れ！

今昔続百鬼　雲　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
河童にかみ殺された？　神隠し？　各地で発生する怪事件は果して妖怪
の仕業なのか。「全身妖怪研究家」多々良勝五郎の運命やいかに。

百器徒然袋　風　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
京極堂も閉口する、天下無敵の探偵・榎木津礼二郎。理解を超えた行動
が炸裂する『五徳猫』『雲外鏡』『面霊気』の三編を収録。

百鬼夜行　陰（全）　【電子百鬼夜行】 京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。日常に潜む恐怖を描いた十の短篇を収録。

百鬼夜行　陽(1)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
心中に棲む怪しきもの――。人はそれに恐れ惑う。京極堂サイドストー
リー第２弾。

百鬼夜行　陽(2)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
心中に棲む怪しきもの――。人はそれに恐れ惑う。京極堂サイドストー
リー第２弾。

百鬼夜行　陽(3)　【電子百鬼夜行】　 京極夏彦（著）
心中に棲む怪しきもの――。人はそれに恐れ惑う。京極堂サイドストー
リー第２弾。

百鬼夜行　陰　小袖の手　【電子百鬼夜
行】　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　文車妖妃　【電子百鬼夜
行】　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　目目連　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　鬼一口　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　煙々羅　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　倩兮女　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　火間虫入道　【電子百鬼夜
行】　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。
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百鬼夜行　陰　襟立衣　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　毛倡妓　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

百鬼夜行　陰　川赤子　【電子百鬼夜行】
　

京極夏彦（著）
揺るぎないはずのこの世界が乱れた時、その裂け目から「怪しきもの」
が湧き出し、取り憑く。短編集「百鬼夜行 陰」からの一篇。

天主信長〈裏〉　天を望むなかれ 上田秀人（著）
本能寺と安土城の謎に大胆に挑んだ『天主信長』のもう一つの物語。遠
く播磨の陪臣だった黒田官兵衛の追い続けた信長そして天下とは？

天主信長〈表〉　我こそ天下なり 上田秀人（著）
安土城で信長が見据えた天下とは？　本能寺を舞台に、未曾有の計画が
実行されようとしていた。戦国最大の謎に新説を提示する衝撃作。

天璋院篤姫（上） 宮尾登美子（著）
薩摩の島津家から徳川13代将軍家定に嫁いだ篤姫――しかしその結婚生
活は、短く、そして常ならざるものであった……。

天璋院篤姫（下） 宮尾登美子（著）
家定亡きあと、天璋院となった篤姫は、江戸城大奥の総帥として、大奥
の女たちを統べて、その最期に立ち会う……。

天璋院篤姫と大奥の女たちの謎　〈徹底検
証〉

加来耕三（著）
薩摩藩・分家の娘から将軍の正室へ。さらに将軍の代わりとなって、倒
幕軍に江戸城を明け渡した篤姫の、数奇な人生を検証。

天上の羊　砂糖菓子の迷児　薬屋探偵怪奇
譚

高里椎奈（著）
姉は妖に殺されたと考えた少女は、真相を求め、妖怪雑事相談所「深山
木薬店　改」へ。新店長リベザルは？　そして、ついに秋が！？

転生 篠田節子（著）
２０１１年度芸術選奨受賞作家。チベットを守れ！　黄金色のラマが西
蔵高原をかけぬける。

伝説なき地　【新装版】 船戸与一（著） 南米３部作第３弾！　船戸冒険小説の最高傑作（ベネズエラ篇）

天女湯おれん 諸田玲子（著）
粋で婀娜な、湯屋の女将、おれん。辻斬り、窃盗、心中、お家騒動。
次々と起こる騒動の中、おれんの恋は実るか!?

天女湯おれん　これがはじまり 諸田玲子（著）
江戸の町を焼き尽くした大火の後、雄雄しく湯屋と裏長屋の再興に向け
て奮闘するおれんと周囲の人々を描く、胸のすく爽やかな人情話。

天女湯おれん　春色恋ぐるい 諸田玲子（著）
江戸・八丁堀。お上の知らぬ隠し部屋があるおれんの湯屋が、鼠小僧な
らぬ鼬小僧に狙われる。一方、おれんに久しぶりに恋の予感が。

天の方舟（上） 服部真澄（著）
開発コンサルタントの重役になった黒谷七波。政府開発援助ＯＤＡのか
らくりを知った彼女は「裏金」の世界に身を染めることにする。

天の方舟（下） 服部真澄（著）
きれいごとでない「国際支援」の世界に飛び込んだ七波。出世街道をひ
た走る彼女に思わぬ悲劇が・・・・・！

天保図録１ 松本清張（著）
天保の改革を舞台に、政治の裏にうごめく野望と陰謀を描く壮大な時代
長編〈全５巻〉

天保図録２ 松本清張（著）
政治生命を天保の改革に賭けた水野忠邦とその配下の陰の策動を描く時
代長編〈全５巻〉

天保図録３ 松本清張（著） 水野忠邦の政治生命を賭した印旛沼開発だったが……。

天保図録４ 松本清張（著）
天保改革に便乗して私利私欲に狂奔する奸物たちの実態を鋭くえぐる時
代長編〈全５巻〉

天保図録５ 松本清張（著）
苛烈をきわめた天保改革も遂に破局へ！　その実相を鋭くえぐる時代長
編完結編〈全５巻〉

転落 永嶋恵美（著）
「驚愕」と「共感」の結末へいっきに誘われます。この強烈な読書体験
をぜひ皆さまにも！

天を衝く　秀吉に喧嘩を売った男九戸政実
（１）　　

高橋克彦（著）
秀吉に喧嘩を売った男・九戸政実の波瀾の生涯。吉川英治文学賞作家の
熱い想いが陸奥三部作完結編にふさわしい重厚な物語に仕上げた。

天を衝く　秀吉に喧嘩を売った男九戸政実
（２）　　

高橋克彦（著）
陸奥三部作完結編、「北の鬼」の激闘続く！　激変が続く戦国絵巻。物
語は佳境へ！

天を衝く　秀吉に喧嘩を売った男九戸政実
（３）　　

高橋克彦（著）
「北の鬼」九戸政実は五千の兵での篭城策で立ち向かう。戦いに勝った
九戸党が選択した道とは……。

ドアの向こう側 二階堂黎人（著）
わたしは渋柿信介、６歳児の探偵だ。元アイドルのルル子（ママ）とア
ルマーニが似合うケン一（パパ）を従えクールな推理を披露する。

Ｔｗｅｌｖｅ　Ｙ．Ｏ． 福井晴敏（著）
鬱屈した日々を送る自衛官募集員・平貫太郎の前に姿を見せた東馬修
一。自衛隊を辞めた東馬の活動とは……。

同期 今野敏（著）
最高の今野敏警察小説！　「教えてくれ。おまえはいったい何者なん
だ」あっと驚く展開の連続。駆け抜ける興奮の７００枚。

東京影同心 杉本章子（著）
御一新で姿を消した町奉行。捕り物一途だった元定回り同心・金子弥一
郎は、己と世の中にケリをつけるため、今日も東京を駆け抜ける。

東京家族
白石まみ（作）／山田洋次（原
案）／平松恵美子（原案）

老夫婦が子供たちに会いに東京にやってきた。次男の彼女に会い、母親
は安心するが……。山田洋次監督５０周年記念作品を完全小説化。

東京ＤＯＬＬ 石田衣良（著）
天才クリエイターの孤独を癒したのは、翼のタトゥを背負う少女。パー
フェクトな人形に恋をした男の物語。

道玄坂濃蜜夫人 南里征典（著）
日本に残された商社マン妻たちを訪ね、慰める本城。彼女たちの一人を
探るうちに、国際兵器輸出組織の噂が……。

慟哭　小説・林郁夫裁判 佐木隆三（著）
オウム「治療省大臣」にして地下鉄サリン事件の実行犯・林郁夫。その
慟哭の法廷から、未曾有の無差別殺人事件の真相に迫る。
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倒錯の死角　201号室の女　 折原一（著）
向かいのアパートに見える女の肢体に、つい目が吸い寄せられる。覗く
男と覗かれる女の妄想がエスカレートし、やがて怖るべき惨劇が。

頭取無惨 江上剛（著）
エリートとよばれた銀行員、６つの反乱！　彼らの生き方とは？金融業
界をリアルに描く経済小説誕生！

東福門院和子の涙 宮尾登美子（著）
二代将軍秀忠の娘和子は、徳川幕府のために後水尾天皇に輿入れした。
宮中での日々に戸惑いながらも、懸命に生きる姿を描いた感動作。

豆腐屋の四季　ある青春の記録 松下竜一（著）
労働の日々、惨めな生活、そして恋の成就。世代を超えて読み継がれた
感動のベスト・セラー！

逃亡くそたわけ 絲山秋子（著）
自殺未遂がばれて入院させられた「あたし」は、名古屋出身の「なごや
ん」を誘って病院から脱走する。車は福岡から阿蘇、さらに南へ。

逃亡戦犯 翔田寛（著）
昭和２０年。日系二世の軍曹、マイク・ミヤタケの標的はかつての「同
胞」だった。乱歩賞受賞の大ヒット作『誘拐児』の著者、第二弾。

透明な遺書 内田康夫（著）
父の死因に納得のゆかない娘・清野翠の手元には、中身のない“透明な遺
書”が残され、光彦は喜多方へと赴くが！

透明人間の納屋 島田荘司（著）
孤独な少年ヨウイチは、尊敬する真鍋さんが教えたように透明人間の存
在を信じている。不可解な誘拐事件、これはひょっとして…！？

遠くからの声 松本清張（著）
姉の新婚旅行へもやって来た妹の不思議な行動の意味とは……!?　人間
の深層の捉え、生の実存を問う推理作品群８編。

遠に呱々泣く八重の繭　薬屋探偵怪奇譚 高里椎奈（著）
中学校で不気味な転落事故が発生。調査のため、妖怪雑事相談所「深山
木薬店」店長の秋は、店員の座木を教師として潜入させるのだが。

遠花火　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
江戸の古本屋「だるま屋」の主人吉蔵は、街の噂を集めるお記録屋。そ
こに集まるさまざまな事件を描く、時代小説書下ろし第１弾。

ドーン 平野啓一郎（著）
人類で初めて火星に降り立ち、世界的ヒーローとなった佐野明日人。そ
の航行中何が起きたのか？Ｂｕｎｋａｍｕｒａドゥマゴ文学賞受賞

説き語り「源氏物語」 村山リウ（著）
「村山源氏」と呼ばれ親しまれた、村山リウが語りかける源氏物語の早
わかり。15人の女の生き様を、今を生きる女の心に通わせて語る。

時のカフェテラス 阿刀田高（著）
人生の休息点「時のカフェテラス」で過去をふり返る時、何が見える
か？　名手の傑作集。

時の密室 芦辺拓（著）
明治の殺人と学園紛争末期の刺殺。二つの迷宮入り事件と密室の謎を、
冤罪事件の調査をすすめる森江春策が明らかにする。

時の誘拐 芦辺拓（著）
大阪から東京へ向かう途上で起きた女子中学生誘拐事件と半世紀前の連
続絞殺事件を結ぶものとは？

時宗　巻の壱　乱星　 高橋克彦（著）
内部闘争に血を流しても、国のあるべき姿を求めねばならぬ。　武家政
治を築いた父子を描き「国を守るとは」を問う巨編。

時宗　巻の弐　連星　 高橋克彦（著）
父の志を受け、真に国をまとめる者となれ。少年・時宗は若き棟梁とし
て歩みだした。

時宗　巻の参　震星　 高橋克彦（著）
大陸を席巻する蒙古の皇帝クビライから、服属を求める国書が届く。若
き執権時宗は、未知の強敵蒙古との戦いを決意する。

時宗　巻の四　戦星　 高橋克彦（著）
蒙古軍襲来！　誰のため国を守るのか。国とはなにか。歴史の転換期を
生きた男たちを圧倒的迫力で描く怒涛の完結編！

刻謎宮（１）　彷徨篇 高橋克彦（著）
ミケーネ遺跡の王墓を発掘中にシュリーマンが目にしたもの――それは
十二年前に幕末の横浜で、勝海舟に贈った金時計だった――。

刻謎宮（２）　光輝篇 高橋克彦（著）
歪められた歴史を修復する鍵を握る沖田総司は、古代ギリシァでアン
ネ・フランクやヘラクレスとともに闘う――！

刻謎宮（３）　渡穹篇 高橋克彦（著）
峰飛麟の体を借りた沖田総司は、古代中国で“センター”から別々に派遣
された仲間を探す――。

刻謎宮（４）　登天篇 高橋克彦（著）
歴史を歪めてまで、坂本龍馬が追い求める夢とは。歴史を修復するた
め、幾多の難敵を斬り続ける沖田総司の正義とは――。

ドキュメント　太平洋戦争全史（上） 亀井宏（著）
真珠湾奇襲から終戦の大詔まで、１３４７日間の戦場から日本人の
「魂」の真実を描く。戦場体験者３００名の肉声をもとにした労作。

ドキュメント　太平洋戦争全史（下） 亀井宏（著）
真珠湾奇襲から終戦の大詔まで、１３４７日間の戦場から日本人の
「魂」の真実を描く。戦場体験者３００名の肉声をもとにした労作。

独眼竜政宗　最後の野望 志茂田景樹（著）
伊達政宗の忠臣片倉景綱の子・小十郎が語る、政宗の野望。遣欧使節に
託された打倒徳川へ密命。

特殊防諜班　連続誘拐 今野敏（著）
宗教団体教祖の誘拐事件が続発した。その陰に第二次世界大戦前からの
組織、遥か古代からの謎が存在していた。

特殊防諜班　組織報復 今野敏（著）
成田空港で爆破テロが発生した。当初、過激派の犯行と思われたが、真
相は新たなる攻撃だった……！

特殊防諜班　標的反撃 今野敏（著）
警視庁外事課の捜査員が射殺され、違法輸出問題が騒ぎになるなか、
「新人類委員会」の新たな陰謀が始動する。

特殊防諜班　凶星降臨 今野敏（著）
殺人、爆破テロ、凶行は続く……。過激派を装う者たちの犯行に真田
は!?　拉致されたザミルは敵首領と会見する！

特殊防諜班　諜報潜入 今野敏（著）
その男は武術の達人にしてたちまち宗教団体のカリスマに。そし
て……、新人類委員会はどう動く!?

特殊防諜班　聖域炎上 今野敏（著）
都心で想定外のテロが発生した。解明された驚愕の真相、高貴なる新た
な敵手。敵組織の大規模作戦の狙いはどこに!?
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読書の旅　愛書家に捧ぐ 森本哲郎（著）
個人的な読書の旅は、普遍的な精神の遍歴、魂の成長の物語として、静
謐な喜びを伝えてくる。

特捜崩壊 石塚健司（著）
戦後日本の「正義」を体現してきた地検特捜部。近年、その捜査に見受
けられるようになった危うさの実態を探る。

毒と蜜 勝目梓（著）
「あなたのファンなの」ＡＶ男優に悪魔の囁き！　パトロンだという老
人夫婦を交えたことから事態は一変するが……。

毒薬の輪舞　 泡坂妻夫（著）
都下の精神病院で続発する奇怪な毒殺事件！　殺人鬼を追う名物刑事・
海方の推理が冴える。

とげ抜き　新巣鴨地蔵縁起 伊藤比呂美（著）
本書は詩であり、語り物であり、また、すべての苦労する女たちへの道
しるべである。

トスカの接吻　オペラ・ミステリオーザ 深水黎一郎（著）
芸術探偵シリーズ第２弾。華麗なるオペラの舞台で完全犯罪の幕が上が
る！

渡世人 石月正広（著）
国定忠治の子分で「赤城の子守唄」の主人公・浅太郎。幕末の動乱期を
駆け抜けた渡世人の生涯を、独自の歴史観、死生観から活写する。

どちらかが魔女　Ｗｈｉｃｈ　ｉｓ　
ｔｈｅ　Ｗｉｔｃｈ？　森博嗣シリーズ短
編集

森博嗣（著）
「ぶるぶる人形にうってつけの夜」「誰もいなくなった」「刀之津診療
所の怪」「マン島の蒸気鉄道」ほか著者自身のセレクトによる８編

十津川警部　愛と死の伝説（上） 西村京太郎（著） 能登、青森、四国の剣山、そして北アルプスに十津川は何を見たか？

十津川警部　愛と死の伝説（下） 西村京太郎（著）
若い女性の被害者四人はなぜ“聖地”で発見されたのか。事件のカギはい
わくつきの愛の館に。

十津川警部「悪夢」通勤快速の罠 西村京太郎（著）
東京を横断する中央線で八王子から都心まで通うサラリーマンの本間。
ある終電で彼と乗り合わせた顔見知りの男が殺されて……

十津川警部　帰郷・会津若松 西村京太郎（著）
美女への憧れを抱く男が引き起こした殺人事件。“義憤”が招いた悲劇に
ふたたび十津川は立ち向かう。

十津川警部　君は、あのＳＬを見たか 西村京太郎（著）
空、水、アメリカ、子供、金。５つの言葉が指すＳＬを当ててみろ。で
きなければ人質は殺す。誘拐犯から届いた殺人予告に、十津川は？

十津川警部　幻想の信州上田 西村京太郎（著）
死体に置かれた六文銭。暗躍する真田家子孫。刺殺体の顔に六枚の一文
銭が置かれるという奇妙な事件が立て続けに発生。

十津川警部「荒城の月」殺人事件 西村京太郎（著）
名曲が呼び起こす悲劇の連鎖に十津川が挑む若くして亡くなった作曲
家・滝廉太郎。彼が遺したはずの幻の楽譜を巡り殺人が。

十津川警部　湖北の幻想 西村京太郎（著）
時代小説作家・広沢は妻を戦国時代の美女になぞらえて「お市の方」と
呼んでいた。そして妻の愛人が刺殺体となって発見され……

十津川警部　五稜郭殺人事件 西村京太郎（著）
函館新撰組を名乗り、親会社に反旗を翻し新会社を起こそうとした若手
技術者たち。しかしその設立寸前に中心メンバーが殺されて……。

十津川警部　白浜へ飛ぶ 西村京太郎（著）
東京で商社マンが殺され、彼の恋人も空港のトイレで殺害された。彼女
の部屋には「死ね！」という赤い文字が。十津川警部の推理は？

十津川警部　千曲川に犯人を追う 西村京太郎（著）
幼女連続殺人事件の容疑者として、名人戦に挑戦中のプロ棋士が捜査線
上にあがった。十津川の推理は？

十津川警部　長良川に犯人を追う 西村京太郎（著）
東京・上野でホームレスのテントが燃え、十六人が焼死した。放火か？
十津川と亀井は、火元の男性の出身地、岐阜・長良川に乗り込む！

十津川警部　西伊豆変死事件 西村京太郎（著）
西新宿で変死体として発見された女性が、５年前に西伊豆で溺死してい
たという情報がもたらされる。捜査が難航する中、十津川は？

十津川警部の怒り 西村京太郎（著）
鉄道を舞台に張り巡らされた緻密なトリック。捜査線上に浮かんだ容疑
者には寝台特急に乗っていたという鉄壁のアリバイが。

十津川警部　姫路・千姫殺人事件 西村京太郎（著）
骨董品の鑑定番組に千姫の末裔を名乗る美女が出演。一躍、注目をあび
た彼女に接近した者は次々無惨な死を遂げて……。

十津川警部　みちのくで苦悩する 西村京太郎（著）
京都、山形、盛岡、十津川のトラベル推理！　十津川警部の推理が冴え
る全４編の傑作ミステリー集。『北への殺人ルート』改題

特攻 御田重宝（著）
最後の証言と機密資料を掘り起こし、人間兵器にまつわる悲痛なドラマ
を綿密にたどる。

とってもカルディア 岡嶋二人（著）
ペア探偵、織田貞夫・土佐美郷、『三度目ならばＡＢＣ』に登場した、
大男と小女の愉快な「山本山コンビ」が、“死体なき殺人事件”に挑む。

突破　ＢＲＥＡＫ 西村健（著）
大蔵省の若き官僚・尾谷は、腐りきった官房長・村井の殺害を密かに計
画していた。一方、全国各地で指を切断された死体が発見され……

ドッペルゲンガー宮　《あかずの扉》研究
会流氷館へ　

霧舎巧（著）
尖塔が屹立する奇怪な洋館で恐るべき悲劇が発動する。正統派ミステ
リーのスピリットあふれる第１２回メフィスト賞受賞作！

届かぬ想い 蘇部健一（著）
小説家を夢見る小早川嗣利は、運命の赤い糸を感じ、広子と結婚。だ
が、幸せな生活は長くはつづかず……。

翔べ！　はぐれ鳥　立ち直った崩壊家庭の
子供たち

小林道雄（著）
乳児院や養護施設に預けられ、家庭生活を知らずに育てられた子供たち
の心の病気の原因を、新しい角度から追跡する。

ともしびマーケット 朝倉かすみ（著）
ともしびスーパーマーケットを行き交うさまざまな人生。その人生もま
た交わり合う。平凡な日常に点る小さな灯りを描いたほろ苦い物語

ともだち刑 雨宮処凛（著）
最も多感な年頃の少女たちの心を見つめ、人間関係のあやうい緊張を切
なく描いた長編小説。
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友を選ばば柳生十兵衛 荒山徹（著）
同時代の無敵剣士が繰り広げる冒険活劇。ダルタニャンと柳生十兵衛が
夢の競演！

ドリーマーズ 柴崎友香（著）
目の前にある現実が、ふと夢のように思える。夢に見る情景はどこかす
ごくリアル。夢と現実の裂け目からあふれ出す豊かな世界を描く。

被取締役新入社員 安藤祐介（著）
デブでグズで高卒の鈴木信男は、なぜか一流企業の採用試験に合格す
る。案の定、うまい話には裏があった！　ドラマ原作大賞受賞作。

トリック・シアター 遠藤武文（著）
東京と奈良での同一犯による同時殺人。閉鎖病棟内での密室殺人。『プ
リズン・トリック』の乱歩賞作家による、想定外ミステリー。

トレイシー　日本兵捕虜秘密尋問所 中田整一（著）
太平洋戦争で捕虜となった日本兵から、アメリカはいかなる手段でどん
な情報を入手していたのか。講談社ノンフィクション賞受賞作。

トワイライト博物館 初野晴（著）
僕に遺された奇妙な博物館、そこは、脳死患者と時間旅行を供にする極
秘実験の場だった。注目の著者がおくるファンタジックミステリー。

どんなに上手に隠れても 岡嶋二人（著） 収録中に歌手が誘拐？

ナイン 井上ひさし（著）
「私」の東京物語少年の日の熱い感動とレギュラ－９人のその後の人生
を語る表題作「ナイン」等の短編連作集。

直江兼続と関ヶ原の戦いの謎　〈徹底検
証〉

加来耕三（著）
上杉景勝の家臣でありながら、秀吉、家康らを魅了した男・直江兼続。
「利」を求める戦国時代に、「愛」を貫いた生き様を描く。

長い失恋 甘糟りり子（著）
出会い、別れ、逢瀬、再会……ちりばめられた欲望と哀切を集めて紡ぎ
あげた、１０のラブストーリー。

仲蔵狂乱 松井今朝子（著）
「いよっ仲蔵、日本一！」不世出の歌舞伎役者が辿る波乱の生涯を、熱
い共感の筆致で描く。時代小説大賞受賞作。

中指の魔法 片島麦子（著）
黒革の長手袋を常につけている祖母の「おおばあ」。おおばあの不思議
な力と、「呼吸」の秘密とは。色鮮やかなぼくの成長物語

泣きぼくろ 安部譲二（著）
水田がせっかく密告までして救ってやっても刑務所行き。男の生き方を
貫くヤクザの哀歓。

泣き虫しょったんの奇跡　完全版　サラ
リーマンから将棋のプロへ

瀬川晶司（著）
将棋に殺され将棋を憎んだ男はなぜ再び立ち上がることができたのか。
無気力少年が歴史に残る奇跡を成し遂げる。

泣く子と小三郎　半次捕物控 佐藤雅美（著）
お騒がせ男の蟋蟀小三郎にも弱みがあった！？　絶好調の大人気シリー
ズ第５弾。

なぜぼくはここにいるのか　 横尾忠則（著）
仕事や家庭、旅や交友の場での感動や感慨を綴る。70年代前半の横尾忠
則の全存在をたたみこんだエッセイ集。

謎解きが終ったら　法月綸太郎ミステリー
論集

法月綸太郎（著）
名探偵・法月綸太郎シリーズで活躍中の著者が、実作者としての立場か
ら他の作家の作品を鋭く分析。ミステリーファン必携の評論集！

謎の１セント硬貨　真実は細部に宿る　
ｉｎ　ＵＳＡ

向井万起男（著）
「宇宙飛行士・向井千秋さんのご主人」である万起男さんと奥様のレア
でディープなアメリカドライブ旅行記。講談社エッセイ賞受賞作。

なぞの転校生 眉村卓（著）
中学に転入してきたイケメンの転校生典夫は勉強もスポーツも万能。同
級生の広一らが典夫の行動に翻弄されるＳＦジュブナイル決定版。

納豆の快楽 小泉武夫（著）
発酵食品の王様・納豆のすべてを語る、おもしろ食エッセイ。納豆の歴
史、糸の正体、旨さの秘密、納豆怪食レシピなど盛りだくさん！

夏の約束 藤野千夜（著）
ゲイのカップルを中心に若者たちの日常を温かい視線で淡々と描き、芥
川賞を受賞した表題作と「主婦と交番」を収録。

夏のレプリカ　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
封印された夏の日の記憶！　眩い夏、不可解な誘拐事件、蘇る過去
――。真実は、偶数章だけで明かされる。

夏のレプリカ-1　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
封印された夏の日の記憶！　眩い夏、不可解な誘拐事件、蘇る過去
――。真実は、偶数章だけで明かされる。

夏のレプリカ-2　REPLACEABLE SUMMER 森博嗣（著）
封印された夏の日の記憶！　眩い夏、不可解な誘拐事件、蘇る過去
――。真実は、偶数章だけで明かされる。

夏ほたる　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
湯治客の子を孕み江戸にやってきた箱根の湯宿の女を助けた伊織。相手
の男は行方知れずになっていた。文庫書き下ろしシリーズ第６弾。

夏を喪くす 原田マハ（著）
危篤の夫の口座に毎月振り込まれていた謎のお金。振込み人を探して妻
は高知へ。静かな町並みに響く路面電車の音。女が覚悟する瞬間…

七回死んだ男 西澤保彦（著）
連続殺人の被害者はすべて同一人物だった！　七回殺された祖父を救う
ため、時間の「落し穴」の謎に挑んで少年探偵が奮闘する。

ナナフシの恋～Ｍｉｍｅｔｉｃ　
Ｇｉｒｌ～

黒田研二（著）
意識不明のクラスメイトから届いた一通のメール。集められた男女６
人。教室に残された謎の数々が彼女に起こった事件を明らかにする。

なにもしてない 笙野頼子（著）
“ナニモシテナイ”幸福な私を脅かすのは？、現実と幻想を往還するモノロ
－グの世界を描いた野間文芸新人賞受賞の表題作ほか２編。

七日間の身代金 岡嶋二人（著）
音楽家カップルの千秋と要之介。ある日、富豪の後添いとなった友人か
ら、弟と先妻の息子が一緒に誘拐されたと相談を受ける。誘拐と密室の
二重の謎とは？

那覇心中 梶山季之（著）
青年は年上の女性の性技に溺れ、人生の歯車が狂いだす。二人の間の壮
絶な葛藤とその驚くべき結末。

ナポレオン狂 阿刀田高（著）
ダール、スレッサーに匹敵する短篇小説の名手が、卓抜の切れ味を発揮
した直木賞受賞の傑作集。

120 / 204



名前探しの放課後（上） 辻村深月（著）
タイムスリップで三ヵ月前に戻った依田いつか。これから起こる「誰
か」の自殺を止めるため、放課後の「名前探し」を始める。

名前探しの放課後（下） 辻村深月（著）
終業式の日、自殺するのは誰なのか。判明したその「容疑者」を見守
り、自殺を止めようとするいつかたち。そしてその日がやってきた…

涙のドロップス 永井するみ（著）
３人の３０代女性が抱える、愛を渇望する気持ち、新たな恋愛へのため
らいなど、いじましくも繊細な女心を克明に描く。

涙はふくな、凍るまで 大沢在昌（著）
日本一不運なサラリーマンと……マフィア！　北海道を訪れた坂田。謎
の美女を助けたことから、ロシアンマフィアに目を付けられ……。

平城山を越えた女 内田康夫（著）
古都を舞台にくりひろげる浅見光彦と美果の推理行。やがて行方不明の
新薬師寺秘仏をめぐり彼らと意外な関連性が浮上するが……

鳴子守　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
埋蔵金騒動に絡む殺人の裏に悲運の姉弟あり南原家の埋蔵金騒動に絡ん
で、穴掘り人足が次々と殺される。

南海の首領クニマツ 志茂田景樹（著）
豊臣秀頼の遺児・国松は生きていた！　高山右近が秘かに持ち出した豊
臣家の莫大な軍資金はどこに。南洋を舞台にした大活劇ロマン。

なんでもない話 青木玉（著）
「目に残る花」「ナスの茶筅煮」「真夜中のお茶」「仕舞ネコ」等、身
辺のささやかな思いと記憶を優しく拾った瑞々しいエッセイ集。

なんでも屋大蔵でございます 岡嶋二人（著）
こういう商売をやっておりますと色々と珍妙な事件に遭遇しますもんで
──鋭い勘と名推理で難事件を次々解決する便利屋・釘丸大蔵（くぎま
るだいぞう）の事件簿。

南天 東郷隆（著）
「忠臣蔵」の悪党、大野九郎兵衛秘話ほか歴史の間隙を鮮やかに描き出
す東郷隆の傑作歴史短編集。

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃１ あさのあつこ（著）
『バッテリー』のあさのあつこが描く破滅と希望の物語。理想都市
《ＮＯ．６》で二人の少年の運命が交錯する！

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃２ あさのあつこ（著）
聖都市《ＮＯ．６》を追われた紫苑がはじめて目にする外の世界、そし
て現実。これが「現実（リアル）」なのか!?

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃３ あさのあつこ（著）
紫苑とネズミは沙布の救出に向かうのか!?　絶望も希望も許されない
――そんな世界に僕たちは生きる!!

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃４ あさのあつこ（著）
友情より、愛情より大切なもの。考えてみた。救いに行ったら死んでし
まうだろう――そして【人狩り】が始まる！

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃５ あさのあつこ（著）
治安局員に連行された沙布を救うため、矯正施設内部へと潜り込んだ紫
苑とネズミ。想像を絶することが待ち受けているとも知らず――。

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃６ あさのあつこ（著）
矯正施設に潜り込んだ紫苑とネズミ。地下で出会った長老から、
ＮＯ．６が犯した侵略と虐殺の歴史を聞かされ……謎が謎を呼び寄せ
る。

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃７ あさのあつこ（著）
ＮＯ．６の地下に潜った紫苑とネズミは矯正施設の扉をこじ開け内部へ
進入する。二人を待ち受けていたのは変わり果てた沙布の姿だった

ＮＯ．６〔ナンバーシックス〕　＃８ あさのあつこ（著）
矯正施設でついに沙布との再会を果たした紫苑。だが、再会は決して喜
ばしいものではなかった……壊れ始めたＮＯ．６で紫苑とネズミは

新潟発「あさひ」複層の殺意 峰隆一郎（著）
新潟発「あさひ」１１号車で連続殺人事件発生。男と女の愛欲が殺意を
呼ぶ官能ミステリー。

にぎやかな悪霊たち 都筑道夫（著）
いろんな幽霊騒動の解決を引きうけたオカルト研究所は悪戦苦闘。愉快
な現代お化け物語。

にぎやかな天地（上） 宮本輝（著）
「日本の発酵食品を後世に伝える」豪華本の編集を依頼された船木聖司
は、糠漬、熟鮓、醤油などの取材で、微生物の世界に魅了される。

にぎやかな天地（下） 宮本輝（著）
醗酵食品の取材を進める一方、父の死や祖母をめぐる思いがけない過去
から、新たな出会いが……。発酵を通して見えてくる人生の営み。

肉狩り 勝目梓（著）
クリスチャンの母と学者の父、評論家の兄を持つ道夫は、兄の結婚後、
美しい義姉を犯すという野望を持つが……!?

肉体の狩人 南里征典（著）
射殺事件の犯人捜しを依頼された男は、謎の女を求め、秘書、社長令
嬢、スチュワーデスと女体狩りを始めた！

逃げ出した死体　伊集院大介と少年探偵 栗本薫（著）
自分の家に突然、死体が転がっていたら──探偵を夢見る１４歳の少年
が、自分の家庭に降りかかってきた怪事件の謎解きに挑む。

ニサッタ、ニサッタ（上） 乃南アサ（著）
社長が夜逃げして、いきなり職を失った片貝耕平。人材派遣でもうまく
行かず転げ落ちるようにホームレスになった若者に未来はあるか？

ニサッタ、ニサッタ（下） 乃南アサ（著）
住み込みの新聞配達で何とか借金を返し終えた耕平は、ようやく東京に
見切りをつけて知床の実家に戻る。が、正社員への道は険しい。

西鹿児島発「交換殺人」特急 峰隆一郎（著）
二つの警察署の威信をかけた捜査でも解けぬ列車と航空機の鉄壁のアリ
バイ・トリック！

虹の刺客（上）　小説・伊達騒動 森村誠一（著）
伊達政宗を超える大器と期待された３代藩主綱宗は策謀にかかり、２０
歳にして隠居。重臣原田甲斐は、密かに起死回生を図っていたが？

虹の刺客（下）　小説・伊達騒動 森村誠一（著）
主家の存亡はたった一人の刺客に託された。伊達家重臣皆殺しの策謀渦
巻く中、刺客虎之助は壮絶にも主君の盾となった。

似せ者 松井今朝子（著）
時は江戸。歌舞伎の名優のそっくりさんが二代目を名乗り、人々は熱狂
して迎えるが……。表題作含め全４編収録。

日月めぐる 諸田玲子（著）
岩場から、美しくも危険な渦を覗き込む人々は、巻き込まれるようにそ
の人生を変えてゆく。生きるとは？
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日輪の遺産 浅田次郎（著）
帝国陸軍が終戦直前に隠したという財宝の真実が、今、明らかに。『蒼
穹の昴』の原点、幻の近代史ミステリー。

ニッポンのサイズ　身体ではかる尺貫法 石川英輔（著）
一刻は２時間、一寸は３ｃｍ、一貫は４ｋｇ。これってホント？　身体
基準で合理的！　おなじみ江戸博士が解説する今昔単位の便利帳

二分割幽霊綺譚 新井素子（著）
仮性半陰陽のおれ、もぐらの女王、吸血鬼の美女たちがくりひろげる奇
妙な冒険の物語。

１／２の騎士 初野晴（著）
友情、狂気、恋、謎解き、青春――ファンタジックな世界観が脳内を駆
け巡る誰も読んだことのないミステリー!!

日本型リーダーの条件 山本七平（著）
新しい時代の状況に対処し、組織を動かし、人心を掌握するコツを様々
な視点から示す。

日本交響楽(1)　満州篇（上） 豊田穣（著）
戦争と人間、戦争と国家。昭和を生きることの意味は？　激動の時代を
描く現代史小説。

日本交響楽(2)　満州篇（下） 豊田穣（著）
戦争と人間、戦争と国家。昭和を生きることの意味は？　激動の時代を
描く現代史小説。

日本交響楽(3)　大陸篇（上） 豊田穣（著）
戦争と人間、戦争と国家。激動の昭和に生きる日本人の運命を描く。現
代史大河ロマン。

日本交響楽(4)　大陸篇（下） 豊田穣（著）
戦争と人間、戦争と国家。激動の昭和に生きる日本人の運命を描く。現
代史大河ロマン。

日本交響楽(5)　太平洋編（上） 豊田穣（著）
三国同盟、真珠湾攻撃と日米決戦は進む。倉田は飛行兵で戦場へ。日本
の悲劇描く巨編。

日本交響楽(6)　太平洋編（下） 豊田穣（著）
三国同盟、真珠湾攻撃と日米決戦は進む。倉田は飛行兵で戦場へ。日本
の悲劇描く巨編。

日本交響楽(7)　完結篇 豊田穣（著）
敗戦を迎える日本。人は今後をどう生きる!?　戦争と人間、激動の昭和
を描く大河ロマン。

日本人の精神史　第一部　古代知識階級の
形成

亀井勝一郎（著） 芸術院賞・菊池寛賞受賞、亀井勝一郎畢生の著作。四部作中の第１作。

日本人の精神史　第二部　王朝の求道と色
好み

亀井勝一郎（著） 芸術院賞・菊池寛賞受賞、亀井勝一郎畢生の著作。四部作中の第２作。

日本人の精神史　第三部　中世の生死と宗
教観

亀井勝一郎（著） 芸術院賞・菊池寛賞受賞、亀井勝一郎畢生の著作。四部作中の第３作。

日本人の精神史　第四部　室町芸術と民衆
の心

亀井勝一郎（著） 芸術院賞・菊池寛賞受賞、亀井勝一郎畢生の著作。四部作中の第４作。

日本鉄道物語 橋本克彦（著）
鉄道に賭けた島安次郎・秀雄の父子二代にわたる“熱き技術者魂”を描く
ドキュメント。

日本の鶯　堀口大學聞書き　 関容子（著）
生涯を通じての友佐藤春夫との交遊、恩師与謝野寛・晶子夫妻の思い出
など、恋と文学と人生について大詩人は親しく語りつづける。

日本の中の朝鮮文化（１）　 金達寿（著）
古代朝鮮からの渡来人を考えずに、日本の文化は語れない。著者ライフ
ワークの第１巻は関東編。

日本の中の朝鮮文化（２）　 金達寿（著）
古代朝鮮からの渡来文化を考えずには日本文化は語れない。著者ライフ
ワークの第２巻は山城・摂津・和泉・河内を訪ねる。

日本の中の朝鮮文化（３）　 金達寿（著）
高松塚古墳の壁画にも朝鮮文化が色濃く投射されていた！　隠された日
本古代史の真相をあぶり出し、新しい光をあてる第３巻。

日本の中の朝鮮文化（４）　 金達寿（著）
黒潮に洗われる紀伊・伊勢を舞台に、波にのって渡来した古代朝鮮文化
の跡を探る。著者ライフワークの第４巻。

日本の中の朝鮮文化（５）　 金達寿（著）
朝鮮渡来の文化を北陸＝日本海側諸地に探る。著者ライフワークの第５
巻。若狭・越中・能登・越後ほか。

日本の中の朝鮮文化（６）　 金達寿（著）
山陰道の丹波・但馬から山陽道の播磨・吉備の各地を踏査し、古代朝鮮
文化の系譜を探る。

日本の中の朝鮮文化（７）　 金達寿（著）
静岡・山梨・長野・愛知・岐阜の各地を踏査し、古代朝鮮文化の渡来
ルートを検証する。

日本の中の朝鮮文化（８） 金達寿（著）
朝鮮渡来文化の跡を鳥取・島根・山口に辿り、日本古代史の実像に迫る
歴史紀行シリーズ。

日本の中の朝鮮文化（９） 金達寿（著）
香川・愛媛・徳島・高知の各地史跡を訪ね、渡来した朝鮮文化の系譜を
解く＜歴史発見の旅＞。

日本の中の朝鮮文化（10） 金達寿（著）
福岡、大分の各地に残された古代朝鮮の文化を探り、謎の渡来ルートを
解明する歴史紀行。

日本の中の朝鮮文化（11） 金達寿（著）
佐賀・長崎・熊本・鹿児島の各地を踏査し、古代朝鮮文化の渡来ルート
に迫る歴史紀行。

日本の中の朝鮮文化（12） 金達寿（著）
東北・北海道を踏査し、日本各地に残される古代朝鮮文化探訪の２５年
に及ぶ偉業が完結！

入営（『歩兵の本領』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

女薫の旅 神崎京介（著）
美貌の教師、先輩、旅館の若女将……。大地は男として初めての快感を
味わう。「週刊現代」連載で話題となった官能ロマン。
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女薫の旅　灼熱つづく 神崎京介（著）
風呂場で、図書館で、海の中で……。大地は次々と出会う女性との快感
の深みにはまっていく。「女薫の旅」第２弾登場！

女薫の旅　激情たぎる 神崎京介（著）
体験ごとに深まる愛の“競艶”。看護婦、先輩のお母さんにも誘われ、大
地“官能”を行く。シリーズ第３弾。

女薫の旅　奔流あふれ 神崎京介（著）
山神大地は中学の同級生だった和子と再会、愛し合う。さらに、ゆかり
のお母さんとはトイレの中で…

女薫の旅　陶酔めぐる 神崎京介（著）
山神大地は島野先生に呼びだされ、久しぶりに燃えあがった。同じ学年
の淳子、先輩のゆかり、ゆかりのお母さん、大学生の奈々も登場。

女薫の旅　衝動はぜて 神崎京介（著）
同級生の淳子からは部屋に招かれ、新任の川上先生にもバスルームで快
感を味わう。さらに人妻・幸子や同年の雪乃と肌を合わせる。

女薫の旅　放心とろり 神崎京介（著）
休みに東京から帰ってきたゆかりと、そしてお母さんとも久しぶりに愛
を交わし、再婚して出てゆく旅館の若女将とラストラブに燃える。

女薫の旅　感涙はてる 神崎京介（著）
同級生の杉江淳子をはじめ川上先生とはプールのシャワー室で交わり、
一人住まいの３６歳・吉野美千子とは誘われるまま燃え、さらに…

女薫の旅　耽溺まみれ 神崎京介（著）
同級生、ホステス、サッカー部コーチの恋人……。癒し癒され愛されて!!
　人情の機微にふれて大地、ひとまわり大人に！

女薫の旅　誘惑おって 神崎京介（著）
水沢先生と林の中で月の光を浴びながらお互いを晒け出し……。大地、
心の襞もふるえ やさしく、大胆に……。

女薫の旅　秘に触れ 神崎京介（著）
高校の先輩・小泉ゆかりに誘われ、東京へ２泊の旅へ。デパート案内嬢
との再会、お母さんとの逢瀬。夏休み編堂々完結。　官能１１弾！

女薫の旅　禁の園へ 神崎京介（著）
大地は京都へ。かつてアルバイトしていた旅館の若女将・麻子に再会す
る。　人気シリーズ１２作目。

女薫の旅　色と艶と 神崎京介（著）
京都の修学旅行先で、東京から来ていた高校生、岡本由美に惹きつけら
れる大地。先輩の母親、小泉奈津江を訪ねる大地。官能１３弾。

女薫の旅　情の限り 神崎京介（著）
クリスマスパーティに、同級生の女子から誘われた大地。参加者は４
人。同級生のカップルと大地、そして彼女の姉だった。官能１４弾！

女薫の旅　欲の極み 神崎京介（著）
大学生の小泉ゆかり、お母さんの奈津江は、大地の魅力は若さゆえの好
奇心だと、その躯でアドバイスする、新年の幕明け。官能１５弾！

女薫の旅　愛と偽り 神崎京介（著）
彼女を抱いていいのか――大地、最大の葛藤受験前に体が疼いてしまう
先輩。大地を好きな娘が入院してしまったお母さん。官能１６弾！

女薫の旅　今は深く 神崎京介（著）
高校卒業後東京へ行く才媛と、階下に両親がいる彼女の部屋で「最後の
一夜」を過ごす――人気シリーズ第１７弾！

女薫の旅　青い乱れ 神崎京介（著）
舗旅館の主人と再婚した麻子と、偶然三島で再会した大地。二人は久し
ぶりに交わるが。人気シリーズ第１８作。

女薫の旅　奥に裏に 神崎京介（著）
女教師、宿のおかみ、同級生……とさまざまな女性とのめくりめく官能
から少年は何を学ぶ。

女薫の旅　空に立つ 神崎京介（著）
妖しく挑発する保健の先生、修善寺を訪れた人気アイドル。女性との出
会いで成長していく高校三年の大地。シリー第ズ２０弾！

女薫の旅　八月の秘密 神崎京介（著）
大地、高校生最後の夏。一学期の終業式の日の夜、学校では厳しい進路
指導の森口先生から自宅のアパートに来るように命じられて……。

女薫の旅　十八の偏愛 神崎京介（著）
部活のサッカーを卒業して本格的な受験勉強に向けて、気持も新たな新
学期。大地は気になっていた新妻と図書館でばったり会って……。

ニライカナイの空で 上野哲也（著）
１９６３年、炭坑町・田川。父の破産でひとり見知らぬ土地に放り出さ
れた少年・新一を待っていたのは、炭坑夫の息子竹雄だった。

人形はライブハウスで推理する 我孫子武丸（著）
腹話術師が操る「やんちゃな人形」が名探偵ライブハウスで麻薬の売人
が刺殺された。　幼稚園教諭・　妹尾睦月の弟に殺人の疑いが！

人間　井深大 島谷泰彦（著）
学生時代から天才的発明家として名を馳せた、ＳＯＮＹ創業者井深大。
その胸を打つ生き方を綿密な取材によって描き出した珠玉の評伝。

人間小唄 町田康（著）
国民の無意識に影響力を及ぼして混乱を招来する糺田両奴の文学を根底
から破壊する。罠にはまった糺田に課された難題の行き着く果て。

人間は考えるＦになる 森博嗣（著）／土屋賢二（著）
超文系と超理系、こんなに違うものなのか！　専門も興味も異なる二人
の対談集。土屋賢二の初短編小説も収録。

刃傷　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
江戸城で斬りつけられた併右衛門。殿中で脇差の白刃をさらしてしま
い、切腹お家断絶も覚悟する。筆で生きてきた奥右筆に秘策はあるか

抜討ち半九郎 池波正太郎（著）
抜討ちの達人関根半九郎は、許嫁を犯した上役を斬り、破牢して盗賊の
群に落ちた。他６編を収録。

暖鳥　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
大身の旗本の弟で、柳生新陰流師範の好男子、秋月伊織は、江戸の噂を
商うだるま屋の見届け人として、町の事件の数々を見届ける。

盗まれた抱擁 阿部牧郎（著）
妻とのアフリカ旅行中、不意に訪れた人妻との不倫の夜。だが、その情
事は何者かに盗撮されていた……。

塗られた本 松本清張（著）
出版社を経営する紺野美也子は、その魅力で大流行作家に近づくが、作
家の欲望の影が、しだいに彼女を追いつめ……。

猫にかまけて 町田康（著）
私には友人が四頭います。ココア、ゲンゾー、ヘッケ、奈奈。彼らとの
交流を、文章と著者自らの写真でとらえたフォトエッセイ。

猫のあしあと 町田康（著）
縁あって町田家にやって来た猫たち。自宅だけでなく仕事場にも一頭、
二頭と住み始め……。ロングセラー『猫にかまけて』待望の第二弾
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猫の神様 東良美季（著）
この空の何処かに猫の神様がいるような気がする。彼が死んだのは穏や
かな朝だった。独身ライターとその小さな家族の愛と孤独の物語。

ねこの恋 大石静（著）
体だけじゃダメ……言葉にも敏感になって。人気脚本家が大胆に語った
ドッキリ＆ホロリとさせられるエッセイ。夫君のイラストを添えて、電
子文庫版新装発表。

猫の事件 阿刀田高（著）
大金持ちの老女の愛猫を誘拐、百万円せしめたら意外にも……。ショー
トショート傑作集。

猫の舌に釘をうて 都筑道夫（著）
最愛の女性のために考えた代償殺人行為。ところが展開は意外や意外。
ミステリイの難題一人三役に挑んだ傑作。

猫弁　天才百瀬とやっかいな依頼人たち 大山淳子（著）
ＴＢＳドラマ原作大賞作が早くも文庫化。お人好しの弁護士が依頼され
たのは盗まれた遺体の捜索！？　ハートフル・ミステリの誕生！

猫弁と透明人間 大山淳子（著）
お見合い３１連敗の後プロポーズされた天才弁護士・百瀬の元に透明人
間から一通のメールが届く。１０万部突破の好評シリーズ第２弾！

猫魔温泉殺人事件 吉村達也（著）
重役の葬儀に参列した課長のス－ツの色はなんと白。その意味は？　奇
妙な名前の温泉地で起きた愛憎殺人事件！

猫間地獄のわらべ歌 幡大介（著）
江戸の下屋敷では”密室”の蔵で藩士の骸が見つかる。国許ではわらべ唄
の通りに次々と首斬り死体が。奇っ怪、仰天のミステリ時代小説

猫丸先輩の空論 倉知淳（著）
ベランダに毎朝置かれるペットボトル、事故現場に集結するタク
シー……。童顔探偵・猫丸先輩が、日常にあふれる謎をすらりと解決。

猫を数えて 阿刀田高（著） 恋の成就のための必須課目!?　男と女の愛のレッスン10教程！

寝ずの番 中島らも（著）
笑いのツボをビシリと突く“らも節”全開！　笑撃的な下ネタを含んでいる
ので声に出しては読まないでください。

熱血ポンちゃんが行く！ 山田詠美（著）
愛称“ポン”こと山田詠美の痛快エッセイ。大人気『ポンちゃん』シリーズ
の原点。

熱血ポンちゃんが来りて笛を吹く 山田詠美（著）
コージーな空間を求め日夜奔走するポンちゃんと仲間たち。ますますス
ウィートでデリシャスな人気エッセイ。

熱血ポンちゃんは二度ベルを鳴らす 山田詠美（著）
元気でマイペース　だから人生パラダイス。楽しくおしゃれに。そして
本音で語る、目からウロコの素敵な一冊！

眠りの牢獄 浦賀和宏（著）
階段から落ちて昏睡状態になってしまった女性。その事件の鍵を握る三
人がシェルターに閉じこめられ起きた次なる悲劇とは？

眠れない 勝目梓（著）
これが大人の愛！　もっと熱く、もっと激しく。性愛の極致を描き切っ
たエロチック短編集。

眠れぬ夜の殺人 岡嶋二人（著）
体に触れただけで、酔った相手は倒れ、打ち所が悪く死んでしまった。
そういった見解で、逮捕されなかった加害者に、死者から脅迫状が届
く！

眠れぬ夜の報復 岡嶋二人（著）
「なぜ僕の家が狙われたんだ」16年前、押込み強盗に両親と妹を殺され
たプロボウラー草柳は、偶然見付けた盗品のボールに犯人の手掛りをつ
かむ。

年に一度、の二人 永井するみ（著）
同じ日に同じ場所で一年後に会う約束をして別れる二組の男女。一年後
の約束に思いを募らせるＯＬの姿を、香港を舞台に描く。

脳男 首藤瓜於（著）
連続爆弾犯のアジトにいた、心を持たない男。精神鑑定を担当する医
師・鷲谷真梨子は、彼の本性を探ろうとするが……。

野川 古井由吉（著）
急逝した友人からの遺贈として届いた一枚の絵地図――。絵地図の片隅
に描かれた母子像に込められた思い。

残火 西村健（著）
議員会館から、一億円が強奪された。犯人はかつて”人斬り秀”と言われ
た元ヤクザの花田。議員と暴力団、そして警官が花田を追う！

覗く男 勝目梓（著）
新妻の浮気現場を目撃した夫は新たな嗜好に目覚め……。９人の男女が
打ち明ける、ちょっと変わった性愛のかたち。

「能登モーゼ伝説」殺人事件　 荒巻義雄（著）
北海道の巨大迷路で起こった殺人事件を解く鍵が能登の古代伝説に!?　
異色の長編旅行ミステリー。

上り坂下り坂 青木玉（著）
小石川の坂の上からやさしく見つめる随筆集祖父・露伴の文学との出会
いから懐かしい隅田川への想い、ケータイまで。

法月綸太郎の新冒険　 法月綸太郎（著）
鉄道ミステリー「背信の交点」、オカルトじたての「世界の神秘を解く
男」等、テーマと構成にこだわった中編を収録した珠玉の作品集！

ハ－ド・ラック・ウ－マン 栗本薫（著）
シンこと石森信たちのロックバンドのグルーピーが殺された。誰も彼女
の本名を知らない。メンバーにも疑いがかかるが……。

灰色の砦　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
１９歳の京介と深春をまきこんだ殺人事件！　木造下宿「輝額荘」をめ
ぐる怪事件と天才建築家ライトの謎を解け！？

俳句歳時記≪春≫ 水原秋櫻子（著）
水原秋櫻子編、能村登四郎・林翔・福永耕二の３名の分担執筆による
「俳句歳時記」。講談社文庫版一巻を４巻に分けた。

俳句歳時記≪夏≫ 水原秋櫻子（著）
水原秋櫻子編、能村登四郎・林翔・福永耕二の３名の分担執筆による
「俳句歳時記」。講談社文庫版一巻を４巻に分けた。

俳句歳時記≪秋≫ 水原秋櫻子（著）
水原秋櫻子編、能村登四郎・林翔・福永耕二の３名の分担執筆による
「俳句歳時記」。講談社文庫版一巻を４巻に分けた。

俳句歳時記≪冬≫ 水原秋櫻子（著）
水原秋櫻子編、能村登四郎・林翔・福永耕二の３名の分担執筆による
「俳句歳時記」。講談社文庫版一巻を４巻に分けた。
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特急「おおぞら」殺人事件 西村京太郎（著） 息子の誘拐犯を刺殺！？　　十津川の相棒が苦境に。

ばいにんぶるーす 阿佐田哲也（著）
風来坊・ロッカ、元役人・立花、非情なノミ屋・和合、ムショ帰りの鉄
五郎老人ら、一匹狼がくりひろげる、凄絶なギャンブル世界。

拝領妻始末 滝口康彦（著）
藩主から下げ渡され家臣の妻となった“いち”とその夫。運命の変転に藩
命に屈すべきか。武家社会の非合理を峻烈に描く名作集。

葉隠無残 滝口康彦（著） 葉隠精神の峻烈さと人間性との接点を鮮やかに描いた秀作短篇集。
剥がし屋 勝目梓（著） 「剥がし屋」？　ターゲットは人妻！　色事で落とせ!!

〈博多探偵ゆげ福〉　はしご 西村健（著）
探偵業を営む弓削匠は伝説のラーメン屋台「ゆげ福」の息子。最強ラー
メン哲学と愛で難問を解く！実在の名店も続出する美味ミステリ。

麦酒の家の冒険 西澤保彦（著）
山荘にはベッドが１台と冷蔵庫のみ。その中に９６本のビールロング缶
とジョッキ１３個が。この事実に隠された犯罪とは何か？

白澤　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
美袋学園を舞台にした戦いは激しく続く！　本格妖怪伝奇シリーズ第二
作。妖怪を具現化する力を持つ図鑑をめぐる戦いは激化する。

箱庭 内田康夫（著）
義姉の和子が巻きこまれた怪事件を追う浅見だが、２つの死体と脅迫事
件を結ぶ糸は何か？

箱根湖畔欲望殺人 南里征典（著）
色と金の欲望に踊った男と女！　公金横領した銀行の美人ＯＬが愛人の
男と企んだ交換殺人。

匣の中 乾くるみ（著）
探偵小説愛好家グループの中心人物・伍黄零無（ごおうれいむ）が謎の
言葉を残して密室から消失。その後密室殺人が連続して……！？

箱の中の天国と地獄 矢野龍王（著）
少女たちは生還できるのか？　集められた男女が密室と化した極秘施設
から脱出するため繰り広げる極限の二者択一ゲーム。

ハサミ男 殊能将之（著）
怜悧・大胆・精緻。新感覚ミステリの傑作。ハサミ男＝美少女連続殺人
鬼。死体の首には鋭く光るハサミが一丁！

婆沙羅 山田風太郎（著）
南北朝の乱世を、綺羅をかざり、放埒狼藉をきわめ、したたかに、自在
に生きぬいた、稀代の婆沙羅大名・佐々木道誉の生涯を描く、異色作。

走らなあかん、夜明けまで 大沢在昌（著）
日本一不運なサラリーマン、新装版で登場。ごく普通のサラリーマン・
坂田。大阪でやくざの闘争に巻き込まれ……。痛快アクション！

走れＵＭＩ 篠原勝之（著）
内気な少年が明日に向かって疾走し始めた夏。ゲージツ家クマさんが永
遠の少年の心で描いた、小学館児童出版文化賞受賞作。

走れ、セナ！ 香坂直（著）
「あなたは生まれる前から、セナさまの名前をもらうことが決まってた
のよ」そんな伝説のレーサーなんて知らないけど、あたしは走る！

パズル自由自在　千葉千波の事件日記 高田崇史（著）
待ちに待った運動会の日に次々と起こる珍事件。真相解明に、天才高校
生、千波くんが挑む。「千葉千波の事件日記」シリーズ！

パソコン探偵の名推理 内田康夫（著）
私立探偵鴨田英作と、捜査用パソコン「ゼニガタ」の抱腹絶倒・手に汗
握る迷推理のユーモア決定版。

肌褥 睦月影郎（著） 睦月影郎渾身の時代官能書下ろし最新刊。

二十歳のあとさき 出久根達郎（著）
昭和３０年代の東京・下町。古本屋に勤める著者の周りには様々な志を
胸に秘め、少年期から大人へと脱皮していく若者たちがいた。

ばたばたナース 桜木もえ（著） 少女の頃に遭った露出魔が患者さんに!?　現役ナースが語る業界裏話！
ばたばたナース　泣かないもん！ 桜木もえ（著） 笑って泣ける現役看護婦の仰天打ち明け話！

ばたばたナース　秘密の花園 桜木もえ（著）
ああ、禁断の産婦人科！　現役看護師が自ら綴る笑いと涙の出産記。ケ
アする側が、される側に!?

ばたばたナース　美人の花道 桜木もえ（著）
はやりのビューティー・ケアって、ホントに安全？　効果あり？　現役
ナースが明かす美容法大公開!!

八月からの手紙 堂場瞬一（著）
１９４６年東京で野球の力を信じた男たちがいた。収容所に入れられた
日系２世とニグロ・リーグのスター選手の間に生まれた友情の物語

初恋よ、さよならのキスをしよう　 樋口有介（著）
初恋の人が変死した！　それも再会直後に。不思議な事件が口をあけ柚
木草平を招く……。

バトル・ライン（『歩兵の本領』講談社文
庫所収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

花競べ　向嶋なずな屋繁盛記 朝井まかて（著）
江戸で種苗屋を営む若夫婦、二枚目だが色事が苦手な新次と、恋よりも
稽古事のおりん。夫婦は江戸名物「花競べ」に挑み・・・

花の下にて春死なむ　 北森鴻（著）
謎の先に人生の悲哀が横たわる傑作ミステリー集。バーのマスターが触
れたそれぞれの人生の深淵。

花はくれない　小説　佐藤紅緑 佐藤愛子（著） 波瀾に満ちた佐藤紅緑の生涯を描く感動の長篇。

華やかな牝獣たち 南里征典（著）
天才デザイナー狩野達矢に群がる美女たちの秘態と絶頂、危険な罠。艶
やかな官能の饗宴。

破魔神紀（１）　狂乱の巻 志茂田景樹（著）
核戦争で前人類が滅び、一部残った先端科学と野生の原始生活が混在す
る日本。百鬼夜行の戦いの中で、美剣士華光の冒険が始った。

破魔神紀（２）　怒濤の巻 志茂田景樹（著）
世界終末戦争後の混沌の乱世、神幻帝国、月仙王国、浪速国の三国が覇
を競うなか、美剣士華光は抜きん出た力で頭角をあらわしていく。

浜村渚の計算ノート　 青柳碧人（著）
「刑事さん、解けちゃいました」　四色問題、フィボナッチ数列、円周
率――。対「数学テロ」。警視庁の最終兵器は、天才数学少女！
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浜村渚の計算ノ－ト　２さつめ　ふしぎの
国の期末テスト

青柳碧人（著）
天才的数学センスを持つ女子中学生が、数学にまつわる事件を次々に解
決していく人気シリーズの第二弾。

浜村渚の計算ノート　３さつめ　水色コン
パスと恋する幾何学

青柳碧人（著）
数学少女、函館に上陸！　武藤刑事と渚が向かったのは、歴史と数学に
彩られた美しき城郭・五稜郭。「黒い三角定規」の企みは！？

浜村渚の計算ノート　３と１／２さつめ　
ふえるま島の最終定理

青柳碧人（著）
大人気シリーズ最新刊が文庫書下ろしで登場。夏休み中の浜村渚、つい
にフェルマーの最終定理に挑戦！

浜村渚の計算ノート　５さつめ　鳴くよウ
グイス、平面上

青柳碧人（著）
事件のカギは京野菜！？　浜村渚、修学旅行で大冒険！　累計５０万部
突破のシリーズ第６弾は京都篇を含めた傑作４話を収録！

浜村渚の計算ノート　４さつめ　方程式は
歌声に乗って

青柳碧人（著）
浜村渚に「黒い三角定規」が直接対決を挑んできた。お題は一次方程式
で、現場はミュージカル劇場。渚が歌って踊って難問を解く！

はみだし者 勝目梓（著）
苦悶の表情を浮かべて男の求めに応じる妻の姿態……。28歳の妻を凌辱
したのは何者か!?

疾き雲のごとく 伊東潤（著）
戦国黎明期。北条早雲をめぐる６人の武将たちは、知略と策謀の果てに
何を見る。歴史小説の俊英による武者の煌きと儚さを描いた傑作。

疾風剣谺返し　深川狼虎伝 鳥羽亮（著）
凄腕の始末人、蓮見宗二郎達が帰ってきた！　門前仲町の女郎屋を脅す
ごろつきども。「谺返し」への勝算はあるのか？　文庫書き下ろし

隼小僧異聞　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
南御番所に配属された藤木紋蔵は所かまわず居眠りする奇病の持ち主。
内勤の例繰方に移ったものの次から次へ事件に巻きこまれる。

パラダイス・クローズド　
ＴＨＡＮＡＴＯＳ

汀こるもの（著）
第３７回メフィスト賞受賞作。　ＴＨＡＮＡＴＯＳシリーズ、ラブ＆ホ
ラーの第１弾！

パラドックス実践　雄弁学園の教師たち 門井慶喜（著）
福井晴敏氏、絶賛！　世にもユニークな超エリート校「雄弁学園」を舞
台にした４つの傑作連作短編。

バラ肉のバラって何？　誰かに教えたくて
たまらなくなる”あの言葉”の本当の意味

金澤信幸（著）
「シーザーサラダのシーザー」「はめを外すのはめ」など、あたりまえ
に使っているのに実は本来の意味をよく知らないものを徹底解明。

波乱　百万石の留守居役（一） 上田秀人（著）
四代将軍家綱の後継になんと加賀藩主前田綱紀を担ぎ出そうとする動き
が。外様取り潰しの策略か。藩論二分する中で瀬能数馬は江戸へ。

ハリネズミの道 青木奈緒（著）
学生寮で心を開いて語り合った友とのふれあい、かけがえのない青春の
輝き・・・。新感覚の長篇エッセイ。

春高楼の 清水義範（著）
心震わす熱き青春はここに在り！！　恋に友情に学問に体当たりで生き
る青年を“清水流”笑いと情熱で描く長編

春疾風　見届け人秋月伊織事件帖 藤原緋沙子（著）
江戸旅籠町の古本屋「だるま屋」に集まる硬軟さまざまな風聞を、腕も
確かな御旗本の次男坊・秋月伊織が見届ける。書下ろし第２弾。

半落ち 横山秀夫（著）
日本中が震えた、ベストセラー作家の代表作。妻を殺し、それでも生き
る。心の奥に想いを秘めて――。

バンギャル　ア　ゴーゴー(1) 雨宮処凛（著）
９０年代バンド・ブームを生きた自伝的小説。ライブハウスに入り浸
り、ヴィジュアル系バンドを朝まで追いかける少女たちの青春。

バンギャル　ア　ゴーゴー(2) 雨宮処凛（著）
憧れのミュージシャンに声をかけられてこっそりと彼らのホテルの部屋
へ。追っかけ少女たちの夢、恋、そしてセックス。

バンギャル　ア　ゴーゴー(3) 雨宮処凛（著）
専門学校で勉強すると親を騙して上京してきたものの、キャバクラ嬢で
生活費を稼ぎミュージシャンとヤる以上の目標も見つからない日々

蛮骨の剣 鳥羽亮（著）
宗二郎の渋沢念流と謎の老剣客の実貫流が火花を散らす、痛快時代小
説！

新装版　バンダルの塔 高杉良（著）
日本の技術力を結集してイランの砂漠に巨大石油化学プラントを建設す
る――。経済ドキュメント小説の金字塔。

バンド・オブ・ザ・ナイト 中島らも（著）
悪魔の館に入り浸るジャンキーたち。中毒者の悲喜劇を濃密に描いた衝
撃作。――悪夢を見るなら今のうちだよ。

緋色の空 池永陽（著）
火事で左腕を怪我した清吉は、大工の夢を諦め香具師になる。対立する
組との抗争、幼馴染みへの想い。

Ｂ－１爆撃機を追え　 大石英司（著）
極右組織に乗っ取られた核装備のステルス戦略爆撃機。米ソ両軍はこれ
を撃墜できるか!?

秘宴の紋章 南里征典（著）
美貌の未亡人画廊オーナーから相談を受けた私立探偵鳴尾は、美しい娘
がレズだと見破り、未亡人の秘密に迫る。

光待つ場所へ 辻村深月（著）
初めて感じた圧倒的な敗北。絵には絶対的な自信を持っていた清水あや
め。だけど彼の作品は－－。眩しくて懐かしいあの頃をもう一度。

光源氏殺人事件　 皆川博子（著）
人間の底深い恐ろしさを伝える王朝物語に、現代の男女の愛執の悲劇を
重ねる長編推理。

秘戯 勝目梓（著）
妻の調教、ヌードグラビアのカメラマン――奔放な性が迸る官能小説
集。

秘剣　鬼の骨 鳥羽亮（著）
江戸の安寧を陰で支える仕末人たちだが今度の敵はひと味違う。はたし
て彼らの前に現れた“とんでもない奴ら”の正体とは？

秘剣こいわらい 松宮宏（著）
「お前に秘剣”こいわらい”を伝える。それでこの家を守れ」おじいちゃん
の謎の遺言に導かれ、メグルは現代剣士として悪に立ち向かう

飛行機王・中島知久平 豊田穣（著）
飛行機製作の始祖であり、政治家としても活躍した巨人の一生を鮮明に
描く評伝の傑作。

126 / 204



非合法員 船戸与一（著）
情報組織に雇われたプロの暗殺者、非合法員・神代恒彦はメキシコ保安
局の依頼でユカタン半島に潜む反体制指導者の抹殺に赴くが……

ひさしぶりにさようなら 大道珠貴（著）
世にもだらしない家庭で育った都。そこから脱出しようと結婚するが、
身に染みついた怠惰さは直らず……。

非常線 松浪和夫（著）
渋谷署生活安全課の金谷刑事。麻薬捜査の渦中、同僚が殺された。嫌疑
をかけられた彼は、汚名をすすぐため、闇に立ち向うのだった。

秘書室に空席なし 赤川次郎（著）
７４歳の実業家が１７歳の少女に一目惚れ、どうしても結婚すると言い
出したので周辺は大騒動。

Piss 室井佑月（著）
どんなに犯されても、私は絶対、汚れない！　狂気を孕んだ「愛」と
「性」を描いた６つの作品集。

飛水 高樹のぶ子（著）
家庭がありながら運命的な出会いをした女と男。一緒に暮らす約束をし
た翌日、災難事故で逝ってしまった男への思い。奇蹟の恋愛小説。

翡翠の城　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著） 異形の館を訪れた桜井京介が、一族の血塗られた歴史に迫る！

密やかな結晶 小川洋子（著）
有機物であることの人間の哀しみを澄んだまなざしで見つめ、現代の消
滅、空無への願望を、美しく危険な情況の中で描く傑作長編。

ひそやかな花園 角田光代（著）
幼いころに毎夏キャンプをともにすごしていた７人。彼らが大人になっ
て再会し、キャンプの秘密を知った時――全ての命に捧げる渾身作

ビッグゲーム 岡嶋二人（著）
アトラス球団の覗き部屋と呼ばれる情報管理室スタッフが不可解な殺人
事件に遭遇する。データを狙うスパイを操るのは誰なのか？

秘伝 高橋治（著）
長崎県西海岸を背景に、二人の釣り名人と巨魚の死闘を描く感動の名
編。直木賞受賞作。

人さまの迷惑 出久根達郎（著）
１７０冊の書物の粋をこの一冊に詰めこんだ極上のユ－モア、鋭く深い
人間観察が達意の文章によって綴られる。

ひとたびはポプラに臥す１＆２ 宮本輝（著）
熱砂のシルクロードを往く！　西安からパキスタンのイスラマバードま
で六七〇〇キロにもおよぶ旅の記録。

ひとたびはポプラに臥す３＆４ 宮本輝（著）
生と死を見つめる、魂の紀行エッセイ！　生きる意味、自らの使命を今
ふたたび自らに問うための旅はつづく。

ひとたびはポプラに臥す５＆６ 宮本輝（著）
熱砂に人生の足跡を刻むシルクロードの旅もいよいよクライマックス！
　世界最後の桃源郷・フンザを経てついに終着の地ガンダーラへ。

ひとり上手な結婚
山本文緒（文）／伊藤理佐（漫
画）

報復絶倒、目からウロコ。山本文緒＆伊藤理佐による結婚しててもして
いなくても、したくてもしたくなくても必読！のエッセイ＆漫画。

雛の花（『霞町物語』講談社文庫所収） 浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

火の国殺人事件
山村美紗（著）／山村紅葉（執
筆）

サラブレッドを愛すカメラマンが失踪。恋人を名乗る女が殺され、死体
にはすずらんが……。

火の縄 松本清張（著）
百発百中の鉄砲名手でありながら、不遇の一生を終えた稲富治介。戦乱
の世の非情を描く意欲作。

火のみち（上） 乃南アサ（著）
極貧の暮らしのなかで、次郎は妹を守るために人を殺してしまう。その
憤怒は出会った備前焼によって乗り越えられるか。

火のみち（下） 乃南アサ（著）
備前焼によって人の道を見出したはずの次郎は、中国・宋代の汝窯とい
う幻の磁器に魅入られ、ただ一人孤高なる世界へと突き進む――

火の山　山猿記（上） 津島佑子（著）
有森家の変遷史。誕生と死、愛と結婚の型。戦中戦後を生きた人たちを
描きながら、日本の近代を見つめ直した傑作長編小説。

火の山　山猿記（下） 津島佑子（著）
火の山とは富士山のこと。その裾野で生きた一族の姿を遠い記憶、遥か
な夢をたくみに織りまぜてえがく壮大迂遠な長編ドラマ。

美貌の帳　建築探偵桜井京介の事件簿 篠田真由美（著）
伝説の名女優・神名備芙蓉がカムバックし、三島由起夫の『卒塔婆小
町』を見事に演じる。だが、それは怪事件の始まりだった！

秘命課長　黄金の情事 南里征典（著）
陰謀を阻止するため美女から美女へ！　秘命課長は性の秘技を駆使し国
際金融詐欺事件に挑む。官能サスペンス。

秘命課長　獣たちの野望 南里征典（著）
“極上名器３段締めの女”を探せ――戦略情報課長・日高竜介は、日夜“秘
技”を挑む。

秘命課長　狙われた美女 南里征典（著） 大手ゼネコンの役員が殺害された。淑女ハンターの美女狩りが始まる！
姫遊 睦月影郎（著） 睦月影郎渾身の新シリーズ第一巻。

密室の如き籠るもの 三津田信三（著）
刀城言耶第一短篇集文庫化。旧家に現れた謎の女。彼女が来てから何か
が……。凄惨な事件を刀城言耶が解明する表題作他、全４編収録。

ひめゆりの塔 石野径一郎（著）
女学生ばかりで結成された姫百合部隊２００人余の大半が、米須（こめ
す）の洞窟で玉砕するまでの悲惨な９０日を濃密に描く。

媚薬　 勝目梓（著）
妻を抱きながら愛人相手にどぎつい性戯にふける妄想を思い描く男の白
昼夢のような性。表題作ほか佳作８編。

１０１号室の女 折原一（著）
巧妙な伏線とラストのどんでん返しで読者を欺く、折原マジックの集大
成！全９編を収録。

百蛇堂〈怪談作家の語る話〉 三津田信三（著） 実話怪談の原稿を読んだ者に……迫り来る！

百年戦争（上） 井上ひさし（著）
ネコに変身した少年を描く幻の長編。突然ネコに変身した小学生清く
ん。銀座ネコ戦争を闘う文庫オリジナル！
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百年戦争（下） 井上ひさし（著）
神や仏が地球の管理を人間以外の動物にまかせようと計画しているのを
知った清くんたちは、深遠な神学で人類を救おうとする。

漂泊の楽人 内田康夫（著）
失職した兄が良縁にとまどう肇子に謎の言葉を遺して死んだ。愛用の
ワープロでフルネームを打ち出してくれという。

火除け地蔵　立ち退き長屋顛末記 楠木誠一郎（著）
地蔵の見守る弥次郎兵衛長屋はお上に立ち退きを迫られていた。行き場
のない住人たちが育てていた拾われ子のお染が誰かにさらわれ！？

ビル街の裸族　 阿部牧郎（著）
大手コンビニ・チェーンの社長が殺された。謎に挑むエリート社員を描
く官能ミステリー。

広重殺人事件 高橋克彦（著）
天童広重は本物なのか？　塔馬双太郎の名推理津田良平の愛妻冴子は夫
に隨行した立石寺で覚悟の自殺を遂げた。

琵琶湖周航殺人歌 内田康夫（著）
もうひとつの琵琶湖周航歌に隠された悲劇。琵琶湖の水を守る会のリー
ダーが密室で死んだ。自殺か他殺か？

ピンクの神様 魚住直子（著）
あらゆる世代の女性たちの心もようを優しく繊細に描いた、心温まる傑
作短編集。

ビンゴ 西村健（著）
思わず電車を乗り過ごす痛快無比な面白さ！　咆哮する火器、疾走する
ストーリー、エンタテインメントの極致！

壜詰の恋 阿刀田高（著）
「奇妙な味」の小説の名手のブラック・ユーモア秀作集。表題作他、11
作を収録。

貧乏同心御用帳　 柴田錬三郎（著）
世相のゆがみと人心の荒廃の中で正義一筋、社会の敵に立ち向かう同
心、大和川喜八郎の活躍を描く、柴錬の社会派捕物帳。

φは壊れたね　PATH CONNECTED φ
BROKE

森博嗣（著）
その死体はＹの字に吊られていた。背中に作りものの翼をつけて――。
スーパ大学院生、西之園萌絵が事件に挑む待望のＧシリーズ！

ファミリー 森村誠一（著）
婚約者を事故で亡くした弓子は上司の薦めで見合い結婚する。仲の良い
羽室家の中で弓子は微妙な違和感をおぼえるが……。

ファミリーポートレイト 桜庭一樹（著）
若くて美しい母親と喋ることのできない小さな娘。たった二人の逃避
行。あたしはママを守り、ママはあたしを支配する。

ファンタズム 西澤保彦（著）
犯人は理想の殺人を行い、追う刑事は、故意に遺された指紋と、ある遺
留品に翻弄されながらも、犯人を推測するが……。

黒猫の三角　Delta in the Darkness 森博嗣（著）
一年に一度決まったルールの元で起こる殺人。今年のターゲットか、６
月６日、44歳になる小田原静子に脅迫めいた手紙が届く。

人形式モナリザ　Shape of Things Human 森博嗣（著）
衆人環視の中ステージ上で謎の死。乙女文楽演者の死と2年前の悪魔を崇
拝する青年の死に関連は？　大人気Ⅴシリーズ第2弾。

月は幽咽のデバイス　The Sound Walks
When the Moon Talks

森博嗣（著）
美しい館にひそむオオカミ男の犯罪か!?　薔薇屋敷あるいは月夜邸と呼
ばれる屋敷には、オオカミ男が出るという噂があった……。

夢・出逢い・魔性　You May Die in My
Show

森博嗣（著）
夢の中の女に殺される！　ＴＶ局内の殺人！　瀬在丸紅子の論理的な推
理が際立つ、Vシリーズ第４作！

魔剣天翔　Cockpit on Knife Edge 森博嗣（著）
完全な空中密室そして衆人環視の不可能犯罪！　悲劇の宝剣と最高難度
の密室トリックの謎を瀬在丸紅子が鮮やかに解き明かす！

恋恋蓮歩の演習　A Sea of Deceits 森博嗣（著）
航海中の豪華客船で完全密室から人間が消える――。交錯する謎、ロマ
ンティックな罠、スリリングに深まるVシリーズ長編第６作！

六人の超音波科学者　Six Supersonic
Scientists

森博嗣（著）
閉ざされた研究所で死体が発見される……。真相究明に乗り出す紅子の
怜悧な論理。美しいロジック溢れる推理長編！

捩れ屋敷の利鈍　The Riddle in Torsional
Nest

森博嗣（著）
メビウスの帯構造の密室に現れた死体、そして消える秘宝――。Ｓ＆Ｍ
シリーズとＶシリーズがリンクする密室ミステリィ。

朽ちる散る落ちる　Rot off and Drop away 森博嗣（著）
地下密室と宇宙密室、驚天動地の森ミステリィ！　空前の地下密室と前
代未聞の宇宙密室の秘密を暴くＶシリーズ第９作。

赤緑黒白　Red Green Black and White 森博嗣（著）
色鮮やかな塗装死体、美しく悽愴な連続殺人が起きる……。シリーズ完
結編にして、新たなる始動を告げる最高傑作！

Ｖ．Ｔ．Ｒ． 辻村深月（著）
ティーの元にかかってきた一本の電話。それは三年前に別れた恋人、
アールからのものだった。彼女が危険を顧みず求めたものとは－－。

Ｖの悲劇 阿刀田高（著）
親友の夫と逢瀬を重ねる安津子。高原のコテージで待っているはずの彼
は、クロゼットで冷たくなっていた……。

フィルム 小山薫堂（著）
３０年も音信不通だった父親の訃報に、複雑な思いで遺品を整理して見
つけたフィルムに映っていたのは・・・

フィンランド語は猫の言葉　 稲垣美晴（著）
“激しくフィンランドのことをやる”激芬(ゲキフン)家・美晴さんの渡芬奮
闘記。芬学事始(ふんがくことはじめ)絶好の書。

封印再度　WHO INSIDE 森博嗣（著）
不可解な死と家宝の関係は？　「天地の瓢」「無我の匣」。香山家に伝
わる２つの宝と死の秘密とは!?

封印再度-1　WHO INSIDE 森博嗣（著）
不可解な死と家宝の関係は？　「天地の瓢」「無我の匣」。香山家に伝
わる２つの宝と死の秘密とは!?

封印再度-2　WHO INSIDE 森博嗣（著）
不可解な死と家宝の関係は？　「天地の瓢」「無我の匣」。香山家に伝
わる２つの宝と死の秘密とは!?

風葬の城 内田康夫（著）
白虎隊のふるさと会津を舞台に連続殺人か。伝統工芸を見せる会津塗り
職人が毒殺され、第一発見者浅見光彦に嫌疑がかかる。
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ＦＵＴＯＮ 中島京子（著）
『蒲団』読む人、書く人、生きた人。100年という時間……。付録とし
て、田山花袋作『蒲団』（青空文庫）も収録。

風来の剣 鳥羽亮（著）
料理茶屋の女将が何者かに襲われ、奉公人が殺された。事件解決の依頼
を受けた蓮見宗二郎ら始末人が集結する。

プールの底に眠る 白河三兎（著）
あの初恋から１３年、「殺人」の罪を背負った若者が、陽炎のように儚
い一週間の思い出をたどる。傑作恋愛ミステリー。

孤狼と月　フェンネル大陸　偽王伝１ 高里椎奈（著）
最高のハイファンタジー登場／13歳の少女フェン。王女にして戦士――
運命が動きはじめる――。

騎士の系譜　フェンネル大陸　偽王伝２ 高里椎奈（著）
ファンタジーの決定版／騎士見習いの少年と出会ったフェン。彼女の旅
は続く――。

虚空の王者　フェンネル大陸　偽王伝３ 高里椎奈（著）
さらなるステージへ　フェン監禁さる／誘拐された王を追いフェンは新
たな国へ――生きて脱出できるのか？

闇と光の双翼　フェンネル大陸　偽王伝４ 高里椎奈（著）
王都陥落　フェンは戦いに臨むのか!?　宣戦布告もなしに攻められたソ
ルド王国。都の奪還に立ち上がった者達の運命は――。

風牙天明　フェンネル大陸　偽王伝５　 高里椎奈（著）
侵略を続ける大国シスタスに対抗すべく、小国連合を作ろうと大陸を駆
けるフェンたち。大国に弓引く者、「偽王」の正体とは？

雲の花嫁　フェンネル大陸　偽王伝６ 高里椎奈（著）
命懸けで敵の牙城へと向かう幼き戦士フェンベルクは、その途上、雲の
国で起きた恐ろしい事変と、戦友リノの悲しい過去を知ることに。

終焉の詩　フェンネル大陸　偽王伝７ 高里椎奈（著）
強国シスタスがソルド王国を再び侵略。小国に残る友を救うため、少女
フェンは、全ての元凶シスタス皇王がいる地へ。シリーズ完結編！

フォークの先、希望の後　　
ＴＨＡＮＡＴＯＳ

汀こるもの（著） ＴＨＡＮＡＴＯＳシリーズ、ラブ＆ホラーの第３弾！

フォー・ディア・ライフ 柴田よしき（著）
眠らない街・新宿――。眠れない探偵は走る。元マル暴、現私立探偵兼
保育園園長。タフで優しい極上探偵物語。

４０　翼ふたたび 石田衣良（著）
会社を辞め、フリープロデューサーとなった喜一のもとを訪れる依頼人
たち――。人生いろいろ、挫折の向こうに希望が見える感動長編。

『深い河』創作日記 遠藤周作（著）
病気と闘う作者が命と引き替えに生み出した「深い河」。純文学の奇跡
はいかにして起きたか？

深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子（著）
過去を秘めて流れてきた木戸番の夫婦を中心に、市井のぬくもりを語る
泉鏡花賞受賞の名作。

深川澪通り燈ともし頃 北原亞以子（著）
頼り甲斐のある笑兵衛と気立てのよいお捨ての木戸番夫婦と共に、寄り
添って生きる町内の明け暮れの物語。深川澪通りシリ－ズ第２弾！

深く深く、砂に埋めて 真梨幸子（著）
女優の恋人が殺人・詐欺容疑で逮捕された。やがて明かされる男の転落
と女の性。『殺人フジコの衝動』著者が描く長編ロマンス。

深山木薬店説話集　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
超美形の少年・秋、優しげな青年・座木、元気な男の子・リベザル。大
人気シリーズ「薬屋探偵妖綺談」が、より一層楽しめる短編集！

奉行の杞憂　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
告発の捨訴が投げ入れられた北町奉行所で刃傷事件が。老中水野らに干
渉されたくない遠山奉行は、十兵衛に同心たちの内偵を頼んだが？

福沢諭吉　国を支えて国を頼らず（上） 北康利（著）
一万円札の絵柄や、慶応義塾大学の創設者として有名な人だが、その実
像は知らない人が多いのでは？

福沢諭吉　国を支えて国を頼らず（下） 北康利（著）
評伝の名手・北康利が『白洲次郎』に続き題に選んだのは福沢諭吉。そ
の人となり、思想を巧みな筆致で浮き彫りにする。

復讐回廊 勝目梓（著）
炸裂するエロスと暴力！　悲しみと怒りの復讐劇!!　かつての恋人の訃
報……。男は命を懸けて卑劣な敵に立ち向かう！

復讐の宴 勝目梓（著）
妻と娘がレイプされ、現場をビデオに撮られてしまう。その事実を知っ
た男。愛のために立ち上がる男の壮絶な復讐譚。

複製症候群　 西澤保彦（著）
密空間での殺人。突如現われた虹色の壁画に閉じこめられた高校生た
ち。逃げようとするが壁に触るとクローン人間が……。

袋小路の男 絲山秋子（著）
高校時代から指一本も触れないまま、「あなた」を想い続けた１２年。
表題作は＜現代の純愛小説＞と絶賛され、川端康成文学賞を受賞。

武家娘　明暦江戸隠密控 睦月影郎（著）
若者の琴線に、触れた。神田明神で出逢った清楚な御家人の娘。若い申
太の心は華やぐ。

富士覚醒 石黒耀（著）
富士山の地下で、怪しげな低周波地震が頻発。そしてついに噴火する富
士山。被災地・御殿場市の住民を救うことはできるのか？

富士山大噴火 鯨統一郎（著）
動物の異常行動、山体の膨張……、そして一美の噴火予知。情報を知ら
されたカメラマンの達也とライターのさゆりは!?

藤田嗣治「異邦人」の生涯 近藤史人（著）
世界で最も評価された日本人画家・藤田嗣治。だが日本美術界の反応は
冷ややかだった。天才画家「フジタ」の悲劇が新資料で明らかに！

双子同心　捕物競い 早見俊（著）
兄と弟、火花散る。この殺し、どちらが解き明かす！？　書下ろし時代
小説に新たなる才能登場！　シリーズ第１作！！

右近の鯔背銀杏　双子同心捕物競い（二） 早見俊（著）
噂の盗賊・雷小僧捕縛の沙汰が両町奉行所に。探索に忙しい日々、双子
同心の弟・右近はある筋から妙な命令を受ける。文庫書下ろし。

同心の鑑　双子同心捕物競い（三） 早見俊（著）
老義父の恋、右近を困らせ、新米同心、左京を悩ます。二つの波紋が結
びつく。右近と左京の捕物帳。時代小説文庫書き下ろし。

再び熱血ポンちゃんが行く！ 山田詠美（著）
天下無敵のポンちゃんの新婚生活！　どこまでもノーテンキなポンちゃ
んだが決めるときはバシッと決めてますよ！
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不当買収 江上剛（著）
「日本経済を変えたい」という理念に打たれて、メガバンクから買収
ファンドへの転職。最初の仕事は、恋人の実家を買収すること。

不等辺三角形 内田康夫（著）
名古屋の豪邸に眠る”幽霊箪笥”を巡って起きた二つの殺人事件を、浅見
光彦が追う！　講談社創業１００周年記念書き下ろし作品

不発弾 乃南アサ（著）
デパート勤務の的場智明は、意に沿わぬ人事異動をうける。家庭では息
子や娘、妻までが自分に隠し事をしていた。その時彼は？

ふふふ 井上ひさし（著）
「世の中、笑いごとではないけれど」。言葉、政治、社会、文化……筆
者の思いとこだわりを小気味良く書き綴った、徒然のエッセイ集。

ふふふふ 井上ひさし（著）
何かおかしい今日この頃の政治経済、社会情勢を語り、世の中に苦笑、
失笑、哄笑する徒然の身辺雑記。傑作エッセイ第二弾！

ブラジル蝶の謎 有栖川有栖（著）
おなじみ有栖川・火村コンビの名推理が冴えわたる傑作ミステリ全６
篇。読者待望の国名シリーズ第３弾！

ブラジル蝶の謎-1 有栖川有栖（著）
おなじみ有栖川・火村コンビの名推理が冴えわたる傑作ミステリ全６
篇。読者待望の国名シリーズ第３弾！

ブラジル蝶の謎-2 有栖川有栖（著）
おなじみ有栖川・火村コンビの名推理が冴えわたる傑作ミステリ全６
篇。読者待望の国名シリーズ第３弾！

プラスティック 井上夢人（著） 次第に日常を逸脱し、世界が崩壊する恐怖を描く異色ホラー！
ブラックオパールの秘密 山村美紗（著） 宝石が映しだす愛の哀しみを描く推理傑作集。

プラネタリウムのふたご いしいしんじ（著）
小さな村のプラネタリウムに捨てられたふたご。一人は手品師に、一人
は星の語り部になった。彼らが生まれ持っていた役割とは？

ブラフマンの埋葬 小川洋子（著）
〈創作者の家〉の世話をする僕の元にそれはやってきた。胴の一・二倍
もある尻尾と五つの肉球を持つブラフマンとの日々を綴る。

プリズン・トリック 遠藤武文（著）
交通刑務所で発見された前へ倣え姿の遺体。現場は密室！？　逃走した
受刑者を追う県警が知る意外な事実とは。江戸川乱歩賞受賞作！

不倫の戦士たち 阿部牧郎（著）
課内のＯＬ、美人秘書、人妻社員など大胆華麗なマドンナたちとの愛と
性のアバンチュール。

殺人特急逆転の１５分　 峰隆一郎（著）
寝台特急内の連続殺人で浮上する驚愕の人間模様、謎の解明を鮮烈に描
く傑作長編推理。

文学の輪郭 中島梓（著）
埴谷雄高・村上龍・つかこうへいの三者を通して絶対性を喪失した現代
の文学状況を鋭く分析。中島梓デビュ－評論集。

「平穏死」のすすめ　口から食べられなく
なったらどうしますか

石飛幸三（著）
特養常勤配置医が初めて提言した、安らかな看取りのありようと人生の
終わり方。刊行以来大反響を呼んだベストセラー、いよいよ文庫化

平家伝説殺人ツアー 山村美紗（著）
祖谷渓で吊橋から転落して男が死んだのだ。平家ゆかりの四国・徳島で
始まった惨劇の真相とは!?

平家物語の知恵 青木雨彦（著）
動乱のさなか、組織の命運をかけて闘うかれらに、組織を活性化させる
人間関係を学ぶ。

平成好色一代男　独身娘の部屋 睦月影郎（著）
「あの秘伝を試してみようか……」不惑を越えた今日介の毎日が激変す
る。ＯＬ、女子大生、次々と……。週刊現代連載小説。

平成好色一代男　清純コンパニオンの好奇
心

睦月影郎（著）
週刊現代連載小説第二巻。武術のたしなみはあるが、うだつのあがらな
い中年、与野今日介が主人公。著者渾身の新境地。

平成好色一代男　和装セレブ妻の香り 睦月影郎（著）
週刊現代連載小説完結編。武術のたしなみはあるが、うだつのあがらな
い中年、与野今日介が主人公。著者の新境地、大クライマックス。

塀の中のプレイ・ボール 安部譲二（著）
府中刑務所のドラフトで選ばれた懲りない面面の殺人的バトル野球の好
プレー、珍プレー！

ベストセラー殺人事件 吉村達也（著）
朝比奈耕作が命がけの推理ゲ－ムに挑む！　消えた人気作家が標本箱
に！　出版界の裏のウラまでよくわかる読者必読の業界ミステリー！

ベストセラーの構造 中島梓（著）
実作者でもあり、小説を信じる著者が、「ベストセラー」という社会現
象を見すえ、快刀乱麻、現代という時代と社会を鮮やかに切る。

ペルシャ猫の謎 有栖川有栖（著）
名バイプレーヤー・森下刑事が主役となって名推理を披露。火村・有栖
川の名コンビはパワー全開！

ペルシャ猫の謎-1 有栖川有栖（著） 買いなさい。損はさせないから
ペルシャ猫の謎-2 有栖川有栖（著） 買いなさい。損はさせないから

変死体（上）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

昼の不可解な死！　スカーペッタ、最大の苦悩。若者は、生きたままモ
ルグに安置されたのか。

変死体（下）
パトリシア・コーンウェル
（著）／池田真紀子（訳）

思いがけない結末！　その男をモンスターに変えたのはおまえ。陰惨な
現場は「何かがおかしい」と語りかける。

遍路みち 津村節子（著）
夫・吉村昭氏の死から３年あまり、漸く筆を執った著者が吉村氏の死と
あらためて向き合い、生き残った者の悲しみを描いた短編小説集。

蜂起には至らず　新左翼死人列伝 小嵐九八郎（著）
1960～2000年、新左翼運動の中で落命し、あるいは自死した者たちへ
の祈りを込めた挽歌！

亡国のイージス（上） 福井晴敏（著）
自らの掟に従い１５歳で父親を殺害した少年。祖国に絶望し反逆の牙を
むく北朝鮮工作員。男たちは心に怒を抱き時を待ちうけていた。

亡国のイージス（下） 福井晴敏（著）
「いそかぜ」艦長宮津の怒りは東京都民を人質に壮大なテロへと発展す
る。防衛庁情報局は破壊へのカウント・ダウンを阻止できるか。

謀殺 滝口康彦（著） 竜造寺家、鍋島家にかかわる悲劇を、練達の筆致で描いた歴史小説集。
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放射能に抗う　〈福島の農業再生に懸ける
男たち〉

奥野修司（著）
震災以前から、世界一うまい米作りを目指してきた、伊藤俊彦率いる
ジェイラップ。３・１１以降、その闘いは前人未踏の挑戦となった。

北條龍虎伝（上） 海道龍一朗（著）
三代にして関八州に覇を成す。悲願を達成せんと武蔵を攻略する北條氏
康。その根城が八万五千の大軍に囲まれた。守るは三千の兵のみ！

北條龍虎伝（下） 海道龍一朗（著）
根城を守るのは、幼いときから兄弟のように育った綱成。氏康は迷わず
助けに向かう。生きてきた中で己が得た唯一の宝は、人なのだ！

封神演義（上） 安能務（訳）
中国三大奇書を越える奇想天外な大伝奇小説商から周への易姓革命を舞
台に、軍師太公望を擁する西岐軍と紂王軍の殺戮戦。

封神演義（中） 安能務（訳）
軍師に姜子牙を得て紂王討伐の軍を興した周の文王は、征途なかばにし
て世を去った。子姫発が後を嗣ぎ武王を名乗る。

封神演義（下） 安能務（訳）
紂王打倒の西岐軍は、四伯侯会盟の地へと迫る。飛び交う宝具に、数知
れぬ武将の魂魄が次々と封神台に飛ぶ。ついに易姓革命成るか！？

房総・武蔵野殺人ライン 深谷忠記（著）
１６年前に自殺した女の怨念がレイプ事件を呼び起し、新たな殺人の悲
劇を生み出した。筆者会心のミステリー。

庖丁ざむらい　十時半睡事件帖 白石一郎（著）
黒田藩の生き字引とよばれ重職を歴任、いまは隠居の身の十時半睡。そ
んな彼が難事件珍事件を、人間味あふれる策で解いてゆく連作。

法廷戦術 姉小路祐（著）
公立の中学校で女子生徒の転落死体が見つかった。事件に関与した15歳
の少年に対する裁判で、思いもよらぬ審判が――

防風林 永井するみ（著）
若き日の母を訪ねてきた男は誰なのか。札幌に帰った男が、病床の母に
まつわる記憶を追って、行き着く先は。

亡命者　ザ・ジョーカー 大沢在昌（著）
六本木裏通りのバーに持ち込まれる無理難題を解決する仕事人、ジョー
カーに長身白髪の英国人男性が訪ねてきた。

蓬莱 今野敏（著）
バーチャル・ゲームと伝奇世界がリアルに交錯する傑作エンタテインメ
ント巨編。待望の文庫化。

ホカベン　ボクたちの正義 中嶋博行（著）
保険金殺人か？　熾烈な法廷対決の果てに浮上した恐るべき真相、そし
て堂本だけが最後に見た光景とは!?

ぼくが探偵だった夏 内田康夫（著）
軽井沢に一家で訪れた小五の夏、光彦少年は峰男と衣理の三人で、怪し
い館の不審な穴掘りを目撃する。名探偵・浅見光彦、最初の事件！

北斎殺人事件 高橋克彦（著）
北斎隠密説を唱えて他界した義兄の遺志をつぎ浮世絵研究家津田は北斎
を調ベる。一方、ボストンでは老画家が殺された。両者の接点は？

北斎の罪　 高橋克彦（著）
浮世絵推理の真骨頂を示す表題作のほか伝奇、ＳＦ、ホラーの名品をあ
つめ、高橋ワールドを一挙公開の秀作集。

ぼくの歌、みんなの歌 森達也（著）
すべての人生に、歌を。重なる思い出が、きっとある。１９６０年代か
ら２０００年代まで。珠玉の音楽エッセイ！音楽は読書とともに。

ボクの彼氏はどこにいる？ 石川大我（著）
ゲイであることをカミングアウトした石川大我氏。そこに至る彼の道
程、そしてその後の彼の人生。

ぼくのムショ修業 安部譲二（著）
府中刑務所にオツトメした四年間を包み隠さず正確に記録した決定版“塀
の中のすべて”。

ぼくのメジャースプーン 辻村深月（著）
学校のうさぎが何者かに殺され、親友のふみちゃんは心に傷を負った。
彼女を救うため、ぼくはその罪に向き合っていく。

僕は秋子に借りがある　Ｉ’ｍ　ｉｎ　
Ｄｅｂｔ　ｔｏ　Ａｋｉｋｏ　森博嗣自選
短編集

森博嗣（著）
多彩な雰囲気の味わい深い短編集。森ワールド未体験の人も、必ずファ
ンになる！

星が吸う水 村田沙耶香（著）
精神は肉体をもてあまし、潤うことも充足することも叶わない。男、
女、性別、年齢、囚われない何かを。いま最も注目される女性作家。

星と輝き花と咲き 松井今朝子（著）
男装で浄瑠璃を語る竹本綾之助は、明治時代のアイドルだった！？　
“追っかけ”ファンを生んだ娘義太夫の半生を、実話をもとに描く。

星に願いを 林真理子（著）
地方出身のさえない女子学生キリコが、一躍「シンデレラ」に!?　著者
の自伝的小説。

星封陣　 高橋克彦（著）
村人の主緋星幸丸（あかぼしさいわいまる）は自分が秘宝の鍵を握ると
自覚、仲間と共に絶望的戦闘に決起する！

星降り山荘の殺人 倉知淳（著）
クセのある人物ばかり集った雪の山荘。文明から隔絶されたそこである
夜、惨劇の幕が上がる。完全密室の中、犯人がいるとすれば……？

螢坂 北森鴻（著）
バー香菜里屋を舞台にしたシリーズ第３弾！　ビア・バー「香菜里屋」
に今日も、客にまつわる謎が持ち込まれる。人気の短編シリーズ。

ぼちぼち草子 田辺聖子（著）
バランスのよい世渡りを好む大阪的知恵で、現代人の抱える難問に、解
答を考える名著。

墨痕　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
鷹狩りで将軍襲撃を防いだ衛悟は、念願の立花家婿入りが決まる。だが
幕府転覆を画策する新たな動きが。大人気シリーズ充実の第十弾！

ホテルウーマン 山崎洋子（著）
秘密を抱えて巨大ホテルに入社した女が経験する、凄絶な企業闘争を描
くサスペンス長編。

ホトガラ彦馬　写真探偵開化帳 井川香四郎（著）
坂本龍馬の写真を撮った日本初のカメラマン上野彦馬が大活躍！江戸か
ら明治、激動の時代を描く、著者待望の新書下ろしシリーズ始動！

炎　 勝目梓（著）
男は恋人との性愛日記をつけていた。最愛の恋人を殺された平凡な男が
復讐鬼と化した。
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炎の経営者（上） 高杉良（著）
日本触媒工業の社長八谷泰造は、富士製鉄社長だった永野重雄に会い、
資金援助を頼むため単身急行「筑紫」に乗り込んだ。

炎の経営者（下） 高杉良（著）
そして総合石油化学への道をひた走る八谷泰造。だが、糖尿病の発作が
彼の行く手をはばんだ。

歩兵の本領 浅田次郎（著）
名誉も誇りもなく、戦闘を前提としない、世界一奇妙な軍隊・自衛隊。
涙と笑いの青春グラフィティ！

歩兵の本領（『歩兵の本領』講談社文庫所
収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』表題作。

炎立つ　壱　北の埋み火　 高橋克彦（著）
源平の武士たちの台頭を前に、東北の地に黄金の楽土を築こうとした藤
原氏の夢が、この夜大きな炎となって燃えあがる。

炎立つ　弐　燃える北天　 高橋克彦（著）
みちのくに黄金の王国を望む安倍一族。その黄金の輝きが源頼義の欲望
に火をつけ、宿命の戦い・前九年の役が始まる！

炎立つ　参　空への炎　 高橋克彦（著）
源氏と安倍氏の存亡をかけた凄絶な戦いが、戦さ場に生きる人々の愛と
哀しみをたたえながら始まる。

炎立つ　四　冥き稲妻　 高橋克彦（著）
仇の子となり奥州藤原氏の栄華を開いた忍ぶ男の戦い。清原一族の確執
が「後３年の役」の嵐を呼び起こす。

炎立つ　伍　光彩楽土　 高橋克彦（著）
栄華を誇る孫の秀衡の許に源氏との宿縁が３たび影を落とす。壮大なス
ケールで描く、傑作歴史小説ついに完結！

ホメるが勝ち！ 酒井順子（著）
うっとうしいお局、気難しい取引先、エッチの下手な恋人……。人類最
高の凶器「ホメ」による人間関係潤滑法！

滅びのモノクローム 三浦明博（著）
骨董市で買った、フライフィッシング用のリール。その中から見つかっ
たフィルムが封印された事件を暴き出し、新たな殺人を呼ぶ！？

射手座の侍　本所剣客長屋 押川國秋（著）
岡っ引の岩吉を憎んでいた者たち六人が惨殺された。非情な剣術遣い
に、兵六の人情剣は通じるか。

春雷の女房　本所剣客長屋 押川國秋（著）
武士が剣だけでは生きられぬ時代に、兵六にもたらされた思わぬ転身話
とは？　人情長屋シリーズ、大団円へ！

左利きの剣法　本所剣客長屋 押川國秋（著）
木綿問屋の大店に引き取られた春吉がさらわれた。身の代金は、なんと
1000両！　孫谷兵六は……

秘恋の雪　本所剣客長屋 押川國秋（著）
剣友一馬の妹が土佐から訪ねて来たばかりの長屋に、人騒がせな千石旗
本の姫御前までもが越してきて!?

見習い用心棒　本所剣客長屋 押川國秋（著）
仇を追うことを宿命づけられた若き剣客・兵六に、腕を見込んだ岡っ引
の岩吉が近づく。人情が沁みる新シリーズ。

「本能寺」の真相 姉小路祐（著）
二つの死亡事件を探る卜部親子は戦国時代の大きな謎に辿り着く。現代
と戦国時代が交差する壮大な歴史ミステリ。

本ボシ 曽根圭介（著）
だれが見ても、あいつが犯人だった――。妹を殺害された遺族として刑
事になった若者が幼女殺害事件に挑む。乱歩賞作家の受賞第一作

マーダー・リング 森村誠一（著）
取り違えた鞄に３千万円が。元の所有者は何者かに殺された。着服した
い男は犯人をみつけようとして？　ほか、日常の陥穽を描く作品集

迷子石 梶よう子（著）
本業は医師（見習い）、副業はおまけ絵描き。そんな男がお家騒動を解
決？　薬売りに託した絵が藩の命運をにぎる！

マウス 村田沙耶香（著）
女子にしかわからない階級、好意、友情、いじわる、ライバル心。あの
頃の気持ちをまだまだ私たちは覚えていたい。

魔王 伊坂幸太郎（著）
魔王とは何者なのか？　魔王はどこにいるのか？　世の中の流れに立ち
向かおうとした兄弟の物語。

凶鳥の如き忌むもの 三津田信三（著） 空前絶後の人間消失。巫女が消える！

負け犬の遠吠え 酒井順子（著）
流行語に、論争にもなった、誰もが知るベストセラーエッセイが待望の
文庫化！

まごころを、君に　ＴＨＡＮＡＴＯＳ 汀こるもの（著） ＴＨＡＮＡＴＯＳシリーズ、ラブ＆ホラーの第２弾！

真幸くあらば 小嵐九八郎（著）
殺人犯の男と被害者の婚約者。憎み合いこそすれ愛し合うはずのない二
人に起こる奇蹟。触れ合うことのできない二人の純愛の行方は…。

魔術王事件（上） 二階堂黎人（著）
残虐な魔術王の狙いは函館の名家・宝生家。宝生家に伝わる三つの宝石
をめぐる秘密とは。

魔術王事件（下） 二階堂黎人（著）
名探偵・二階堂蘭子が、メフィストの、仮面を剥ぐ！　宝生家の呪われ
た過去が明らかに！

魔性の淑女牝 南里征典（著）
国文学者の省吾。妻の飛鳥が新興宗教のハーレムに囚われる。七魔妖美
館に潜入した省吾は七人の美姫を次々陥落させ黒幕に迫る。

魔人学園 菊地秀行（著）
何の変哲もないキャンパスで妖異な美女と世にも恐ろしい魔人が繰り広
げるエロスの宴。

股旅探偵　上州呪い村 幡大介（著）
上州呪い村に足を踏み入れた渡世人三次郎。モウリョウ様の祟り、名主
屋敷の三姉妹の死の影。時代本格ミステリ、予測不能の展開と結末

マッキンリーに死す 植村直己の栄光と修羅 長尾三郎（著）
北極圏単独走行や五大陸最高峰の登頂を成功させ、厳冬のマッキンリー
に消えた冒険家・植村直己の壮絶な生涯。

末世炎上 諸田玲子（著）
髪奈女、橘音近、在原風見。付け火に怯え、末法思想の蔓延る平安京
で、三人は、自らの生きる道を選び出す。

マッチ箱の人生 阿刀田高（著） ブラック・ユーモアの秀作集。思わず結末に引き込まれる13作収録。
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マッチメイク 不知火京介（著）
プロレス団体の総帥ダリウス佐々木が対戦直後に急死した。傷からは蛇
毒が。大観衆の見つめる中、何が起こったのか？

松山着18時15分の死者 津村秀介（著）
浦上伸介が美女殺しの容疑者!?　ぬれ衣を晴らし犯人を追いつめようと
する浦上の活躍。

窓 乃南アサ（著）
思春期の少女の微妙な心模様と家族の愛情を描いた、『鍵』に続く傑作
青春ミステリー。

惑いの年 阿部牧郎（著） 全てを与えつくして燃えあがる性愛の極限！

魔都　恐怖仮面之巻 栗本薫（著）
武智小五郎は明治４７年の東京にタイムスリップ。それも自身で生み出
した小説の舞台でヒ－ロ－となる素敵なパラレルワ－ルドだ。

まどろみ消去　MISSING UNDER THE
MISTLETOE

森博嗣（著）
大学のミステリィ研究会が企画した「ミステリィツアー」。そこで不思
議な現象が……。美しく洗練され、時に冷徹な11の短編集。

まどろむ夜のＵＦＯ 角田光代（著）
三人の奇妙な男に囲まれ、過ぎていく夏――。私のほんとうの居場所は
どこにあるのだろう。

マノンの肉体 辻原登（著）
表題作「マノンの肉体」のほか、「片瀬江ノ島」「戸外の紫」を収録。
芥川賞・谷崎賞・川端賞ほか各賞受賞の著者による意欲的短編集。

まぼろしの城 池波正太郎（著）
大国に狙われる要衝・沼田城。愛妾・ゆのみと その父・金子新左衛門に
翻弄され衰亡の道を辿る沼田万鬼斎の一族を描く。

まぼろしの邪馬台国　第１部　白い杖の視
点

宮崎康平（著）
「邪馬台国はどこか」を探るため、失明した著者が妻とともに、研究に
現地調査に赴く。2008年11月映画化。

まぼろしの邪馬台国　第２部　伊都から邪
馬台への道

宮崎康平（著）
邪馬台国はどこにあったのか――失明の悲運にみまわれながら、30年以
上かかって、たどりついた結論とは!?

満水子　上 高樹のぶ子（著）
人気画家の満水子と出会ったノンフィクション作家の坂本は、彼女の内
部に潜む「蔭」に気づいた。過去に何があったのか？

満水子　下 高樹のぶ子（著）
今「私、人を死なせちゃったの」の意味が氷解する。だが、知識と引き
替えに坂本が失った代償は大きかった。

魔物が棲む町　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
高輪・如来寺の新住職が地代を払わぬ門前町人を訴えた。誰もが簡単な
訴訟だと思った裏に、公儀が触れるのを避けてきた江戸の禁忌が。

迷異家　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
化野燐の異世界第８弾。敵は有鬼派ではなかった。鬼神世界の魔力に憑
かれた人々が牙を剥く。なす術なく斃れる仲間たち……。

迷い道 阿刀田高（著）
人生の迷い道の途上につきものの心理……。短編の名手が、なにげない
日常からとり出してみせる人生の恐怖譚10話収録。

真夜中のユニコーン　伊集院大介の休日 栗本薫（著）
恋に破れ、遊園地でバイトを始めた聡子。発見されたのは大人の女性の
死体。大介と稔クンは、不可解なパークの裏側に踏み込むが……

真夜中の料理人 阿刀田高（著） 人生の断面を巧みに描いた、しみじみと怖い秀作11編。
マリオネット園　《あかずの扉》研究会首
吊塔へ

霧舎巧（著）
妖しくそびえる斜塔。その内部で首吊り死体が乱舞する。人形のごとく
操られている被害者、そして犯人までもが…。

丸太町ルヴォワール 円居挽（著）
祖父殺しの嫌疑をかけられた城坂論語。アリバイを証明するのはあの日
消えてしまった彼女だけ。最注目作家のデビュー作ついに文庫化！

マレー鉄道の謎 有栖川有栖（著）
ドアや窓に内側から目張りをされた密室での犯行――。嫌疑は旧友・大
龍に。火村は友人を救えるのか!?

マレー鉄道の謎-1 有栖川有栖（著） 密室殺人の嫌疑が旧友に…！
マレー鉄道の謎-2 有栖川有栖（著） 密室殺人の嫌疑が旧友に…！

麿の酩酊事件簿　月に酔 高田崇史（著）
一目ぼれした美女たちを助け、天才的な「酩酊推理」で難事件を解決す
る文麿だが、いつも最後は酔いつぶれ!?

麿の酩酊事件簿　花に舞 高田崇史（著）
美女たちが巻き込まれた事件を、酔うほどに冴える酩酊推理で解決する
文麿だが、結婚への道は遥か遠く!?

卍萌 睦月影郎（著）
下級侍の四男、小四郎は剣術指南・杉村家へ婿入りが決まり、やっと運
をつかめそうだった。ところが家老の馬鹿息子の罪を被ることに。

マンチュリアン・リポート 浅田次郎（著）
昭和天皇からの「真相を報告せよ」との密命で満洲に渡った軍人が見た
ものは？　張作霖爆殺という昭和史の闇に迫る超一級のミステリ。

万葉集　全訳注原文付（一）　 中西進（訳注）
貴族から庶民に至る各階層が、見事に謳いあげた、世界に比類なき民族
詩の金字塔である。

万葉集　全訳注原文付（二）　 中西進（訳注）
原典との照応がすぐにできるよう、原文、読み下し文、全訳、語注をそ
ろえる。万葉学の第一人者が多年の研究の成果を結集した第２巻。

万葉集　全訳注原文付（三）　 中西進（訳注）
万葉学の第一人者中西進博士がその蘊蓄を傾けたライフワーク。原文、
読み下し文、全訳、語注をそろえた話題の「文庫版万葉集」。

万葉集　全訳注原文付（四）　 中西進（訳注）
万葉学の第一人者中西進博士がその蘊蓄を傾けたライフワーク。原文、
読み下し文、全訳、語注をそろえた話題の「文庫版万葉集」。

澪つくし　深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子（著）
江戸の片すみ、澪通りの木戸番小屋に住む笑兵衛とお捨。心やさしい夫
婦のもとに痛みを抱えた人たちが訪れる。待望のシリーズ第５作。

みきわめ検定 椰月美智子（著）
今日、キスのその先をするかしないか真剣に見極める女。恋人に振られ
打ちひしがれた心の移り変わり。男と女の「結婚前」を描く短編集

見知らぬ海へ 隆慶一郎（著）
海のいくさ人、海の戦国史。北条水軍との駿河湾海戦で、向井正綱は大
胆かつ果断な戦法で、向井水軍の頭領としての真価を発揮する……
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ミスキャスト 林真理子（著）
あなたの家庭……本当に大丈夫ですか？　深みにはまってゆく男と女た
ちの行方は――。

水の中の犬 木内一裕（著）
警察崩れの探偵が引き受けた、解決しようのない依頼。そして最悪の悪
意が重なり、無制限に事件に巻き込まれる。

水の中の八月 関川夏央（著）
内なる祖国を見すえ「在日」を生きる高校生群像を描く表題作をはじ
め、記憶の中の父の姿など独自の視点と文体で綴った作品集。

みちたりた痛み 甘糟りり子（著）
私は、いったい、何が欲しいんだろう――。実在のレストランの名を冠
した物語。男女の愛と恋と野心が交錯する……！

箕作り弥平商伝記 熊谷達也（著）
大正末期、秋田で美しい箕を編む若き弥平が、新たな行商先で世間の壁
にぶちあたる。理不尽な差別、そして、切ない恋……。

密書 中薗英助（著）
日本の首相からインドネシア大統領宛に発せられた“密書”。怪死事件を
織り込みながら国際謀略戦の火花が散る……！

密通妻 睦月影郎（著）
桜庭勇吾は家を継いでまもない１８歳の微禄の侍。密かに隣家の若嫁に
想いを寄せていたが……。

ミッドナイト・ラン！ 樋口明雄（著）
ネット心中の男女に仕掛けられた「罠」。誰が味方で、誰が敵か？　息
もつかせぬジェットコースターミステリー。うわぁ、落ちる！！！

密命副検事 姉小路祐（著）
突然最高検への異動を命じられた鋭太は、引き換えに「関空建設絡みの
汚職を調査せよ」との密命を受ける。

密約　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
藤木紋蔵は仕事中でもつい居眠りをしてしまう、奇病の持ち主。そんな
“窓際同心”が江戸で起こる数々の事件を解決していく。

皆月 花村萬月（著）
中年男の再生物語。ある日突然、妻が一千万円の貯金を持って逃げた。
さえない夫を救うのはヤクザ者の義弟とソープ嬢！

南伊豆殺人事件 西村京太郎（著）
下田の旅館から会社社長を名乗る男が失踪する。その後現れる、男の
娘、甥、友人、刑事は、なんと全員偽者。困惑する十津川だったが。

美濃牛 殊能将之（著）
奇跡の泉を取材するため暮枝村を訪れた天瀬は、そこで名門一族を巡る
異様な殺人事件に巻きこまれてゆく。

ミノタウロス 佐藤亜紀（著）
舞台はロシア革命直後のウクライナ地方。成り上がり地主の次男坊ヴァ
シリは、父の死後ドイツ兵らと略奪、殺戮を繰り返す。

身分帳 佐木隆三（著）
戸籍もなく余計者として獄中暮らしを続けた男の純粋な魂と世間との軋
轢。

身も心も　伊集院大介のアドリブ 栗本薫（著）
ジャズ奏者にライブのたびに曲目指定の脅迫状が送られてくるという。
伊集院大介が見守る中、脅迫状に逆らって俊一は演奏を始める。

宮本武蔵をくどく法 田辺聖子（著）
くどき上手とくどかれ上手、男と女が二人で幸せをつかむ法。甘く楽し
い12の恋愛小説。

ミューズ 赤坂真理（著）
私を梱包して。あなたにあげるから。横溢するエロス、粘着する匂いと
触感。芥川賞候補＆野間新人賞受賞。

みんなの秘密 林真理子（著）
普通の人などひとりもいない……。男と女、心理と生理のなまめかしい
絡み合い。人間の秘め事を描く連作小説。

みんなの旅行 天野作市（著）
偶然旅行で知り合ったかのように語らい過ごす、精神科病棟の患者たち
の気持ちを優しく描いた物語。

向井帯刀の発心　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
苦手な剣術修業に励む次男をいじめる連中に末っ子が仕返しをして、親
の吟味方与力に逆恨みされた紋蔵の苦衷。

迎え火の山 熊谷達也（著）
霊峰の封印を破り出現したのは鬼なのか。月山の頂に迎え火が灯る古来
の祭りを復活させた若者たちに、生死の臨界を越え魔の手が迫る。

椋鳥の影　八丁堀手控え帖 稲葉稔（著）
評判のいい笊職人鶴吉が刺殺された。許嫁の加代らが嘆くなか隠密同心
深見十兵衛が下手人探しを始める。だが次々と探索の糸は切れ！？

夢幻地獄四十八景 都筑道夫（著） いろは48文字をタイトルに、才気溢れるショートショート集。

無国籍者 中薗英助（著）
記憶を失い、密入国者収容所に収容された謎の男。所持品は３つの｢９｣
のついた石鹸だけ。スパイ・ミステリの傑作！

武蔵野薔薇夫人 南里征典（著）
東京近郊の薔薇園で薔薇作りに打ちこむ夏希を襲う官能の罠！　長編官
能サスペンス傑作。

蝕みの果実 船戸与一（著）
アンチ・ヒーロー達の孤高の魂が煌めく！　米国スポーツ社会に生きる
日本人の壮絶な闘い方と苦悩を描く７篇。

武者とゆく 稲葉稔（著）
剣術指南役を解かれ、手習い所を開いた桜井俊吾。大火で妻子を失い、
拾った子犬とつましい暮らしを送っていたが…。

闇夜の義賊　武者とゆく（二） 稲葉稔（著）
芽の出ない役者を愛してしまった茶屋娘の面倒を見ていた俊吾に新たな
任務が。大店の奉公人を殺す盗賊の正体は？

真夏の凶刃　武者とゆく（三） 稲葉稔（著）
友を殺めた下手人は誰か？　俊吾、怒りの追跡行！　灼熱の街道に二天
一流の剣が閃く。

月夜の始末　武者とゆく（四） 稲葉稔（著）
賊に内通した裏切り役人の事情を聞いた市井の剣客・桜井俊吾らは、人
斬り友蔵という手練れを追うが？

陽月の契り　武者とゆく（五） 稲葉稔（著）
かさねがさねの理不尽 許すことはできぬ！　愛犬武者とともに、怒れる
俊吾が立ちあがる！

武士の約定　武者とゆく（六） 稲葉稔（著）
手習い所で御家人の悪童と町人の子らとの諍いが勃発。俊吾は分け隔て
なしの早朝剣術稽古を始めるが!?
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夕焼け雲　武者とゆく（七） 稲葉稔（著）
古巣の細川家より剣術試合の助太刀を頼まれた桜井俊吾。無敵の手習い
師匠は、久々に藩邸の門をくぐる。

百両の舞い　武者とゆく（八） 稲葉稔（著）
真新しい床。念願の剣術道場を開いた桜井俊吾に、侍の誇りを踏みにじ
る悪徳商人の毒牙が忍び寄る。犬連れ剣客の好評シリーズ。

無常ソング 田辺聖子（著）
冠婚葬祭での人間ドラマを軽妙に描く連作小説集。中年男のやるせなさ
が大阪弁で身にしみる。

ムッソリーニの処刑　イタリア・パルティ
ザン秘史　

木村裕主（著）
ファシストを自らの手で処刑したイタリア・パルティザン戦士の闘いの
ドラマを克明な取材で解明。

ムッソリーニを逮捕せよ 木村裕主（著）
第二次世界大戦中の１９４３年７月、イタリア国軍中枢部が仕掛けた最
高権力者逮捕への極秘ドラマを初解明。

霧笛の余韻 森村誠一（著）
会社に五億円着服の疑いをかけられ、消息を絶った女。小樽・朝里川温
泉火災現場の焼死体は彼女なのか。錯綜する謎を牛尾刑事が追う。

胸に棲む鬼 杉本苑子（著）
王朝時代の男女の新鮮で生命力溢れる日々の暮しと、不条理で無惨な突
然の死の物語集。

無明の蝶 出久根達郎（著）
古書店を舞台に、不思議な人生模様を描く。直木賞作家の書き下ろし小
説集。

紫の領分 藤沢周（著）
横浜と仙台にそれぞれの家庭を持つ手代木の二重生活はたんたんと続い
ていくはずだった。謎の言葉を遺して同僚が自殺するまでは……。

村を助くは誰ぞ 岩井三四二（著）
そこまでやるのか！　戦火から身を守るために奔走する村人たちが下し
たある決断とは？

名将がいて、愚者がいた 中村彰彦（著）
戦国、江戸、幕末。公平な史観で信頼ある著者による、人物評とエピ
ソードが満載。歴史上の傑物たちの明暗を分けたのものは何か？

「名探偵」に名前はいらない 関川夏央（著）
命を狙われながら謎を追う私立探偵の活躍！　皮肉な寂しい中年探偵は
金もなく愛を求めながら今日も街を歩く。

名探偵はもういない 霧舎巧（著）
敬二少年は義兄と共にドライブ旅行に出かけるが、雪崩に道をふさが
れ、近くのペンションに泊まることに。その山荘で連続怪死事件が！

名探偵　水乃サトルの大冒険 二階堂黎人（著）
二枚目“変人”探偵登場！　名作『本陣殺人事件』の犯人は別人だ！　読
者のド肝を抜く作品集。

目薬αで殺菌します　
ＤＩＳＩＮＦＥＣＴＡＮＴ　α　ＦＯＲ　
ＴＨＥ　ＥＹＥＳ

森博嗣（著） 進化＆純化し続けるＧシリーズ

召抱　奥右筆秘帳 上田秀人（著）
老中返り咲きを狙う定信は、意に従わぬ併右衛門を孤立させるため、護
衛役の衛悟の大抜擢を画策する。瑞紀との婚約も破棄されるのか？

メドゥサ、鏡をごらん 井上夢人（著）
証明します、男と女がいかにもつれるかを…宇宙人、四十四年後、呪
い、狼男、幽霊、嘘。６つの謎が提示され、証明されていく異色作。

地下鉄に乗って 浅田次郎（著）
封印された“過去”を追って行きついた、思いもかけない事実……。思わ
ず涙がこぼれ落ちる感動の浅田ワールド。

地下鉄に乗って-1 浅田次郎（著）
封印された“過去”を追って行きついた、思いもかけない事実……。思わ
ず涙がこぼれ落ちる感動の浅田ワールド。

地下鉄に乗って-2 浅田次郎（著）
封印された“過去”を追って行きついた、思いもかけない事実……。思わ
ず涙がこぼれ落ちる感動の浅田ワールド。

メビウス・レター　 北森鴻（著）
すべてがひっくり返る驚愕の結末とは！？　“過去から”届いた一連の手
紙。高校生焼身自殺と連続殺人の接点とは何か！？

女豹たちの宴 勝目梓（著）
男に騙された女たちの残酷な復讐の宴！　性と欲にまみれた10人の女た
ちの赤裸な欲望を描く!!

寝台特急「日本海」殺人事件 西村京太郎（著）
日本海を走る寝台特急の専務車掌が殺され、女性客が消失した。かつて
車内で出産した女性との関連は？　十津川が見た闇の奥とは！？

メリー・ウィドウ・ワルツ 赤川次郎（著）
若く美しい未亡人――彼女が殺人犯なのか!?　莫大な遺産目当ての人々
が群がる中、次々と起こる怪事件！

メルトダウン 高嶋哲夫（著）
老いて死期の迫った核物理学者から届いた、新型核爆弾の図面。大統領
補佐官の謎の死。二つの事件が結びつく時……！

メルトダウン　ドキュメント福島第一原発
事故

大鹿靖明（著）
講談社ノンフィクション賞受賞作が刊行１年で早くも文庫化。東電ビデ
オ会議や脱原発を目論む経産省官僚の陰謀など新事実を大幅加筆

面一本 出久根達郎（著）
庶民の街、人間くさい街が、金の亡者達に壊されていく。平凡な家族が
時代の波に流されず生き抜く姿を描く感動長編。

妄邪船　人工憑霊蠱猫 化野燐（著）
魔書を巡る戦いは西へ。小夜子たちに最悪の夏が訪れる。あの魔書を
追って、戦いの舞台は長崎へと遷り、新たな鬼神が姿を現す。

孟嘗君（１） 宮城谷昌光（著）
中国戦国時代、血風吹きすさぶ大河ロマン。中華に輝く盛名を得た孟嘗
君・田文の、数奇な出生の秘密。壮大な物語の幕開け。全５巻。

孟嘗君（２） 宮城谷昌光（著）
幼い田文を養育する風洪は、武を捨てて商人の道を選び、国々を自由に
往来するが……。戦乱の諸国をゆきかう商人や学者たちの姿。

孟嘗君（３） 宮城谷昌光（著）
少年・田文は、白圭と改名した養父を理想像と見る。公孫鞅、孫　など
の偉才に接し、戦乱を潜りつつ、剌と生きる父子と美女たち。

孟嘗君（４） 宮城谷昌光（著）
逆流にあえぐ宿命の美女！食客説客、風のごとく去来する戦国の中国
を、億万人に１人の清々しい声で相渉る田文の愛と風格！
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孟嘗君（５） 宮城谷昌光（著）
領主・孟嘗君となった田文。地上に仁義の世界の実現をめざし、血腥い
戦国乱世に、中庸の思想を体現した大器を痛快に描く巨編完結。

MORNING GIRL 鯨統一郎（著）
人はなぜ眠るのか？　どうして、睡眠時間が減っているのか？　壮大な
謎が、いま、解き明かされる！

最上峡殺人事件 津村秀介（著）
最上峡と上高地で連続殺人。同一犯とすれば不可能犯罪か？　浦上伸介
が大難問に挑む。

黙秘 深谷忠記（著）
北海道のホテルの一室で著名な精神科医が刺殺された。自分が刺したと
フロントに電話をかけてき女。しかし彼女はそれから黙秘を貫く。

土龍 出久根達郎（著）
黒船に江戸の町が揺れる頃、国太郎と百蔵は御台場普請に雇われた。だ
がそこでは死人続出の怪しい穴掘りが

木蓮荘綺譚　伊集院大介の不思議な旅 栗本薫（著）
木蓮の咲く屋敷の老婦人と知り合った大介。二十年前ピアノを教えてい
た幼女が帰路、神隠しに遭ったという。伊集院大介、最後の長編。

モダンタイムス（下） 伊坂幸太郎（著）
果たして時代は変わったのか？――「考え続けるんだ」「何を？」「見
て見ぬふりをしないで、立ち向かう方法を」

モダンタイムス（上） 伊坂幸太郎（著）
『魔王』から50年後の世界――「人は知らないものにぶつかった時、何
をするか？」「検索する」「それ、見張られてんだぞ」

もつれっぱなし 井上夢人（著）
「メドゥサを見た」と書き遺し、自らを石像に封じこめて死を遂げた作
家。異様な死の謎を解くため、娘とその恋人は遺作を探し始める。

髻塚不首尾一件始末　半次捕物控 佐藤雅美（著）
蟋蟀小三郎に強敵現る！　その名も風鈴狂四郎。手強さを知る相手との
対決を避ける２人に振りまわされる半次。

もと夫婦 田辺聖子（著）
日常生活にひそむおかしさ、愚かしさ、そして愛の喜びと悲しみを、関
西弁の味を駆使して描く田辺聖子独自のユーモア世界……。

物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
南町奉行所で内勤三十年。勤務中でも居眠りをしてしまう奇病を持つ藤
木紋蔵。奇病ゆえ、人生の真実が見える時がある。

紅葉坂殺人事件 津村秀介（著）
貿易会社社長殺しの陰に、別の暗い人生航路が…。日本列島をめぐるア
リバイ崩し秀作。

桃尻娘 橋本治（著）
女子高生の空恐るべき考えを知りたければ「桃尻娘」を読むべし。人生
観が変わるかも。

その後の仁義なき桃尻娘 橋本治（著）
衝撃のデビュー作『桃尻娘』で少年少女の大喝采を浴びた著者の大河シ
リーズ第２作。浪人・玲奈を中心にお馴染メンバーが大活躍！

帰って来た桃尻娘 橋本治（著）
ついに早大生になった桃尻娘こと榊原玲奈。私のキャンパス・ライフを
ご報告しま～す。

無花果少年と瓜売小僧 橋本治（著）
無花果少年・磯村薫君と瓜売小僧・木川田源一君の美しくも切ない男二
人の“同棲時代”。「桃尻娘」第４部。

無花果少年と桃尻娘 橋本治（著）
僕にだって素敵な未来があるって思えてきたんだ！　青春大河小説「桃
尻娘」第５部登場。

雨の温州蜜柑姫 橋本治（著）
何ひとつ始まっていなかった二十歳の時――大河青春小説「桃尻娘」シ
リーズ遂に完結！

モロッコ水晶の謎 有栖川有栖（著）
推理作家・有栖川の目前で毒殺事件が発生！　グラスに毒物を混入でき
たのは誰か、そして動機は……!?

モロッコ水晶の謎-1 有栖川有栖（著）
推理作家・有栖川の目前で毒殺事件が発生！　グラスに毒物を混入でき
たのは誰か、そして動機は……!?

モロッコ水晶の謎-2 有栖川有栖（著）
推理作家・有栖川の目前で毒殺事件が発生！　グラスに毒物を混入でき
たのは誰か、そして動機は……!?

モンスターズ 山口雅也（著）
鬼才が描く、豊潤なミステリー短編集。『ミステリーズ』『マニアック
ス』につづくＭシリーズ第３弾。

門前金融（『歩兵の本領』講談社文庫所
収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

柳生大作戦（上） 荒山徹（著）
百済再興を謀り、魔人と化した石田三成。対するは新羅非時一族の流れ
を汲む大和柳生。大胆にして壮大、荒山ワールド全開の長編伝奇！

柳生大作戦（下） 荒山徹（著）
百済再興を謀り、魔人と化した石田三成。対するは新羅非時一族の流れ
を汲む大和柳生。大胆にして壮大、荒山ワールド全開の長編伝奇！

柳生大戦争 荒山徹（著）
朝鮮の創世神話「檀君神話」の謎を解き明かす「一然書翰」。この書
は、徳川幕府と李朝を揺るがし、柳生一族をも混乱に陥れたのだった

靖国への帰還 内田康夫（著）
若者たちが純粋に生き、散った時代があった。信じることを忘れた現代
に、彼は何を見るのか―。

八ヶ岳高原殺人事件 西村京太郎（著）
清里高原を訪れた記者があずさ５号の車中で一緒になった人気女優の死
体を発見。死体には東京の連続女性絞殺事件と同じ黒い絹紐が。

奴の小万と呼ばれた女 松井今朝子（著）
豪商の娘でありながら、型破りの生き方を貫く〈奴の小万〉。歌舞伎に
も登場する痛快な女侠客の生涯。

宿屋めぐり 町田康（著）
贋の世界へはまりこみ、濡れ衣の数々を着せられ凶状持ちとなった彦
名。壮絶な道中の果てに待ち受けるのは。野間文芸賞受賞作

ヤバ市ヤバ町雀鬼伝１　 阿佐田哲也（著）
「麻雀放浪記」が破格のスケールで甦った！　ギャンブル・デスマッチ
は億単位の大混戦。

ヤバ市ヤバ町雀鬼伝２　 阿佐田哲也（著）
舞台は国際化、種目は多彩、賭け金は巨額になって凄みを究めた最後の
ギャンブル小説。
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藪の奥―眠る義経秘宝 平谷美樹（著）
トロイア遺跡発掘で名高いシュリーマンは、幕末の日本に藤原氏の財宝
発掘を試みた。財宝は見つかるか、そして義経北行伝説の真相は？

山形新幹線「つばさ」殺人事件 西村京太郎（著）
山形新幹線「つばさ」で東北へ向かった若い女性が相次いで蒸発。囮と
して、単身同列車に乗り込んだ北条早苗刑事に近づく謎の男とは？

甲賀忍法帖　山田風太郎忍法帖(1) 山田風太郎（著）
甲賀・伊賀、男女の精鋭各十人の忍者が死を賭して秘術の限りを尽く
す、凄絶・妖異の争闘。

忍法忠臣蔵　山田風太郎忍法帖(2) 山田風太郎（著）
浪士の仇討防止に色の道へ誘う女忍者、対する内蔵助。殺気と妖気が奔
流のごとく交錯！

伊賀忍法帖　山田風太郎忍法帖(3) 山田風太郎（著）
女を淫獣と化す秘術淫石、不死再生壊れ甕……乱舞する妖僧根来忍者対
若き伊賀忍者の死闘。

忍法八犬伝　山田風太郎忍法帖(4) 山田風太郎（著）
南総里見家累代の秘宝・伏姫の珠。奪うは服部半蔵配下の女忍者、奪還
狙う八犬士の末孫。

くノ一忍法帖　山田風太郎忍法帖(5) 山田風太郎（著）
豊臣秀頼の子を宿す五人の信濃くノ一衆――対する伊賀忍者の妖艶淫虐
の夢幻忍法炸烈!!

魔界転生　上　山田風太郎忍法帖(6) 山田風太郎（著）
死者を再生させ、魔人と化す恐るべき忍法「魔界転生」。血風の中に甦
る剣鬼が柳生と対決！

魔界転生　下　山田風太郎忍法帖(7) 山田風太郎（著）
死者を再生させ、魔人と化す恐るべき忍法「魔界転生」。血風の中に甦
る剣鬼が柳生と対決！

江戸忍法帖　山田風太郎忍法帖(8) 山田風太郎（著）
前将軍の隠し子葵悠太郎と柳沢吉保の命で彼の抹殺を狙う甲賀七忍。忍
法と正剣の対決！

柳生忍法帖　上　山田風太郎忍法帖(9) 山田風太郎（著）
暴虐な藩主を守る七剣鬼VS.皆殺しの復讐にもえる七美女と助っ人柳生十
兵衛、妖異の対決。

柳生忍法帖　下　山田風太郎忍法帖(10) 山田風太郎（著）
暴虐な藩主を守る七剣鬼VS.皆殺しの復讐にもえる七美女と助っ人柳生十
兵衛、妖異の対決。

風来忍法帖　山田風太郎忍法帖(11) 山田風太郎（著）
攻めるは秀吉、守るは可憐な麻也姫。７人の香具師（やし）vs.風摩忍
法、機智と詐術縦横の戦い！

かげろう忍法帖　山田風太郎忍法帖(12) 山田風太郎（著）
秘宝「楊貴妃の鈴」と悲恋が交錯する「忍者石川五右衛門」など幻妖忍
者登場の短編集。

野ざらし忍法帖　山田風太郎忍法帖(13) 山田風太郎（著）
忍法、忍者の奇想天外に潜む、生きる哀しみ死のいたみを見事に描いた
傑作短編集。

忍法関ヶ原　山田風太郎忍法帖(14) 山田風太郎（著）
睡魔を呼ぶ忍法VS.眠って勝つ剣法の争いを描く「忍法甲州路」他、表題
作「忍法関ヶ原」を含む９短編。

山猫の夏　【新装版】 船戸与一（著）
エクルウを支配し対立する二つの名門家族。怨念の町にふらりと現れた
山猫こと弓削一徳。山猫の動く所、たちまち血しぶきが上る。

山手背徳夫人 南里征典（著）
「ああ…もう、かんにん！」エリート商社マンの速見竜男が自宅に帰る
と、妻が見知らぬ男と情事に耽っていた！

山ん中の獅見朋成雄 舞城王太郎（著）
シミトモナルオはオリンピックも夢ではないほどの俊足の持ち主でも
あった。俊足すぎて日常を逸脱していくナルオの青春ライドオン！

山魔の如き嗤うもの 三津田信三（著）
忌み山を夜歩くと山魔が出る山中の怪屋からの一家消失、童唄に纏わる
連続見立て殺人。『首無』に並び立つ“刀城言耶”シリーズ

闇に咲く花 井上ひさし（著）
昭和庶民伝第二部。笑いと涙の、傑作戯曲。敗戦後、復員してきたプロ
野球選手を巡って神田の愛敬稲荷神社で起こる珍騒動。

闇の底 薬丸岳（著）
衝撃の乱歩賞受賞第１作！「俺たちはどうやったら本当に子供たちを守
れるんだろうか」

闇の太守 山田正紀（著）
塔九郎は己れの<宿星>に導かれ物怪退治の旅へ……根の国に飛翔する出
色の伝奇時代小説。

闇の太守　御贄衆の巻
山田正紀（著）／天野喜孝（イ
ラストレ－ション）

夢か現か。桜ふる一乗谷の闇に御贄衆と妖怪たちの死闘が始まる。傑作
時代伝奇ロマン。

闇の歯車 藤沢周平（著）
赤提灯で盃を重ねる常連客、彼らを〈押し込み強盗〉に誘う男、それぞ
れに関わる女達。人を引き込む、闇の歯車が回る。

やむにやまれず 関川夏央（著）
人生の秋ともいえる年齢。振り返れば青春は遠く、老いはごく近い。詮
方ない切なさを笑いに包んで描く１８の名編を収録。

夜宵 柴村仁（著）
仄暗い「市」に絡め取られたすべてが絡まり入り乱れる万華鏡のごとき
幻惑譚。市守りのサザと記憶を失ったカンナの運命は？

柔肌は殺しの匂い 勝目梓（著）
空巣に入った部屋に裸身の美女が!!　思いも寄らない結末の表題作ほかエ
ロスに満ちあふれた全７編。

憂鬱なハスビーン 朝比奈あすか（著）
東大出身、夫は弁護士。満ち足りているはずの凛子が、かつての同級生
と出会うことで少しずつ変化していく。

誘拐児 翔田寛（著）
昭和２１年夏、闇市の雑踏。誘拐犯とさらわれた子どもは刑事たちの目
前で忽然と姿を消した。だが１５年後、事件は再び動き出した！

幽界森娘異聞 笙野頼子（著）
様々なイメージに翻弄された森茉莉を、作家の私はこの活字の世界で
「森娘」と命名した。関係性が、うねりながら符合する。

勇気凛凛ルリの色 浅田次郎（著）
パワーが湧いてくる涙と笑いの成功物語！　陸上自衛隊出身、ピカレス
ク経由、小説家の体を張った自伝エッセイ。

勇気凛凛ルリの色　四十肩と恋愛 浅田次郎（著）
世の中まとめて喜怒哀楽！　涙あふれるやさしい心と鋭く社会を捉える
眼でつづる人気エッセイ。
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勇気凛凛ルリの色　福音について 浅田次郎（著）
爆笑のち涙。やがてじんわり効いてくる！恋焦がれた直木賞。紆余曲折
はあったけど、ついに雪辱、祝受賞。力みなぎるエッセイ集。

勇気凛凛ルリの色　満天の星 浅田次郎（著）
このエッセイは「無名の物書きが小説家になるまでのサクセス・レポー
ト」として読んでほしい。

夕暮れ隧道（『霞町物語』講談社文庫所
収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が、自身の甘く切なくほろ苦い青春を初めて書いた感動の連作
短編集『霞町物語』所収。

有限と微小のパン　THE PERFECT
OUTSIDER

森博嗣（著）
「Ｆ」から始まり今ここに終結、そして拡散？　萌絵たちが訪れたテー
マパークで次々と起こる事件の背後には。

有限と微小のパン-1　THE PERFECT
OUTSIDER

森博嗣（著）
「Ｆ」から始まり今ここに終結、そして拡散？　萌絵たちが訪れたテー
マパークで次々と起こる事件の背後には。

有限と微小のパン-2　THE PERFECT
OUTSIDER

森博嗣（著）
「Ｆ」から始まり今ここに終結、そして拡散？　萌絵たちが訪れたテー
マパークで次々と起こる事件の背後には。

有限と微小のパン-3　THE PERFECT
OUTSIDER

森博嗣（著）
「Ｆ」から始まり今ここに終結、そして拡散？　萌絵たちが訪れたテー
マパークで次々と起こる事件の背後には。

夕子ちゃんの近道 長嶋有（著）
アンティーク屋の２階に居候暮らしを始めた「僕」。店長、常連さん、
店長の孫たちなど彼を取り巻く人々と時間の流れを丹念に描く。

友情力あり 城山三郎（著）
開戦前夜の第６回日米学生会議。宮澤喜一、奈良靖彦ら参加学生は巨大
な国アメリカに何を見たか。戦争を超え国境を超えた真の友情！

ユーモア小説集 遠藤周作（著）
人体の１０００分の１に縮小された３人の医師は手術後、思わぬ出来事
に襲われる……「初春夢の宝船」ほか１１篇を収めた作品集。

夕焼け小焼けで陽が昇る 小泉武夫（著）
昭和３０年代、福島。日本は、子どもたちは、こんなにも幸せだった。
黄金の少年の日々を描く自伝的小説。

誘惑街の女たち 阿部牧郎（著）
名門クラブの閉店を背景に、大阪北新地の夜に咲く女と男の赤裸な愛と
性の欲望を描く。

誘惑地帯　小説秋田音頭 阿部牧郎（著）
女教師、人妻、ソープ嬢……東北の大らかな田園風景をバックに、エロ
スの讃歌が響く。

誘惑魔　 阿部牧郎（著）
スーパーで万引した美貌の人妻を捕らえた悪徳ガードマンは女をラブホ
テルへ連れ込んだ。ピカレスクロマンの傑作。

雪明かり 藤沢周平（著）
巧みな構成と鮮やかな結末。己の世界を懸命に生きる人々を、善人も、
悪人も優しく見つめる著者の目が全編を貫く。

雪猫 大山淳子（著）
この世界をくれた女神を命がつきるまで愛そう。真っ白な猫タマオは、
命を拾ってくれた少女に恋をした。大人のためのファンタジー。

ゆげ福　博多探偵事件ファイル 西村健（著）
２００６年、『劫火』で第２４回日本冒険小説協会大賞を受賞した著者
が自らの故郷を舞台に描く新感覚ハードボイルド・ミステリー！

指を切る女 池永陽（著）
むき出しの情念が燃えるとき人は刹那に生きる。切なくてかなしくて、
いとおしい女と男を鮮烈に描く傑作集。

由布院温泉殺人事件 吉村達也（著）
本郷慶に交際を申し込まれた朝霧玲子。その後結婚し、夢のような生活
が始まるかに見えた。が、新婚旅行先で殺人事件が。

夢の原色 森村誠一（著）
少年期に憧れの存在の陵辱シーンを目撃し、倒錯した性的嗜好を持った
刑事・新開は高級娼婦の貴代子とひたすら快楽を追求する。

ユルユルカ　薬屋探偵妖綺談 高里椎奈（著）
３人の妖怪探偵が活躍する大人気シリーズ。妖怪の探偵たちが事件を解
決するシリーズ第１１作。妖（あやかし）と人は相容れないのか？

糸のさだめ　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
江戸の町を悠々と練り歩き、町民の信頼と羨望を一身に集める神業結わ
え師・紋重郎。今回は補陀落渡海の熊野へと誘われるが……。

握られ同心　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
神業結わえ師・紋重郎と、見たい夢を必ず見せる、夢売り佐治郎の二人
が、互いの特技で大活躍。痛快無比！　破天荒な時代小説。

笑う花魁　結わえ師・紋重郎始末記 石月正広（著）
神業結わえ師、初見参！　あらゆる「結び」を操る源十郎が江戸吉原を
舞台に人と人とを繋ぎ合わせ、また解き離す。神宿る結びの妙技！

妖怪アパートの幽雅な日常１ 香月日輪（著）
13歳で両親を失った俺が高校進学と同時に入居したのは、物の怪たちの
巣窟。人呼んで“妖怪アパート”！

妖怪アパートの幽雅な日常２ 香月日輪（著）
ある日「魔道書」の封印を解き、妖魔たちを呼び出してしまった夕士
は、除霊師の卵・秋音に素質を見込まれて……。

妖怪アパートの幽雅な日常３ 香月日輪（著）
夕士が通う高校に幽霊話が降ってわいた。妖怪アパートの住人たちの助
けを借りて、夕士は取り憑かれた男を救えるか!?

妖怪アパートの幽雅な日常４ 香月日輪（著）
夕士、高校2年生。魔道士として人として、レベルアップの夏！　そして
夏が終わる頃、世界はまたひとつ広がっている。

妖怪アパートの幽雅な日常５ 香月日輪（著）
アパートに滝が出現。そして高校には、濃～い新任教師登場！　なんだ
か「生きる意味」を考えさせられる秋の空。

妖怪アパートの幽雅な日常６ 香月日輪（著）
雪山を楽しむも、宿泊先のホテルはなんだか異様な雰囲気で……。ピン
チに面食らいながらも、自分の「生き様」を考える早春の夕士。

妖怪アパートの幽雅な日常７ 香月日輪（著）
高校３年生を送り出す予餞会で、また一騒動が！　アパートでは妖怪託
児所から預かった卵が……しんみりと語るまり子さんの目が潤む。

妖怪アパートの幽雅な日常８ 香月日輪（著）
若いうちの遠回りは心を豊かにする――就活をやめて大学進学をめざす
夕士。一方、魔道士としても生き方を試されるような事件が！
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妖怪アパートの幽雅な日常９ 香月日輪（著）
高校最後の文化祭。男子学生喫茶で盛り上げるぜ！　そんなある日、自
分の悪口を書かれたノートに愕然とする夕士……いったい誰だよ？

妖怪アパートの幽雅な日常１０ 香月日輪（著）
高校卒業を目前に長谷の祖父が亡くなった。その後に残された執念が恐
ろしい形となって二人の目の前に現れる……涙の最終巻（泣）！

陽気な幽霊　伊集院大介の観光案内 栗本薫（著）
「名探偵とゆく　京都ミステリーツアー」にかり出された伊集院大介。
そこで起こった事件を「本物」の探偵の推理が旅行客を救う。

妖説太閤記（上） 山田風太郎（著）
お市の方に魅入られ天下を目指す秀吉。権謀術数を駆使、本能寺の変ま
で仕掛ける。秀吉の恐るべき正体に迫る異色大作。

妖説太閤記（下） 山田風太郎（著）
お市の方の忘れ形見・ちゃちゃ姫と自らの血が交わることに悦惚とする
秀吉。英雄伝の虚構に風太郎流解釈で挑む異色作。

妖戦地帯１　淫鬼篇 菊地秀行（著）
想像を絶する妖鬼と戦う男。日常は塾の教師だが実はＭＩＴ卒の、テレ
ポート能力をもつ超能力者だ。シリーズ第１作。

妖戦地帯２　淫囚篇 菊地秀行（著）
テレポート能力者超戦士・萩生真介は甦った矢切鞭馬の依頼で黒部一族
の陰謀粉砕に立つ！

妖戦地帯３　淫闘篇 菊地秀行（著）
超能力者・萩生真介は異界の妖物の子・矢切鞭馬と共に超時空の妖戦地
帯で妖物と戦う。

養老院より大学院 内館牧子（著）
５４歳で挑戦した東北大学大学院での３年間。時間や経済面のやりく
り、若い学生とのつきあい、そもそも授業についていけるのか？

欲望の仕掛人 南里征典（著）
ラブホテル開発のため肉欲とビジネスを両立させる男。情事課長が“性
技”で挑む愛欲プロジェクトとは？

欲望の迷宮―新宿歌舞伎町―　 橋本克彦（著）
舞台裏を大漂流し、欲望のドラマと哀愁ただよう人間の浮沈とを掬いあ
げる同時代ルポ。

ヨコハマ幽霊ホテル 山崎洋子（著）
みづきは、祖母から横浜の古いホテルを引き継いだ。幽霊が出ると噂さ
れる建物、いわくありげな客たち、みづきへの殺人予告・・・。

横浜・修善寺０の交差　「修禅寺物語」殺
人事件

深谷忠記（著）
肖像画に現れた死相が招いた連続殺人の謎！　黒江壮と笹谷美緒が大活
躍の本格長編推理。

横森流キレイ道場 横森理香（著）
女のコなら、誰だって“キレイ”になれる!!　著者自らが体をはって体験し
た美人道の奥義を大公開！

「横山大観」殺人事件 内田康夫（著）
画廊「銀晶堂」に陳列されたユトリロの画。この春輸入された筈のその
画を茂木は正月、東北の山の中で見ていた。

四字熟語殺人事件　ベスト・セレクション 赤川次郎（著）
赤川次郎史上最悪の主人公、捜査一課の怪物・大貫警部の活躍を１冊に
凝縮。やりたい放題の振る舞いにスカッとすること間違いなし！

吉田観覧車 吉田戦車（著）
よし、大人だけど、観覧車に乗りに行こう！　高所から景色を観覧する
ためだけにある巨大な車。全国のゴンドラ搭乗紀行。

吉田茂　ポピュリズムに背を向けて＜上＞ 北康利（著）
サンフランシスコ講和条約を締結し、独立を回復した豪腕政治家・吉田
茂。ＧＨＱと渡り合い、白洲次郎に敬愛された彼の決定版評伝。

吉田茂　ポピュリズムに背を向けて＜下＞ 北康利（著）
持ち前の外交センスと、人を食ったキャラクターで、大事を成し遂げた
吉田茂の生涯を綴る。「宰相の器」を考えるのに好適の一冊。

吉田自転車 吉田戦車（著）
愛車・ナイスバイク号にまたがり、『伝染（うつ）るんです。』の人気
漫画家が、主に都内近所をゆるゆると疾走する初のエッセイ集。

吉田電車 吉田戦車（著）
今度は電車だ。大好評乗り物エッセイ第２弾。人気漫画家・戦車が電車
に乗って、日本全国を巡る“鉄道の旅”エッセイ。

四つの終止符 西村京太郎（著）
ある日、心臓病で寝たきりの母が怪死する。栄養剤から砒素が検出され
たとき、容疑は晋一に集中した。

世直し大明神　おんな飛脚人 出久根達郎（著）
飛脚問屋「十六屋」で働くまどかはめっぽう脚が速い。風のように駆け
抜ける江戸の街で起こる様々な出来事が、彼女を成長させて行く。

夜中の薔薇 向田邦子（著） 突然の死の後も読者を魅了してやまぬ著者最後のエッセイ集。

嫁の遺言 加藤元（著）
満員電車で自分の手に触れた冷たい手。それは、３８歳で死んだ嫁の手
だった。どうしても嫁が伝えたかったこととは？　珠玉短編７編。

頼子のために　 法月綸太郎（著）
手記を読んだ名探偵法月綸太郎が、事件の真相解明にのりだすと、やが
て驚愕の展開が！

夜のエージェント 勝目梓（著）
社内抗争の切り札として知らずに入社させられた男は、転がり落ちるよ
うに闇の仕事に手を染めていく。

よろずのことに気をつけよ 川瀬七緒（著）
被害者は呪い殺されたのか？　呪いと殺人の謎に文化人類学者が挑む！
　第５７回江戸川乱歩賞を受賞した、呪術ミステリーの快作。

四千万歩の男（一）　 井上ひさし（著）
実測で、精密な日本地図を作った忠敬。５６才で蝦夷測量に出発。一身
にして二生を経る人生を全うした忠敬の愚直な一歩一歩を描く。

四千万歩の男（二）　 井上ひさし（著）
アイヌ青年と仲良くなった忠敬に起る、事件につぐ事件、喘息をかこつ
忠敬の愚直な一歩は、血みどろ泥まみれの闘いだった。全５巻。

四千万歩の男（三）　 井上ひさし（著）
奥州１１１次、“全き善人”忠敬の一歩は事件をかい潜りかい潜り江戸
へ。

四千万歩の男（四）　 井上ひさし（著）
蝦夷地、奥州街道図を幕府に提出した忠敬は真ノ全図作製を決意。せこ
いお上の予算、自前覚悟の新たな冒険が始まる。

四千万歩の男（五）　 井上ひさし（著）
忠敬が“人生二山”を生きた江戸後期の、新しい文化の旗手を多士済々に
登場させ、人間忠敬とその時代を縦横に描く大作、完結。
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四千万歩の男　忠敬の生き方　 井上ひさし（著）
第二の人生をいかに生きるかを、忠敬に学べ。愚直な精神が支えた人生
は、我々現代人の生き方に指針を示す。

らいほうさんの場所 東直子（著）
ネット占い師の長女、バツイチの次女、肉体労働をする弟。「らいほう
さんの場所」とは？　不気味な秘密に結びつけられた家族の物語。

ライン 乃南アサ（著）
1本の線だけで結ばれている、宙に浮かんだような若者たち。オンライン
社会の若者の心の揺れを描く、傑作ミステリー。

落日の鷹 滝口康彦（著） 乱世に生きる武門の消長と士魂をドラマチックに描いた歴史長篇小説。
ラグナロク洞　《あかずの扉》研究会影郎
沼へ

霧舎巧（著）
嵐による土砂崩れで奇怪な洞窟に閉じ込められた大学生サークルのメン
バーを、連続殺人が襲う。死者の言葉が示す驚愕の真相とは？

ラジ＆ピース 絲山秋子（著）
人とのつながりを避けて高崎に移り住み、ＦＭ局のパーソナリティを務
める野枝。リスナーとの交流が彼女の心に変化をもたらす。

ＬＡＳＴ 石田衣良（著）
闇金の返済期日、上野公園のブルーシートの家などなど。順調だった人
生が一変、後がない人間たちの土壇場の一瞬を切り取った快作！！

ラブファイト　聖母少女（上） まきの・えり（著）
高校生の立花稔は、美少女で優等生の亜紀に内緒で、稔はボクシングジ
ムに通いだすが、亜紀も強引に入会してくる。

ラブファイト　聖母少女（下） まきの・えり（著）
亜紀にかなわない稔は同級生の恭子とつきあい始める。しかし絶好調の
亜紀に流行作家・瀬戸純一のワナが忍び寄る。

λに歯がない　λ HAS NO TEETH 森博嗣（著）
密閉されたT研究所で、四人の銃殺死体が発見された。身元不明の被害者
たちはすべての歯を抜かれていた……。Ｇシリーズ第５作。

乱世玉響　蓮如と女たち　 皆川博子（著）
傑物と崇められた高僧は、身内の女たちの眼にはどういう男と映ってい
たか。話題の長編。

ランドマーク 吉田修一（著）
大宮の地にそびえ立つ、地上３５階建てのスパイラルビル。その設計
士・犬飼と、鉄筋工・隼人、立場の違うふたりの運命が交差する。

リストラ離婚　妻が・夫を・捨てたわけ 池内ひろ美（著）
自らの離婚体験をもとに綴った元夫とのバトルの日々。離婚で人生、や
り直し。明るい未来をつかめ！

李朝残影　 梶山季之（著）
生まれ育った、朝鮮京城を舞台にした、表題作および「族譜」の純文学
作品二編。

小倫敦の幽霊　居留地同心・凌之介秘帖 平谷美樹（著）
横浜居留地の若手同心・凌之助の元に持ち込まれる難事件。リトル・ロ
ンドンの幽霊屋敷の怪と短銃で撃たれた日本人。事件は錯綜する！

リベンジ・ホテル 江上剛（著）
就職氷河期。ホテルに内定を得た心平。しかしそこは倒産寸前、買収の
危機にさらされていた！　ゆとり新人がホテルを立て直せるのか？

竜が最後に帰る場所 恒川光太郎（著）
読み終わった後、目の前の風景が別のものに見える―高揚感に包まれた
至福の読書体験をお約束します。稀有な表現者による幻想短編集。

龍神温泉殺人事件 吉村達也（著）
商社マンの野々村は、銀座のホステス季美子と結婚を考えている。しか
し、次々に彼女の周りの人間が殺され始め……。

流星ワゴン 重松清（著）
38歳、秋。ある日、僕と同い歳の父親に出逢った――。僕らは、友達に
なれるだろうか？

竜の柩(1)　聖邪の顔編 高橋克彦（著）
伝説を解体し、神の真実に迫る！　津軽・信濃・出雲……　九鬼虹人の
旅が始まる。高橋伝奇の最高傑作。

竜の柩(2)　ノアの方舟編 高橋克彦（著）
仮説を実証し、人類の本質を問う！　モヘンジョ・ダロ、アララト
山……　ノアの方舟を探す苦難の旅。人類最大の謎を解く！

竜の柩(3)　神の星編 高橋克彦（著）
神々の闘いに遭遇！　歴史に介在し、新たな神話を創る。龍とともに未
知の星へ。　砂漠の中から新たな旅へ。

竜の柩(4)　約束の地編 高橋克彦（著）
九鬼虹人の旅の理由――常識を解き放ち、真の物語に涙する。時空を超
え古代日本へ。旅の終着駅は何処なのか。

竜の柩(5)　心霊日本編 高橋克彦（著）
九鬼の旅は終わらない！　大正日本の謎とは古代日本から現世に戻った
はずの九鬼たちが辿り着いたのは、大正八年の日本だった。熱気とモダ
ン、進取の気概に溢れていた時代で、九鬼たちの旅は、再び始まる。

竜の柩(6)　交霊英国編 高橋克彦（著）
天才・高橋克彦が人類最大の謎に挑んだ傑作「現代」に帰るには、再び
神と交信するしかない。九鬼たちは第一次世界大戦直後の英国へ。盟
友・鹿角の霊との交信に成功した九鬼は霊魂の正体についに辿り着く。

猟犬　特殊犯捜査・呉内冴絵 深見真（著）
乱射犯人籠城事件が連続発生する。実行犯は元自衛隊員と元機動隊員。
二つの事件を追う美女、警視庁捜査一課特殊班ＳＩＴ・呉内冴絵。

旅券のない旅 胡桃沢耕史（著）
戦火で断たれたロシア娘との恋。青春の碑の謎を求めて異国に旅立った
男を待つものは？

呂后 塚本靑史（著）
漢代初期、劉邦の死後、皇帝の覇権が確立するまでの、狂瀾の如き時代
を呂后、朱虚侯、淮南王、周亞夫の４人を通して描き出す。

りら荘事件　 鮎川哲也（著）
山荘の連続殺人！　その意外な構図を名探偵星影竜三が解く。「館」も
のの先駆的名作復活。

鱗光の剣 鳥羽亮（著）
必殺の刃が燦（きらめ）き悪を斬る闇稼業！　江戸の町で悪党を葬る男
たちの抗争。裏社会の謎に挑む傑作剣豪ミステリ。

捨て首　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
南町奉行所定廻り同心日下伊兵衛とその息子・新一郎。謎を追う同心父
子を描く新シリーズ開幕。

中山道の雨　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
おさわに呉服問屋松島屋の後妻の話が舞い込んだ。その縁談に反対して
いた松島屋の娘が拐されたというのだが…
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母の剣法　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
伊兵衛たちの前で急に苦しみだした蕎麦屋の奉公人は、男のなりをした
わけありの妊婦だった……。

佃の渡し　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
八丁堀同心として年輪を重ねた日下伊兵衛。別れたはずの女は不治の病
なのか。事件を追う伊兵衛に、翳を落とす。

八丁堀日和　臨時廻り同心日下伊兵衛 押川國秋（著）
おさわのことで苦しめてきた妻萩乃と鉢合わせてしまった伊兵衛。息子
新一郎も定廻りに昇進し、残りの日々を伊兵衛は…

ルイズ　父に貰いし名は 松下竜一（著）
虐殺された大杉栄、伊藤野枝の遺児の青春と自立を追う感動の記録。第
４回講談社ノンフィクション賞受賞作！

ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤（著）
業績不振にあえぐ青島製作所。リストラが始まり、いよいよ野球部の存
続が難しくなってきた。廃部にすればコストは浮くが――

ルームシェア　私立探偵・桐山真紀子
二階堂黎人（著）／千澤のり子
（著）

部屋の壁一面に呪詛の言葉を書き殴って消えたルームメイト、不可解な
失踪の真相とは？　現代人の心性を鋭く抉る男女共作ミステリー！

書物狩人 赤城毅（著）
世界を揺るがす秘密をはらんだ本を、合法・非合法を問わず入手する
「書物狩人」。書誌愛好家必読の１冊！

書物法廷 赤城毅（著）
歴史を揺るがしかねない秘密をはらんだ稀覯本を、手段を問わずに入手
する書物狩人に、その遂行を妨げる不倶戴天の敵が現れる！

書物迷宮 赤城毅（著）
国家機密を匂わす満鉄の時刻表など、世界を舞台に展開する書物ミステ
リー。

『瑠璃城』殺人事件 北山猛邦（著）
日本、フランス、ドイツ――時代と国を超えて繰り返される密室殺人。
切ない思いと仰天トリックが全編彩る本格ミステリ。

レタス・フライ　Ｌｅｔｔｕｃｅ　Ｆｒｙ 森博嗣（著）
「ラジオの似合う夜」「檻とプリズム」「刀之津診療所の怪」など、不
思議な魅力を湛えた１０編の中短編集。

列島融解 濱嘉之（著）
東日本電力出身の小川正人は三回目の衆議院選挙当選を果たした。原発
は廃止すべきか。日本経済とエネルギー問題を小説化した意欲作。

レッドゾーン（上） 真山仁（著）
莫大な外貨準備高を元手に中国が国家ファンドを立ち上げた！　日本最
大の自動車メーカー・アカマ自動車が狙われる。

レッドゾーン（下） 真山仁（著）
中国の買収攻勢に追いつめられたアカマ自動車は、日本の破壊者と呼ば
れたハゲタカ・鷲津を頼る。鷲津が出した決断は？

レモンタルト 長野まゆみ（著）
若くして逝った姉。遺された義兄と私。一軒家でのふたり暮らし。秘め
られた仕事。ミステリアスでスウィートな義兄と弟の物語。

連環 松本清張（著）
笹井は、計画遂行のため印刷屋の主人の妻を籠絡し……。虚構に生きる
男が、追跡者の執念に自滅する過程を描く傑作。

恋情 勝目梓（著）
70歳を目前にして、いつも脳裏に浮かぶのは、炭坑で出会った彼女の姿
――。エロチックで叙情的な勝目文学の真骨頂。

寝台特急「北斗星」殺人事件 西村京太郎（著）
札幌に向かう豪華特急に仕掛けられた罠。爆破予告に苦慮した挙げ句、
会社側は一億円を支払った。ところが列車は爆発し、二発目も！

老猿 藤田宜永（著）
平凡な男に、冒険の時が訪れる。私が住む軽井沢の別荘の向かいには変
わった老人がいた。高村光雲の彫刻”老猿”のような……

労働貴族 高杉良（著）
綿密な取材による事実の積み重ねと、作家の鋭い洞察によって描く落ち
た偶像塩路一郎のすべて。

老博奕打ち　物書同心居眠り紋蔵 佐藤雅美（著）
仕事中でも眠りにおちてしまう「居眠り紋蔵」は江戸南町奉行同心。上
司の筆頭与力から押しつけられた難題を、のらりくらり解決する。

琅邪の鬼 丸山天寿（著）
秦王に不老不死の仙薬を入手せよと命じられた徐福の塾がある琅邪の街
で奇妙な事件が続発。求盗（警察官）・希仁と弟子たちが大活躍！

ロードムービー 辻村深月（著）
物語が終わっても、彼らの道は続いていく。「あの頃の僕に伝えたい。
『大丈夫、いつかきっと平気になるときが来るから』って」

六月の桜　伊集院大介のレクイエム 栗本薫（著）
７７歳の老人と１１歳の少女。２人は、あってはならない恋に落ちてし
まう。その後の怪事件から伊集院は、少女を救済できるのか！？

六とん２ 蘇部健一（著）
バカです！　腹が立ちます！　でも、クセになります！！　あの『六枚
のとんかつ』がパワーアップして再登場！！

六枚のとんかつ 蘇部健一（著）
主人公の前に立ちはだかる怪事件・難事件のかずかず。驚天動地のアホ
バカ・トリックが解けたとき、最後に笑うのは読者のあなただ！

ロシア紅茶の謎 有栖川有栖（著）
犯罪臨床学者・火村英生とミステリ作家・有栖川有栖の絶妙コンビが挑
む！　国名シリーズ第１作品集！

ロシア紅茶の謎-1 有栖川有栖（著）
犯罪臨床学者・火村英生とミステリ作家・有栖川有栖の絶妙コンビが挑
む！　国名シリーズ第１作品集！

ロシア紅茶の謎-2 有栖川有栖（著）
犯罪臨床学者・火村英生とミステリ作家・有栖川有栖の絶妙コンビが挑
む！　国名シリーズ第１作品集！

ロズウェルなんか知らない 篠田節子（著）
過疎の町、駒木野。町を再生することで、自らの生き方にも活路を見い
だそうとする青年クラブの奮闘。果たして故郷は再生するのか？

六本木芳熟夫人 南里征典（著）
性の罠に嵌る美人妻ほとばしる悦楽の渦。隠し財産をめぐる陰謀のため
に弄ばれながらも激しく燃える肉体。

ロバに耳打ち 中島らも（著）
笑う門にもウツ来る！タイで悪戦苦闘した入院生活、初めて語った父と
母。中島らもの独特なユーモアで綴る、笑って泣けるエッセイ集。

路傍の熱血ポンちゃん！ 山田詠美（著）
気の合う仲間がいれば、心は贅沢！　恋に友達に遊びに仕事に、ちょっ
とだけ悩んでいる人たちに贈るステキな一冊！
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ロマンの象牙細工 森村誠一（著）
ミステリーの鬼才が明かす推理作法の秘密！　ミステリー尽くしのユ
ニークなエッセイ集をどうぞ！

若き獅子 池波正太郎（著）
高杉晋作、浅野内匠頭、葛飾北斎、小栗忠順など、時代を動かした英雄
たちの激烈な人生を描く短編集。

わが坐禅修行記 横尾忠則（著）
自ら参禅し、自由・無・宇宙などの真髄を考えなおす。自己発見を求め
る貴重な体験記。

我が父たち 津島佑子（著）
血のつながりのやり切れなさを、鋭敏な感性でつづり、独自の文学世界
をひらく。不思議な物語の魅力あふれる力作中篇集。

わが鎮魂歌 梶山季之（著）
小説家への野心を胸に上京した青年の鬱屈の日々。鬼才が青春を書き遺
した自伝的長編。

わが母の記 井上靖（著）
過去を失ってゆく老耄の母を、愛情をこめて綴る三部作。2012年映画
化、モントリオール世界映画祭審査員特別グランプリ受賞作原作

若鷲の歌（『歩兵の本領』講談社文庫所
収）

浅田次郎（著）
浅田次郎が自らの自衛隊体験を活写した、涙と笑いの青春グラフィ
ティ！　『歩兵の本領』所収。

「ワタクシハ」 羽田圭介（著）
高校生でギタリストデビューを果たした太郎は大学三年の秋、就活職戦
線に身を投じる決心をする。リアルな描写で大反響の話題作！

私の好きな悪い癖 吉村昭（著）
取材で訪れた土地での出会いや思いを諧謔を混ぜながら描写する穏やか
な随筆集。

わたしの突然。あの日の出来事。 草凪優（著） 注目の週刊現代人気官能連載が待望の文庫化！　第二弾。

私は好奇心の強いゴッドファーザー 原田宗典（著）
母に背負われて観たコクトーの「美女と野獣」。憧れの「００７」そし
てポルノ映画館潜入。映画を通じて家族を描く傑作エッセイ集。

渡る世間は「数字」だらけ 向井万起男（著）
世間もイロイロ、数字もイロイロ！　世論調査の数字のウラから桁数の
意味まで。向井節炸裂！

笑うカイチュウ 藤田紘一郎（著）
花粉症やアレルギーは寄生虫で防ぐ？　ダイエットにカイチュウがお役
立ち？　人と寄生虫の関係を面白おかしく綴った医学エッセイ。

藁にもすがる獣たち 曽根圭介（著）
大金に目が眩んで泥沼にはまりこむ亡者たち。追い詰められて犯罪に手
を染め、破滅への道を突き進む彼らを待ち受ける驚愕の結末とは？

藁の楯 木内一裕（著）
２人の少女を惨殺した男に１０億円の値がついた。守る価値のない男の
楯になる５人の警官。良心の意味を問う極限の警察小説。

笑わない数学者　MATHEMATICAL
GOODBYE

森博嗣（著）
大きなオリオン像が消え、再び像が現れた時、２つの死体が発見され
た……。超絶の森ミステリィ第３弾。

笑わない数学者-1　MATHEMATICAL
GOODBYE

森博嗣（著）
大きなオリオン像が消え、再び像が現れた時、２つの死体が発見され
た……。超絶の森ミステリィ第３弾。

笑わない数学者-2　MATHEMATICAL
GOODBYE

森博嗣（著）
大きなオリオン像が消え、再び像が現れた時、２つの死体が発見され
た……。超絶の森ミステリィ第３弾。

講談社BOX

アジュアの死神
ササクラ（著）／マルイノ
（絵）

非情の空から舞い降りた死神が、再び混乱を巻き起こす。『緋色のス
プーク』の続編登場！

アルヴ・レズル　機械仕掛けの妖精たち 山口優（著）／彩樹（絵）
冲方丁氏絶賛の新鋭！　アニメ劇場版３月２日公開！！　満を持して放
つ近未来サイエンス・アクション。アニメ付き特別版今春発売予定

アンノウン・アルヴ　―禁断の妖精たち― 山口優（著）／彩樹（絵）
「アニメミライ２０１３」でアニメ化された『アルヴ・レズル―機械仕
掛けの妖精たち―』に待望の続編登場！少女たちは再び闘いの地へ

今出川ルヴォワール
円居挽（著）／くまおり純
（絵）

シリーズ第３弾！殺人事件の容疑者にされた御堂達也は私的裁判「双龍
会」にかけられる。それは果て無き騙し合いへの序章だった……。

踊る人形　名探偵三途川理とゴーレムのＥ
は真実のＥ

森川智喜（著）／平沢下戸
（絵）

我ら少年探偵隊、不死身の人形男と対決す！　大人気・名探偵三途川シ
リーズ第三弾！

昨日の蒼空、明日の銀翼 管野ユウキ（著）／Ｒｍ（絵）
姿を消した幼なじみは、神風特攻隊のパイロットになっていた……。第
１１回講談社ＢＯＸ新人賞Ｐｏｗｅｒｓ受賞の青春ＳＦが登場！

ギャルゲー探偵と事件ちゃん
とよたかゆき（著）／染谷みの
る（絵）

ギャルゲー大好きの高校生・谷口弥人。彼は事件を擬人化し、事件その
ものと対話できるという、きわめて特異な能力を持っていた！

クロストライブ　～境界の魔女と眠り児た
ち～　

月島総記
（著）／ｓｅｒｏｒｉ（絵）／
デジタルハーツ（協力）

とある田舎町の高校生、宇和島空と白城真琴の前に、突然現れた暗く大
きな穴と少女との出会いが、彼らの運命を大きく変えていく。

クワガタにチョップしたらタイムスリップ
した［通常版］

家の裏でマンボウが死んでる
Ｐ（監）／タカハシヨウ
（著）／竜宮ツカサ（絵）

人気楽曲小説化！　クワガタに導かれ訪れた５０年後の未来で、少女が
手に入れた真実とは？

Ｋ　ＳＩＤＥ：ＢＬＵＥ
古橋秀之（ＧｏＲＡ）（著）／
鈴木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）
（絵）

ＴＶアニメ『Ｋ』、その知られざるオリジナルストーリーが原作者
ＧｏＲＡによって明かされる。――《青の王》宗像礼司、抜刀ッ！

Ｋ　ＳＩＤＥ：ＢＬＡＣＫ＆ＷＨＩＴＥ
宮沢龍生（ＧｏＲＡ）（著）／
鈴木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）
（絵）

人気アニメ『Ｋ』、原作者ＧｏＲＡ×ＧｏＨａｎｄｓによるオリジナル
小説、第３弾！　シロ、クロ、ネコの“過去”をめぐる物語。
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Ｋ　ＳＩＤＥ：ＲＥＤ
来楽零（ＧｏＲＡ）（著）／鈴
木信吾（ＧｏＨａｎｄｓ）
（絵）

人気ＴＶアニメ『Ｋ』、原作者ＧｏＲＡによる書き下ろしスピンオフオ
リジナルノベライズ！――荒ぶる炎《赤の王》周防尊！

コロージョンの夏 新沢克海（著）／5（絵）
革命家を父に持つ高校生・草太郎の血脈をめぐって、金髪乙女の黒姫カ
ノンと旧家の令嬢たちが水面下のバトルを繰り広げる！

シアトロ惑星 柴田科虎（著）／ちほ（絵）
自称看板女優、そのコにそっくりな宇宙人と六畳間で同居する脚本兼俳
優“しおみん”の前に「宇宙刑事」を名乗るおっさんが現れて！？

ステレオｊｃｔ コタニ夕多（著）
講談社ＢＯＸから“隠れ”本好きに贈る、新人作家デビュー作！　交差し
ぶつかりあう会話はまるでドストエフスキー？

スノーホワイト　名探偵三途川理と少女の
鏡は千の目を持つ

森川智喜（著）／平沢下戸
（絵）

鏡よ鏡、この世でいちばんの名探偵はだぁれ？　奇想の新鋭・森川智喜
がおくる、知恵と勇気のマジカルミステリー！

戦国スナイパー　２　謀略・本能寺篇
柳内たくみ（著）／陸原一樹
（絵）

大好評、シリーズ第２弾早くも登場！　戦国時代にタイムスリップした
陸上自衛官・笠間慶一郎は信長、最大の危機にどう動く！？

戦国スナイパー　３　信玄暗殺指令篇
柳内たくみ（著）／陸原一樹
（絵）

戦国時代に飛ばされ、信長配下の鉄砲頭となった自衛隊員・笠間慶一
郎。信長包囲網がせばまる中、主君最強の敵・信玄を討ち取れるか？

その花束は少年で出来ている 岩城裕明（著）／スオウ（絵）
この世でもっとも美しい存在である「少年皇」が統治する世界。田舎育
ちの少年・ナルナは、望まぬままに少年皇を目指すことになり―。

そよかぜキャットナップ
靖子靖史
（著）／ＴＮＳＫ（絵）

こんな青春がしたかった――ブンガクでもラノベでもない、傑作“ゆるミ
ス！”誕生。新人離れした新鋭、のんびりデビュー！

ちっちゃいホームズといじわるなワトスン
　緋色の血統

城島大（著）／高木恭介（絵）
ホームズの孫娘リディアは毒舌の相棒ジェームズ・ワトソンとともに難
事件に挑む！

ティーンズライフ 歩祐作（著）／加藤健介（絵）
“全身に、突き抜けるような風を感じている――宇宙までいけそうな上昇
気流だ。”弱冠１８歳の新鋭が放つ、まっすぐな青春小説！

ディストーションの秋 新沢克海（著）／5（絵）
キャラクター小説の新境地！　日常と物語が相克するマガミシリーズ、
第３弾！！

図書館パラセクト
日日日（著）／千葉サドル
（絵）

ひきこもりニート・小春を語り部に迎えて贈る、少し奇妙な青春オムニ
バス・ストーリー。

のばらセックス
日日日（著）／千葉サドル
（絵）

出産可能である貴重な体を持ち、国家から保護される存在「坂本のば
ら」。攻防の果てに人類存続の希望は！？

ノワール・レヴナント
浅倉秋成（著）／Ｎ村雄飛
（絵）

特殊な能力を与えられた４人の高校生が偶然出会った時、すべての“偶
然”が“必然”だったことに気づく。

ハイライトブルーと少女
靖子靖史
（著）／ＴＮＳＫ（絵）

この子に、なにかしてあげたい。この子の、悲しむ顔は見たくない。講
談社ＢＯＸが贈る“青春ライトノベル”の新旗手、颯爽たる最新作

緋色のスプーク
ササクラ（著）／マルイノ
（絵）

電子文芸誌『ＢＯＸ－ＡｉＲ』新鋭タッグが切り拓く哀哭のミリタ
リー・スカイ・サスペンス！

百殺目の恋 折口良乃（著）／板垣伸（絵）
「付き合ってもいいですよ。私を百回殺してくれたなら」刺殺、絞殺、
焼殺、撲殺……。愛のため僕は彼女を惨殺する。

フェイブルの海 新沢克海（著）／5（絵）
革命家を父に持つ高校生・真上草太郎はある日爆破事件に遭遇。十夜は
事件の黒幕「ベヒモス」と名乗る謎の男の粛清に乗り出す。

フラッガーの方程式
浅倉秋成（著）／中村ゆうひ
（絵）

平凡な日常をドラマに変えてしまう“フラッガーシステム”は、ある意味
「感動的なラスト」へ向けて、思いもよらない暴走をはじめる！

文化祭の夢に、おちる 彩坂美月（著）／庭（絵）
＜神隠し＞の伝承が残る御陰町で、明日から文化祭が始まる。しかし今
年は何かが「消える」とされる三年に一度の年だった――。

平安残酷物語
日日日（著）／千葉サドル
（絵）

奇病の蔓延で、人類が滅びへと向かいつつある「平安時代」。貴族階級
「ひきこもり」の小春とこずえが繰り広げるトリックコメディ！

柳生浪句剣
手代木正太郎（著）／戸部淑
（絵）

三代将軍家光時代の江戸。ロック侍・柳生六丸は、美少女剣士・舞花と
ともに６人の「武蔵」たちとの戦いに挑む！

宵鳴 柴村仁（著）／六七質（絵） 欲望渦巻く《市》で紡がれる、幻想怪異譚『夜宵』シリーズ第二弾！

ようこそ、ロバの目の世界へ。 岩城裕明（著）／ごり（絵）
幽霊と呼ぶにはあまりに奇天烈な“何か”が見える僕が、夏休みに巻き込
まれたとんでもない事件とは？

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　
Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　
－　√Ａｆｔｅｒ

月島総記
（著）／ｓｈｒｉ（絵）／イエ
ティレジスタ（原作）

科学研究施設『ラボ』にて、深刻な事故が発生！　爆発と火災、謎の惨
殺死体……。閉じ込められた９人は無事に脱出出来るのか！？

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　
Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　
－　√Ｂｅｆｏｒｅ

月島総記
（著）／ｓｈｒｉ（絵）／イエ
ティレジスタ（原作）

科学研究施設『ラボ』にて、深刻な事故が発生！　爆発と火災、謎の惨
殺死体……。閉じ込められた９人は無事に脱出出来るのか！？

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　
Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　
－　√Ｃｕｒｒｅｎｔ

月島総記
（著）／ｓｈｒｉ（絵）／イエ
ティレジスタ（原作）

科学研究施設『ラボ』にて、深刻な事故が発生！　爆発と火災、謎の惨
殺死体……。閉じ込められた９人は無事に脱出出来るのか！？

ルートダブル　－　Ｂｅｆｏｒｅ　
Ｃｒｉｍｅ　＊　Ａｆｔｅｒ　Ｄａｙｓ　
－　√Ｄｏｕｂｌｅ　

月島総記
（著）／ｓｈｒｉ（絵）／イエ
ティレジスタ（原作）

科学研究施設『ラボ』にて、深刻な事故が発生！　爆発と火災、謎の惨
殺死体……。閉じ込められた９人は無事に脱出出来るのか！？

霊感検定
織守きょうや（著）／しヴぇ
（絵）

何かを伝えたい。一緒にいたい。霊たちも、自分たちと同じ。講談社
ＢＯＸが放つ２０１３年最注目新人、会心のデビュー作！！
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霊感検定　２
織守きょうや（著）／しヴぇ
（絵）

あまりにも魅力的なキャラたちが「全員濃くて全員愛おしい！！」。大
注目新人、デビュー作『霊感検定』に続くパワーアップ第２弾！

講談社漫画文庫

小説　金田一少年の事件簿(1)　オペラ座
館・新たなる殺人

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

孤島のホテル「オペラ座館」を、金田一少年は再び訪れる。「オペラ座
館」の悪夢は、再び繰り返されようとしていた！

小説　金田一少年の事件簿(2)　幽霊客船殺
人事件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

小説版「金田一少年の事件簿」第２弾、講談社漫画文庫のシリーズとし
て復刊！

小説　金田一少年の事件簿(3)　電脳山荘殺
人事件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

小説版「金田一少年の事件簿」第３弾、講談社漫画文庫のシリーズとし
て復刊！

小説　金田一少年の事件簿(4)　鬼火島殺人
事件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

金田一少年が鍵穴の奥に見た凄惨な殺人現場の、死体も犯人も幻のよう
に消え失せていた……。完全密室殺人にハジメが挑む――！

小説　金田一少年の事件簿(5)　上海魚人伝
説殺人事件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

美雪と訪れた上海で、呪われた“魚人伝説”そのままの、悪夢のような連
続殺人事件にまきこまれた金田一少年は!?

小説　金田一少年の事件簿(6)　雷祭殺人事
件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

雷を崇める「雷祭」で、一たちは、おびただしい蝉の抜け殻に包まれた
一体の死体を目撃する。空蝉は、雷に捧げられた呪わしき供物なのか!?

小説　金田一少年の事件簿(7)　殺戮の
ディープブルー

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

南国の「遺跡島」のホテルでテロ事件発生。金田一少年と美雪は人質と
されてしまう。小説版「金田一少年」最大長編登場！

小説　金田一少年の事件簿(8)　邪宗館殺人
事件

天樹征丸（作）／さとうふみや
（画）

軽井沢で出会った金田一少年と４人の仲間達の古びた屋敷での冒険。そ
して６年後…、金田一少年はその夜の謎に挑戦する！

講談社ラノベ文庫

アーク９　１　死の天使
安井健太郎（著）／緒方剛志
（イラスト）

人が今の生活を破棄せざるを得なくなった未来。“人ならざるもの”と立
ち向かう、ニンジャマスターがその姿を現す。

アーク９　２　セフィロトの魔導士（上）
　アーク９　２　セフィロトの魔導士
（上）

安井健太郎（著）／緒方剛志
（イラスト）

魔術　ＶＳ　忍術過去　ＶＳ　未来　　男たちの想いが交差する時、箱
船（アーク）に血飛沫が奔る

アーク９　３　セフィロトの魔導士（下）
安井健太郎（著）／緒方剛志
（イラスト）

壁に阻まれた世界で、縁は過去の因縁と立ち向かう。

Ｉ．Ｒ：Ｉ．Ｓ１　Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　
Ｒｕｌｅｒ：Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　
Ｓｅｉｚｏｒ

澄守彩（作）／シロウ（イラス
ト）

最弱が最強に出会い、運命は回り出す――　澄守彩×シロウが贈る新感
覚学園バトルファンタジー！

Ｉ．Ｒ：Ｉ．Ｓ２　Ｉｎｄｉｒｅｃｔ　
Ｒｕｌｅｒ：Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　
Ｓｅｉｚｏｒ

澄守彩（著）／シロウ（イラス
ト）

……キミを殺す。もうそれ以外に方法はない黒鋼和人、人生最大のピン
チ！？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者１

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

高校ドロップアウトの慎一が得た仕事は『おたく文化の伝道』!?　『萌
え』は戦乱のさなかのファンタジー世界を変革できるのか？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者２

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

今度は『戦争』だ!?　ファンタジー世界を『萌え』で侵略しようとする
日本政府の思惑を、オタク少年・慎一は阻止できるか!?

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者３

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

ウェアウルフやリザードマンの異人種偏見や相変わらずのエルフとド
ワーフの対立をなんとかしたいと、慎一の提案から天覧試合開催に！

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者４

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

ひょんな事から異世界初の『映画』制作にのりだした慎一達。題材はな
んと魔法少女モノ、ってマジ魔法使いがどういうことなの！？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者５

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

慎一が敵国バハイラムに誘拐された！？　オタクさらってどうするの？
　オタク助けるのは誰？　って訳で、いよいよメイドが本気出す！

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者６

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

日本から来た新たなオタク伝道師・ヒカル登場！　イケメン、コミュ能
力バツグンの新人に慎一、絶体絶命の危機へ！？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者７

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

いよいよＴＶアニメ放映直前！メイン・キャラクターの秘められた魅力
に迫るエピソード集、水着もあるよ！

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者８

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

エルダントの住人、ドワーフ達は細工が上手、つまりはフィギュアの専
門家。ということで、今回は慎一が『究極』のフィギュアに挑戦？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者９

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

エルダント帝国の面々、いよいよアキバ観光へ！？

アウトブレイク・カンパニー　萌える侵略
者９　期間限定特別版

榊一郎（著）／ゆーげん（イラ
スト）

ゆーげん先生のキャラクターデザインブック付き、期間限定の電子版オ
リジナル仕様！エルダント帝国の面々、いよいよアキバ観光へ！？

アニメ化企画進行中（仮）！？
我道カケユ（著）／白羽奈尾
（イラスト）

天崎陸登（通称リック）は謎の美少女率いる「真生徒会」に加入するは
めに！　そこに集う厨二病少女達とのアホ日常全開物語、開幕!!

アニメ化企画進行中(2) （腐）！？
我道カケユ（著）／白羽奈尾
（イラスト）

天崎陸登は美少女トーハ率いる「真生徒会」に参加した。支持者増→本
物生徒会打倒のため陸登達が立てた「作戦」はアニメ化だった！？

アニメ化企画進行中（夏）！？
我道カケユ（著）／白羽奈尾
（イラスト）

天崎陸登は美少女トーハ率いる「真生徒会」のメンバー。学園を支配す
るためアニメ化始め色々な計画を妄想しつつ今日もダベリは続く！
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雨乞い部っ！１
青柳碧人（著）／ＫＥＩ（イラ
スト）

全国高等学校雨乞い選手権を目指す、弱小雨乞い部に入部した陽太の受
難とは!?

雨乞い部っ！２　濡れよ若人、雨乞い甲子
園

青柳碧人（著）／ＫＥＩ（イラ
スト）

「雨乞い甲子園」の出場権を手にした弱小・都立曇天橋高校の面々は、
次々と現れる色々な意味で強豪な輩と珍対決を繰り広げる！

イクシオン　サーガ　盗賊の傭兵団
秋口ぎぐる（著）／みやこかし
わ（イラスト）

元盗賊の主人公は旅の途中「英雄」の遺品を手にする。しかし、それ故
に行く先々で英雄と歓待され、傭兵部隊の指揮を執ることになる。

いけめん彼女１　～学校一のイケメンに告
白された俺～

日日日（著）／剣康之（イラス
ト）

何をやっても二位の梓は、どうしても姫白雪に勝てないでいた。だが、
ある日そのライバルから愛の告白!?　鉄壁白雪の正体は？

いけめん彼女２　～学校一の暴力女と恋人
になった俺～

日日日（著）／剣康之（イラス
ト）

学校一恐れられる存在の旧子を巡る水泳勝負！？　因縁の対決のために
強化合宿を決行するが、これがただで済むわけがなく…。

いけめん彼女３　～吸血鬼と世界一の秘
宝～

日日日（著）／剣康之（イラス
ト）

梓にかけられた姫一族の秘宝の力を解くために、一同エジプトへ！　そ
こで待っていたのは姫一族よりも恐ろしい一族だった！？

ヴォーテクス学園戦記１　無双の英雄覚醒
山田有（著）／さんた茉莉（イ
ラスト）

一騎当千の美少女たちとトップを目指せ――！　超弩級の学園戦記バト
ルアクション！

エンゲージ　お嬢様と秘書契約
いわなぎ一葉（作）／生煮え
（イラスト）

あなた、私とエンゲージ（秘書契約）しなさい！

エンゲージ　お嬢様と秘書契約２
いわなぎ一葉（著）／生煮え
（イラスト）

百子の婚約者登場！！　幸輝の決断は――！？

おジャ魔女どれみ１７　おジャ魔女どれみ
１７

東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

春風どれみ、高校２年生！

おジャ魔女どれみ１７　２ｎｄ
　～ＫＩＺＡＳＨＩ～

東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

おんぷちゃんの初恋……、そしてみんなの進路は？

おジャ魔女どれみ１７　３ｒｄ
　～ＣＯＭＥ　ＯＮ！～

東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

いよいよ高校３年生！　どれみはついに進路を決めた！？

おジャ魔女どれみ１６
東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

春風どれみ、高校１年生！　思い出の場所にあのＭＡＨＯ堂が。もう一
回魔女見習いになるの？　なれるの？　どうすりゃいいのさ～？！

おジャ魔女どれみ１６　ＴＵＲＮＩＮＧ　
ＰＯＩＮＴ

東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

パリに現れた謎の歌姫。それは――ハナちゃん!? 魔女の存在がばれたら
大変なことになるのに、彼女が人間界にやってきた目的は!?

おジャ魔女どれみ１６ (2)　　Ｎａｉｖｅ
東堂いづみ（原作）／栗山緑
（著）／馬越嘉彦（イラスト）

ももちゃんが帰ってきた！　喜びにわくＭＡＨＯ堂だったが、また新た
な問題が発生して！？

俺達の中二病はまだ始まったばかりだ！２
昨坂まこと
（著）／ｒｅｆｅｉａ（イラス
ト）

《魔召士》を自称する美少女・結緋と拓馬。ＧＷに普通の友達のように
一緒に出かける二人。その行く先で待ち受ける新たな事件とは！？

俺達の中二病はまだ始まったばかりだ！１
昨坂まこと
（著）／ｒｅｆｅｉａ（イラス
ト）

《魔召士》を名のる美少女・結緋と出会った拓馬。彼を「自分が召喚し
た悪魔だ」と言う彼女とのイタいけど楽しい毎日が始まって…！？

終わりのセラフ１　一瀬グレン、１６歳の
破滅

鏡貴也（作）／山本ヤマト（イ
ラスト）

鏡貴也×山本ヤマトが贈る学園呪術ファンタジー！　　きーきーうる
せぇな。俺が全部ぶっ潰してやる！

終わりのセラフ２　一瀬グレン、１６歳の
破滅　終わりのセラフ２　一瀬グレン、
１６歳の破滅

鏡貴也（作）／山本ヤマト（イ
ラスト）

グレン様のお側に仕えるのがわたくしどもの務めですから少女たちを従
え、グレンは自らの野望に向かい突き進む！

終わりのセラフ３　一瀬グレン、１６歳の
破滅

鏡貴也（著）／山本ヤマト（イ
ラスト）

グレンの思い、　真昼の思い――力を求めた二人の歩みが再び交わると
き世界の破滅は加速する――！

彼女がフラグをおられたら　俺、この転校
が終わったら、あの娘と結婚するんだ

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

他人の「フラグ」が見えてしまう旗立颯太。それ故、孤独を貫こうとす
る彼になぜか可愛い女の子たちが大挙して押し寄せてきた!?

彼女がフラグをおられたら(2)　こんな女子
ばかりの体育祭に出られるか、僕は二人三
脚に出させてもらう

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

フラグが見える少年・旗立颯太。彼の住む寮に廃止の危機が！　寮の存
続のため美少女達と共に学園名物体育祭での勝利をめざすが!?

彼女がフラグをおられたら(3)　大丈夫、こ
の臨海学校は安全だから、絶対敵に見つ
かったりしないよ

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

フラグが見える少年・旗立颯太。臨海学校が始まり、クエスト寮のみん
なの熱い思いが炸裂しビーチは大騒ぎそして物語は新たな展開へ！

彼女がフラグをおられたら(4)　ここは俺に
任せて、お前は夏休みを満喫しろ

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

待望の夏休みに、旗立颯太にはいくべき場所がない。心配したクエスト
寮女子たちの配慮のせいで颯太の夏休みはとんでもない方向へ！？

彼女がフラグをおられたら(5)　こんな風に
みんなと学園祭の話をしたの、初めてだな

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

学園祭シーズン到来。転入生の白亜を交えて、颯太たちはクラスの催し
にクエスト寮での参加、そしてミスコンに挑むため大忙しだが！？

彼女がフラグをおられたら(6)　電話ではこ
れ以上話せない。学園祭の詳しい話は会っ
てからだ

竹井１０日
（著）／ＣＵＴＥＧ（イラス
ト）

学園祭が始まった。新たな出会いに突発事件…騒がしくも楽しい日々の
中、クエスト寮メン総出演の舞台もいよいよ開演が近づくが…！？

彼女がフラグをおられたら(7)　おや、こん
な時間に誰だろう…サンタクロースかな？

竹井１０日（著）／CUTEG（イ
ラスト）

季節は巡りいよいよクリスマスシーズン。聖なる祭典に盛り上がる準備
万端の颯太たちの前に、大いなる試練と障害が襲いかかった！？
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彼女がフラグをおられたら(8)　今までこの
初詣のお守りのお陰で何回も命拾いしたん
だ、これ貸してやるよ

竹井１０日（著）／CUTEG（イ
ラスト）

怒濤のクリスマスが過ぎたのに年末年始も忙しい。お正月のご挨拶にそ
れぞれの実家を訪問し、楽しい騒動に巻き込まれる颯太達だが！？

神様のお仕事
幹（著）／蜜桃まむ（イラス
ト）

突然神になった真人は、神がいない黒須神社の新しい神となった。巫女
の千鳥と共に神様としての仕事を始めたが、神様業界も世知辛く…

神様のお仕事　２　神様のお仕事　２
幹（著）／蜜桃まむ
（ＥＤＥＮ’Ｓ　ＮＯＴＥＳ）
（イラスト）

厄神から福の神となったウツロは街に幸運をもたらすマスコットとなっ
たが、その反動で災厄を呼ぶ事に！？

神様のお仕事　３
幹（著）／蜜桃まむ（イラス
ト）

進路に悩む真人の前に、かつて黒須神社に祀られていた神・ククリが現
れ復活を望む。それは真人と千鳥の別れとなるのか！

彼と彼女の不都合な真実
南篠豊（著）／鍋島テツヒロ
（イラスト）

お兄さん。私のこと、もらいませんか？　不都合を抱えた少年と少女が
出会い、運命は動き出す！

彼と彼女の不都合な真実２
南篠豊（著）／鍋島テツヒロ
（イラスト）

二人の前に立ちふさがるのは――ドラゴン！？　学園ファンタジーアク
ション！

キミにもできる！　女の子一本釣りマニュ
アル

吉村夜（著）／パセリ（イラス
ト）

本日の釣果は女の子！

銀糸の魔法式１　魔法使いの実習生
浅倉イネ（著）／もっつん＊
（イラスト）

魔法使いを祖母に持つ主人公の前に現れたのは、銀髪美少女の魔法使
い。いぶかしむ主人公を前に、彼女は祖母の魔導書を喰い始めた！？

銀糸の魔法式２　白き狼と黒猫
浅倉イネ（著）／もっつん＊
（イラスト）

想いが重なる時、魔法が生まれる

銀糸の魔法式３　魔法界の紡ぎ夜
浅倉イネ（著）／もっつん＊
（イラスト）

今宵、君と――最高で最愛の魔法を

クロックワーク・プラネット１
榎宮祐（著）／暇奈椿（著）／
茨乃（イラスト）

「お側に侍ることをお許し頂けますか？」“時計仕掛けの惑星”を舞台
に、壮大なアクション＆ファンタジーが幕を開ける！

クロックワーク・プラネット２
榎宮祐（著）／暇奈椿（著）／
茨乃（イラスト）

Ｉｎｉｔｉａｌ－Ｙシリーズ肆番機――『撃滅するもの』アンクル、覚
醒！！

ごーいんぐ？　ほーみんぐ！１
霧鳴篤明
（著）／ＣＯＭＴＡ（イラス
ト）

帰宅困難者の神埜を救うため、歩は“帰宅部”に入部する。彼女にかけら
れた可笑しな呪いを解くためにやるべきことは……。

ごーいんぐ？　ほーみんぐ！２
霧鳴篤明
（著）／ＣＯＭＴＡ（イラス
ト）

紅椿の呪いで迷惑なヒーローになってしまった者がいるらしい。呪いを
解くため歩達は動き出すが、逆に巻き込まれて……！？

ごーいんぐ？　ほーみんぐ！３
霧鳴篤明
（著）／ＣＯＭＴＡ（イラス
ト）

紅椿神社の呪いがついに歩にも！？　呪いのせいでパラレル世界を彷徨
うことになった歩は怪しげな男と謎の少女に出会う・・・・・・

コープスパーティー　ブラッドカバー　リ
ピーティッドフィアー（下）

Ｔｅａｍ　
ＧｒｉｓＧｒｉｓ（原
作）／５ｐｂ．（原作）／都築
由浩（著）／Ｎｉｎｏ（イラス
ト）

次々と肉塊となり消えていくクラスメイトたち。呪いの原因がわかった
哲志たちは、脱出の手がかりを求めて「ある場所」に向かうが……

コープスパーティー　ブラッドカバー　リ
ピーティッドフィアー（上）

Ｔｅａｍ　
ＧｒｉｓＧｒｉｓ（原
作）／５ｐｂ．（原作）／都築
由浩（著）／Ｎｉｎｏ（イラス
ト）

飛ばされた異世界は恐怖と悪霊が跋扈する、かつて廃校になった小学
校。ここから脱出できるのか。大人気ホラーゲームノベライズ登場！

この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕と！
水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ
（イラスト）

学校帰りの坂道で、激突してきたのは自称・天使。聞けば破壊神・アン
ゴル＝モアの魂を探しているという。え？　それが僕なの？？

この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕
と！２

水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ
（イラスト）

セラフとベリアルがクラスメイトになっただけでなく、新任養護教師の
アスモデウスが加わって、恐怖の恋愛授業が始まる！？

この素晴らしく不幸で幸せな世界と僕
と！３

水樹尋（著）／２Ｃ＝がろあ
（イラスト）

爽やかイケメンが一樹を狙う、このすばにＢＬフラグ？　ではなくて、
彼の正体は大天使！　天使と魔王の終末バトル勃発！！

最果ての東　２ｎｄ　ｅｎｄ　迷える狼た
ちよ踊れその罪と共に

十文字青（著）／ＴＨＯＲＥＳ
柴本（イラスト）

人が「人ならざるモノ」に変貌するとき、思い出はガラクタと化すのか

最果ての東　１ｓｔ　ｅｎｄ　鼓動も止ま
る弾丸のスピードで

十文字青（著）／ＴＨＯＲＥＳ
柴本（イラスト）

第一次世界大戦後、世界は「吸血種」へと変貌する謎のウィルスに浸食
された。そして少し未来、最果ての東で物語は始まる

小夜音はあくまで小悪魔です!?　１
東出祐一郎（著）／吉田音（イ
ラスト）

最強自宅警備員の一崎嶽人と美少女悪魔・メフィストフェレス小夜音。
二人はとある理由から摩訶不思議な同居生活を始めるのだが……!?

小夜音はあくまで小悪魔です！？２
東出祐一郎（著）／吉田音（イ
ラスト）

元・自宅警備員の一崎嶽人と美少女悪魔・メフィストフェレス小夜音。
摩訶不思議な同居生活を送る二人の元に新たな闖入者が訪れて！？

小夜音はあくまで小悪魔です！？３
東出祐一郎（著）／吉田音（イ
ラスト）

一崎嶽人は人類を救うために死んでくれと、かの大天使ミカエルに要請
された。受け入れるか拒否するか。小夜音たちと下した結論は！？

さんかれあ　おーる・ないとれあ・ろんぐ
　さんかれあ　おーる・ないとれあ・ろん
ぐ

涼風涼（著）／はっとりみつる
（原作・イラスト）

彼女の笑顔はまるで紫陽花のようで－－－
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シス×トラ
橘九位（著）／ｕｒｕｔｅ（イ
ラスト）

ロシアからやってきた天才お嬢様が、数学以外は成績も容姿も平均値の
蘭丸の妹に！？　　“理想の兄”ってどうすればなれるの？

銃皇無尽のファフニール１　ドラゴンズ・
エデン　銃皇無尽のファフニール１　ドラ
ゴンズ・エデン

ツカサ（著）／梱枝りこ（イラ
スト）

美少女たちと世界を救え――！　ツカサ×梱枝りこの最強コンビが贈
る、アンリミテッド学園バトルアクション！

銃皇無尽のファフニール２　スカーレッ
ト・イノセント

ツカサ（著）／梱枝りこ（イラ
スト）

「ティアはユウのお嫁さん！」　動き出した“赤”のバジリスク。そして、
学園に新たな転入生が――！？

銃皇無尽のファフニール３　クリムゾン・
カタストロフ

ツカサ（著）／梱枝りこ（イラ
スト）

「兄さんのことも、私が守ります」　コミカライズも決定の大人気学園
バトルアクション！

巡幸の半女神
新井円侍（著）／こにしひろし
（イラスト）

神々との戦いに敗れた人類には、もはや絶望しかなかった。敗残兵レウ
レッドは遠ざかる意識の中で宿敵・神の力を持つ少女と出逢う。

巡幸の半女神　２
新井円侍（著）／こにしひろし
（イラスト）

人類は神に勝てるのか。そして半女神は敵か味方か－－－

女子には誰にも言えない秘密があるんで
す！

山本充実（著）／かわいまりあ
（イラスト）

おてんば×変態×普通！？　新人賞〈大賞〉受賞のシークレット学園ラ
ブコメ！

進撃の巨人　Before the fall 諫山創（原作）／涼風涼（著）
アンヘルは、巨人に対抗しうる唯一の《装置》の開発に着手する。大人
気コミック『進撃の巨人』の前日譚がオリジナル小説として登場。

進撃の巨人　Before the fall２
諫山創（原作）／涼風涼
（著）／ＴＨＯＲＥＳ柴本（イ
ラスト）

巨人の吐瀉物から這い出てきた赤子、キュクロは「巨人の子」と呼ばれ
忌み嫌われていた……。

進撃の巨人　Before the fall３
諫山創（原作）／涼風涼
（著）／ＴＨＯＲＥＳ柴本（イ
ラスト）

巨人の吐瀉物から這い出てきた赤子、キュクロは調査兵団に入り、巨人
を撃つための「装置」を手に入れる……。

神童機操ＤＴ－Ｏ　phase01

幾谷正（著）／御山ロビ（キャ
ラクターデザイン＆イラス
ト）／井上真有樹（メカニック
デザイン＆イラスト）

主人公・貞臣が暮らす街は、突然謎のテロ組織の攻撃を受け破壊され
た。憤る彼の前に現れた巨大ロボットを動かす羽目になったが…!?

神童機操ＤＴ－Ｏ　phase02

幾谷正（著）／御山ロビ（キャ
ラクターデザイン・イラス
ト）／井上真有樹（メカニック
デザイン・イラスト）

巨大人型兵器“ＤＴ－０”を操り【謎のテロ組織】を撃破した高校生・天
童貞臣。新たな敵は想像以上に可愛く、恐ろしく厄介で……！？

神童機操ＤＴ－Ｏ　phase03

幾谷正（著）／御山ロビ（キャ
ラクターデザイン・イラス
ト）／井上真有樹（メカニック
デザイン・イラスト）

奪われた米海軍の原潜から核ミサイルが発射された。極秘裏の迎撃作戦
に向かう天童貞臣と「ＤＴ－Ｏ」。困難なミッションの行方は！？

スーパー・ノヴァ・ラブソング　日本子・
チャチャチャ

日富美信吾（著）／狐印（イラ
スト）

アメリカ娘が大艦隊でやってきた！？

スクール・デモクラシー！１
吉村夜（著）／鍋島テツヒロ
（イラスト）

「自由」って、むずかしいです―高天原奈々―

スクール・デモクラシー！２
吉村夜（著）／鍋島テツヒロ
（イラスト）

私服デー導入に　反対！？　カオス生徒会　会長　サタンクルースの意
図とは！？

スクール・デモクラシー！３
吉村夜（著）／鍋島テツヒロ
（イラスト）

ついにブサイクロンに春が！　しかも、相手は奈々じゃない！？

生徒会探偵キリカ１
杉井光（著）／ぽんかん８（イ
ラスト）

僕が入学してしまった超巨大学園の生徒会を牛耳るのは、たった三人の
女の子――。ハイテンション学園ラブコメミステリ、堂々開幕！

生徒会探偵キリカ２
杉井光（作）／ぽんかん８（イ
ラスト）

「犯人を見つけるやり方は、もうわかってるの」生徒会会計　そして探
偵　キリカに見える真実とは――

生徒会探偵キリカ３
杉井光（作）／ぽんかん８（イ
ラスト）

夏といえばプール！　の水泳対決で美園先輩の腹黒さとナイスバディが
炸裂？　キリカもついに水着に！　大人気シリーズ第３弾！

生徒会探偵キリカ４
杉井光（作）／ぽんかん８（イ
ラスト）

ふふ、ひかげさんのそれ、待ってました。どきどきしちゃいます。コ
ミックス２巻も同時発売！

生徒会探偵キリカ５
杉井光（著）／ぽんかん８（イ
ラスト）

ひかげはっ、わたしの助手なの！

セクシャル・ハンター・ライオット１
築地俊彦（著）／はましま薫夫
（イラスト）

世界を救うために君のパンツが必要なんだ！　少女たちの助けで戦いを
再開する曜一！　築地俊彦が贈る学園セク・ハ・ラ・コメディ！

セクシャル・ハンター・ライオット２
築地俊彦（作）／はましま薫夫
（イラスト）

曜一は……あたしを護ってくれるの？

セクシャル・ハンター・ライオット３
築地俊彦（作）／はましま薫夫
（イラスト）

普通部が廃部！？　数多のグッズはいったいどうなる！！

セクシャル・ハンター・ライオット４
築地俊彦（作）／はましま薫夫
（イラスト）

夢の世界から世界征服を企むキリオーニラとハンターが手を組み、ハン
ター同士の戦いが？　衝撃の事態に、曜一の取った行動は!?

セクシャル・ハンター・ライオット５
築地俊彦（作）／はましま薫夫
（イラスト）

曜一、助けて……さらわれた緑里を助けるため、曜一は禁断の道を選ぶ
――

ちょこプリ！１．巨人になった日
後藤リウ（著）／みやこかしわ
（イラスト）

蛍介の前に現れた美少女キキは異世界の姫にして身長２０センチのリア
ルフィギュアサイズ。身長差１５０センチのラブコメここに開幕！
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ちょこプリ！２．勇者になった日
後藤 リウ（著）／みやこかしわ
（イラスト）

異世界の姫・キキの下僕となった蛍介。戦場にて大活躍の彼の前に曰く
ありげな別の姫君が登場。キキとも絡んだ大騒動に発展するが!?

ちょこプリ！３．ひとつになった日
後藤リウ（著）／みやこかしわ
（イラスト）

異世界の姫キキの下僕である蛍介。彼の通う男子校に、ある日事もあろ
うに女子が転入！？　その理由には異世界での事件が絡んでいた！

デッドエンドラプソディ
草薙絡（著）／田中将賀（イラ
スト）

16歳で死んだカスカを蘇らせたのは、16歳になった妹のシオンだった。
度の過ぎたブラコンっぷりが、彼女を最強魔術師にしてた！

デッドエンドラプソディ２
草薙絡（著）／田中将賀（イラ
スト）

篠崎の自殺をカスカが阻止したら、天使と死神がやってきた。その行為
はアポカリプスを乱すというが、蘇生したカスカについては？

謎の彼女Ｘ　謎の小説版
植芝理一（原作・イラスト）／
佐藤ちはや（著）

毎日繰り返される、ボクと彼女の秘密の“儀式”。美琴とボクが繰り広げ
る甘くせつないオリジナルストーリー。

七曲ナナミの斜めな事情１
雨木シュウスケ（著）／硯（イ
ラスト）

「だけど、これはゲームじゃない」　『鋼殻のレギオス』雨木シュウス
ケ最新作！　学園×青春×バトルストーリー！

七曲ナナミの斜めな事情２
雨木シュウスケ（著）／硯（イ
ラスト）

『鋼殻のレギオス』雨木シュウスケが贈る、学園×青春×バトルストー
リー第二弾！

日本子・チャチャチャ　　あいむジャパン
日富美信吾（著）／狐印（イラ
スト）

国会議事堂の奥深く。そこにいるゲームと漫画三昧の謎の幼女、彼女こ
そがこの国を司る精霊「日本子」……だと！？

パラダイスウォー１
梶島正樹（原作）／水樹尋
（著）／エナミカツミ（イラス
ト）

南の島には、きっとアツい何かが、待っている！

パラダイスウォー２
梶島正樹（原作）／水樹尋
（著）／エナミカツミ（イラス
ト）

南の島で始まる、戦い――アツいのは、それだけじゃない！！

パラダイスレジデンス１
野梨原花南（著）／藤島康介
（原作・イラスト）

ようこそ、〈パラダイスレジデンス〉へ――藤島康介の人気コミック
が、実力派・野梨原花南の描くオリジナルストーリーで登場！

百億の魔女
小川淳次郎（著）／ささきむつ
み（イラスト）

「さぁ、魔女姫戦争をはじめようか」　　赤毛の魔女はそう告げた。零
次は世界から集まった壮絶な魔女戦争に巻き込まれていく－－－

百億の魔女２
小川淳次郎（著）／ささきむつ
み（イラスト）

〈魔女姫戦争〉第二ラウンドの幕が上がる。血と咆吼が街に響き渡る
－－

百億の魔女３
小川淳次郎（著）／ささきむつ
み（イラスト）

凄惨を極める魔女姫戦争に終止符を！

瓶詰魔法少女地獄
安藤白悧（著）／ｋｙｏ（イラ
スト）

地上最強　ＶＳ　史上最強魔法少女大決戦！

ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　心に宿る
ｃｏｌｏｒ

真島ヒロ（原作・イラスト）／
川崎美羽（著）

非常識。自由奔放。猪突猛進。どの言葉を持ってしても、そのギルドを
言い表すことは不可能だ。――その名は“フェアリーテイル”。

ベニ・コンプレックス１
曽我部浩人（著）／双龍（イラ
スト）

緋野慶次の悩み、それは義姉・紅子からの「卒業までに嫁を捜せ」との
指令。失敗すれば紅子が慶次の嫁になるという！困った慶次は！？

ベニ・コンプレックス２
曽我部浩人（著）／双龍（イラ
スト）

緋野慶次には三人の嫁候補―紅子、巳緒、来弥がいる。全員妖怪属性持
ちで彼の「守護者」だ。その慶次の前に新たな〈敵〉が現れた！？

ベニ・コンプレックス３
曽我部浩人（著）／双龍（イラ
スト）

緋野慶次の嫁候補、紅子・巳緒・来弥の三人は晴れて正式な嫁となっ
た。そんなハーレム状態で、来弥は嫁をもっと増やす爆弾提案を！？

放課後バトルフィールド１
弓弦イズル（著）／美和美和
（イラスト）

『閃紅の魔女』ホマレに無理矢理連れてこられたのは、電動ガン片手に
お金を稼ぐ異空間サバゲー『放課後バトルフィールド』!?

魔王軍の軍師はじめました
長野聖樹（著）／れい亜（イラ
スト）

余は魔王ルキフェル・スペルビアである！

まお×にん！１
やますゆきたか（著）／かのえ
ゆうし（イラスト）

一般高校に魔界の姫が入学！　異様な殺気を放つ彼女の友達作りを手伝
うことになった光二は他の魔物に命を狙われて……！

まお×にん！２
やますゆきたか（著）／かのえ
ゆうし（イラスト）

勢力を分けた三つの魔族がひしめき合う校内では、魔族同士の対立も問
題となっていた。そこで三人の姫達がとった秘策は……！？

まお×にん！３
やますゆきたか（著）／かのえ
ゆうし（イラスト）

魔族が人間との共存を望んでいたというのは嘘だった！？　五月谷に隠
された“秘宝”を巡り、魔族と忍者の最終バトル勃発！

魔法少女地獄
安藤白悧（著）／ｋｙｏ（イラ
スト）

第１回講談社ラノベチャレンジカップ＜大賞＞受賞作！　魔法少女なん
て、いなくなればいいのに――

魔法少女地獄外道祭文
安藤白悧（著）／ｋｙｏ（イラ
スト）

“魔法少女武道大会”大会　開催！！　っていったいどういうこと！？

魔法使い、でした。１
砂顔実（著）／上田夢人（イラ
スト）

童貞それは魔力の源。魔法使いのバズはある朝魔力が無くなっていた！
　俺の魔法を奪ったのは誰だ？　力を取り戻すための旅が始まる。

魔法使い、でした。２
砂顔実（著）／上田夢人（イラ
スト）

童貞、それは魔力の源。魔法使いのバズはある朝魔力を失っていた！　
俺の魔法を奪ったのは誰だ？　力を取り戻すための旅は続く。

魔法使い、でした。３
砂顔実（著）／上田夢人（イラ
スト）

奪われた魔法を取り戻す旅を続けるバズたち。犯人のジョセフィーヌを
追い詰める中、大陸に起きたクーデター騒ぎに巻き込まれて…！？

魔法使いなら味噌を喰え！
澄守彩（著）／シロウ（イラス
ト）

魔法学校に通う高校生・八丁屋将太が朝、味噌汁を味わっているところ
に乱入してきたのは、魔法発祥の地・マジエールのお姫様で――。

魔法使いなら味噌を喰え！２
澄守彩（作）／シロウ（イラス
ト）

アルとセレスを狙う謎の刺客の正体は!?　新人賞＜大賞＞受賞作　第２
弾が登場！

魔法使いなら味噌を喰え！３
澄守彩（作）／シロウ（イラス
ト）

将太は今日もアルに味噌を食べさせていた――ところに、ナイスバディ
の美女が現れ将太を連れ去っていった！　その正体は？
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魔法使いなら味噌を喰え！４
澄守彩（作）／シロウ（イラス
ト）

セレスが味噌を食べるため、将太の家から味噌が奪われる事件が！　さ
らに、味噌料理を作るアルバイトまで依頼された将太だが!?

３日目東館のマホウ１
佐藤ちはや（著）／石川沙絵
（イラスト）

コミケの会場に、天から異世界美少女が降ってくる。彼女は”人の想い”
を結集した『悪魔書』を探しているのだというが！？

３日目東館のマホウ２
佐藤ちはや（著）／石川沙絵
（イラスト）

愛と同人誌で、世界を救え！

無限の住人　刃獣異聞
大迫純一（著）／沙村広明（原
作・イラスト）

２００８年に単行本出版された、亡きラノベ大家・大迫純一による渾身
の小説版『無限の住人』、ラノベ文庫に登場！

巡ル結魂者１
秋田禎信（著）／菊池政治（イ
ラスト）

秋田禎信×菊池政治が贈る、ファンタジーの最前線が今ここに！

巡ル結魂者２
秋田禎信（著）／菊池政治（イ
ラスト）

秋田禎信×菊池政治が贈るファンタジーの最前線、待望の最新刊！

モブキャラな俺がヒロインに攻略してと頼
まれました

朝倉輪（著）／ＱＵＺ竜（イラ
スト）

あなたに攻略してほしいの

モブキャラな俺がヒロインに攻略してと頼
まれました２

朝倉輪（著）／ＱＵＺ竜（イラ
スト）

新たな　攻略対象（ヒロイン）登場！？

桃音しおんのラノベ日記１　１１歳の創作
活動

あさのハジメ（著）／たにはら
なつき（イラスト）

天才ラノベ作家は美少女小学生！？　あさのハジメ×たにはらなつきが
贈る学園青春ラブコメ！

桃音しおんのラノベ日記２　恋と夏休みと
修羅場進行

あさのハジメ（著）／たにはら
なつき（イラスト）

「これはアタシと歩……二人の将来に関わる話なの」　夏休みは恋も仕
事も修羅場です！？

約束使い！１　ノーラ・ポムポムのお約束
やますゆきたか（著）／織生あ
や（イラスト）

“お約束”を守らせる魔法使い・ノーラと“お約束どおり”契約を交わしてし
まった堅道の予測不可能な波乱の人生が幕を開ける！

好敵手オンリーワン１
至道流星（著）／武藤此史（イ
ラスト）

優勝賞品　一生、コーイチローを奴隷化できる権利！

好敵手オンリーワン２
至道流星（著）／武藤此史（イ
ラスト）

コーイチローがデート！！焦る弥生と水貴は――！？

好敵手オンリーワン３
至道流星（著）／武藤此史（イ
ラスト）

弥生と水貴、それぞれ大勝負に出る！　二人の対抗意識に気を揉むコー
イチローだが、自らの進路も悩みの種で――

好敵手オンリーワン５
至道流星（著）／武藤此史（イ
ラスト）

高校生社長（コーイチロー）が、日本のビジネスを変える！至道流星が
贈るトライアングル商業ラブコメ、クライマックス！

好敵手オンリーワン４
至道流星（著）／武藤此史（イ
ラスト）

水貴と弥生　過去最大のピンチ！二人のためにコーイチローが取った行
動とは――

リアルフォース・イグニッション　
Ｐｈａｓｅ０１：双魔剣の精霊翔機

七烏未奏（著）／〆鯖コハダ
（イラスト）

「俺はどんな時も、お前を守ってやるから」　魔法の使えない少年と最
強のパートナーが出会うとき、運命の幕が上がる――！

リップオフ！１　ジャック・ザ・リッパー
ズ　リップオフ！１　ジャック・ザ・リッ
パーズ

渡井亘（著）／カスカベアキラ
（イラスト）

ボクのナイフは、君の”罪”を切り裂く

リップオフ！２　ナイト・ストーカー
渡井亘（著）／カスカベアキラ
（イラスト）

ジャックの能力を上回るもう一人の少女。その名は”ナイト・ストー
カー”。

ワールド・イズ・マイン　日本子・チャ
チャチャ

日富美信吾（著）／狐印（イラ
スト）

神姫「日本子」。こいつだけでも大変なのに今度は「フランス子」が事
態をさらにややこしく。日仏対決の栄冠はどちらの手に！？

Ｗ．Ｗ．Ｗ　－ワールド・ワイド・ウォー
１－

水樹尋（著）／羽戸らみ（イラ
スト）

ゲームの参加者は異能を与えられ、命を掛けて戦う。そんな
『Ｗ．Ｗ．Ｗ』に参加することになった蓮也はゲームの実態を探り始め
る。

講談名作文庫

伊達騒動　講談名作文庫14 講談社（編）
数多きお家騒動の中で善と悪との争い、これほど腹の底から湧く憤激、
これほど腹の底から泣ける感激感動の物語なし。

天保六花撰　講談名作文庫15 講談社（編）
浮世は夢か幻か、江戸八百八町にはびこる御家人くずれ、善玉悪玉の織
りなす度胸と掛け引の名啖呵、艶に仇姿の色模様。

弥次喜多道中記　講談名作文庫16 講談社（編）
江戸から京都へ、そして木曽路、中国四国路を旅しながら宿場々々で演
ずる珍妙奇てれつ好色、滑稽、縮尻連続の道中記。

寛永三馬術　講談名作文庫17 講談社（編）
天下の三名人が秘術を尽くして天晴れ輝く技くらべ！！　三代将軍家光
公の頃、馬術の三代名人が火花を散らして秘伝の技くらべ。

清水次郎長　講談名作文庫18 講談社（編）
映画に浪曲に大もての次郎長伝、強きを挫き弱きを助ける男伊達、大
政、小政、石松等の子分も活躍する大股旅読物。

塚原卜伝　講談名作文庫19 講談社（編）
師の仇をむくい、父の敵を討ち、あるいは山賊、海賊を退治して悪人を
こらす等々、剣豪ト伝の血湧き肉躍る痛快読物。

大久保彦左衛門　講談名作文庫20 講談社（編）
家康、秀忠、家光のような将軍達も、彦左衛門には叱られるという天下
御免の御意見番！！

雷電為右衛門　講談名作文庫21 講談社（編）
天下無敵！！　大関を１６年間張り通した稀代の名力士雷電の手に汗握
る大相撲物語。

左甚五郎　講談名作文庫22　 講談社（編）
東照宮の「眠り猫」など、今も各地にその作品が残る名工、左甚五郎！
　その義理と人情に命を懸けた一生を余さず語る名講談！
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幡随院長兵衛　講談名作文庫23　 講談社（編）
江戸浅草で男を売った長兵衛、度胸があって武術が出来、義理と人情
にゃア命もすてる。旗本水野邸に乗り込む胆ッ玉。

田宮坊太郎　講談名作文庫24　 講談社（編）
前代未聞、将軍家お声がかりの大仇討、少年剣士、田宮坊太郎の忍苦修
行をめぐる、愛と涙で綴られた金比羅利生物語。

国定忠治　講談名作文庫25　 講談社（編）
ニッコリ笑えば人を斬る……関八州に名を謳われた男一匹、強きを挫き
弱きを助け、義理と人情で世を渡る任侠股旅姿。

岩見重太郎　講談名作文庫26　 講談社（編）
御存じ狒々退治をはじめ、或は阿呆を装って悪人をこらし、遂には千人
の助太刀を向うに廻して、壮絶快絶の大仇討物語。

後藤又兵衛　講談名作文庫27　 講談社（編） 天下三豪傑の随一人が手に汗握る大活躍。

寛永御前試合　講談名作文庫28　 講談社（編）
武術の精華、各派各流の名人達人強傑が前代未聞決死の大試合、手に汗
を握る大場面の続出、一読感奮興起！！　典型的の武勇講談。

野狐三次　講談名作文庫29　 講談社（編） に組を背負う三次の艶っぽくて痛快な譚（はなし）。

佐倉宗五郎　講談名作文庫30　 講談社（編）
数万の村民を救わんと、命を的に江戸へ出ての直訴また直訴。伊達男の
仁侠、大老、僧侶の情け、血涙しぼる大悲願実伝。

これならわかる池坊いけばな

これならわかる池坊いけばな［１］立華
池坊専永（監）／伊藤雅夫
（著）

基本テクニックと一作ごとの解説を、入手しやすい花材を使って紹介。

これならわかる池坊いけばな［２］生花
池坊専永（監）／瀬島弘秀
（著）

池坊いけばながひと目でわかる必携の入門書。いけ方の基本技術から花
の知識まで初心者にもわかりやすく解説。

これならわかる池坊いけばな［３］自由花
池坊専永（監）／杉原青坡
（著）

池坊いけばながひと目でわかる必携の入門書。新しい花器の可能性や花
材の多様性も探って紹介。

これならわかる池坊いけばな［４］行事の
花

池坊専永（監）／堤裕真（著）
池坊いけばながひと目でわかる必携の入門書。年中行事や季節を象徴す
る花といけばなを紹介する。

三国志

三国志-(1) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第１巻「桃園の
巻」。

三国志-(2) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第１巻「桃園の
巻」のつづき。

三国志-(3) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第２巻「群星の
巻」。

三国志-(4) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第２巻「群星の
巻」のつづき

三国志-(5) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第３巻「草莽の
巻」。

三国志-(6) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第３巻「草莽の
巻」のつづき

三国志-(7) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第４巻「臣道の
巻」。

三国志-(8) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第４巻「臣道の
巻」のつづき

三国志-(9) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第５巻「孔明の
巻」。

三国志-(10) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第５巻「孔明の
巻」のつづき

三国志-(11) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第６巻「赤壁の
巻」。

三国志-(12) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第６巻「赤壁の
巻」のつづき

三国志-(13) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第７巻「望蜀の
巻」。

三国志-(14) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第７巻「望蜀の
巻」のつづき

三国志-(15) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第８巻「図南の
巻」。

三国志-(16) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第８巻「図南の
巻」のつづき

三国志-(17) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第９巻「出師の
巻」。

三国志-(18) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第９巻「出師の
巻」のつづき
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三国志-(19) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第10巻「五丈原の
巻」。

三国志-(20) 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第10巻「五丈原の
巻」のつづき。全巻完結。篇外余録を収録。

シリーズ古典

嵐山光三郎の徒然草・三木卓の方丈記　シ
リーズ古典(2)

嵐山光三郎（著）／三木卓
（著）

読みたかった古典の名作を、この一冊で味わう！　第一線で活躍する作
家陣が手がけた古典現代語訳の決定版シリーズ！

吉村昭の平家物語　シリーズ古典(3) 吉村昭（著）
こんなにわかりやすいのなら、もっと早く読みたかった！　これ１冊で
すべて読める平家物語!!

大庭みな子の枕草子　シリーズ古典(4) 大庭みな子（著）
こんなにわかりやすいのなら、もっと早く読みたかった！　第一線で活
躍する作家が手がけた古典現代語訳の決定版シリーズ！

村松友視の東海道中膝栗毛　シリーズ古典
(5)

村松友視（著）
みずみずしい言葉と感性。いま、古典が甦る！　第一線で活躍する作家
が手がけた古典現代語訳の決定版シリーズ！

高橋治のおくのほそ道ほか　シリーズ古典
(6)

高橋治（著）
『奥の細道』ほか近世俳句の最適入門書。 五・七・五に凝縮されたこと
ばのきらめき！

橋本治の古事記　シリーズ古典(7) 橋本治（著）
読みつがれてきた魅力。第一線で活躍する作家が手がけた古典現代語訳
の決定版シリーズ！

栗本薫の里見八犬伝　シリーズ古典(8) 栗本薫（著）
読みつがれてきた魅力。あなたのそばに古典を。第一線で活躍する作家
が手がけた古典現代語訳の決定版シリーズ！

絶対わかる化学シリーズ

絶対わかる演習有機反応　 齋藤勝裕（著）
有機反応が絶対わかる！　絶対解ける問題ばかり！　各問題が２ページ
完結の読みやすさ、答えるコツまで書いてある。

絶対わかる化学結合　 齋藤勝裕（著）
電子配置、軌道エネルギー、電子遷移、分子軌道法、混成軌道、ｄ軌
道、分子間力など結合の理解に必要な知識が絶対わかる。

絶対わかる化学熱力学　
齋藤勝裕（著）／浜井三洋
（著）

絶対読み切れる熱力学の本。ともかく一度読み通すことが理解の早道。
全体像をつかめば数式なんて怖くない。

絶対わかる化学の基礎知識　 齋藤勝裕（著）
ふとした疑問、わかりにくいことばや概念が、すぐさがせてすぐわか
る。著者のモットー「最小努力で最大効果」の効果で絶対わかる。

絶対わかる基礎有機反応　 齋藤勝裕（著）
矢印の動きがまぎらわしい、有機反応のしくみが絶対わかる。必要最小
限のことを覚えるだけで反応のしくみが本質から絶対わかる。

絶対わかる高分子化学　
齋藤勝裕（著）／山下啓司
（著）

構造・物性・合成・材料のバランスのとれた簡潔な説明で高分子化学が
絶対わかる！

絶対わかる電気化学　 齋藤勝裕（著）
電池、光触媒、電解合成、電気化学分析など、幅広い分野に関係する電
気化学を、歯切れのよい解説と多数の図版で簡潔明瞭に解説。

絶対わかる物理化学　 齋藤勝裕（著）
つまずくきっかけの熱力学を中心に、平衡、速度論などすべての基礎と
なる知識が絶対わかる。

絶対わかる分析化学　
齋藤勝裕（著）／坂本英文
（著）

ただ覚えるだけでつまらないと思われがちの分析化学も、やさしくてい
ねいな説明で、無機化学・有機化学の本質まで絶対わかる。

絶対わかる無機化学　 齋藤勝裕（著）／渡會仁（著）
原子の周期性という高校の知識を手がかりに、無機の結合、錯体、結晶
など本物の面白さが絶対わかる。

絶対わかる有機化学　 齋藤勝裕（著）
覚えることが多すぎる有機化学が絶対わかる。放り出したくなるその前
に、この本ならば量に負けず、わかりにくさを除いて絶対わかる。

絶対わかる有機化学の基礎知識　 齋藤勝裕（著）
膨大で複雑多岐にわたる有機化学。基礎として必要な知識を百選び、歯
切れよく解説。これで有機化学の基礎が絶対わかる！

絶対わかる有機金属化学　 齋藤勝裕（著）
見やすいシンプルな図で、専門科目も絶対わかる！　全貌がクッキリ　
有機金属化学の世界地図。

絶対わかる有機構造決定　 齋藤勝裕（著）
原理を知ってるだけでは構造は決められない。構造決定の技術、手法が
身につき、解く力がつく実用的で実戦的な解説書。

絶対わかる有機スペクトル解析　 齋藤勝裕（著）
見やすい図、読みやすい文でやさしく解説。有機化合物の構造を決める
のに欠かせないスペクトル解析。

絶対わかる有機反応の実際　 齋藤勝裕（著）
実際に使ってみたい有機反応が絶対わかる。種類が多すぎる有機反応の
重要なポイントが絶対わかる。

絶対わかる量子化学　 齋藤勝裕（著）
むずかしくて放り出した量子化学。式に軽重を示し、歯切れよくわかり
易い解説で絶対わかる

ゼロから学ぶシリーズ

ゼロから学ぶエントロピー　 西野友年（著）
エントロピーがわからないという人のために、日本物理界の「赤い彗
星」こと西野助教授が再び立ち上がった。

ゼロから学ぶ解析力学　 西野友年（著）
数式だらけでよくわからない解析力学も、意味がわかれば面白いほどよ
くわかる。初学者に向けた興味津々おもしろ読本。
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ゼロから学ぶ振動と波動　 小暮陽三（著）
振動、波動方程式、さらにはフーリエ級数までわかる基本のキから、
ホップステップジャンプ！　実例盛りだくさん。

ゼロから学ぶ数学の１、２、３　 瀬山士郎（著）
苦しかった高校の数学も、離れてみればなにか物悲しいもの。高校生が
しらない高校数学の面白さをお伝えする、目からウロコの一冊。

ゼロから学ぶ数学の４、５、６　 瀬山士郎（著）
数学を学びたい。そんな気持ちにこたえます！　中学程度の数学から、
高校の数学までをおもしろく解説。大学の数学にも踏み込む。

ゼロから学ぶ線形代数 小島寛之（著）
線形代数の意味と面白さをゼロから学ぶ一冊！　ゼロから学ぶためのア
イディアを盛りだくさん入れわかり易くした。

ゼロから学ぶ相対性理論 竹内薫（著）
相対性理論をはじめて学ぶ人のために、数式を極力抑え雑誌を読むがご
とく学べるようにした、物理の最先端に迫る渾身の一作。

ゼロから学ぶ超ひも理論　 竹内薫（著）
「ひも」とはいったい何なのか。どんな数式で表されるのか。超ひも理
論を少し深く知りたい人のための入門書！

ゼロから学ぶディジタル論理回路　 秋田純一（著）
わかりやすいディジタル論理回路の超入門書。難しくてどうしようもな
いといわれる論理回路を初心者でも学べるように優しくした。

ゼロから学ぶ電子回路 秋田純一（著）
初めてでも安心のわかりやすさ！　電子機器の破壊と分解から学ぶ電子
回路。電子回路の基礎の基礎を学ぶ大学初年級向けの入門書。

ゼロから学ぶ電磁気学　 西野友年（著）
電気と磁気のしくみをわかりやすく解説。数式だらけでよくわからない
と思われがちな電磁気学も、イメージがわかれば完全理解できる。

ゼロから学ぶ熱力学 小暮陽三（著）
熱力学の基礎とポイントがゼロからわかる本。熱、カルノーサイクル、
熱力学の法則などの熱力学の基礎をゼロから平易に説明する。

ゼロから学ぶ微分積分 小島寛之（著）
微分積分の本質をつかむための絶好の入門書。物理や経済の実例も豊
富。数式だけで終わらせない。

ゼロから学ぶ物理の１、２、３ 竹内薫（著）
難攻不落のマックスウェル方程式、高嶺の花のラグランジアン、熱力学
に量子論……片っ端から解答乱麻を断つ！

ゼロから学ぶ物理のことば　 小暮陽三（著）
セーターのパチパチは「静電気」ではない？　知っておきたい！　教え
てほしい！　物理の超重要単語。読んで楽しい小さな大辞典！

ゼロから学ぶベクトル解析 西野友年（著・本文イラスト）
ベクトル解析ってこんなにおもろいんか！　ほんまの基礎から外積、ガ
ウスの定理までおもろく解説！

ゼロから学ぶ力学 都筑卓司（著）
高校で学んだ力学も大学では勝手が違う。そんな力学をパズルのように
勉強してしまうのが都筑流。高校の復習も大学の力学もバッチリ。

ゼロから学ぶ量子力学 竹内薫（著）
量子力学も、みんなで学ぶとよくわかる。先生のわかり易い講義と、生
徒達の質問で、量子力学の基礎と疑問をすっきり解決する本。

大衆文学館

ああ玉杯に花うけて 佐藤紅緑（著）
昭和の初め、雑誌「少年倶楽部」に連載。時代をこえて訴えかける少年
文学の金字塔。

赤い殺意／罪な女 藤原審爾（著）
精細な心理描写の丹念な積み重ねと、定評のある女の情感描写の双方が
響き合って、人間の哀しさと人間愛へと収斂されていく長短編の代表
作。

仇討小説全集 菊池寛（著）
仇の隧道開削の悲願に心を動かされた青年武士がともに槌を振るう名作
『恩讐の彼方に』ほか、収録した仇討ものの全短編は、まさに巨匠の独
擅場！

仇討二十一話 直木三十五（著）
著者の厖大な数の仇討作品群のなかから選び抜いた21編は、艱難辛苦の
物語の陰の真実をも鮮やかに浮き彫りにする。

荒木又右衛門（上） 長谷川伸（著） 巨匠が細密巧緻に描く仇討小説名編。
荒木又右衛門（下） 長谷川伸（著） 伊賀上野鍵屋ヶ辻の決闘の真相とは。
石川五右衛門（上） 檀一雄（著） ケタ外れの怪盗を描く直木賞受賞作。
石川五右衛門（下） 檀一雄（著） ケタ外れの怪盗を描く直木賞受賞作。
うそ八万騎 尾崎士郎（著） 曽呂利新左衛門の痛快人生を活写！

絵本猿飛佐助 林芙美子（著）
「立川文庫」最大のヒーローを、著者自身の体験と重ね合わせて、人間
として捉えなおした異色の長編。

小笠原壱岐守 佐々木味津三（著）
激動の時代と人物。より高次な大衆小説を目ざした著者が到達した、異
色の幕末歴史小説集。

お吟さま 今東光（著）
千利休の娘・お吟――戦国の世を生きた薄幸の美女を描き直木賞を受け
た名作に、平家滅亡に生涯を賭した僧の生きざまを綴る『弱法師（よろ
ほうし）』を加えた本格歴史小説集。

怪異雛人形 角田喜久雄（著）
雛人形を抱えていた連続殺人の犠牲者たち。名人人形師の遺作という５
体の人形に隠された秘密とは!?

貝殻一平（上） 吉川英治（著）
時は幕末、世は日増しに物情騒然。幕末の乱世を着想の妙で描く出色
作。

貝殻一平（下） 吉川英治（著）
対照的人生を歩む瓜ふたつの若者！　吉川文学の特色であるあたたかい
眼が行間に溢れる出色の時代長編。

海鰻荘奇談 香山滋（著）
怪獣ゴジラの生みの親が、戦後間もなくの大衆文学界に衝撃を与えた、
幻想、怪奇、秘境ものの傑作短編集。表題作ほか９篇。
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奇想ミステリ集 山田風太郎（著）
想像を絶する動機と犯罪、ドンデン返しの結末。トリックが翻弄する傑
作集。

彩色江戸切絵図 松本清張（著）
庶民のせつない生活感と憐れな人情。ミステリーの巨匠が、的確な時代
認識をふまえて描いた時代推理小説の傑作！

佐々木小次郎（上） 村上元三（著）
小太刀の名人・富田勢源に養育された孤児・佐々木小次郎は、一剣に野
望を賭け、恋人を捨て、故郷を捨てた。

佐々木小次郎（下） 村上元三（著）
浜ぐるま咲く孤島・船島の浜で、小次郎は宿命のライバル・宮本武蔵と
の対決の瞬間を待つ……。

侍ニッポン 群司次郎正（著） 昭和の初め、映画・主題歌でも一世を風靡した話題の作。

しぐれ茶屋おりく 川口松太郎（著）
市井に花咲く人情の世界を流麗に綴る、川口文学の代表作。吉川英治文
学賞受賞。

神州纐纈城 国枝史郎（著） 怪異と奇想と妖美。伝奇小説の最高峰。

新撰組（上） 白井喬二（著）
秘術の限りを尽くして対決する独楽試合。幕末をたくましく生き抜く若
者の数奇な運命を描く大衆文学の大長編。

新撰組（下） 白井喬二（著）
時代の激流は二人の若者の運命を容赦なく押し流して行く。大衆文学史
に巨大な足跡を残した作者の、代表作。

深夜の市長 海野十三（著）
怪人「深夜の市長」の正体は？　主人公の周囲に起こる謎の事件との関
係は？　昭和初年のT市を舞台に、幻想ミステリの傑作。

砂絵呪縛（上） 土師清二（著） ニヒルな主人公が共感を呼ぶ名作！
砂絵呪縛（下） 土師清二（著） 大衆文学黄金時代を拓いた妖艶伝奇。

世界怪奇実話 牧逸馬（著）
文句なしに面白い読み物！　一人で３つのペンネームを使い分けたの奇
才が、綿密な取材と卓抜な構成力で読ませる実録小説集。

銭形平次・青春篇 野村胡堂（著）
窮地は名人芸の投げ銭で切り抜ける、ご存じ銭形平次。全編にみなぎる
若き平次の魅力。

戦国史記―斎藤道三 中山義秀（著）
乱世を活用した風雲児を活写する表題作『戦国史記』のほか、『松永弾
正』『月魄』『春日』を収録。

丹下左膳　乾雲坤竜の巻（上） 林不忘（著） 妖刀を巡る大活劇。待望ヒーロー登場。
丹下左膳　乾雲坤竜の巻（下） 林不忘（著） 左膳の妖剣を大岡越前はどう裁くか。
蔦葛木曽棧（上） 国枝史郎（著） 兄妹の怨念渦まく妖異伝奇の名作！
蔦葛木曽棧（下） 国枝史郎（著） 怪異幻妖の世界！　国枝文学の金字塔。
髑髏銭 角田喜久雄（著） 只見川渓谷に眠る謎の財宝――髑髏銭が示す秘宝の謎とは!?
南国太平記（上） 直木三十五（著） 権力闘争の泥沼化。もう一つの維新史。
南国太平記（下） 直木三十五（著） 凄絶苛烈な大殺陣。幕末経済と市井人。

人情馬鹿物語 川口松太郎（著）
美しい風俗と江戸っ子気質（かたぎ）が色濃く残る大正期の東京下町を
舞台に、人生の達人が共感と愛惜の想いをこめて綴った名作12話。

蠅男 海野十三（著）
妖奇の密室殺人！　大阪を騒がせる「蠅男」とは！　ＳＦの先駆者たる
鬼才の大胆構想作。

白昼堂々 結城昌治（著）
雑草の逞しさで生きる万引き集団の活躍を温かく軽妙に描いた、会心の
悪漢小説（ピカレスク・ロマン）。

悲願千人斬 下村悦夫（著）
人物群像の鮮やかさと奔放な空想力、戦国動乱期の美濃を背景に描く伝
奇小説の白眉！

美男狩（上） 野村胡堂（著） 妖美にして怪奇！ 息もつがせぬ物語。
美男狩（下） 野村胡堂（著） 宝探しと謎の美女。巨匠の大作ロマン。

紅刷り江戸噂 松本清張（著）
江戸市井の人間模様や人生の悲愁を描いて、推理の妙味と時代小説の醍
醐味を堪能させる傑作集。

股旅新八景 長谷川伸（著）
法の外に打ち捨てられた渡世人の意地と哀愁にそそぐ温かいまなざし。
股旅小説の傑作選。

見かえり峠の落日 笹沢左保（著）
人生の裏街道を往くアウトローを鮮烈に描き、ヒーロー木枯し紋次郎誕
生の母胎となったネオ股旅小説の傑作集。

密航定期便 中薗英助（著）
朝鮮半島と日本を結ぶ謀略と利権の暗部を浮かび上がらせる日本スパイ
小説の先駆となった記念碑的名作。

八ケ嶽の魔神 国枝史郎（著） 愛の確執が末裔の凄絶な復讐劇へ！

雪之丞変化（上） 三上於菟吉（著）
あで姿で大江戸の人気をさらう上方芝居の若手女形・雪之丞は、侠賊・
闇太郎とともに復讐の時を窺う。絢爛たる設定、手に汗握る展開、これ
ぞ大衆小説の粋！

雪之丞変化（下） 三上於菟吉（著）
あで姿で大江戸の人気をさらう上方芝居の若手女形・雪之丞は、侠賊・
闇太郎とともに復讐の時を窺う。絢爛たる設定、手に汗握る展開、これ
ぞ大衆小説の粋。

行きゆきて峠あり（上） 子母澤寛（著） 榎本武揚とその時代を骨太に描く、巨匠晩年の代表的雄篇。
行きゆきて峠あり（下） 子母澤寛（著） 榎本武揚とその時代を骨太に描く、巨匠晩年の代表的雄篇。

わが恋せし淀君 南條範夫（著）
愛しの淀君と同衾。慶長19年の城内にタイムスリップした男の奇妙な冒
険。
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痛快　世界の冒険文学

アーサー王物語
阿刀田高（文）／加藤直之
（絵）

6世紀のイングランドに、理想の国ログレスがあった。この国を統べるの
は王アーサー。彼を中心に、騎士たち、魔法使い、美女が活躍する！

失われた世界
森詠（文）／Ｃ・ドイル（原
作）／影山徹（絵）

アマゾンの奥地、いまなお恐竜が生棲するという秘境へチャレンジャ－
教授らの冒険がはじまる。巨匠コナン・ドイル　ＳＦ古典の傑作。

吸血鬼ドラキュラ
菊地秀行（文）／スト－カ
－，Ｂ．（原作）／天野喜孝
（絵）

山奥の古城を商用で訪ねたハーカーは、人の生き血を吸って何百年もの
生命をながらえてきた吸血鬼・ドラキュラ伯爵の虜となる――。

真田十勇士　猿飛佐助
後藤竜二（文）／吉田光彦
（絵）

怪力坊主・三好清海入道とともに、豪傑さがしの全国行脚にでた少年忍
者・猿飛佐助には、もうひとつの目的があった！

三銃士
藤本ひとみ（文）／Ａ・デュマ
（原作）／東逸子（絵）

野望を胸に花のパリに出たダルタニヤン。ポルトス、アトス、アラミス
の「三銃士」と熱い友情に結ばれる。冒険小説の大古典。

十五少年漂流記
志水辰夫（文）／ジュール・ベ
ルヌ（原作）／佐竹美保（絵）

太平洋の無人島に漂着した１５人の少年。年齢も国籍も様々な少年たち
は、大自然の脅威と戦い生きぬいていく。永遠のベストセラ－

神秘島物語
佐藤さとる（文）／ベル
ヌ，Ｊ．（原）／生頼範義（作
絵）／澤田賢（絵）

ゼロから文明を築きあげる究極のサバイバル！　孤島に漂着した５人の
男と１匹の犬が、知恵と行動力を駆使して文明を築きあげていく

水滸伝
嵐山光三郎（文）／施耐庵（原
作）／譚小勇（絵）

ならず者のそしりを受けながら、義に厚く情に深い百八人の豪傑たちが
梁山泊に集結。民をしいたげる官軍に戦いを挑む中国の熱血小説。

ソロモン王の洞窟
横田順彌（文）／ハガ－
ド，Ｒ．Ｈ．（原作）／茂利勝
彦（絵）

手にするものは宝か？　それとも死か？　伝説の宝を求め、アフリカ奥
地へ。秘境探検小説の記念すべき1作！

宝島
宗田理（文）／スティ－ブンス
ン，Ｌ．Ｒ．（原作）／徳田秀
雄（絵）

宝島の地図を手に入れたジムの旅は、海賊との激しい戦いのはてに、ど
のような結末を迎えるのか。イギリス少年文学不朽の名作。

鉄仮面
さとうまきこ（著）／建石修志
（絵）／ボアゴベイ，
デュ．Ｆ（原作）

『仮面の男』の正体は誰なのか。フランスのルイ14世の時代、恋人を追
い求めた女性の愛と感動の物語！

ハックルベリィ・フィンの冒険
立松和平（文）／マーク・ト
ウェイン（原作）／佐竹美保
（絵）

ミシシッピ－川を舞台に、少年ハックルベリィ・フィンと逃亡奴隷ジム
がくりひろげる冒険物語。アメリカ文学の傑作が立松流に新翻案。

フランケンシュタイン
山中恒（文）／高橋常政
（絵）／シェリー，Ｍ．（原
作）

若き天才科学者、ビクター・フランケンシュタインが、生命の神秘を解
きあかし造りだしたものは、おそろしいモンスターだった――。

ロビンソン・クル－ソ－
伊集院静（文）／ダニエル・デ
フォー（原作）／長友啓典
（絵）

冒険好きがたたって、絶海の孤島に流れついたロビンソン・クル－ソ
－。生きていくために、自然との、そして自分との闘いが始まる

天皇の歴史

天皇の歴史(1)　神話から歴史へ 大津透（著）
三輪山の麓の王権を中核に展開される古代国家の統一。その正統性の根
拠と東アジア情勢の影響を探り、天皇号と大和政権の成立を究明。

天皇の歴史(2)　聖武天皇と仏都平城京 吉川真司（著）
天平年間に相次ぐ地震、疫病大流行など未曾有の大惨事と闘い、仏教に
深く帰依してゆく聖武天皇。大仏開眼へと続く苦難の道をたどる。

天皇の歴史(3)　天皇と摂政・関白 佐々木恵介（著）
醍醐・村上両帝の延喜・天暦の治、道長の栄華など平安京を舞台に、藤
原良房から始まる摂関政治のもと天皇のみがなしえたことを追究。

天皇の歴史(4)　天皇と中世の武家
河内祥輔（著）／新田一郎
（著）

一筋の父子一系の皇統＝正統を重視した中世。朝廷再建を目指した源頼
朝、後鳥羽院、後醍醐天皇、足利尊氏、義満の役割を問う。

天皇の歴史(5)　天皇と天下人 藤井讓治（著）
信長、秀吉、家康という天下人を相手に、正親町、後陽成、後水尾の各
天皇はどう渡り合ったのか。天皇を主人公にこの時代を描く。

天皇の歴史(6)　江戸時代の天皇 藤田覚（著）
後水尾天皇は和歌で権威を高め、光格天皇は天明の飢饉に救い米を幕府
に出させた。無力の天皇が幕末、実質的君主に変貌した背景とは。

天皇の歴史(7)　明治天皇の大日本帝国 西川誠（著）
欧化のため巡幸と御真影によって民衆に姿を見せ続けた明治天皇。維
新、西南戦争、日清・日露の戦役を経て大帝と国民国家は誕生する。

天皇の歴史(8)　昭和天皇と戦争の世紀 加藤陽子（著）
皇太子時代に第一次大戦のヨーロッパの戦場を訪れ、総力戦の悲惨な現
実を知りながら、なぜ天皇は開戦に踏み切らざるを得なかったか。

天皇の歴史(9)　天皇と宗教
小倉慈司（著）／山口輝臣
（著）

大和王権から近代まで、大王祭祀、神祇制度、宮中祭祀の諸相と変遷を
解説。仏教をも統括した天皇の核心を追求する。

天皇の歴史(10)　天皇と芸能
渡部泰明（著）／阿部泰郎
（著）／鈴木健一（著）／松澤
克行（著）

『古今和歌集』など勅撰和歌集で古代・中世の天皇が拓き、後水尾院が
継承した歌の道と立花、茶の湯などを愛好した天皇による文化創世

徳富蘇峰　終戦後日記

徳富蘇峰　終戦後日記　『頑蘇夢物語』 徳富蘇峰（著） 戦前・戦中を通じ活躍した言論人、徳富蘇峰が終戦直後から綴った日記
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を発掘。無条件降伏への憤り、天皇への苦言など赤裸々に明かす。
徳富蘇峰　終戦後日記Ⅱ　『頑蘇夢物語』
続篇

徳富蘇峰（著）
終戦後一年、未曾有の敗北の原因を探る蘇峰は、東京裁判を批判し、昭
和天皇の退位を説く。祖国の行く末を憂う注目の終戦後日記続篇。

徳富蘇峰　終戦後日記　III　『頑蘇夢物
語』歴史篇

徳富蘇峰（著）
新憲法公布の昭和21年、東京裁判を批判し、終戦までを検証。敗戦は天
が自重を知らぬ日本人を中国人の手をかり滅ぼしたとする。

徳富蘇峰　終戦後日記　IV　『頑蘇夢物
語』完結篇

徳富蘇峰（著）
新憲法施行でも世相は無秩序乱脈。蘇峰は日本の敗因を分析し、人材不
足と教育の欠陥、外尊内卑の通弊を指摘、戦後日本に警鐘を鳴らす

ドラマ原作大賞

記憶の海 松田奈月（著）
ＴＢＳ・講談社第２回ドラマ原作大賞受賞作。忘れ続ける彼と忘れられ
ない彼女の、切ないラブストーリー。

すべての若き野郎ども 久保寺健彦（著）
ドラマ原作大賞選考委員特別賞受賞作。パピルス新人賞、日本ファンタ
ジーノベル大賞優秀賞の三冠作家による青春小説！

パパとお父さん 杣知加奈子（著）
同性愛者のカップルの養子になったナツは、世間の執拗ないじめの中
で、常識や世間体に囚われない本物の愛を発見する。

ゆうすず丸――認知症からの生還 畠田貴行（著）
認知症の老人が施設から脱出し、美しい瀬戸内海の離島に辿りつき幼子
たちと出会った。人のこころと自然が奇跡を生む。

LIVE LOVE LIFE 三上津由子（著）
悠々自適の陶芸作家、清司郎の本当の仕事は『添い寝屋』。添い寝をし
た相手の夢の中に入り、病気を治す仕事である。

なっとくシリーズ

なっとくする一般力学 小暮陽三（著）
ニュートンの法則からコリオリ力、剛体までを学んでしまう超入門書で
す！

なっとくする宇宙論 二間瀬敏史（著）
ハッブル望遠鏡、ＣＯＢＥからケック望遠鏡まで、最近の観測結果をふ
んだんに盛り込んだ新しい宇宙論への招待。

なっとくする演習　行列・ベクトル 牛瀧文宏（著）
手を取って導くような、読者本位の演習指導。これで難解な線型代数
が、身近で親しみぶかいものとなる。

なっとくする演習・電磁気学 後藤尚久（著）
電磁気学の根本を、パズルやパラドックスのような興味ぶかい問題を解
きあかすことによって修得させる。

なっとくする演習・熱力学 小暮陽三（著）
熱力学の基本問題を定評ある著者の語り口でくわしく、やさしく解説し
たユニークな演習書。

なっとくする演習・量子力学 小暮陽三（著）
読むだけでつかめる量子力学。量子力学の基本概念を定量的に把握する
ことを目的とした平易な演習書である。

なっとくする音・光・電波 都筑卓司（著）
波動の基本を納得するまでていねいに解説する。なんのためのフ－リエ
変換、なんのためのマックスウェル方程式かが極めてよくわかる。

なっとくする解析力学 都筑卓司（著）
難解な解析力学を一挙に平易にする。解析力学特有の言葉の意味を充分
納得させニュートン力学と近代物理学との橋渡しをしてくれる本。

なっとくする科学英会話 亀井エリザベス（著）
本書は、理工系の学生・研究者が外国人とコミュニケートするための必
要最小限の英会話を、具体的に身につけさせるもの。

なっとくする機器分析 中田宗隆（著）
ブラックボックスな機器の中身がよくわかる。ＮＭＲやＩＲを始めとす
る化学の分析機器のしくみをていねいに解説。

なっとくする基礎　科学英語 亀井エリザベス（著）
初めての科学英語入門書！　科学者や技術者になるために必要な英語の
基礎を、イギリス生まれの科学者が日本語で書いた一冊！

なっとくする行列・ベクトル 川久保勝夫（著）
行列とベクトルの概念をビジュアルに解く本。理工系大学初学年で必須
の線型代数の基本的考え方をビジュアルで理解させる副読本。

なっとくする虚数・複素数の物理数学 都筑卓司（著）
虚数は現実世界に存在するのか、しないのか？　答えはひとまずお預け
にして、使えばわかる虚数のスゴさ。いろいろな実例でなっとく！

なっとくする群・環・体 野崎昭弘（著）
群・環・体ってどんなもの？　わかったようでわからない代数学の基礎
を、現代的応用も交えて明快な論理で解きほぐす。

なっとくする集合・位相 瀬山士郎（著）
数学の面白さが至る所で発覚。数えられる無限？　大きい無限、小さい
無限？　無限の無限乗？　こんな怪物に“やさしく”挑む！

なっとくする数学記号 黒木哲徳（著）
『積分はワインから生まれた？』『計算親方なんて職業があった？』
等々、ウンチク満載！　どこから読んでもタメになる事典！

なっとくする数理ファイナンス 森真（著）
式や概念の見た目の難しさに惑わされず、また理屈抜きで理論を扱うこ
ともせず、何のためのどんな考え方なのかを語る１冊。

なっとくする相対性理論
松田卓也（著）／二間瀬敏史
（著）

特殊から一般へと相対論の全体像を描く！　初等的数式をあえて避けず
に、理論の核心を万人向けに解説する。入門書の決定版！

なっとくするディジタル電子回路 藤井信生（著）
ディジタル電子回路の基本事項を、初学者にわかるように、かみくだい
て解説する。

なっとくする電気回路 國枝博昭（著）
あらゆる電気器具や設備、装置に、電気回路は大活躍している。その回
路の基本原理を最少限の知識で学べる一冊！

なっとくする電気数学 後藤尚久（著）
電気数学の新しいスタンダードが登場！　電磁気学や電気回路の豊富な
具体例で、電気数学の基本的な考え、手法がみるみる身に付く！！
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なっとくする電気の法則 橋本尚（著）／橋本岳（著）
眼に見えない電気が手に取るようにわかる。電気と磁気にまつわる諸法
則と定理を、きわめて平易かつ具体的にわからせる本。

なっとくする電子回路 藤井信生（著）
エレクトロニクスの基本を平易に解説。ＴＶやラジオを動かす原理から
計算までを、誰にも納得のゆく形で紹介するユニークな入門書。

なっとくする電磁気学 後藤尚久（著）
電磁気学は理工系学生必須の分野であるが、直感的にわかりにくい。噛
んで含める平易な記述で、電磁気学の初学者に大歓迎される本。

なっとくする電磁気学の疑問55 後藤尚久（著）
電磁気学のあらゆる疑問がこの１冊で解消！　だれもが抱く初歩的な質
問をもとにして、その道の大家がずばりと迫る電磁気学の真髄！

なっとくする統計 森真（著）／田中ゆかり（著）
理論と経験則を知って基礎を固める。マニュアル的書籍では学べない背
景、信頼度などを豊富な例から無理なく学ぶ、読める入門書。

なっとくする統計力学 都筑卓司（著）
統計は数式だらけの本でしか勉強できないと思っていませんか。式は少
なく、式の間の「ものの見方」を教える統計力学入門書。

なっとくする熱力学 都筑卓司（著）
やさしい、くわしい、だから「なっとく」。式の羅列になりがちの熱力
学。式の意味の丁寧な説明はもちろん、余談や例も豊富。

なっとくする微積分 中島匠一（著）
ここまで書いてあれば、絶対わかる！　公式暗記・計算は大嫌い、能書
きを語ったら止まらない、そんな数学者が語りだした！

なっとくするフーリエ変換 小暮陽三（著）
厳密な証明よりも直観的理解をめざして、フーリエ級数、フーリエ変
換、フーリエ解析のエッセンスを身につける。学ぶ前、初めの一冊。

なっとくする物理数学 都筑卓司（著）
物理や工学の基礎となる数学を徹底的にかみくだいて平易に解説する。
何のための数学かを初学者向けに、具体的に例示する。

なっとくする分析化学
斎藤恭一（著）／武曽宏幸
（絵）

分析化学って、こんなに面白かったのか！　酸塩基反応、錯形成、沈殿
生成、酸化還元…いろいろな問題がサクサク解ける方法論を解説！

なっとくする有機化学 秋葉欣哉（著）
読み切りだから読みやすい！　いまだかつてないわかりやすさ！　「有
機化学は暗記物？」そんな常識をくつがえす明快講義！

なっとくする量子化学 中田宗隆（著）
軌道とは？　準位とは？　量子化学とは？　化学の世界を根元からとき
あかすことの威力。イラストてんこ盛り。面白いから化学だ！

なっとくする量子力学 都筑卓司（著）
理工学生の最難関、量子力学。数式の背後にある意味を明らかにするこ
とによって、量子力学を納得させる。

なっとくする量子力学の疑問55 和田純夫（著）
電子は粒子か波か？　多世界は実在するか？　常識を超えた量子の世界
に深い考察を加え、疑問を通して量子力学の体系をつかむ書。

なっとくする流体力学　 木田重雄（著）
機械工学や土木工学に必須の流体力学をわからせる。川の流れ、空気の
流れ、はたまた血液の流れは、科学的にどう把握できるか？

21世紀版・少年少女古典文学館

雨月物語 佐藤さとる（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

江戸の笑い 興津要（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

落窪物語 氷室冴子（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

おとぎ草子・山椒太夫　ほか
清水義範（著）／ねじめ正一
（著）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

古事記 橋本治（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

今昔物語集 杉本苑子（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

西鶴名作集 藤本義一（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

里見八犬伝 栗本薫（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

堤中納言物語・うつほ物語
干刈あがた（著）／津島佑子
（著）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

徒然草・方丈記
嵐山光三郎（著）／三木卓
（著）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

東海道中膝栗毛 村松友視（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

とりかえばや物語 田辺聖子（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

能・狂言
別役実（著）／谷川俊太郎
（著）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

枕草子 大庭みな子（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版

四谷怪談 高橋克彦（著）
読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、古典文
学にはじめて出会う子供の理解を助ける、文学全集の決定版
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21世紀版・少年少女日本文学館

銀河鉄道の夜
宮沢賢治（著）／徳田秀雄（さ
し絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

小僧の神様・一房の葡萄
志賀直哉（著）／武者小路実篤
（著）／有島武郎（著）／太田
大八（さし絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

ごんぎつね・夕鶴
新美南吉（著）／木下順二
（著）／太田大八（さし絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

トロッコ・鼻
芥川龍之介（著）／清水耕蔵
（さし絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

ビルマの竪琴
竹山道雄（著）／高田勲（さし
絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

ふるさと・野菊の墓
島崎藤村（著）／国木田独歩
（著）／伊藤左千夫（著）／加
藤敏郎（さし絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

坊っちゃん
夏目漱石（著）／高田勲（さし
絵）

読みやすい総ルビ、カラーさし絵、本文中の豊富な用語解説で、文学に
はじめて出会う子供の理解を助ける、日本文学全集の決定版

ブルーバックス

新しい科学論　「事実」は理論をたおせる
か

村上陽一郎（著）
人間にとって科学とは何か。こうした根源的な問いに立ち返り、新しい
時代に即応した科学の在り方を問う。科学論。

新しい発生生物学 浅島誠（著）／木下圭（著）
細胞同士のかかわり合いが生物の体をつくりあげていく発生現象のメカ
ニズムを、最新の成果とともにわかりやすく解説。

新しい物性物理　物質の起源からナノ・極
限物性まで

伊達宗行（著）
身の回りにある数百万種の物質を統一的に理解することから、２１世紀
の科学技術の行方か見えてくる。世界を切り開く物性物理の最前線

アミノ酸の科学　その効果を検証する 櫻庭雅文（著）
本当に体にいい？　足りないとどうなる？　アミノ酸の人体における働
きを解説し、知っているようで知らない、アミノ酸の真実に迫る

あるのかないのか？　日本人の創造性 飯沼和正（著）
“創造性に乏しい”はほんとうか、その発現を妨げたものは何か？　――
草創期科学者たちの業績から探る。

暗記しないで化学入門　電子を見れば化学
はわかる

平山令明（著）
化学は暗記ではない。電子の動きを理解すれば、化学はすべて見えてく
る。応用が利く。楽しくなる。化学嫌いの高校生必読の書。

イオンが好きになる本　もう化学は、つら
くない！

米山正信（著）
カップすれすれにコーヒーを入れたらコーヒーはあふれるだろうか？分
子・原子・イオンのすべてを学び、化学の難問を楽に乗り越える。

いやでも物理が面白くなる　交通信号「止
まれ」はなぜどこの国でも赤なのか？

志村史夫（著）
時間内必死に答えを探す「入試のための物理」が面白いはずない。「肉
屋の肉が赤いわけ」「瓦割りの極意」など豊富な話題で物理を説く

院生・ポスドクのための研究人生サバイバ
ルガイド　「博士余り」時代を生き抜く処
方箋

菊地俊郎（著）
高学歴（博士課程７４０００人、ポスドク１８０００人）ワーキングプ
アにならないために今、やるべきこととは？

ウソを見破る統計学　退屈させない統計入
門

神永正博（著）
所得分布の秘密、偶然が連続して起こる理由など、実生活を題材に標準
偏差から分散、各種検定、推測統計まで基本を解説。

宇宙進化の謎　暗黒物質の正体に迫る 谷口義明（著）
銀河は一様に分布しているのではなく、宇宙は穴ぼこだらけの空間でで
きている。いったなぜこのような構造になったのか。

宇宙になぜ我々が存在するのか 村山斉（著）
我々の体は物質からできている。なぜ物質だけ残って反物質は消えたの
か。その謎を解く鍵はニュートリノに。最新素粒子論が解明する！

宇宙は本当にひとつなのか 村山斉（著）
私たちが今ここに存在する「宇宙」とは何なのか？　万物の存在に根底
からの問い直しを迫る宇宙論の最前線

ＨＳＰと分子シャペロン　生命を守る驚異
のタンパク質

水島徹（著）
生命を脅かすストレスからタンパク質を守り、壊れたタンパク質を再生
するタンパク質「分子シャペロン」。その働きと応用の最新研究。

大栗先生の超弦理論入門 大栗博司（著）
「空間は９次元」が当たり前に思えたあと「空間は幻想」と気づかされ
る、世界観が揺さぶられる究極の理論の最もわかりやすい入門書！

男が知りたい女のからだ　なかなか聞けな
い87の疑問

河野美香（著）
男にとって女は永遠のナゾ。ちょっとした日常の不思議からセックス、
妊娠・出産、更年期のことまで男ならではの疑問に女医が回答。

大人のための算数練習帳 佐藤恒雄（著）
筋道を立てて考える「クセ」が自然に身につく！　論理思考能力に差を
つける選りすぐりの文章題。

大人のための算数練習帳　図形問題編 佐藤恒雄（著）
補助線１本のひらめきで見えないものが見えてくる！　ひらめきの快感
が味わえる選りすぐりの図形問題。

大人のための算数練習帳　中学入試編 佐藤恒雄（著）
解くごとに感動する良問ぞろい！　すべての中学入試問題は、本書収録
の２２題に集約される。

大人のための新オーディオ鑑賞術 たくきよしみつ（著）
音楽を本当にいい音で楽しむ「大人の方法」を目から鱗の新発想で提案
し。「デジタルを使いアナログを楽しむ」画期的新ガイド。

音のなんでも小事典　脳が音を聴くしくみ
から超音波顕微鏡まで

日本音響学会（編）
騒音を音で消す、特殊マイクで投手と捕手の内緒話を聞く、雑踏の中の
一人に語りかける。音のふしぎな性質から先端技術まで完全解説
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オリンピックに勝つ物理学　「摩擦」と
「抵抗」に勝機を見出せ！

望月修（著）
ウサイン・ボルトはなぜ早いのか？　水の抵抗をはねのける水着の最新
科学とは？　オリンピックの見方がガラリと変わるおもしろ物理本。

女の一生の「性」の教科書　女医が伝えた
い「知っておくべきこと」

河野美香（著）
女の子から女性へと移り変わる女の体の精緻な仕組みと、それゆえの喜
びや悩み。女の一生を支配する「性」の有り様をトータルに学ぶ。

音律と音階の科学 小方厚（著）
いま私たちが何気なく使っているドからドまでの１２個の音は、どのよ
うに決めたのでしょうか？

怪談の科学　幽霊はなぜ現れる 中村希明（著）
幽霊は「いる」派も「いない」派も、著者の話に耳を傾けて下さい。話
の奥の方から、不思議で怪奇な人間の「心」が見えてきます。

科学者はなぜ一番のりをめざすか　情熱、
栄誉、失意の人間ドラマ

小山慶太（著）
ガリレオ、ニュートンから、現代のノーべル賞争いまで、一番のりをめ
ざした科学者達のドラマで綴るもう一つの科学史。

化学反応はなぜおこるか　授業ではわから
なかった化学の基礎

上野景平（著）
化学の基礎の基礎である化学反応とは何か、なぜ物質が結合したり分離
するのかわかりやすく解説。

格闘技「奥義」の科学　わざの真髄 吉福康郎（著）
わずかに触れただけで相手を吹っ飛ばしたり、二倍も重い相手の突進を
止めたり―なぜ、こんなことが出来るのか？図や写真をまじえ解説

確率・統計であばくギャンブルのからくり
　「絶対儲かる必勝法」のウソ

谷岡一郎（著）
カタい目を押さえる流し買い、ワイド馬券や複勝転がし‥一見勝ちやす
そうな手こそ負けへの近道とは、これいかに？確率論で解き明かす

確率・統計でわかる「金融リスク」のから
くり　「想定外の損失」をどう避けるか

吉本佳生（著）
日経平均連動投資信託（ＥＴＦ）とＦＸ取引、危ないのはどっち？　レ
バレッジ２０倍と１年間塩漬けのリスクは？　確率論で投資に挑む。

活性酸素の話　病気や老化とどうかかわる
か

永田親義（著）
肌のシミからガンの原因として話題になる活性酸素は体内でどのように
生成され、様々な病気を引き起こすのか。作用の本質を丁寧に解説

紙ヒコーキで知る飛行の原理　身近に学ぶ
航空力学

小林昭夫（著）
３５０トンのジャンボジェットも１０グラムの紙ヒコーキも飛ばしなが
ら飛行の仕組みを解説し、同時に設計のコツを紹介。

からだの手帖　薬よりよく効くからだの事
典

高橋長雄（著）
あなたのからだのどこをとっても、目をみはる造化の妙が光っている。
講談社ブルーバックス・ロングセラーが電子化で再登場。

ガロアの群論　方程式はなぜ解けなかった
のか

中村亨（著）
１８３２年５月３０日の決闘前夜、ガロアは親友シュヴァリエへの手紙
に、彼の代数方程式の解の研究を書き遺した。天才が考えたことは

筋肉はふしぎ　力を生み出すメカニズム 杉晴夫（著）
筋肉エンジンは使えば使うほど発達し、計り知れない力を生みだす。そ
のアクセルは人間の意志だ。ふしぎに満ちた筋肉の仕組みを解説。

クイズ　植物入門　一粒のコメは何粒の実
りになるか

田中修（著）
木の高さが３ｍ伸びたら、下から１ｍの位置にあった枝の高さは何ｍ
に？　などの問題を考えているうちに、植物の基礎知識が身につく。

クイズで学ぶ大学の物理　たいくつな力学
と波動がおもしろい

飽本一裕（著）
楽しいクイズに答えていくと、いつの間にか物理の基礎が身についてし
まう。大学で初めて物理をやる人、つまづき気味の人にうってつけ

クォーク　第２版 南部陽一郎（著）
物質の究極的構造とそれを支配する基本法則を探ってきた素粒子物理学
がどのように発展しどこまで来たかを解説。

計画の科学　どこでも使えるPERT・CPM 加藤昭吉（著）
ＰＥＡＴ等本書に取り上げた新しい科学手法は各分野で熱狂的反響をよ
んでいる。むだなく効果的に物事を成し遂げる新技法を解明。

「計画力」を強くする　あなたの計画はな
ぜ挫折するか

加藤昭吉（著）
目的・目標がはっきりしていない、状況判断を誤っているなど、あなた
の計画が失敗する９つの理由を、計画技法の第一人者がズバリ指摘

計算力を強くする 鍵本聡（著）
計算力が人生を変える！？　いまからでも間に合う決断力・集中力を磨
くためのとっておき計算テクニックを伝授。

計算力を強くする　完全ドリル 鍵本聡（著）
五感がフル回転しものごとを論理的に考えたり、先を読む想像力が養わ
れ、瞬発的に判断する能力が身につく最強の計算ドリル。

計算力を強くするｐａｒｔ２ 鍵本聡（著）
実生活で直面するどんな難問にも即座に対応できる能力が身につく。ベ
ストセラー「計算力」の待望の第２弾。

傑作！　数学パズル５０　名問・良問の宝
庫へようこそ

小泓正直（著）
数当てゲームからギャンブル必勝法まで、簡単な数学を使っていかに切
れ味鋭く解くことができるか。

結晶とはなにか　自然が作る対称性の不思
議

平山令明（著）
水晶、ダイヤモンド、食塩、砂糖、鉄、銅、氷、ガラス……ガラスだけ
が結晶ではありません。結晶の美しさと純粋さの秘密に迫る！

現代医学に残された七つの謎 杉晴夫（著）
ヒトゲノムが解読された現代でも、人体にはいまだ明かされない謎があ
る。

高校化学とっておき勉強法　「なぜそうな
るのか？」がわかる本

大川貴史（著）
化学結合、酸塩基、酸化還元、有機化学など高校化学の主要トピックを
モルなしで懇切丁寧に解説。本書を読めば、わからない疑問を氷解

高校数学でわかるシュレディンガー方程式 竹内淳（著）
高校数学レベルの知識さえあれば、量子力学の最も重要な方程式　あの
シュレディンガー方程式に到達できる！

高校数学でわかる線形代数　行列の基礎か
ら固有値まで

竹内淳（著）
大好評『高校数学でわかるシリーズ』待望の第６弾。理系なら絶対必要
な「線形代数」の原理を理解し、使いこなそう。

高校数学でわかる統計学　本格的に理解す
るために

竹内淳（著）
高校数学でわかるシリーズの第７弾は、待ちに待っていた統計学です。
正規分布、回帰分析、区間推定、仮説検証が高校数学でわかる！

高校数学でわかる半導体の原理 竹内淳（著）
『高校数学でわかるマクスウェル方程式』『高校数学でわかるシュレ
ディンガー方程式』に続く、待望の第３弾！

高校数学でわかるフーリエ変換 竹内淳（著）
フーリエ変換を理解できれば、科学はもっと面白くなるはず！　フーリ
エ変換が得意になる本。
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高校数学でわかるボルツマンの原理 竹内淳（著）
エントロピーは必ず増大する。エントロピーは乱雑さを表す。さて、あ
なたはそれ以上のことを理解していますか？

高校数学でわかるマクスウェル方程式 竹内淳（著）
電磁気の集大成、マクスウェルの方程式をなっとくしながら理解でき
る。電磁方程式って、こんなにわかりやすかったのか！

高校数学とっておき勉強法　学校では教え
てくれないコツとポイント

鍵本聡（著）
有名予備校講師が、最小限の努力でつらい思いをせず高校数学を乗り切
る勉強法公開。学習法のポイントから試験で点を取る方法まで満載

光合成とはなにか　生命システムを支える
力

園池公毅（著）
地球のほとんどの生命を養っている光合成。葉緑体の中でなにが行われ
ているか。光合成の基礎知識を学び「植物という生き方」を考える

「交渉力」を強くする　上手な交渉のため
の１６の原則

藤沢晃治（著）
あなたの交渉のどこが弱点か、交渉力はどうすれば強化できるのか、ズ
バリ指摘する。

酵素反応のしくみ　現代化学の最大の謎を
さぐる

藤本大三郎（著）
酵素は生物の体内のような常温常圧、中性に近い環境で種々の化学反応
を数千万から数億倍の速度で促進する。この驚異の働きの謎を解説

呼吸の極意　心身を整える絶妙なしくみ 永田晟（著）
ストレスを和らげる、内臓の働きを整える、血圧を下げる、脂肪を燃焼
させるなど、科学的に明らかにされた体を健康にする呼吸法を紹介。

心はどのように遺伝するか　双生児が語る
新しい遺伝観

安藤寿康（著）
ＩＱや性格も遺伝するのか？一卵性、二卵性双生児の研究から遺伝をめ
ぐるさまざまな誤解を解き遺伝決定論を超えた新しい遺伝観を展開

古代世界の超技術　あっと驚く「巨石文
明」の智慧

志村史夫（著）
古代世界のご先祖様もすごかった！　最先端の材料工学の視点から「古
代史の技術ミステリー」を読み解くベストセラーに待望の姉妹編登場。

古代日本の超技術　改訂新版　あっと驚く
ご先祖様の智慧

志村史夫（著）
スカイツリーにも活きていたご先祖様の智慧！　最先端の材料工学の視
点から古代史の技術ミステリーを読み解く。待望の改訂新版。

子どもにウケる科学手品７７ 後藤道夫（著）
誰でもできます。それでいて、子どもが息をのむ衝撃度。マンネリ気味
の親子関係に新風を吹き込む待望の一冊です。

「砂糖は太る」の誤解　科学で見る砂糖の
素顔

高田明和（著）
「砂糖は太る」それは誤解です。「甘さが太らせる」それも誤解です。
「糖尿病の原因」それも誤解です。食べ物常識を覆す砂糖の真の姿

算数パズル「出しっこ問題」傑作選　解け
て興奮、出して快感！

仲田紀夫（著）
「うそつき村と正直村」「ニセ金さがし」など、友達や家族、同僚と出
し合って楽しめば必ず盛り上がる傑作の６０題を厳選。

死因事典　人はどのように死んでいくのか 東嶋和子（著）
病死、事故死、中毒死から、人に言えぬ腹上死まで、３２秒に一人ず
つ、どこかで誰かが死ぬ現代日本。私たち一人ひとりの死を読み解く

ジェット・エンジンの仕組み　工学から見
た原理と仕組み

吉中司（著）
ジェットエンジンの原理と仕組みが、開発のストーリーを通して、理解
できる。

視覚世界の謎に迫る　脳と視覚の実験心理
学

山口真美（著）
生後まもない赤ちゃんには、この世界はほとんど見えていない。その
後、脳の発達に伴い、私たちの視覚世界はどう形成されていくのか。

時間の不思議；タイムマシンからホーキン
グまで

都筑卓司（著）
時間をめぐる７つのナゾをとりあげ、平易明快な説明を与える、物理
ファン待望の書。

自己治癒力を高める　人体の驚くべき潜在
能力

川村則行（著）
不治の病から奇跡的回復など、人間のもつ驚くべき潜在能力。ストレス
説や免疫力だけで説明がつかない心とからだの不思議な関係を探る

史上最強の論理パズル 小野田博一（著） 「『この文は偽である』さて、この文は真、それとも偽、それとも…」
姿勢のふしぎ　しなやかな体と心が健康を
つくる

成瀬悟策（著）
脳性マヒで動かない手が、催眠術をかけると動いた！ここから開発され
た動作訓練法は様々な難病うつ病等の心理的不調にも効果があった

自然にひそむ数学　自然と数学の不思議な
関係

佐藤修一（著）
木や草遺跡やカード、人の美意識まで数学を深いかかわりがある！？意
外性に満ちた楽しいエピソード満載。誰でも楽しめる数学好入門書

質量はどのように生まれるのか　素粒子物
理最大のミステリーに迫る

橋本省二（著）
素粒子の質量をつくりだすヒッグス粒子がみつかれば、物質の質量の２
パーセントは理解される。では、残り９８パーセントはどこから？

ジムに通う前に読む本　スポーツ科学から
みたトレーニング

桜井静香（著）
最新の運動・スポーツ科学に裏付けられた方法を用いて、ジム通いを、
より質の高いものにする。ジムでの運動の理論と効果を解説。

シャノンの情報理論入門　価値ある情報を
高速に、正確に送る

高岡詠子（著）
情報とはなにか？　どのように量るのか？　情報エントロピーとは？　
圧縮とはなにか？　高校生でも分かる、シャノン情報理論の入門書。

住宅建築なんでも小事典　木造戸建から、
ＲＣ造共同住宅まで

大野隆司（著）
住宅の基礎、床、窓、天井、屋根などの構造は複雑。その仕組みや建て
方などを木造とＲＣ造にわけて解説。

出題者心理から見た入試数学　初めて明か
される作問の背景と意図

芳沢光雄（著）
出題者の意図、問題作りの工夫、指導要領の制約、マークシート　の裏
技対策など、いま初めて明かされる。

「シュレーディンガーの猫」のパラドック
スが解けた！　生きていて死んでいる状態
をつくる

古澤明（著）
量子力学の世界では重ね合わせにより２つの状態が同時に存在する。そ
こで死んでいる猫と生きている猫を同時に存在させる実験に挑んだ。

植物はなぜ5000年も生きるのか　寿命から
みた動物と植物のちがい

鈴木英治（著）
生物にとって、寿命とは？　２００歳の人間はいないが、２００歳の屋
久スギはまだ子供。この違いはなぜか？　「生」の不思議に迫る。

新作・論理パズル７７ 小野田博一（著）
さまざまなスタイルの論理パズルをフルコースで用意して、みなさんの
知的挑戦にこたえます。

新装版　集合とはなにか　はじめて学ぶ人
のために

竹内外史（著）
数学の原理化、体系化、抽象化、公理化などに大きく貢献した集合論を
やさしく解説した名高い旧版にカントールの評伝を加えて復刊！

新装版　相対論的宇宙論
佐藤文隆（著）／松田卓也
（著）

相対性理論が予測する、星の終末、ブラックホール、宇宙、超宇宙の
我々の常識を遙かに超えた驚異の姿とは……
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新装版　タイムマシンの話 都筑卓司（著）
超光速粒子タキオンがあれば、時間旅行は可能になる！　だが因果律は
崩れないのか？　どうすればタイムマシンを作れるのか？

新装版　パズル・物理入門 都筑卓司（著） まず疑え――疑問こそ創造の母である。

新装版　不確定性原理 都筑卓司（著）
あらゆるものが筋書きどおりに動いているとする因果律の絶対性を破る
革命的物理理論・不確定性原理を考察。

新装版　マックスウェルの悪魔 都筑卓司（著）
マックスウェルの悪魔と呼ばれる、一見奇妙なパラドックスを介して、
なぜ確率と物理学がつながるのかを解説。

新装版　四次元の世界 都筑卓司（著）
卵を割らずに黄身がとり出せますか？　超空間から相対性理論まで、だ
れにでもわかる丁寧な解説。

新体系　高校数学の教科書　上 芳沢光雄（著）
断片化されたアラカルト方式の数学Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、Ａ、Ｂ、Ｃを改
め、つながりをもって高校数学の体系を一本化！

新体系　高校数学の教科書　下 芳沢光雄（著）
断片化されたアラカルト方式の数学Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、Ａ、Ｂ、Ｃを改
め、つながりをもって高校数学の体系を一本化！

新体系　中学数学の教科書　上 芳沢光雄（著）
新たな視点による学び直しを提言する検定外教科書。随所に斬新な題材
を盛り込み、思考回路を鍛え直す理詰めの解説を実現した。

新体系　中学数学の教科書　下 芳沢光雄（著）
本当の数学力をつけたいと願う社会人、大学生、高校生、そして検定教
科書で満足できないトップクラスの中学生に読んで欲しい。

人体再生に挑む　再生医療の最前線 東嶋和子（著）
「人体再生」の試みは確実に進展している。脊髄、心臓、角膜、網膜、
内耳などの再生に向けた研究や、ｉＰＳ細胞研究の最前線。

新電子工作入門　わかる、できる、楽しめ
る

西田和明（著）
作りながらできる電子工学の最新版。電子部品の知識から、部品の入手
法、回路の組み立て方までやさしく図解。すぐできる作品満載

推計学のすすめ　決定と計画の科学 佐藤信（著）
一見ばらばらな数字から実体を導き出し、全体の予測を行う推測統計
学。乱数表の意義、平均の出し方、実際的な手法を身近な実例で解説

数学質問箱　なぜだろう？　そこが知りた
い！

矢野健太郎（著）
好評の「物理質問箱」にひき続く第二弾。読者から寄せられた数学に関
するさまざまな質問に数学界の大御所矢野健太郎先生が明快に回答

数学トリック＝だまされまいぞ！　数学発
想クイズ

仲田紀夫（著）
小野小町と結婚寸前に深草少尉は急死した。小野は彼を偲び小野算に熱
中した。され小野算とは？ほか、ダマされやすくて面白い数学満載

数学21世紀の7大難問　数学の未来をのぞ
いてみよう

中村亨（著）
「リーマン仮説」「ポアンカレ予想」など、賞金１００万ドルが懸けら
れた７問の数学未解決問題を高校生でもチャレンジできるよう解説

数学版　これを英語で言えますか？　
Ｌｅｔ’ｓ　ｓｐｅａｋ　
Ｍａｔｈｅｍａｔｉｃｓ！

保江邦夫（著）／エドワード・
ネルソン（監）

だれも教えてくれない集合や微分・積分、ベクトルや行列などの典型的
な数式、有名な物理学の英語読みを、大学の入試問題を例に猛特訓

図解　カメラの歴史　ダゲールからデジカ
メの登場まで

神立尚紀（著）
カメラオブスキュラから、ライカ、コンタックス、さらに世界を制した
日本製一眼レフまで。カメラの歴史とメカニズムの変遷をたどる。

図解　感覚器の進化　原始動物からヒトへ
　水中から陸上へ

岩堀修明（著）
壮観！　詳細な図解で見る感覚器の意外な歴史眼はなぜ現在の形になっ
た？　耳は？　鼻は？　視覚・聴覚・味覚・嗅覚など、感覚器の進化！

図解・気象学入門　原理からわかる雲・
雨・気温・風・天気図

古川武彦（著）／大木勇人
（著）

「湿った空気」は重くない、落下する「氷晶」が雨粒をつくる―気象と
天気のしくみを原理から丁寧に解説した「わかる」入門書。

図解　新幹線運行のメカニズム　ダイヤ作
成から、出発準備、保守点検まで

川辺謙一（著）
超高速で走る新幹線は、多くのスタッフに支えられて正確に運行されて
いる。その運行システムの仕組みを、複合的な視点で解説する。

図解・新世代鉄道の技術 川辺謙一（著）
超電導リニアから、新幹線、在来線、路面電車、地上設備まで、最新技
術を一挙紹介！

図解　台風の科学　発生・発達のしくみか
ら地球温暖化の影響まで

上野充（著）／山口宗彦（著）
ひとたび上陸すれば甚大な被害をもたらす台風。その発生から発達・消
滅までの一生を追いながら、驚くべきメカニズムを解き明かします。

図解　地下鉄の科学　トンネル構造から車
両のしくみまで

川辺謙一（著）
なぜ地下に列車を走らせるのか。都市の地下にどうやってトンネルをつ
くったのか。安全で快適にするためにどんな工夫をしたのか。

図解　つくる電子回路 加藤ただし（著）
自己流でない正しい工具の使い方と回路の組み立て方のコツを、わかり
易いイラストで解説。

図解・ＴＧＶ　ｖｓ．新幹線 佐藤芳彦（著）
世界市場でしのぎを削るＴＧＶと新幹線は、同じ高速鉄道ながら、コン
セプトが全く異なる。「世界の両雄」の技術を分析！

図解・鉄道の科学 宮本昌幸（著）
鉄道のしくみをその根本原理から解き明かす。走れ、止まれるのは「車
輪が滑るから」！？　ひと味違った電車の本。

図解　テレビの仕組み　白黒テレビから地
上デジタル放送まで

青木則夫（著）
「地デジ」って、何がデジタルなんだろう？　最も身近なテクノロジー
「テレビ」が分かる

図解・飛行機のメカニズム 柳生一（著）
航空機の構造やシステムを紹介するだけにとどまらず、その設計思想や
実際の作動状況まで詳しく絵解き。飛行機の鼓動が聞こえてくる！

図解　ヘリコプター 鈴木英夫（著）
空中で自由に前進・停止・後退できるヘリ。その空気力学からメカニズ
ム、機体構造や操縦法までをビジュアルに解説する。

図解　ボーイング７８７ｖｓ．エアバス
Ａ３８０　新世代旅客機を徹底比較

青木謙知（著）
７８７とＡ３８０は、ほぼ同時期に開発された新型機だが、そのコンセ
プトは全く異なる。開発の経緯から技術の詳細まで解説。

図解　旅客機運航のメカニズム　航空機オ
ペレーション入門

三澤慶洋（著）
飛行経路の決め方から、離着陸のしくみまで。旅客機の運航を支える仕
組みを、地上と上空の複合的視点から解説する。

図解・わかる電気と電子 見城尚志（著）
電気と電子の基礎理論が図解でよくわかる。マックスウェルの方程式も
シュレディンガーの方程式も、スンナリ頭に入る！
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図解・わかる電子回路
加藤肇（著）／見城尚志
（著）／高橋久（著）

電子回路の勉強には、実際的な事柄の修得が大切。回路の基本形を整理
し組合わせて、応用回路が設計・試作できるようにする。

図解・わかるメカトロニクス 小峯龍男（著）
メカトロニクスならではの工夫やアイデアが盛り込まれた身近な機械を
取り上げ、その基本的なしくみをくわしく図解します。

制御工学の考え方　産業革命は「制御」か
らはじまった

木村英紀（著）
機械は必要なとき必要なだけその力を取り出せて、初めてものの役に立
つ。ワットの調速器からヒト型ロボット制御まで、実際を解説。

生物の超技術　あっと驚く木や虫たちの智
恵

志村史夫（著）
数百年の時を生き抜くための、木の細胞たちの「死の準備」。完全に家
畜化され、自活の道を絶たれたカイコの美しく気高き生き様。

世界を制した「日本的技術発想」　日本人
が知らない日本の強み

志村幸雄（著）
「模倣大国」と揶揄される日本。だが独特の文化が生んだ技術は、実は
斬新な発明・発想に満ちているのだ。

ゼロからわかるブラックホール　時空を歪
める暗黒天体が吸い込み、輝き、噴出する
メカニズム

大須賀健（著）
世界のトップランナーの絶妙な語り口にひきこまれるうち、ブラック
ホールとは何か、いま何がホットなテーマなのか驚くほどわかる！

素数入門　計算しながら理解できる 芹沢正三（著）
１と自身以外に約数がない正の整数＝素数の不思議な性質と魅力をわか
りやすく解説。計算しながら確かめられる、はじめての初等整数論

素粒子論の世界　物質と空間の窮極に挑む 片山泰久（著）
物質はどこまで分けていけるか？　平易にして明解……。講談社ブルー
バックス・ロングセラーの電子書籍化。

大学入試問題で語る数論の世界　素数、完
全数からゼータ関数まで

清水健一（著）
まともに立ち向かったらその抽象性で返り討ちに遭いかねない「数論の
世界」を、入試問題を入口としてやさしく紹介します。

代数を図形で解く　直感でわかる数学の楽
しみ

中村義作（著）／阿邊恵一
（著）

頭で悩ます代数の難問も、図形を使えば”直観”で解ける！　見通しが立
つ。面白くなる。数列から複素数まで、高校生にもやさしく解説

太陽と地球のふしぎな関係　絶対君主と無
力なしもべ

上出洋介（著）
日本が誇る最新の太陽観測衛星のデータからわかった“太陽と地球”の関
係をわかりやすく解説。

たのしい電子回路　すぐ作れて試せるアイ
デア回路集

西田和明（著）
ＬＥＤを点滅させたい、効果音を鳴らしたい、センサーやタイマーを作
りたい。思いどおりの回路がすぐ見つかる電子工作アイディア集。

「食べもの情報」ウソ・ホント　氾濫する
情報を正しく読み取る

高橋久仁子（著）
一見科学的な裏付けがあるかのように語られている情報には、数々のウ
ソがあふれている。何がホントで、どれがウソか、徹底的に検証。

「食べもの神話」の落とし穴　巷にはびこ
るフードファディズム

高橋久仁子（著）
アミノ酸は体によい？　ワインはアルカリ性だから体にやさしい？　巷
にあふれる「食べもの神話」を検証し正しい食の知識を身につける

単位の進化　原始単位から原子単位へ 高田誠二（著）
フランス革命のさなか、「メートル法」誕生の波乱万丈の物語など、だ
れにでも興味深く読ませる、ブルーバックスの名著。

単位171の新知識　読んでわかる単位のし
くみ

星田直彦（著）
長さや時間を表す基本的な単位から、少し複雑な物質量や電気量の単位
までをとりあげ、人間の歴史がつまった単位のしくみを解く。

たんぱく質入門　どう作られ、どうはたら
くのか

武村政春（著）
私たちの体を形作るたんぱく質。その作られ方、はたらき、アミノ酸や
ＤＮＡとの関係などをやさしく解説。

超常現象をなぜ信じるのか　思い込みを生
む「体験」のあやうさ

菊池聡（著）
「自分の目で見たこと」は信じてよいのか？ＵＦＯ、虫の知らせ、占
い…実体験すれば信じがちだ。しかしそれが現実と限らないなら！？

「超」入門　微分積分　学校では教えてく
れない「考え方のコツ」

神永正博（著）
暗記と計算だけのツマラナイ微積分にさようなら。本質を鷲掴みにする
巧みなイメージ化で、抽象的な概念がするすると頭に染み込む！

超ひも理論とはなにか 竹内薫（著）
物理学の究極理論、超ひも理論がわかる！　超ひも理論によって導き出
される驚異の宇宙像を、数式を使わずにわかりやすく解説する。

道具としての微分方程式　「みようみま
ね」で使ってみよう

斎藤恭一（著）
難しいと敬遠されがちな微分方程式のやさしい解説書。著者のまねをし
て方程式を作り展開していると式の立て方も解き方もわかってくる

解ければ天才！　算数100の難問・奇問　
たかが算数　されど算数

中村義作（著）
名門、奇問、大難問。ヒラメキ、推理、コンセプト・・・パズル感覚で
知恵を絞って愉しんで解ければ、あなたは天才に近いエライ人！

トポロジーの発想　○と△を同じと見ると
何が見えるか

川久保勝夫（著）
図形の辺の長さや曲り具合、面積、角度という情報を捨て、伸ばした
り、縮めたり、曲げたりし重ねられる図形は同じとみなす数学の考え

謎解き・人間行動の不思議 北原義典（著）
普段あまり意識することのないふるまいをテストを通して自分で体験し
ながら、人間のもつ能力や特性を再認識する。

日本の原子力施設全データ　完全改訂版　
「しくみ」と「リスク」を再確認する

北村行孝（著）／三島勇（著）
フクシマ後に最も必要とされた定番ハンドブックに、完全改訂版が登
場！　「世界第３位」の原子力大国の実態を知る全国民必読の書。

入試数学　伝説の良問100　良い問題で良
い解法を学ぶ

安田亨（著）
駿台カリスマ講師が、過去３０年の大学入試問題から傑出した良問を厳
選。説くだけでぐんぐん力がつく、受験生・入試関係者必読の本。

ニュートリノ天体物理学入門 小柴昌俊（著）
ノーベル賞学者が明かすニュートリノの世界。ニュートリノで宇宙を透
視すると何がわかるか？

『ネイチャー』を英語で読みこなす 竹内薫（著）
科学の現場でつかわれている科学英語の独特の語彙や言い廻しを、『ネ
イチャー』の選りすぐりの例文を読み解きながら学んでいく。

熱とはなんだろう 竹内薫（著）
高校生でも、なっとくして理解できる、物理ファン待望の「熱」の決定
版。ブラックホールの「ホーキング放射」も解説。

脳からみた認知症　不安を取り除き、介護
の負担を軽くする

伊古田俊夫（著）
ある日突然、ネクタイが結べなくなる。妻の顔が判別できなくなる。そ
のとき脳で何が起こっているのか？　専門医が明かす認知症のすべて。

はじめてのゲーム理論　２つのキーワード
で本質がわかる

川越敏司（著）
２つのキーワードでゲーム理論の本質がわかる！　ケーキを兄弟で仲よ
く分ける方法から最先端の量子ゲームまで、やさしくて深い入門書。
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パズル・生物入門　楽しみながら学ぶため
に

長野敬（著）／鈴木善次（著）
身近な生物界の意外な世界！　ＱアンドＡで楽しみながら学ぶ生物入
門。ブルーバックスのロングセラーがここに復刊。

発表の技法　計画の立て方からパソコン利
用法まで

諏訪邦夫（著）
日本人の発表下手は、訓練不足が原因。上手な発表には、訓練とコツが
欠かせない。発表の基本、スライド作製法、英語での発表をに語る

「場」とはなんだろう 竹内薫（著）
わかっているようで、実はよくわからない「場」を、巧みな比喩とファ
インマン図を使って、高校生でも納得できるように解説します。

犯罪の心理学　なぜ、こんな事件が起こる
のか

中村希明（著）
人を悪に走らせるものは何か？　「小平事件」など世間を騒がせた大犯
罪を紹介しながら、人を犯罪に走らせた要因に迫る。

「判断力」を強くする　正しく判断するた
めの１４の指針

藤沢晃治（著）
これまでの悔やまれる判断ミスの原因分析から教訓を学び、判断の指針
を作ってこれからの判断に活かし、よりよい人生を歩みましょう！

フェルマーの大定理が解けた！　オイラー
からワイルズの証明まで

足立恒雄（著）
多くの著名な数学者たちの３５０年にもわたる挑戦をはね返してきた
フェルマーの大定理がついに証明された。経緯、考え方の本質を解説

不完全性定理とはなにか 竹内薫（著）
不完全性定理は、智の限界ではない！　数学ファンならずともちゃんと
理解しておきたい「ゲーデルの不完全性定理」を平易に解説する。

複素数とはなにか　虚数の誕生からオイ
ラーの公式まで

示野信一（著）
複素数の誕生から、オイラーの公式まで。２乗するとマイナスになる
「奇妙な数」虚数の、面白さと凄さがわかる！

武術「奥義」の科学　最強の身体技法 吉福康郎（著）
小柄な老人が屈強な大男をいとも簡単に投げ飛ばす達人の技。人間の秘
めたる可能性を最大限に引き出す武術の神髄に科学の目で迫る！

物理数学の直観的方法　〈普及版〉　理工
系で学ぶ数学　「難所突破」の特効薬

長沼伸一郎（著） 東大・京大をはじめ各大学生協でベストセラーとなった伝説の参考書！

物理の風景　数理物理学者の見た世界 堀淳一（著）
物理学者がどのように一般社会を見ているのか、物理学とはどんな学問
かを考えさせる好エッセイ

分散型エネルギー入門　電力の地産地消と
再生可能エネルギーの活用

伊藤義康（著）
電力などの地産地消を可能にする「分散型エネルギー」。風力、小水力
などの再生可能エネルギーを中心に、最新技術と課題を解説する。

分子からみた生物進化　ＤＮＡが明かす生
物の歴史

宮田隆（著）
ＤＮＡに残された進化の痕跡をたどり、進化のしくみを解き明かす分子
進化学。その基礎から最新の成果まで、第一人者が語る。

へんな虫はすごい虫　もう“虫けら”とは呼ば
せない！

安富和男（著）
農業・牧畜をするアリ。人の血液型を知っている蚊、水冷式クーラーを
備えたチョウ、空調完備の家を作るシロアリなど選りすぐり７２話

ペンローズのねじれた四次元 竹内薫（著）
最新の理論物理が描く、空間とは、時間とは？現代物理の雄ペンローズ
を知れば、物理学の過去と未来のすべてが見えてくる。

放射線利用の基礎知識　半導体、強化タイ
ヤから品種改良、食品照射まで

東嶋和子（著）
空港手荷物検査、産業利用、医療器具の滅菌、診断と治療、食品種改良
など、身近で使われている放射線のメリットとデメリットを解説。

放射能と人体　細胞・分子レベルからみた
放射線被曝

落合栄一郎（著）
放射能とは何か？　人体にどのような影響を及ぼすのか？　原爆や原発
事故などによる放射線被曝と健康の関係を科学的に考察する。

ホーキング　虚時間の宇宙 竹内薫（著）
全ての物理量が無限大に発散する理論物理学の最大の問題、特異点に挑
む車いすのニュートン！

麻酔の科学　第２版　手術を支える力持ち 諏訪邦夫（著）
麻酔は身体の機能を他人にまかせること。試行錯誤の歴史から最新の麻
酔薬、装置、施術まで解説します。

マンガ　おはなし数学史
仲田紀夫（原作）／佐々木ケン
（漫画）

一風変わった天才たちが意外なところから発展させてきた数学の歴史
を、面白ギャグ満載の「おはなし」仕立てで懇切丁寧に紹介します。

マンガ・数学小事典 岡部恒治（著）
マンガとイラストを使って数学の基本的な考え方、基礎的な用語をやさ
しく解説。どこから読んでも楽しく数学！

ミトコンドリア・ミステリー　驚くべき細
胞小器官の働き

林純一（著）
細胞内で酸素呼吸して生体エネルギーを作るミトコンドリア。この細胞
小器官が、ガンや老化に深く関与していると疑われている真相は？

無限の不思議　その先に何がある!? 仲田紀夫（著）
ツェノンの逆説、ボルツァーノの逆説、カントールの集合論と続く無限
数学。無限大、無限小の先に何があるのか、例をまじえて研究

メタボの常識・非常識　健康な人を「異
常」にする日本だけのシステム

田中秀一（著）
診断基準から検診の実効性まで、厚労省が提唱する「メタボ」にまつわ
る多くの疑問を俊英ジャーナリストが緻密に検証！

木材なんでも小事典　秘密に迫る新知識76 木質科学研究所木悠会（編）
「木の家はなぜ健康によいか」から「鉄より強い木材」「シルクロード
と木材」さらには「釘の打ち方」まで、古くて新しい木材最新知識。

もっと子どもにウケる科学手品77　もっと
簡単にできてもっとインパクトが凄い

後藤道夫（著）
７２万部突破のベストセラー、第２弾！　天才後藤先生があみ出した
「電気ブランコ」「ラーメン屋さんの出前」など度肝をぬく科学手品

山はどうしてできるのか　ダイナミックな
地球科学入門

藤岡換太郎（著）
山はなぜできるのか。この素朴な問いには、深くて面白い地球科学の
エッセンスがぎっしり詰まっている。読めば大地の見方が変わる本！

腰痛・肩こりの科学　原因から治し方・防
ぎ方まで

荒井孝和（著）
今や国民病ともいえる腰痛と肩こりはどうして起きるのか？主な腰痛と
肩こりの原因と治療法、そして防ぎ方を簡単に出来る体操含め紹介

「余剰次元」と逆二乗則の破れ　我々の世
界は本当に三次元か？

村田次郎（著）
万有引力の法則が近距離で破られる！？　宇宙の真の姿に迫る余剰次元
理論とは何か。

理系志望のための高校生活ガイド 鍵本聡（著）

理系の女の生き方ガイド
宇野賀津子（著）／坂東昌子
（著）

理系のための英語「キー構文」４６ 原田豊太郎（著）
日本語独特の言い回しを英語にするには、この４６構文を知っていれば
完璧！　英文執筆が上達したいすべての人に役立ちます。

162 / 204



理系のための英語便利帳
倉島保美（著）／榎本智子
（著）／黒木博（絵）

物理、生物、化学から英文で書く履歴書まで多彩なトピックを網羅。知
りたい科学英語がひと目でわかる。

理系のための英語ライティング上達法 倉島保美（著）
文章構成、論理展開、状況に合った表現など本書が紹介する手順に従っ
て英文を組み立てれば、自ずと「言いたいこと」が相手に伝わる。

理系のための英語論文執筆ガイド 原田豊太郎（著）
何気なく使ってしまう表現で、論文を台無しにしないで。初めて英語論
文を書く人でも大丈夫！　「超」実践的トレーニングブック。

理系のための研究生活ガイド　第２版 坪田一男（著）
理系のための人生設計ガイド 坪田一男（著）
リハビリテーション　新しい生き方を創る
医学

上田敏（著）
病気や傷が治っても重い後遺症で苦しむ人は多い。失われた機能を回復
させ、新しい能力と生き方を創り出すリハビリテーションを紹介

量子コンピュータ　超並列計算のからくり 竹内繁樹（著）
現在のスーパーコンピュータを圧倒する、量子コンピュータのしくみを
平易に解説。

量子テレポーテーション　瞬間移動は可能
なのか？

古澤明（著）
世界で初めて量子テレポーテーションを成功させたトップランナーが解
き明かす量子力学の最前線。

量子もつれとは何か　「不確定性原理」と
複数の量子を扱う量子力学

古澤明（著）
「２つの量子は離れていてもつながっている」というアインシュタイン
を悩ました現象を、不確定性原理と量子光学の実験を通して解説。

量子力学が語る世界像　重なり合う複数の
過去と未来

和田純夫（著）
量子力量を全世界にまで広げて考えたとき、描きだされる新しい世界と
は何か。まるでＳＦのような、同時進行する並行世界がみえてくる

量子力学の世界　はじめて学ぶ人のために 片山泰久（著）
“量子力学”を知るための最高一冊。数式のよろいをぬいだ物理学のおも
しろさ。

リラクセーション　緊張を自分で弛める法 成瀬悟策（著）
ストレスというものいつの間にか無意識のうちに自分で溜め込んでし
まっている過剰な緊張。これを強めたり弱めたりできるのは自分自身

霊はあるか　科学の視点から 安斎育郎（著）
「人は死んだらどうなるのか？」。誰もが感じる素朴かつ根本的な疑問
を科学の視点から徹底検証。宗教界における霊の捉え方なども紹介

老化はなぜ進むのか 近藤祥司（著）
老化は、じつは生命活動を正常に保つために不可欠なしくみだった。老
化の謎を遺伝子レベルで解き明かす。

ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか　
工学に立ちはだかる「究極の力学構造」

鈴森康一（著）
サラブレッドの脚にはなぜ筋肉がないのか？　――究極の力学構造であ
る「生体」を超えるための、ロボット工学者たちの熱き戦い！

論理が伝わる　世界標準の「書く技術」 倉島保美（著）
論理的な文章を書くための世界標準の技法であるパラグラフ・ライティ
ング。日本におけるその第一人者が「伝わる文章力」の極意を伝授

論理が伝わる　世界標準の「プレゼン術」 倉島保美（著）
ロジックが明確だとプレゼンは感動する！　小手先ではない、本質を掘
り下げて組み立てるプレゼン術を伝授。大好評シリーズ第２弾。

論理パズル「出しっこ問題」傑作選 小野田博一（著）
暗記できるほど短い問題文だが、単なるひらめきでは解けない奥の深
さ。考える力を試される傑作中の傑作６０題。

論理力を強くする 小野田博一（著）
「直感」や「ひらめき」は論理力なくして生まれない！　パズルを解い
て学ぶ論理の基礎。

ワインの科学　「私のワイン」のさがし方 清水健一（著）
あなたの「ワインの常識」は間違っている！　ワインをもっと美味しく
飲む”意外な新知識”満載。食卓を楽しくする、ワインの秘密。

「分かりやすい話し方」の技術　言いたい
ことを相手に確実に伝える15の方法

吉田たかよし（著）
ＮＨＫアナ、代議士秘書、医師とさまざまな職業で、マルチな才能を発
揮してきた著者が、秘伝の矢印メモを駆使し１５のテクニック伝授

ＢＯＸ－ＡｉＲ

ＢＯＸ－ＡｉＲ２６号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ２７号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ２８号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ２９号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３０号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３１号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３２号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３３号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３４号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

ＢＯＸ－ＡｉＲ３５号 講談社ＢＯＸ（編）
電子書籍ＡｉＲ、講談社ＢＯＸ、スターチャイルドがコラボした、フ
レッシュ電子文芸誌！

163 / 204



マンガ　こころbooks

「うつ」のとってもとっても基本のガイド
越野好文（作）／志野靖史
（作・画）

「わかったつもり」からもう一歩。うつ病を正しく理解するための1冊。
うつ病の典型例から周辺知識まで、マンガとイラストでわかりやすく紹
介。

「こころのクセ」を考える　まじめＡ子
ちゃん、おおいにさとる

越野好文（作）／志野靖史
（作・画）／おおはなヒマワリ
（作・画）

毎日が不安なのは、根拠なく物事を悲観的に考えてしまうからかも。
キャラクターと一緒に考え方の癖に気づき、心を軽くしませんか？

「こころ」の病気　安心ガイド　正しい知
識と治療のために　

越野好文（作）／志野靖史
（作・画）

心の病についての基礎知識や、初めて精神科にかかるときの不安や治療
法についての疑問が、マンガでよくわかる。

「パニック障害」メディカル・ガイド　診
断から回復まで　

越野好文（作）／志野靖史
（作・画）

最新の医学にもとづく原因と治療法をマンガとイラストでわかりやすく
解説。パニック障害を正しく理解するための１冊。

山岡荘八歴史文庫

坂本龍馬(1)　黒船の巻 山岡荘八（著） 坂本龍馬、19歳。望郷の念にかられ高知に帰っただが……。
坂本龍馬(2)　胎動の巻 山岡荘八（著） 救国の思想にめざめようとする龍馬に、三人の美女がからんで……。
坂本龍馬(3)　狂風の巻 山岡荘八（著） 風雲の時代に生きる坂本龍馬の若き日々、完結篇。

小説　太平洋戦争(1) 山岡荘八（著）
昭和16年、日米両国は最悪の関係に陥っていた。太平洋戦争全史を描い
た唯一の大河小説、今よみがえる！

小説　太平洋戦争(2) 山岡荘八（著）
昭和16年、日本帝国海軍がハワイ真珠湾急襲。――その後、連日大勝利
を報ずる大本営発表に、国民は狂喜した。

小説　太平洋戦争(3) 山岡荘八（著）
苦境に追いこまれ、疲弊の度を増す日本軍。軍隊という巨大組織の統率
者は、また兵士は、いかなる戦争を闘ったか。

小説　太平洋戦争(4) 山岡荘八（著）
退路のない南太平洋諸島でたちまち追いこまれる日本軍。苦闘の中にこ
そ指揮官の真の姿が現われていた……。

小説　太平洋戦争(5) 山岡荘八（著）
インパール作戦の火ぶたが切られたものの、思わぬ作戦齟齬の罠が。炎
熱と飢餓のなか、日本軍の疲弊も目だちはじめていた……。

小説　太平洋戦争(6) 山岡荘八（著）
東条内閣崩壊。苦境の続く海と空の戦いに残されたのは、もはや特攻作
戦のみ……。神風・神雷特別攻撃隊、ついに出撃！

小説　太平洋戦争(7) 山岡荘八（著）
増援の手段もなく、硫黄島で孤立する日本軍。あるは絶対死のみ。中将
はついに玉砕の決意を大本営に打電する。

小説　太平洋戦争(8) 山岡荘八（著）
戦艦大和が、大海原に乗り出す。まさに海上特攻。「われらかく戦え
り」という帝国海軍の意地をかけた突撃だった。

小説　太平洋戦争(9) 山岡荘八（著）
昭和20年８月15日、日本敗戦。滅私奉公に徹し祖国の不滅を信じて逝っ
た人への鎮魂の巨編、完結！

新太平記（1）　笠置山の巻 山岡荘八（著）
天皇親政を願い、ひそかに鎌倉幕府覆滅を策した後醍醐。後醍醐天皇は
捕われ、隠岐に流されるが……。

新太平記（2）　鎌倉攻めの巻 山岡荘八（著）
楠木正成の天皇奪回工作は成功し、後醍醐は隠岐を脱出！　新田義貞は
兵を挙げ、鎌倉を攻撃する。

新太平記（3）　建武中興の巻 山岡荘八（著）
鎌倉幕府は滅んだが、新しい政治の実は上がらない。足利尊氏は京に戻
らず、野望成就の策を練る。

新太平記（4）　湊川の巻 山岡荘八（著）
尊氏、ついに造反！　上洛した足利軍は、名将楠木正成の軍略に翻弄さ
れ命からがら西国へ落ちるが……。

新太平記（5）　義貞戦死の巻 山岡荘八（著） 冬の北陸路を落ちる義貞。飢えと寒さの地獄の籠城戦が待つ……。

高杉晋作(1) 山岡荘八（著）
吉田松陰の刑死に動揺する松下村塾の塾生たち。動乱の世を生きる高杉
晋作は、日本国再興のため苦悶する。

高杉晋作(2) 山岡荘八（著） 国を憂うる高杉晋作は、やがて倒幕への道を歩み始めた。

高杉晋作(3) 山岡荘八（著）
奇兵隊を結成した高杉晋作は、内外の攻撃に遭いながら、維新回天の偉
業に尽力するが……。

伊達政宗(1)　朝明けの巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(2)　人取られの巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(3)　夢は醍醐の巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(4)　黄金日本島の巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(5)　蒼穹の鷹の巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(6)　大坂攻めの巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

伊達政宗(7)　平和戦略の巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

164 / 204



伊達政宗(8)　旅情大悟の巻 山岡荘八（著）
戦国末、奥羽に天翔る竜がいた！　伊達六十二万石の安泰を確立した天
下の副将軍・独眼竜政宗の生涯。

千葉周作（1） 山岡荘八（著）
陸前花山村の於菟（周作）は腕は立つが短気者。恋の恨みの狂気にもま
きこまれ、剣難女難の毎日。

千葉周作（2） 山岡荘八（著）
名人・高柳又四郎の“音無しの剣”を破った周作に、ようやく剣の神髄が
見えてきた。周作は新たなる修行への旅を志す。

徳川家光(1)　三代の風の巻 山岡荘八（著）
父の命で甲府に蟄居している弟の処遇に苦慮する家光。弟はやがて自刃
して果てる。生まれながらの将軍・家光の一生。

徳川家光(2)　泰平人脈の巻 山岡荘八（著）
苛政に耐えかねた島原の農民が蜂起。家光は、信頼する松平信綱を総大
将に派遣し、一揆軍を皆殺しにした……。

徳川家光(3)　地の声　天の声の巻 山岡荘八（著）
島原・天草の大乱を鎮めた家光。鎖国断行の一方、“生まれながらの将
軍”の役割を果たしていく家光の円熟期を描く。

徳川家光(4)　時流と運命の巻 山岡荘八（著）
春日の局ら補佐役を次々と失った家光のまわりに、不穏な動きが……。
三代将軍家光が終焉に迎えた苦悩の完結篇。

徳川家康（1）　出生乱離の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（2）　獅子の座の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（3）　朝露の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（4）　葦かびの巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（5）　うず潮の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（6）　燃える土の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（7）　颶風の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（8）　心火の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（9）　碧雲の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（10)　無相門の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（11)　竜虎の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（12）　華厳の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（13）　侘茶の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（14）　明星瞬くの巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（15）　難波の夢の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（16）　日蝕月蝕の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（17）　軍荼利の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（18）　関ケ原の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（19）　泰平胎動の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（20）　江戸・大坂の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（21）　春雷遠雷の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（22）　百雷落つるの巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（23）　蕭風城の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（24）　戦争と平和の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（25）　孤城落月の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！

徳川家康（26）　立命往生の巻 山岡荘八（著）
剛毅と智謀を兼ね備えて泰平の世を拓いた名将家康の生涯を描いて、現
代人の心に永遠の感動を刻む世紀のベストセラー！　完結編。
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徳川慶喜(1) 山岡荘八（著）
黒船の来航は、日本を動揺の渦に巻きこんだ！　激動の幕末から維新を
生きた最後の徳川将軍慶喜の半生を描く。

徳川慶喜(2) 山岡荘八（著）
井伊直弼と攘夷派の深まる対立の溝。直弼の恐怖政治を、なんとかおさ
えなければと焦る一橋慶喜ではあったが……。

徳川慶喜(3) 山岡荘八（著）
安政の大獄は攘夷派の深い恨みをかい、井伊直弼は暗殺。攘夷派と開国
派の溝はいよいよ深まる……。

徳川慶喜(4) 山岡荘八（著）
政策の立て直しに着手する一橋慶喜。だが、倒幕をねらう志士の活動や
外国船の来航が、政情に拍車をかける……。

徳川慶喜(5) 山岡荘八（著）
政治事情は混乱をきわめ、苦慮する慶喜。池田屋騒動、蛤御門の変な
ど、激化する幕末政局。慶喜の政治手腕はいかに!?

徳川慶喜(6) 山岡荘八（著）
ついに“大政奉還”断行！　しかし薩長との対立は少しも緩和され
ず……。大正２年まで生きた慶喜の生涯、完結篇。

日蓮 山岡荘八（著） 迫害を超えて、信念を貫く炎の聖者の半生。

水戸光圀 山岡荘八（著）
光圀の落胤を人質に陰謀を企てた柳沢吉保らだが……。ご存知、助さん
格さんをお供に連れての水戸黄門漫遊記！

源頼朝(1)　平治の乱の巻 山岡荘八（著） 源氏再興の悲願を胸に雌伏20年、一躍天下制覇を果した源氏の統領。
源頼朝(2)　伊豆の青春の巻 山岡荘八（著） 源氏再興の悲願を胸に雌伏20年、一躍天下制覇を果した源氏の統領。
源頼朝(3)　鎌倉開府の巻 山岡荘八（著） 源氏再興の悲願を胸に雌伏20年、一躍天下制覇を果たした源氏の統領。

明治天皇(1) 山岡荘八（著）
貧窮のつづく禁裏に、一人の男子が誕生。この皇子こそ、幕末動乱の
まっただ中に生を享けた明治天皇であった！

明治天皇(2) 山岡荘八（著）
浦賀に現れた黒船は、開国を迫る。佐幕開国か尊皇攘夷か。孝明帝の条
約不勅許をめぐって幕府の懊悩はつのる。

明治天皇(3) 山岡荘八（著）
幕府はついに条約締結を敢行。勤皇志士たちの反発は一段と激しさをま
し、世情は混迷。未来の明治天皇はまだ幼い――。

明治天皇(4) 山岡荘八（著）
“安政の大獄”の嵐が全国に吹きあれた。この騒擾のなか、祐宮は健やか
に成長していた。

明治天皇(5) 山岡荘八（著）
桜田門外の変！　ついに大老井伊直弼も凶刃に斃れ、幕府に残された手
段は、和宮降嫁だけ――。

明治天皇(6) 山岡荘八（著）
寺田屋事件、生麦事件、列強各国の開国要求……。若き睦仁親王の双肩
にのしかかる国家存亡の危機！

毛利元就(1) 山岡荘八（著） 応仁の乱から30年。小国安芸の毛利家に生まれた元就の運命は……。

毛利元就(2) 山岡荘八（著）
元就のあざやかな智略……。だが皮肉にも、その勝利が、元就をいっそ
うの苦難へ追いこんでいく。

柳生石舟斎 山岡荘八（著）
剣の道はかほどに奥深く、玄妙なものであったのか――無刀取り柳生新
陰流の開祖石舟斎の半生。

柳生宗矩(1)　鷹と蛙の巻 山岡荘八（著）
巨星徳川家康のひたむきな姿に接したとき、宗矩の眼は豁然と開けた。
剣禅一如をなし遂げた男の生涯――。

柳生宗矩(2)　柳生の桃の巻 山岡荘八（著）
関ヶ原での激突へと向かって、嵐が吹きすさび始めた。若き宗矩は、懸
命に泰平への道を探る……。

柳生宗矩(3)　人間曼陀羅の巻 山岡荘八（著）
実現したと思われた平安の底に渦まく不平不満。大坂城に集まる牢人の
群れが、破滅への無謀な行軍を開始した……。

柳生宗矩(4)　散る花咲く花の巻 山岡荘八（著）
家康、秀忠、家光３代の師範として剣禅一如を見事に生きた柳生の鷹の
生涯、完結！

山田長政他 山岡荘八（著） 真の男の生き方を求めて、果敢に大海原に乗り出した山田長政の生涯。

吉田松陰(1) 山岡荘八（著）
吉田大治郎（松陰）は、多くの黒船や異人の姿から外圧の高まりを知っ
た。彼は叫ぶ、神州の民よ、めざめよ、と。

吉田松陰(2) 山岡荘八（著）
松陰はついにアメリカ密航を決意。めざすは停泊中のペリー艦隊。変革
期のリーダー吉田松陰の生涯、完結！

吉川英治歴史時代文庫

上杉謙信 吉川英治（著）
英雄の心事は英雄のみが知る。作者が得意とする小説体の武将列伝の一
つであり、その清冽な響きは、犀川の川音にも似ている。

江戸三国志（一） 吉川英治（著）
将軍家拝領の面と、客死したローマ貴族の秘宝をめぐり、若殿・怪盗・
ころび伴天連の娘が入り乱れる！　異国情緒横溢の伝奇巨編。

江戸三国志（二） 吉川英治（著）
将軍家拝領の面と、客死したローマ貴族の秘宝をめぐり、若殿・怪盗・
ころび伴天連の娘が入り乱れる！　異国情緒横溢の伝奇巨編。

江戸三国志（三） 吉川英治（著）
将軍家拝領の面と、客死したローマ貴族の秘宝をめぐり、若殿・怪盗・
ころび伴天連の娘が入り乱れる！　異国情緒横溢の伝奇巨編。

江戸城心中 吉川英治（著） 吉宗と大岡越前守活躍の伝奇小説！

大岡越前 吉川英治（著）
江戸町奉行へ抜擢された時、若き日の過ちからの復讐が彼を待ってい
た。――みずから蒔いた種をみずから裁く人間大岡越前の苦悩。

かんかん虫は唄う 吉川英治（著）
かんかん虫とは、ドック入りした船のサビ落としをする港の労働者。
「かんかん虫は唄う」は、自伝的要素に満ちた異色作。
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黒田如水 吉川英治（著）
秀吉が恐れた男、黒田勘兵衛（如水）。若き日の如水を格調高く描く本
編は、名作『新書太閤記』の一大分脈でもある。

剣難女難 吉川英治（著）
春日新九郎が、兄の仇、鐘巻自斎を相手に戦うまでの辛苦と、剣難、女
難。本作品で、吉川英治の評価が定まった。初期の傑作。

三国志（一） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第１巻。
三国志（二） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第２巻。
三国志（三） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第３巻。
三国志（四） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第４巻。
三国志（五） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第５巻。
三国志（六） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第６巻。
三国志（七） 吉川英治（著） 「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第７巻。

三国志（八） 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、吉川三国志の第８巻。全巻完
結。

私本太平記(一)　あしかが帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(二)　婆沙羅帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(三)　みなかみ帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(四)　帝獄帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(五)　世の辻の帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(六)　八荒帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(七)　千早帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(八)　新田帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(九)　建武らくがき帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(十)　風花帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(十一)　筑紫帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(十二)　湊川帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

私本太平記(十三)　黒白帖 吉川英治（著）
古代末期から中世へ――暗黒の時代とされる南北朝時代を確かな史眼で
語り直した吉川太平記、全13巻。

神州天馬侠（一） 吉川英治（著）
武田勝頼の遺子・伊那丸が、忠義の士に護られて、お家の再興をはか
る。しかし、戦国群雄の圧力の前には――。

神州天馬侠（二） 吉川英治（著）
伊那丸の四天王、軍師の民部、鉄杖の忍剣、剣の木隠、槍の巽、弓の山
県。そして咲耶子、鞍馬の竹童らが縦横に活躍する第２巻。

神州天馬侠（三） 吉川英治（著）
武勇すぐれた伊那丸主従であったが、最後の砦、小太郎山も敵手に陥ち
た。ストーリーテラーの才能をみせつける最終巻。

新書太閤記（一） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第１巻。

新書太閤記（二） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第２巻。

新書太閤記（三） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第３巻。

新書太閤記（四） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第４巻。

新書太閤記（五） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第５巻。

新書太閤記（六） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第６巻。

新書太閤記（七） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第７巻。

新書太閤記（八） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第８巻。

新書太閤記（九） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第９巻。

新書太閤記（十） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。第10巻。
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新書太閤記（十一） 吉川英治（著）
民衆の中に伍していく英雄・秀吉を描き、数多くの「太閤記」の中で最
も多くの読者を獲得した吉川文学の代表作。最終巻。

新・水滸伝（一） 吉川英治（著）
少年時代からこの中国古典に親しんだ著者が、思うままに意訳し、奇書
の世界を再現する一大絵巻。第１巻。

新・水滸伝（二） 吉川英治（著）
少年時代からこの中国古典に親しんだ著者が、思うままに意訳し、奇書
の世界を再現する一大絵巻。第２巻。

新・水滸伝（三） 吉川英治（著）
少年時代からこの中国古典に親しんだ著者が、思うままに意訳し、奇書
の世界を再現する一大絵巻。第３巻。

新・水滸伝（四） 吉川英治（著）
少年時代からこの中国古典に親しんだ著者が、思うままに意訳し、奇書
の世界を再現する一大絵巻。第４巻。

新・平家物語（一）　ちげくさの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二）　九重の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（三）　ほげんの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（四）　六波羅行幸の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（五）　常磐木の巻 吉川英治（著）
１00年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（六）　石船の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（七）　みちのくの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（八）　火乃国の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（九）　御産の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十）　りんねの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十一）　断橋の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十二）　かまくら殿の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十三）　三界の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十四）　くりからの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十五）　一門都落ちの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十六）　京乃木曾殿の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十七）　ひよどり越えの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十八）　千手の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（十九）　やしまの巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二十）　浮巣の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二十一）　壇ノ浦の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二十二）　悲弟の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二十三）　静の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新・平家物語（二十四）　吉野雛の巻 吉川英治（著）
100年の人間世界の興亡、流転、愛憎を主題に、戦後の吉川文学を代表
する、著者鏤骨の大作。

新編忠臣蔵（一） 吉川英治（著）
この著名な物語の「昭和定本」としての情熱をもって描かれた『吉川忠
臣蔵』。

新編忠臣蔵(二) 吉川英治（著）
この著名な物語の「昭和定本」としての情熱をもって描かれた『吉川忠
臣蔵』。

親鸞（一） 吉川英治（著）
平家全盛の世、源氏の血筋をひくゆえに出家した親鸞。法難を乗り越え
求法の道を行く、人間親鸞を描いた傑作。

親鸞（二） 吉川英治（著）
平家全盛の世、源氏の血筋をひくゆえに出家した親鸞。法難を乗り越え
求法の道を行く、人間親鸞を描いた傑作。
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親鸞（三） 吉川英治（著）
平家全盛の世、源氏の血筋をひくゆえに出家した親鸞。法難を乗り越え
求法の道を行く、人間親鸞を描いた傑作。

随筆　私本太平記 吉川英治（著）

随筆　新平家 吉川英治（著）
大作『新・平家物語』執筆にまつわるエッセイ集。「筆間茶話」「雑
感」「新・平家今昔紀行」を収録。

随筆　宮本武蔵 吉川英治（著）
名作『宮本武蔵』創作の背景を伝記、史料、遺跡紀行から語る。小説で
描いた武蔵、描かなかった武蔵、そして、描けなかった武蔵。

平の将門 吉川英治（著）
都にあっては貴族に愚弄され、故郷では大叔父国香に父の遺領を掠めら
れ、将門はやり場のない怒りを周囲に爆発させる。

鳴門秘帖（一） 吉川英治（著） 吉川英治の作家として地位を確立した初期の代表作。全３巻の第１巻。
鳴門秘帖（二） 吉川英治（著） 吉川英治の作家として地位を確立した初期の代表作。全３巻の第２巻。
鳴門秘帖（三） 吉川英治（著） 吉川英治の作家として地位を確立した初期の代表作。全３巻完結篇。

梅里先生行状記 吉川英治（著）
梅里先生とは徳川光圀のこと。元禄の世、黄門漫遊記からはうかがい知
れぬ水戸光圀の実像を描く秀作。

松のや露八 吉川英治（著）
幇間・松のや露八として、反権力的姿勢を貫いた、彰義隊くずれの土肥
庄次郎――負け犬のフツフツたる感情が全篇をつつむ意欲作！

源頼朝（一） 吉川英治（著）
頼朝こそ、源平抗争の英雄であり、七百年の武家社会を築いた巨擘であ
る。第１巻は、保元の乱に破れてから、挙兵の直前まで。

源頼朝（二） 吉川英治（著）
頼朝こそ、源平抗争の英雄であり、七百年の武家社会を築いた巨擘であ
る。第２巻は、平家滅亡とその功労者・義経との不和に至る。

宮本武蔵（一） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第１巻。
宮本武蔵（二） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第２巻。
宮本武蔵（三） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第３巻。
宮本武蔵（四） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第４巻。
宮本武蔵（五） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第５巻。
宮本武蔵（六） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第６巻。
宮本武蔵（七） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第７巻。
宮本武蔵（八） 吉川英治（著） 国民文学の傑作。著者の代表作の第８巻、完結篇。
治郎吉格子　名作短編集（一） 吉川英治（著） みごとな仕上がりで、思わず息をのませる短編の名品佳作。
柳生月影抄　名作短編集（二） 吉川英治（著） 著者の才華がほとばしる短編の数々。表題作のほか八編を収録する。

牢獄の花嫁 吉川英治（著）
黒岩涙香の翻訳小説『死美人』を下敷きに、捕物名人と大名のお家騒動
を絡めた捕物帳的傾向の秀作。

忘れ残りの記 吉川英治（著）
幼いながら一家の大黒柱となり、波瀾に富んだ少年期を回想した自叙
伝。吉川文学の原点をさぐる、ファン必読書。

世の中への扉

進め！　サムライブルー　世の中への扉　
サッカー日本代表　感動の２０年ヒスト
リー

林壮一（著）
日本代表２０年間の成長を１冊に。三浦知良から本田圭佑、香川真司ま
で、トッププレーヤーたちが大活躍する感動ストーリー。

世の中への扉　柴犬マイちゃんへの手紙　
無謀運転でふたりの男の子を失った家族と
愛犬の物語

柳原三佳（著）
２人の少年の命を奪った無謀運転による事故。不条理な裁判を戦う少年
の両親と、遺族を癒やす保健所から引き取られた柴犬の真実の物語。

世の中への扉　図書館のトリセツ
福本友美子（著）／江口絵理
（著）

はじめて図書館を利用する子どものためのガイドブック。本のさがし方
から、調べ学習での図書館の利用法まで、わかりやすく解説します。

世の中への扉　ピアノはともだち　奇跡の
ピアニスト　辻井伸行の秘密

こうやまのりお（著）
ピアノがぼくをたすけてくれた――ピアノで人とつながることを覚えた
ひとりの少年が成長する姿と、痛快な天才ぶりに感動必至！

落語文庫

落語文庫(1)　松の巻 講談社［編］（著）
松竹梅、花見酒、天災、こんにゃく問答、しわい屋、法華長屋、碁ど
ろ、寝床、うそつき村。

落語文庫(2)　竹の巻 講談社［編］（著）
一目上がり、厩火事、のめる、そこつの使者、けんつく床、小言幸兵
衛、狸の釜、初夢、転失気。

落語文庫(3)　梅の巻 講談社［編］（著）
子ぼめ、かつぎや、夏どろ、堀の内、狂歌のもち、初雪、田能久（たの
きゅう）、親売り、士族の商法

落語文庫(4)　雪の巻 講談社［編］（著）
七度狐、藪入り、うどんや、寿限無、大山もうで、もと犬、道具屋、牛
ぼめ。

落語文庫(5)　月の巻 講談社［編］（著）
強情くらべ、花見の仇討ち、子はかすがい、三人無筆、心眼、転宅、穴
どろ、伊勢まいり、長屋の花見、たらちね

落語文庫(6)　花の巻 講談社［編］（著）
あかにしや、富八、そこつ長屋、芝浜、身投げ屋、猫久、偽稲荷、ない
ものねだり、化け物屋敷。
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落語文庫(7)　鶴の巻 講談社［編］（著）
お産めでたや、ずっこけ、藪医者、万金丹、非常線、錦の袈裟、二番せ
んじ、うそつき弥次郎、黒木屋。

落語文庫(8)　亀の巻 講談社［編］（著）
釜どろ、しゃれ小町、松引き、王子の狐、本膳、お血脈、目黒のさん
ま、半分垢、犬の目、不動坊火焔。

落語文庫(9)　鳳の巻 講談社［編］（著）
しめこみ、二十四孝、指南書、胴乱幸助、おかめ団子、成田小僧、夢の
瀬川、野ざらし、お見立て。

落語文庫(10)　福の巻 講談社［編］（著）
壺算用、井戸の茶わん、位牌屋、武助馬、星野屋、船徳、火事の引っ越
し、だくだく、反魂香、らくだ。

落語文庫(11)　禄の巻 講談社［編］（著）
花色木綿、三方一両損、お猿旦那、代わり目、出世豆腐、茶金、そこつ
の釘、羽うちわ、負け惜しみ。

落語文庫(12)　寿の巻 講談社［編］（著）
道灌、熊の皮、花見小僧、人俵、宿屋の富、まんじゅうぎらい、早桶
屋、今戸焼、仏師屋泥棒、死神。

落語文庫(13)　天の巻 講談社［編］（著）
初音の鼓、サービス時代、素人芝居、ライオン、入れ目の景清、大工調
べ、ボーナス、鼻ねじ、清正公酒屋、永代橋。

落語文庫(14)　地の巻 講談社［編］（著）
金の大黒、百年目、唐茄子屋、あんま小僧、東男、お世辞、抜け雀、や
かんなめ、お神酒徳利。

落語文庫(15)　人の巻 講談社［編］（著）
笑いだけ、つづら泥、三軒長屋、小言念仏、敵討ち屋、トンカツ、能祇
法師、紙くず屋、おいはぎびっくり、佐々木政談。

落語文庫(16)　山の巻 講談社［編］（著）
地見屋、百川、釣り落とし、万病円、唖の釣り、猿丸、貧乏神、文七元
結、代脈。

落語文庫(17)　水の巻 講談社［編］（著）
羽織の遊び、猪退治、顔の医者、浮世根問い、本堂建立、支那そば、山
崎屋、千両、佃祭り、茗荷屋。

落語文庫(18)　雲の巻 講談社［編］（著）
妻の酒、芝居の穴、盃の殿様、ホームラン、巌流島、開帳、干物箱、か
ため、ちぎり伊勢屋。

らくらく本

あなたの“がんリスク”を確実に減らす本 寺本研一（著）
日本人に多い１０大がんについて、１）自分の「がんリスク」が具体的
にわかります。２）自分のリスクが高いがんの予防法がわかります

ＯＶＥＲ６０　６０歳からはじめる愛と青
春

アダム徳永（著）
暮らしの中心にセックスを置くことで可能になる収穫期の人生。加齢は
ハンデではなくチャンス。生き生きした６０代が日本の未来を救う

志茂田式ぐるぐるフィットネス　魅せるカ
ラダ、魅せる心の作り方

志茂田景樹（著）
２０年前から同じボディラインを保っている人気作家が、７３歳にして
「人に見せたくなるカラダ」の作り方を、もろ肌脱いで伝授します

超高速！参勤交代 土橋章宏（著）
今から５日以内に参勤せねば、藩を取り潰す（老中）。時間がない、金
がない、人も足りない。藩の命運を賭けた男たちの疾走が始まる！

富士鉄　世界遺産・富士山と列車を撮る　
週末ぶらり旅

佐々倉実（撮影　文）
秀麗雄大な富士の裾野を行く鉄道車両を、季節感たっぷりに絶景撮影ポ
イントとともに紹介。「眼福の富士山　鉄道旅」に必携の一冊！

もっと　空鉄　―鳥瞰鉄道探訪記― 吉永陽一（文・撮影）
北の大地の狩勝峠越え。立山砂防軌道１８段スイッチバック。生まれ変
わった大阪駅周辺など、大自然と大都会に溶け込んだ鉄路の絶景

LOVESTORM

嘘つき姫の秘密の悦び　ＬＯＶＥ　
ＳＴＯＲＭ

ミルクタンク（著）
彼氏イナイ歴＆処女歴２６年、もうじき２７年！誕生日までにこの嘘、
バレずに恋人ＧＥＴできるかなっ！？

教えてアゲル～ケータイメールのイケナイ
使い方～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

舞々（著）
もっと私に感じて、興奮して欲しい！Ｈなメールを送ったら、淡白な彼
もケモノになってくれるかしら…？

お互いのヒミツ～保健室はラブホじゃあり
ません！？～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

峰しずく（著）
快感に目覚めちゃった私のカラダを満たしてくれるオトコって、どう
やったら捕まえられると思う？

家庭教師の欲望　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ 舞々（著）
まだ愛している。一緒にいたい。かつての不倫相手を手に入れるため、
家庭教師は罠を張り巡らせる！

彼と私と元彼と☆肉食女子の秘密　
ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

アルミナ（著）
恋人募集中の絵美の前に、元彼が現れた。彼は当時最高の快楽をくれた
人。はたして絵美に必要な男は誰…？

女王様とワンコ☆～年下くんに縛られ
て！？～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

トラッパー（著）
縛られて動けないようにされて全身をもてあそばれる…そんな私の
「夢」を叶えてくれる男性なんているの？

椿の館～陰華の熱情～　ＬＯＶＥ　
ＳＴＯＲＭ

琥珀華菜（著）
とある洋館で「特別な接待」として差し出された少女。心をなくした少
女は、心を愛を取り戻せるのか？

ナイショのオフィスラブ～資料室は
ＬＯＶＥルーム！？～　ＬＯＶＥ　
ＳＴＯＲＭ

珠子（著）
恋愛対象外のハズなのに、気になる新人部下がいる。私にだけ強引な彼
と、どんな関係になりたいんだろう？

ナンパでＬＯＶＥ！？～初めてシちゃった
×××～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

白百合（著）
ナンパ男が私を連れ込んだのは、ラブホじゃなくてネットカフェ。こん
なとこでコンナコトしちゃうの！？

２３時にオフィスで☆オレ様上司と×××
　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

白百合（著）
デキるけど強引な上司から深夜のオフィスに呼び出されるなんて、これ
は本当に罠じゃないの
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狙われた女教師～逃れられない罠～　
ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

宮本里佳子（著）／バーバラ
（著）

どこにでもある日常だと信じていた。だがそれは、通勤電車で痴漢に
あったその瞬間から、崩壊した――！

冒険したいの～新しい悦びはバック
に！？～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

アルミナ（著）
最近、彼がアノ時に後ろを指でクルクル触ったり、指を入れようとした
りするの☆私…どうしたらいいの！？

桃色国のナイトメア～子羊ちゃんの愛し
方～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

琥珀華菜（著）／おんな
Ａ（著）

彼のＨに満足してないアナタ、もし燕尾服のウサギが現れたなら、迷わ
ないで！それは幸せへの招待状だから……

欲望列車～見られるだけじゃ足りないの～
　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

庭　真琴（著）
逃げ場のない電車という密室で、大勢の欲望の視線にさらされて、私は
快楽に忠実なケダモノになるの！

ＬＩＶＥ！？～熱い生を感じたいの～　
ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

峰しずく（著）
ライブ最高！　ライブの後の、熱いアレはもっと最高！！　我が道を
突っ走るヴォーカル・マキのライブへようこそ♪

ラブ☆シェア～彼氏交換はアリですか？～
　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

舞々（著）
親友が言い出した「彼氏、交換してみない？」なんでも彼女とシェアし
てきたけど、恋人ってシェアできるもの！？

ＬＯＶＥホットライン～仮想愛戯に溺れ
て～　ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

遠井未遥（著）
アダルトチャットなら私は「女」でいられるの――空想世界に閉じこ
もっていた私に突如現実がふりかかった！

恋愛マニュアル～草食男子の捕え方～　
ＬＯＶＥ　ＳＴＯＲＭ

アルミナ（著）／白百合（著）
恋愛マニュアルは多く存在するけれど、正解なんてわからない☆　肉食
女子は草食男子をＧＥＴできるのか！？

レンズの魔法～見られる悦び～　ＬＯＶＥ
　ＳＴＯＲＭ

舞々（著）
恋人といっしょにもっと気持ちよくなりたい方、カメラはいかがです
か？　私たちの場合はこんな効果が…

罠～毒入り女体の誘惑～　ＬＯＶＥ　
ＳＴＯＲＭ

マック・早内（著）
探偵なんて地味な仕事。だからって刺激を求めちゃいけなかったんだ。
なのに俺は所長の女に――

YA! ENTERTAINMENT

赤毛の女医　アン 福田隆浩（著）
新任のアン先生は、その派手さと奔放さのためから患者さんから敬遠さ
れ、診療所の奥様からクビを宣告されそうになるのだが……。

アン先生、急患です！ 福田隆浩（著）
診療所をぬけだして釣りをしていたアン先生、川沿いのログハウスのベ
ランダにいつもいるはずの雀がいないことを不審に思った先生は？

ウラナリ
板橋雅弘（著）／玉越博幸
（絵）

中三からハンドボール部に入部した、黒木隼。彼の前に、めっぽう気の
強いサクラという美少女が現れ、彼の家に居候することに。

ウラナリ、北へ
板橋雅弘（著）／玉越博幸
（絵）

母親が離婚し、子連れの男と再婚……。サクラは新しい家庭に居場所を
見つけられず、ハヤブサの住む東京の有名校を受験する――。

ウラナリ、さよなら
板橋雅弘（著）／玉越博幸
（絵）

身も心もすぐそばにいるとようやく実感できるようになった２人。順調
な関係だったが、サクラの身は残酷な運命が待ち受けていた。

ウラナリと春休みのしっぽ
板橋雅弘（著）／玉越博幸
（絵）

中学を卒業したサクラは今までの「自分」と訣別すべく、東京の高校に
入学！　しかし、思い当たる男からストーカーにあって……。

ウラナリは泣かない
板橋雅弘（著）／玉越博幸
（絵）

ハンドボール部で頭角を現すも、チームから浮き上がるウラナリ。更に
サクラとの恋路を邪魔する恋敵も何人も現れ、ピンチが続く――。

Ｈは寝て待て
後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

Ｈのつぎは赤ちゃん！？　謎だらけの「奉仕活動部」だけど、ワケもわ
からず退部はナシだよね。痛快！　「Ｈシリーズ」第２弾！

Ｈは人のためならず
後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

「奉仕活動部」に入部した鞠子、航、宙志の新一年生。ボランティアに
精を出すうち、事件に巻きこまれ……。期待の新学園ドラマ！

お面屋たまよし 石川宏千花（著）
妖面のうわさは、不思議なことに必要とする者の耳にだけ、届くのだと
いう――。人であるゆえの喜怒哀楽をえがいた戦国ファンタジー！

お面屋たまよし　彼岸ノ祭 石川宏千花（著）
山奥の村で、四年に一度行われる不老祭り。太良と甘楽は、誘いこまれ
るようにして足を踏みいれる――。戦国ファンタジー待望の続編！

お面屋たまよし　不穏ノ祭 石川宏千花（著）
面作師見習いの太良と甘楽の前に、不穏な空気をまとった別のお面屋が
現れる。ますます目が離せない！戦国ファンタジー待望の第３弾！

銀河寮ミステリー合宿　《レイの青春事件
簿番外編》

松原秀行（著）
推理バトル４１問、キミは何問わかる！？　女子高生探偵レイ率いる
「現代アート研究会」と「金曜ミステリー劇場」ロケ隊の推理合戦！

金魚島にロックは流れる（１）
かしわ哲（著）／浅野文彦
（絵）

瀬戸内海の小さな島「金魚島」で、漁師をしつつロック・ミュージシャ
ンをめざす姉・ナナミと弟・アビルのパンクな青春疾風怒濤小説！

金魚島にロックは流れる（２）
かしわ哲（著）／浅野文彦
（絵）

アホでサイコーな青春ロック小説！　瀬戸内海を背に、風がそよぐよう
に波が寄せるように高らかに音を奏でる、ナナミとアビルの第二章

金魚島にロックは流れる（３）
かしわ哲（著）／浅野文彦
（絵）

上京した二人が直面した、レコード業界の思惑。ナナミは故郷へ戻り、
バンドの未来を決意する――。アホでサイコーな青春小説最終章！

クリスタル　エッジ 風野潮（著）
桜沢輪は物心つく前からリンクの上にいた。でも最近、本当に自分が
フィギュアスケートが好きなのか分からなくなってきて……。

クリスタル　エッジ　決戦・全日本へ！ 風野潮（著）
一年以内に大会で優勝することを条件にスケートを始めるた和真、世界
ジュニアの切符をかけて戦う、和真、輪、葵の運命は？

クリスタル　エッジ　目指せ４回転！ 風野潮（著）
フィギュアスケートに青春を賭ける葵と輪。親友でライバルでもある二
人は、不安や悩みを抱えながら、お互いを支えあい成長していく！

恋時雨 蘇部健一（著）／羽住都（絵）
1955年と2005年――。二組の恋人たちの運命が50年の時を超えて交錯
する、タイムトラベル・ラブストーリー。
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香月流！　幽雅な相談室　妖アパから人生
まで

香月日輪（著）
人生相談から作品・作者への疑問まで９９の質問にお答えします。胸の
すくような男前なコメントや爆笑回答は、香月ワールドそのもの！

山頭火ウォーズ　レイの青春事件簿（３）
松原秀行（著）／梶山直美
（絵）

「俳句戦争」勃発で現代アート研究会に存続の危機。女子高生探偵レイ
が、学園祭のミスコンをめぐる陰謀をあばく、シリーズ第三弾！

シンデレラウミウシの彼女 如月かずさ（著）
ガクとマキは兄弟のように育った幼なじみで中学の同級生。だが二学期
初日、ガクがマキの家に行ってみると、マキが女子になっていた！

スクール・バッグいっぱいの運命 板橋雅弘（著）
高校入学の日に、真新しいスクール・バッグの中身がすり替えられる事
件が勃発！　期待の“学園ラブコメ・ユーモア・ミステリー”！

進め！　女優道　《七夕スペシャルドラマ
篇》

長江優子（著）
飯野りりすは幼き天才女優。小学校生活最後の仕事で、人気脚本家が手
がけるドラマに抜擢されたのはいいものの、何やら嵐の予感が？

続・満月を忘れるな！
風野潮（著）／おがわさとし
（画）

猫人の謎を追って敏たちは、琵琶湖に浮かぶ音鼓島に渡った。父さんの
行方、猫人の秘密、いま、すべてが明らかに！

タイムスリップ・ミステリー！　モーツァ
ルト毒殺！？

楠木誠一郎（著）／千代多みく
郎（絵）

美人女子大生麻美は、１８世紀のヨーロッパにタイムスリップしてしま
う。そこで出会った下品な男は、かの有名なモーツァルトだった！

タイムスリップ・ミステリー！　ジャン
ヌ・ダルク伝説

楠木誠一郎（著）／千代多みく
郎（絵）

美人女子大生麻美は、百年戦争中のフランスにタイムスリップしてしま
う。そして伝説のジャンヌ・ダルクとともに、イギリス軍に挑む！

タイムスリップ・ミステリー！　タイタ
ニック沈没

楠木誠一郎（著）／千代多みく
郎（絵）

「タイムスリップ探偵団」の姉妹編が「ＹＡ！」に登場！　美人女子大
生・麻美は、あの有名な豪華客船にタイムスリップしてしまい。

天才女医、アンが行く 福田隆浩（著）
人命優先？　そんなことはあたりまえでしょ。事故現場から小学校の検
診まで、アン先生はいつも真剣勝負！

どまんなか(1) 須藤靖貴（著）
大代台高野球部に快速球の新人ピッチャー、レブンこと青居礼文が入っ
てきた。甲子園に行ける！　力をつけて臨んだ県大会の行方は!?

どまんなか(2) 須藤靖貴（著）
大代台ナインを、続々と大ピンチが襲う！　初の関東大会出場を果たす
も、緒戦敗退。帰路のバスで、監督が突如辞任を発表!?

どまんなか(3) 須藤靖貴（著）
苦しみながら甲子園初出場を果たした大代台に与えられた舞台は、開会
式直後の第一試合だった。レブンは剛速球をどまんなかに投げる！

はじめての日々　泣いちゃいそうだよ《高
校生編》

小林深雪（著）／牧村久実
（絵）

小川凛、高校１年生になりました！　胸キュン度１２０％！　青い鳥文
庫の大人気シリーズ、待望の高校生編！

大人への階段　Ｓｔｅｐ１　泣いちゃいそ
うだよ《高校生編》

小林深雪（著）／牧村久実
（絵）

活字力全開（フルパワー）の人気シリーズ。小川凛、高校２年は波乱の
予感!?　くるおしいほどの切なさ！　大反響の≪高校生編≫

大人への階段　Ｓｔｅｐ２　泣いちゃいそ
うだよ《高校生編》

小林深雪（著）／牧村久実
（絵）

小川凜、はじめての失恋。胸が痛くてたまらないよ。波乱の展開で大反
響の高校２年生、切なくて苦しい青春ラブ・ストーリー！

泣いちゃいそうだよ《高校生編》はじまり
は花言葉

小林深雪（著）／牧村久実
（絵）

緑山女子学院は、個性豊かな少女達が咲きみだれる花園。学校生活は順
調だけれど、三島君との恋の行方は……？　蘭、待望の高校生編！

泣いちゃいそうだよ《高校生編》秘密の花
占い

小林深雪（著）／牧村久実
（絵）

わたし、誰ともつきあわない――小川蘭、高校２年生。ひとりで生きて
いこうと決めた矢先、パリから修ちゃんが帰ってきて！？

菜子の冒険　猫は知っていたのかも。 深沢美潮（著）
飯倉菜子は、女流作家の母とともに暮らす１６歳の女の子。母の担当の
イケメン編集と謎解きに挑戦する！

ビートルズ・サマー　レイの青春事件簿
（２）

松原秀行（著）／梶山直美
（絵）

現代アート研究会部長が恋をした「森崎町の歌姫」に曲の盗作疑惑が発
生。彼女の無実を証明する術は！？　女子高生探偵レイ第２弾！

１００％ガールズ　１ｓｔ　ｓｅａｓｏｎ 吉野万理子（著）／結布（絵）
宝塚志望の真純は、横浜の私立女子校に通うことに。サッカー部で同級
生のライバルが出現。すべての女子にエールを送る物語！

１００％ガールズ　２ｎｄ　ｓｅａｓｏｎ 吉野万理子（著）／結布（絵）
新入生が入ってサッカー準クラブはめでたく部活動昇格！　なのに、な
んでこんなに前途多難！？　真純の女子校ライフは中２時代へ！

１００％ガールズ　３ｒｄ　ｓｅａｓｏｎ 吉野万理子（著）／結布（絵）
“秘密の園”の女子校ライフを活写し、カッコいい女子たちに胸がキュン
となる、目からウロコのスクールライフは最終章へ！

ファンム・アレース(1)　戦いの女神
香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

伝説の聖少女将軍（ファンム・アレース）を思わせる王女ララと用心棒
の剣士バビロン。運命に導かれた二人のドラマ！

ファンム・アレース(2)　古き血の盟約
香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

魔女の狙いは聖なる魂！　500年の血塗られた王家の歴史。その最後の
血をひく王女ララ。王家初代に何が起こったのか？

ファンム・アレース(3)　賢者の教え
香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

風変わりな仲間とともに王家の謎を解く旅を続ける王女ララは、道中の
村で会った少女たちと初めての友情を育む。

ファンム・アレース(4)　魔宮の戦い
香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

ララとバビロンはついに、天使の力を借りることがその危機を打ち砕く
鍵と知る。だがそこに不思議な男たちが現れて……。

ファンム・アレース（５）　下巻　戦いの
果て

香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

氷の魔女にこの世界をのっとらせるものか！仲間達と、知恵と力を合わ
せて戦うララ、絶体絶命の危機を救うのは？シリーズ完結

ファンム・アレース（５）　上巻　決戦の
地へ

香月日輪（著）／Ｋ２商会
（絵）

旅の途中で仲間を得た王女ララは、ついに目指す魔女のもとへとやって
きた。最後の難関である死の街と樹海で一行が遭遇したものは？

フルメタル・ビューティー！(1)
花形みつる（著）／おおたうに
（イラストレータ）

あたしは身長１８１ｃｍの大女。人並みはずれたデカい体に宿るのは、
気弱で繊細で泣き虫な乙女心。

フルメタル・ビューティー！(2)
花形みつる（著）／おおたうに
（絵）

デカい体に宿るのは、気弱で繊細な乙女心。街で会ったカネミツくんは
「強くてかっこいい」と言うけれど・・・

ボーイズ・イン・ブラック（１）　≪美少
年はエイリアン・バスター≫

後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

タケルは小夢野中学の２年生。彼のクラスに美少年・しのぶが転校して
きた。でも彼が来てから、タケルのまわりは変なことばかり……。
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ボーイズ・イン・ブラック（２）　≪スー
パー幼稚園児・梅ちゃん、走る！≫

後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

梅ちゃんを迎えに、城山の幼稚園に行ったタケルとしのぶ。そこでタケ
ルは、猛スピードで城山を駆け上がる梅ちゃんを目撃する――。

ボーイズ・イン・ブラック（３）　≪とな
りのミステリーサークル≫

後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

小夢野にミステリーサークルが出現。タケルはエイリアンのしわざかと
疑うが……。一方でしのぶには新たなお相手が登場することに！？

ボーイズ・イン・ブラック（４）　≪雨が
上がれば……≫

後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

最近、小夢野の町は雨続き。そんなおり、町ではサングラスに黒スーツ
の謎の男が出没し、たくさんの蝶が舞い始める……。

ぼくのプリンときみのチョコ
後藤みわこ（著）／亜沙美
（絵）

晴彦は、幼なじみの真樹と級友の志麻子と、「マーメイド・ガーデン」
に出かけたのだが、その夜、真樹と志麻子のカラダが……。

都会のトム＆ソーヤ(1)
はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

創也（頭脳明晰）×内人（平平凡凡？）。謎の天才ゲームクリエイター
をさがすふたりの行く手には、多くの危険が待っていた……。

都会のトム＆ソーヤ(2)　《乱！ＲＵＮ！ラ
ン！》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

謎の天才ゲームクリエイター、栗井栄太からとどいた招待状。創也の頭
脳と内人の行動力は、彼のしかける挑戦に勝てるのか！

都会のトム＆ソーヤ(3)　《いつになったら
作戦終了？》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

文化祭に銀行強盗が乱入して大パニック。その陰に潜む新たなる敵、頭
脳集団！　都会を舞台に繰り広げられる新・冒険ストーリー。

都会のトム＆ソーヤ(4)　《四重奏》
はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

内人と創也が幽霊屋敷でロケ開始。ロケ先で仕組まれた頭脳集団の罠か
ら逃げきれるのか!?　シリーズ第４作も、目がはなせない！

都会のトム＆ソーヤ(5)　《ＩＮ塀戸》上
はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

史上最大のトリックの謎、遂に解明！　天才的頭脳とサバイバル能力を
武器にして都会を舞台に繰り広げられる新・冒険ストーリー。

都会のトム＆ソーヤ(5)　《ＩＮ塀戸》下
はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

ついにベールを脱いだ大仕掛け。この謎をクリアすることができるのは
誰か？　最大のボリュームで栗井栄太の最新ゲームに挑む！

都会のトム＆ソーヤ(6)　《ぼくの家へおい
で》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

絶好調のマチトムシリーズ第６巻。創也が内人をお家へご招待!?　紅茶
でも楽しんで２人で優雅にティータイム……とはいかずに？

都会のトム＆ソーヤ(7)　《怪人は夢に舞う
　〈理論編〉》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

「マチトム」シリーズ、史上最大のボリュームでおくる。いまからでも
遅くない、ぼくたちといっしょに「冒険」しようよ！

都会のトム＆ソーヤ(8)　《怪人は夢に舞う
　〈実践編〉》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

新しいゲーム「怪人は夢に舞う」をついに完成させた創也。“自分が映ら
ない鏡”を見つけて夢の世界から脱出できるのは、内人か？

都会のトム＆ソーヤ(9)　《前夜祭
（ＥＶＥ）　〈内人ｓｉｄｅ〉》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

中学校の職場体験学習。内人はあこがれの美晴と町立図書館へ。コンビ
ニを任された創也は、売り上げアップのため水鉄砲大会を企画。

都会のトム＆ソーヤ(11)　
《ＤＯＵＢＬＥ》上

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

栗井栄太の新作ゲーム、「ダブル」がベールを脱ぐ！　創也と内人のま
わりで、次々に不思議なできごとが。ゲームなのか、現実なのか？

都会のトム＆ソーヤ(11)　
《ＤＯＵＢＬＥ》下

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

新作ゲーム「ダブル」に挑戦した創也と内人。トラブルの連続で、ゲー
ムと現実が混乱しそうになるが、ついに驚愕の真実が明らかに！

都会のトム＆ソーヤ(10)　《前夜祭
（ＥＶＥ）　〈創也ｓｉｄｅ〉》

はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（イラスト）

コンビニの売り上げアップのため、創也が企画した水鉄砲サバイバル
ゲーム。内人は優勝できるのか？　「魔物」の正体は……？

都会のトム＆ソーヤ　完全ガイド
はやみねかおる（著）／にしけ
いこ（絵）

マチトムファンに送る！　あらすじ事件簿、内人の3分間クッキング総集
編、カルトクイズ、描きおろしマンガなど、魅力が満載！

都会のトム＆ソーヤ　ゲーム・ブック　修
学旅行においで

はやみねかおる（作）／にしけ
いこ（絵）

この「マチトム」は、「きみ」が主人公！　創也・内人とともに行く修
学旅行から無事に帰ってこれるかどうかは、きみの選択しだいだ！

都会のトム＆ソーヤ　ゲーム・ブック　
「館」からの脱出

はやみねかおる（作）／にしけ
いこ（絵）

この「マチトム」は、「きみ」が主人公。創也・内人とともに閉じ込め
られたゲームの館から脱出できるかどうかは、きみの選択しだいだ

満月を忘れるな！
風野潮（著）／おがわさとし
（画）

満月の夜には、なにかがおきる！　――猫と人間、ふたつの世界の狭間
に揺れる、ちょっぴりおかしな宿命の行方！

ミッシング・ガールズ　レイの青春事件簿
（１）

松原秀行（著）／梶山直美
（絵）

野沢レイは天の川学園の高校１年生。現代アート研究会に所属するも、
園内で発生した女子高生失踪事件に、気分は探偵モードへ突入！

もしも、この世に天使が。《青の章》 山田あかね（著）
東京を離れ、祖母の家に身を寄せた中学３年生の亜央。ある日、亜央は
真という少年と出会い、互いに惹かれあっていくが……。

もしも、この世に天使が。《白の章》 山田あかね（著）
真とのデート中に祖母が倒れたことで、罪悪感を感じる亜央。そんなお
り、和久良牧場のサンタクロスが、Ｇ１レースに出馬するが……。

ＹＡ！　アンソロジー　ハピネス
小林深雪（著）／魚住直子
（著）／吉野万理子（著）／片
川優子（著）／菅野雪虫（著）

「泣いちゃいそうだよ《高校生編》」シリーズの小林深雪先生をはじめ
とする人気作家陣によるＹＡ！　１０周年を記念した短編集。

妖怪アパートの幽雅な食卓　るり子さんの
お料理日記

香月日輪（原作）
「妖怪アパート」シリーズの隠れた人気だった、手だけの幽霊・るり子
さんが作るお料理。厳選25種の超絶美味飯レシピを徹底再現！

妖怪アパートの幽雅な日常　ラスベガス外
伝

香月日輪（著）
祝ＹＡ！ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ１０周年記念企画！あの『妖怪ア
パート』の特別番外編が登場。夕士がラスベガスで，千晶と！？

妖怪アパートの幽雅な人々　妖アパミニガ
イド

香月日輪（著）
不思議な住人達が暮らす妖怪アパートを立体で作成した建物ガイドと、
登場メンバーの知られざるエピソードの数々を紹介。

凜九郎(1)　《別れからのはじまり》 吉橋通夫（著）
凜九郎は15歳。八木道場の内弟子だったが、師範代とのトラブルから破
門になり、英国大使の用心棒の仕事をはじめることになる――。

凜九郎(2)　《父の秘密》 吉橋通夫（著）
父と安藤の過去の関係を探るため、安藤老中の屋敷にもぐりこんだ凜九
郎。若君の警護役の仕事を得るが、若君をさらわれてしまう。

凜九郎(3)　《決断のとき》 吉橋通夫（著）
横浜で人足として働き始めた凜九郎は、剣の道か、他の道か、自らのこ
れからを悩む日々。そんなおり、人足頭の水死体が見つかる――。
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レガッタ！３　光をのぞむ
濱野京子（著）／一瀬ルカ
（画）

二年と三か月半。迷わずに進むことなんて、できなかった。それでも
――。インターハイに挑む〈天狼〉。青春ボート小説、堂々の完結！

レガッタ！２　風をおこす
濱野京子（著）／一瀬ルカ
（画）

青春ボート小説第２弾！　飯塚有里は２年生でただひとり、Ａクルーに
乗ることに。こみあげる期待と不安……そんな矢先に事故が！？

レガッタ！　水をつかむ
濱野京子（著）／一瀬ルカ
（画）

競艇場の水が合わない。有里は水上で力を発揮できずにいた。ひとりで
は漕げないと知ったとき、オールが水をつかみはじめる……。

ＹＡ！アンソロジー　友情リアル
はやみねかおる（著）／立石彰
（著）／福田隆浩（著）／坂元
純（著）

友がいるからこそ、今の僕がある。講談社児童文学新人賞５０周年企画
　受賞作家４人が紡ぎ出す、ＹＡ世代のための４つの友情物語。

ＹＡ！アンソロジー　初恋リアル
香坂直（著）／菅野雪虫
（著）／樫崎茜（著）／片川優
子（著）／椰月美智子（著）

好きになる気持ちを抑えきれない。講談社児童文学新人賞５０周年企
画。５人の受賞作家が「初恋」をテーマに描く！

ＹＡ！　アンソロジー　エール
はやみねかおる（著）／濱野京
子（著）／石川宏千花（著）／
風野潮（著）／香坂直（著）

「都会のトム＆ソーヤ」シリーズのはやみねかおる先生をはじめ、人気
作家陣が「友情」をテーマに書き下ろしたヤングアダルト短編集。

ＹＡ！　アンソロジー　卒業
小林深雪（著）／石川宏千花
（著）／河合二湖（著）／如月
かずさ（著）／福田隆浩（著）

卒業してしまえば、今と同じではいられない。限られた時間のなか、主
人公達はそれぞれの大切なものを手にしようとするが!?

ワイドKC

ＳＷＥＥＴ　ＨＯＭＥ　
ＣＨＩＣＡＧＯ（１）

ヤマザキマリ（著）
本誌の大人気連載！　ヤマザキマリのエッセイが単行本となりまし
た！！

ＳＷＥＥＴ　ＨＯＭＥ　
ＣＨＩＣＡＧＯ（２）

ヤマザキマリ（著）
世界を駆ける人気エッセイ、待望の第２巻！　お風呂漫画が映画になっ
て……全然シカゴにいられません！　編

ＳＷＥＥＴ　ＨＯＭＥ　
ＣＨＩＣＡＧＯ（３）

ヤマザキマリ（著） エッセイと１コマ漫画＆写真で描く大人気連載の最終巻！！

書籍・雑誌・ムックなど

芦屋スタイル 江崎美惠子（著）
日本一の住宅街・芦屋ライフが明らかに！　江崎グリコ社長夫人が綴る
冠婚葬祭、マナー、年中行事の作法。セレブになるためのバイブル

命を燃やせ　いま、世界はあなたの勇気を
待っている

吉岡秀人（著）
国際医療ボランティアとしてミャンマーや震災の東北で活躍する「ジャ
パンハート」代表が、自らの体験を踏まえ、どう生きるかを問う

熟議のススメ 鈴木寛（著）
熟議とは、「対話と共感と自発」で「対立と混乱と矛盾」をのみこみ、
好循環を創発する方法　その紹介の本

花屋一代　年商５０億円　リヤカー一台か
ら　駆け上がった根性の経営者

山田祐也（著）
丁稚奉公から年商５０億円にまで成長した株式会社「ユー花園」。社
長・山田祐也氏の一代記。涙の修業時代をいかに克服したのか。

プロフェッショナルの交渉力 田中均（著）
交渉の本質がこの本にはある元・外交官、田中均氏が「交渉」について
語る。彼の豊富な経験を例に出しながら、交渉とは何かを伝える。

Ｎ．Ｐｅｒｆｅｃｔ　ｂｏｄｙ 藤原紀香（著）
今年４０代を迎える女優・藤原紀香。その努力と美意識により美しさと
輝きを保ち続けてきた彼女の「奇跡的な美しさ」のすべてを公開！

おうちでできる簡単薬膳レシピ 青山有紀（著）
中目黒「青家」の店主、青山有紀さんが春・梅雨・夏・秋・冬の「五
季」ごとの旬の素材を使い身体を活性化させるレシピ８０点を紹介。

小倉優子の幸せごはん 小倉優子（著）
小倉優子さんの初のお料理本。常に上位にランクインする自身のブログ
でほぼ毎日アップしている人気の料理レシピを１０５品収録！

鏡リュウジ　星のワークブック 鏡リュウジ（著）
自身のホロスコープを出し、鏡リュウジ氏のガイダンスにより自分で人
生を占える。人気占星術研究家、初の占い教本。

四十五の男落としのテクニック　モテ川柳
ＶｉＶｉ編集部（編）／内藤誼
人（監）

女性から男性に仕掛ける”モテテクニック”が４５の川柳に！著名な心理
学者によるお墨付きのテクニック効果も実証済み。

シャンパーニュとスパとランニングシュー
ズ　ホテルジョグノート

甘糟りり子（著）
ホテル周辺を走り優雅に朝食やスパを楽しむ。お洒落で新しい“ホテル
ジョグ”ライフの薦め。国内外の超人気２３軒を掲載。

不老のサプリメント　 竹田義彦（著）
市販ではなく、病院で処方する医療用サプリメントの効能に注目。さら
に、脳と身体の老化を防ぐ生活習慣まで、「不老」のための知恵

瑠璃色 蝶々（著）
ジュエリーデザイナーるり子が出会う数々の宝石に秘められた宿命と
は。恋愛の教祖・蝶々が描く、女性たちの悲しみ、そして確かな光。

１０分で本格ベトナムごはん ガップ，Ｎ．Ｎ．（著）
誰でも作れて美味しいヘルシー！　ヌクマムとライスペーパーと米粉だ
け。あとはスーパーの食材でアッという間に本格ベトナム料理が！

あなたに夢中　女優・田中好子に魅せられ
て

丸尾由美子（著）
「もし私に何かあったら、まるちゃん本を書いてね」と想いを託された
マネージャー・丸尾由美子が綴った、女優・田中好子の真実の姿。

「いいね！」であなたも年収１億円　フェ
イスブックで２週間で儲ける方法

佐藤みきひろ（著）
４００社以上の売り上げがアップ！　フェイスブック集客の第一人者
が、有料セミナーで教えているノウハウのすべて。

育爺。 ダイアモンド☆ユカイ（著）
時代は“イクメン”より“イクジイ”！？　５０歳を超え、今や３児の父と
なったロックスター、ダイアモンド☆ユカイの子育て奮闘記
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１日１分「うしろ肩」を回すだけで誰でも
やせられる！

高橋義人（著）
夏木マリさん、土屋アンナさんの美ボディを創り続けるパーソナルト
レーナーが、極秘【うしろ肩】エクササイズを初公開！！

１％の人だけがやっている　会社に「使わ
れない人」になる３０のヒント

渡辺雅典（著）
会社に「使われない人」になればどこでどんな仕事をしてもうまくい
く！　少しの“心がけ”でこれからの時代を生き抜くことができる！

いつだって僕たちは途上にいる 岡康道（著）／小田嶋隆（著）
気鋭のコラムニスト小田嶋隆と鬼才の広告クリエイター岡康道のしょう
もない対談集。日経ビジネスオンライン人気コンテンツの書籍化

移民の宴　日本に移り住んだ外国人の不思
議な食生活

高野秀行（著）
「おとなの週末」の人気連載「移民の宴」を単行本化。在日外国人たち
の本音、現状、習慣を知ることができる本格ルポ。

ウォーキングから始める　５０歳からのフ
ルマラソン

金哲彦（著）
５０歳からでも、体幹を使えばフルマラソンに挑戦できる！　ウォーキ
ングから始めて、誰でもできるランニング法をお教えします。

エグゼクティブ・ボディ・チューニング　
　脳より身体を磨く人が成功する

内田あや（著）
トレーニングではなくチューニング！成功する人は自らの身体を適切に
調整のできる人。筋トレだけでは不足な最新のボディメソッド。

おとなの週末　お値打ちの２１５店 おとなの週末編集部（編）
おとなの週末編集部が全力で探したおすすめレストラン２１５店。いま
注目すべき優良店のすべてがここにあります。

おとなの週末　ＳＰＥＣＩＡＬ　
ＥＤＩＴＩＯＮ　お値打ちの三つ星店
２１３店　２０１３～２０１４年

おとなの週末編集部（編）
おとなの週末編集部が全力で探したおすすめレストラン２１３店。いま
注目すべき優良店のすべてがここにあります。

おとなの週末　ＳＰＥＣＩＡＬ　
ＥＤＩＴＩＯＮ　最強の麺２１９軒　
２０１３～２０１４年

おとなの週末編集部（編）
徹底した覆面調査を行い、旨い店だけを紹介する雑誌「おとなの週
末」。そんな究極のグルメ誌がお届けする究極の「麺ＢＯＯＫ」が登場

韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」オ
フィシャル・ガイド　前編

アミューズメント出版部（編）
ヒョンビン＆ハ・ジウォンの韓国２大スター初共演の話題作！第
１～１０話までの超詳細ストーリー解説でドラマのすべてがわかる！

韓国ドラマ「シークレット・ガーデン」オ
フィシャル・ガイド　後編

アミューズメント出版部（編）
ヒョンビン＆ハ・ジウォンの韓国２大スター初共演の話題作！第
１１～２０話までの超詳細ストーリー解説でドラマのすべてがわかる！

９７歳テル子先生　人は好奇心の数だけ生
きられる　元気の処方箋

貴島テル子（著）
９７歳の現役小児科医が教えてくれる、「元気で楽しく」暮らす秘訣。
健康法や若さの秘密、ひとりで楽しく暮らすヒントが満載です！

最初のペンギン　ストーリーでわかる！　
らくらく外国語習得術

杉原洋紀（著）／堀口美奈
（著）

世界を楽しみつくす人生の作り方！外国語習得がゴールではない、その
先にある、自分が本当にやりたいことを手に入れる！

スローセックス相談所
アダム徳永（監修）／市川しん
す（著）

大人気スローセックスアダム徳永がモデルになった、スローセックス待
望の小説版登場！

実践イラスト版　スローセックス　完全マ
ニュアル

アダム徳永（著）
ベストセラーアダム徳永の『スローセックス実践入門』実践イラスト
版！　究極の性技「アダムタッチ」65テクを完全図解します！

１０分で本格タイごはん 味澤ペンシー（著）
誰でも作れて簡単、おいしい。必要なのはナムプラー、ココナッツミル
ク、ペーストだけ。あとはスーパーの食材でＯＫ、全７５レシピ！

１０分で野菜の本格タイごはん 味澤ペンシー（著）
２００９年に刊行して好評だった『１０分で本格タイごはん』の第二
弾。今回は野菜たっぷりで大満足の人気タイ料理を紹介します。

新訂版　タモリのＴＯＫＹＯ坂道美学入門 タモリ（文・写真）
日本坂道学会副会長のタモリ氏が、東京の名坂３７坂を厳選し、写真つ
きでガイド。２００４年に出版されたロングセラーの改訂版。

推定有罪 前川洋一（著）
“冤罪事件のその後”に迫った衝撃のヒューマンサスペンス。連続ドラマ
Ｗ『推定有罪』（WOWOW・2012年３月25日～放送）の原作小説。

すぐに実行できるのに誰も教えてくれな
かった考える力をつくるノート

茂木健一郎／箭内道彦／細谷功
／内田和成／築山節／丹羽宇一
郎／藤巻幸夫／小山龍介／香山
リカ（著）

脳科学者、ビジネスコンサルタント、精神科医…が教える「人間関係」
「働き方」「心と体の癒し方」のエッセンス！！

談志・志らくの架空対談　談志降臨!? 立川志らく（著）
家元の高座にもっとも通った直弟子が描く談志のすべて。談志の落語、
根多、映画、すべてを一冊にまとめた決定版！

「超」説得法　一撃で仕留めよ 野口悠紀雄（著）
「言葉をつくし、辛抱強く」が常識的説得法。「一撃で蹴破れ」が
「超」説得法。誰でもできる、ビジネスの難局を突破する方法がここに

強く生きるノート　考え方しだいで世界は
変わる

本田直之／ちきりん／小池龍之
介／平田オリザ／竹中平蔵／原
田泳幸／村上憲郎（著）

慶應丸の内シティキャンパスの本田直之、ちきりん、小池龍之介、平田
オリザ、竹中平蔵、原田泳幸、村上憲郎の人気講座を出版化！

糖質ちょいオフダイエット９０日ダイア
リーつき

栗原毅（監）
どの食品にどれくらい糖質が入っているかがわかるランキング。糖質や
食事バランスを記録する９０日ダイアリーつき。

「悩むこと」が「楽しいこと」になる本　
悩む技術　完全マスター

伊東明（著）
これを読めば、悩むのも楽しくなる！　鬱病が蔓延する中、心理学の専
門家が渾身で説く「幸せと成功をもたらす悩む技術」の実践書。

悩める男子に捧げる　１００１のローキッ
ク

佐藤嘉洋（著）
１０００回のローキックで倒れない敵には１００１回目をお見舞いする
だけさ！折れがち男子に勇気を与える、格闘家・佐藤嘉洋が語る！

西田麻衣写真集　まいぷりん　あ・ら・
もーど

西條彰仁（撮影）
サンフランシスコで、西田麻衣ちゃんの巨大おっぱいが、横から下から
内から外から、ところかまわずこぼれ出る！　エロかわな写真集。

病気になったバーテンダーの罪ほろぼしレ
シピ

藤村公洋（著）
生活習慣病なら、生活を変えるしかない。カラダにやさしくて、とびき
りおいしい。でも手間がかからない。そんなレシピを集めました。

ヒョンビン写真集ｉｎシークレット・ガー
デン

アミューズメント出版部（編）
電子版限定フォトつき！　ヒョンビン解禁。入隊前最後の作品『シーク
レット・ガーデン』で魅せた、独占初出し写真が集結！セクシーなヒョ
ンビンがいっぱい！
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みんなの　あるあるプロ野球
カネシゲタカシ（著）／野球大
喜利（著）

溺愛！哀愁！自虐？激昂？　ツイッター公募２万点から爆笑ネタを厳
選。場外でも珍プレーだらけのプロ野球を脳内で満喫しよう！

みんなの　あるあるプロ野球ＤＸ
カネシゲタカシ（著）／野球大
喜利（著）

フォロワー１４０００人を抱える「＠８９＿ｏｇｉｒｉ」（野球大喜
利）を主宰する漫画家カネシゲタカシのプロ野球「あるある本」。

医者いらず　肩・腰・ひざの痛みをとる本
近藤信和（著）／荒井洋介
（著）

１日５分からできる！　痛み対応エクササイズ集。腰痛、肩こり、ひざ
痛、五十肩、リウマチ、坐骨神経痛。大きな図解でわかりやすい。

はじめての池坊いけばな入門
池坊専永（監）／日本華道社
（編）

最初歩のイロハから、実際に作品をいけるときの勘どころと技術まで、
豊富な図版と作例で紹介する、本当のはじめての入門書。

新・風に吹かれて　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
いま“風に吹かれて”という生きかたのすすめ。一読快笑、再読苦笑、お
かしくてやがてジンと胸にくる五木エッセイの真骨頂。

愛犬のためのがんが逃げていく食事と生活 須崎恭彦（著）
愛犬が余命宣告されても諦めるのはまだ早い！　今日から始められる免
疫力を上げる食材・食事がすぐわかる。

愛犬のための症状・目的別　栄養事典 須崎恭彦（著）
食べて治す栄養＆食材事典。愛犬の症状や目的に合った、食材がわかる
栄養事典。愛犬家必携の一冊！

愛犬のための症状・目的別　食事百科 須崎恭彦（著）
食べて治す！　犬ごはんレシピ百科。犬ごはん初心者必携の書。症状や
目的別にＢＥＳＴ５食材を選定。

愛犬のための　食べもの栄養事典 須崎恭彦（著） 食べものは、おいしいクスリ。食材の組み合わせで病気を治す！
あした、山へ行こう！　日帰り「山女子」
のすすめ

鈴木みき（著）
すべての女子よ、気負わず楽しく登ってみ！　気軽に始める方法とオス
スメ山をご紹介。わかりやすく共感できるコミックエッセイ。

完全版　日本の名酒事典 講談社（編）
清酒、焼酎、ワイン、梅酒の蔵元ガイド。蔵元解説、蔵元自慢の酒を都
道府県別に紹介。各ジャンルの知って得する基本知識も満載！

完全保存版　フルーツ・カットテクニック 平野泰三（著）
フルーツをより楽しく演出し、供するための、そのフルーツに適した切
り方のテクニックと盛りつけ例をオールカラーで掲載。

９０秒若返り美肌ホルモンマッサージ 森柾秀美（著）
夜・電車の窓に映った顔にギョッとしたことありませんか？　その顔自
分で治せます！！

強運を引き寄せる　ユミリーの子ども風水 直居由美里（著）
ユミリー初！　子どものための風水トータルアドバイス。幸福の土台は
子ども時代につくられます。

告知されたその日から始める　私の末期が
んを治した毎日の献立

済陽高穂（監）
末期がんを、済陽式食事療法で克服した患者さんの本物のレシピ集。体
力・食欲が低下するなか、毎日食べ続けた常食レシピを完全紹介。

旬の地魚料理づくし 野村祐三（著）
日本全国の土地土地の魚料理を集大成！　料理の作り方のほかに、魚に
関するウンチクや魚の旬、漁法などにまつわる話を収録。

徹底　京都桜めぐり
水野丹石（著）／佐野藤右衛門
（監）

京都の桜の名所１３ルートと周辺の名木を２３３枚の美しいカラー写真
と桜のうんちく、および周辺情報を満載して徹底ガイド！

徹底　京都紅葉めぐり 水野丹石（著）
鮮烈に色づく古都の紅葉に酔いしれる！　誰もが知っている定番名所か
ら、地元住民が秘かに楽しむ穴場まで、京都紅葉ガイドの決定版！

東京ぶらりパワースポット散歩 伊藤美樹（イラスト・文）
明治神宮、高尾山など、近年話題の東京のパワースポットと、その周辺
の見所（カフェ、レストラン、土産）をイラスト、地図でご紹介！

筆ペン１本でちょこっとイラスト 柳川風乃（著）
ゆるカワもモダンも描ける筆ペンの魔法。ワークブック方式で、必ず描
ける「ツカえる本」！

ふろしき便利帖 菊田圭子（著）
一枚でエコ・粋・カワイイと多様に楽しめ、そして実用的でもあるふろ
しき。貴方も本書を読めば、便利で可愛いふろしき使いの達人に！

ＭＩＣＨＩＫＯ　ＦＵＪＩＷＡＲＡ　パー
フェクトメイク＆ヘアーバイブル

藤原美智子（著）
大ベストセラーの最新版！！　ファンデーションからリップ、ヘアース
タイルまで、初心者からプロをめざす人への必読書。

野菜づくり大図鑑 藤田智（著・編）
旬の野菜の育て方と旬の野菜料理を楽しむ。旬の野菜を育てる楽しさか
ら、とれたてのおいしさを味わう喜びまでを満喫できる。

安くてうまい日本酒186選 地酒スペシャリストの会（編）
ズバリ一升２５００円以下の全国美酒図鑑！　今まで知らなかった地元
の晩酌酒、飲みあきしない定番酒のオンパレード。

山小屋で、会いましょう！　楽しみ広がる
「お泊まり登山」

鈴木みき（著）
バッチリ実用、しっとり感動（涙）山ガール必携。やってみたいけど、
わからない山小屋＆お泊まり登山を内から外からお教えします。

山女子必携　失敗しない山登り　山ガール
先輩が登ってツカんだコツ７１

小林千穂（著）
オンナノコのキモチとカラダにフィットした初教本楽しくなければ山登
りじゃない！！　いま、オシャレに登ろう！

山テントで、わっしょい！　極める「山女
子」のヨロコビ

鈴木みき（著）
山女子を極めるならゴールは、これ。テント泊で縦走する楽しさった
ら…！　お試しから教えてあ・げ・る。きっとハマりますって。

私のがんを治した毎日の献立 済陽高穂（著）
食事でがんを治した患者さんの本物のレシピ。済陽式食事療法でがんを
克服した、患者さんの本物のレシピを本書が初公開！

私の晩期がんを治した毎日の献立 済陽高穂（監）
晩期がんに勝つため、患者さんが毎日必死で食べ続けてがん克服を実現
させた本物のレシピを紹介。

ガーデン植物大図鑑 講談社（編）
すてきな庭をつくる樹木と草花＆基礎情報！　庭づくりの基礎からさま
ざまな庭の実例を美しいカラーで紹介。

假屋崎省吾の百花絢爛 假屋崎省吾（著）
花を愛するすべての人に。天才華道家の華麗なる作品集！　新居で初撮
影！　オール新作１３２点！

山野草ハンディ事典
久志博信（著）／内藤登喜夫
（著）

1846種類の山野草を美しいカラー写真で紹介！　【国内および海外の原
種から最新の品種まで】

宿根草図鑑　Ｐｅｒｅｎｎｉａｌｓ 山本規詔（著）
宿根草のベストセレクト！　著者が厳選した２４０種類。植え方から庭
の構成方法まで、ビギナーにも上級者にも役立ちます。
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図解　自然な姿を楽しむ「庭木」の剪定 平井孝幸（著）
いま庭木として人気のある「雑木」を中心とした樹木の手入れのポイン
トを、だれにでも分かりやすくイラストを多用して解説する。

つるバラのすべて　 村田晴夫（著）
つるバラの咲く、夢のような風景を求めて――。バラの栽培書には書か
れていない、つるバラの生かし方、育て方、演出法を詳しく紹介。

ハンディ図鑑　散歩道の木と花 金田洋一郎（著）
都市に住んでいる人が街で目にし、ちょっと足を伸ばした郊外で見かけ
る樹木１８５と野草１７９を四季順に配列したポケット図鑑。

ポール・スミザーの自然流庭づくり ポール・スミザー（著）
イギリス人の造園家ポール・スミザーが、日本の植物や原種系の宿根草
を主体につくる「手間のかからない庭」の実例などを紹介。

あこがれのビーズ刺繍アクセサリー 田川啓二（著）
フランスオートクチュールビーズ刺繍のテクニックを応用して作るアク
セサリー。繊細で上品、創作意欲をかき立てる作品約４０点掲載。

上方落語　こばなし絵本
もりたはじめ（採話）／はやか
わひろただ（絵）

３分間のココロのリゾートへようこそ。１ストーリー１見開き。ページ
をめくれば、オチ、１行。こころを癒すイラストで珠玉の２３話。

筋肉革命　人生を楽しむ体のつくり方 石井直方（著）
筋肉マン東大教授が自ら実証・実践した効率よく筋肉をつける「スロー
トレーニング」を分かりやすく解説。

世界一モテる体のつくり方 石井直方（著）
東大教授が、生理学的な観点から恋愛を解説。自然界では筋肉発達の優
劣が「モテ」と密接な関係にある。それは人間界でも同様なのか？

ナチュラルガーデン樹木図鑑 正木覚（著）
人気ガーデンデザイナー・正木覚が厳選したナチュラルガーデン向きの
樹木204種を掲載。雑木林風庭づくりのポイントもわかります。

七栄グリーンのコンテナ　スタイル　
Ｎａｎａｅ　Ｇｒｅｅｎ‐ＳＴＹＬＥ　
ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＧＡＲＤＥＮＩＮＧ

伊波英雄（著）／伊波京子
（著）

もっとコンテナガーデンを楽しむために。生け花のような寄せ植えがか
んたんにできる！！

頭のいい子が育つママとパパの習慣 清水克彦（著）
のびのびしているのに勉強ができる。そんな子の母親父親を調べていく
と、共通点があった！

生かして　生きる 清水谷孝尚（著） 九二歳の大僧正が観音様の心を未曾有の時代に説き念じる。

おかげさまの命を生きる 鷹司誓玉（著）
極楽往生への道しるべ。「心包まれる安堵」と「仏母の強さ」日本一の
尼僧があなたに寄り添い語りかけてくれる。

体を整える　ツキを呼ぶカラダづかい 桜井章一（著）
無敗伝説をもつ雀鬼の体は、意外なことに非常に柔らかい。柔軟な体に
強さが宿る。スマートに鍛えてツキを呼ぶ桜井流の理論と実践。

「頑張らない」から上手くいく 桜井章一（著）
雀鬼会の道場生たちの日々の交流から得た、壁を乗り越えられない人へ
おくる自然体人生論。

「グッ」とくる言葉　先人からの名言の贈
り物

晴山陽一（著）
心に響いて、元気になれる！　英文付きで紹介する１３２のメッセー
ジ。あなたのための一言が、ここにある。

子どもの才能を伸ばすママとパパの習慣 清水克彦（著）
スポーツ選手や漫画家など、世界で活躍するプロは子どもの頃どんな教
育を受けていたのか。子どもの才能を見出し伸ばす方法を紹介！

錆びない生き方 坂東眞理子（著）
夫婦・親子関係のあり方から、第２の生きがい探し、自立能力の高め方
まで、具体的に５６の例をあげ、人生後半戦の生き方を徹底指南！

人生を変える「数学」そして「音楽」　教
科書には載っていない絶妙な関係

中島さち子（著）
学校ではやらない「数学」と「音楽」の楽しいプラクティス。試してみ
よう、面白がれることが知力を伸ばす。誰だって数学者で音楽家！

性格の良い子が育つママとパパの習慣 清水克彦（著）
子どものお受験事情を取材してきた著者がいきついた、健やかな性格の
子どもを育てる親の習慣。

そこまでするか！　モンスタークレーマー 関根眞一（著）
すごいモンスター続々。現代クレーマー事情クレーマーはさらに進化
し、「モンスター」となった。

「育てない」から上手くいく 桜井章一（著）
子育ては「諦め」が肝心　親は「構うな」「えばるな」「教えるな」！
　無敗の雀鬼「教えの真髄」ベストセラー作者書き下ろし。

なぜ　あなたの病気は治らないのか　霊か
ら身を守る「気功」と「法術」の医学

青島大明（著）
多くの病気に及ぼす霊との関わりを、気功はもちろん、その一領域であ
る法術で改善や治癒してきた施術例を紹介。

蓮は泥の中で育ちながら、泥に染まらない 北河原公敬（著） 宗派を超えて、すべての人々の幸せを祈る。東大寺別当の心

ほんとうにすごい！　ｉＰＳ細胞 岡野栄之（著）
不治の病がなくなる日がくる！？　「神経再生医療」の最高峰の著者が
分かりやすく解説！

迷いを去る　百八の智慧 山田法胤（著）
仏の教えから、悩める現代人にやすらぎとまほろばを伝えつづける奈
良・薬師寺の新管主晋山記念出版。

夜の紙芝居 宮地直樹（著）
忘れかけたものを取り戻し、人生に一番大切なことを教えてくれる。
今、名古屋の夜の繁華街で話題の不思議な物語。

カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　
Ⅰ

Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀
井よし子（訳）

当代きってのストーリー・テラー、「ハリー・ポッター」シリーズ著者
Ｊ．Ｋ．ローリングが満を持して放つ本格的長編小説。超話題作！

カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　
Ⅱ

Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀
井よし子（訳）

当代きってのストーリー・テラー、「ハリー・ポッター」シリーズ著者
Ｊ．Ｋ．ローリングが満を持して放つ本格的長編小説。超話題作！

晩年様式集　イン・レイト・スタイル 大江健三郎（著）
３．１１後の緊迫状況を舞台に選んで語る新しい物語。一見“私小説”、し
かし実は・・・老境の円熟を拒否してカタストロフに挑む傑作

原作屋稼業　お前はもう死んでいる？ 武論尊（著）
「北斗の拳」誕生から３０年、原作者・武論尊が自らの創作秘話をぶっ
ちゃけシーンの連続で綴った自伝風実録ノベル！

ローマ帝国と地中海文明を歩く

本村凌二（編・著）／井上秀太
郎／中西麻澄／池口守／樋脇博
敏／渡辺耕／／中川亜希／島田
誠／長谷川敬／志内一興／伊藤

地中海文明の魅力を、著者が自ら現地を訪ね、撮影した写真を駆使して
解説。ローマ帝国と地中海世界を深く知るために必携の知的ガイド

177 / 204



雅之／橋本資久／宮崎亮／宮崎
亮／澤田典子／岡田泰介／佐藤
昇／田中創／上野愼也／三津間
康幸／高橋亮介／大清水裕
（著）

鉞子（えつこ）　世界を魅了した「武士の
娘」の生涯

内田義雄（著）
欧米では『武士道』より有名な、日本人により英語で書かれた日本人論
『武士の娘』。司馬遼太郎が一読絶賛した、著者・杉本鉞子の生涯

四月七日の桜　戦艦「大和」と伊藤整一の
最期

中田整一（著）
戦艦「大和」と共に沈んだ海軍大将の尽きない家族愛。門外不出の資料
により毎日出版文化賞・講談社ノンフィクション賞受賞作家が描く

田中角栄に消えた闇ガネ　「角円人士」が
明かした最後の迷宮

森省歩（著）
角栄没後２０年。金大中事件と柏崎原発にからむ「闇ガネ」それぞれ４
億円を目白に運んだ密使の告白。立花隆氏も衝撃を受けた新事実！

哲学者たちのワンダーランド　様相の十七
世紀

上野修（著）
デカルト、スピノザ、ホッブズ、ライプニッツ――十七世紀を代表する
４人の哲学者は、いったい何を目指したのか。スリリングに解読。

フッサール心理学宣言　他者の自明性がひ
び割れる時代に

渡辺恒夫（著）
「私が私であること」「他者が存在すること」が、ある日突然わからな
くなるという独我論体験。その内的構造解明のための新たな心理学

アイウィットネス　時代を目撃したカメラ
マン

平敷安常（著）
キッシンジャー、チェルノブイリ、クリントン、９．１１同時テロ……
世界のＶＩＰと大事件をファインダーから捉え続けた３０年の軌跡

暮らしの年表　流行語　100年　 講談社（編）
この100年を日本人はどう暮らしてきたか。身近な出来事を豊富に盛り
込んだ年表と、時代を映す流行語の辞典。

後継者　金正恩 李永鐘（著）／金香清（訳）
独裁国家29歳独裁者の正体を徹底分析！　“平壌特派員”の異名を取る韓
国・中央日報記者、渾身の全力取材。

あっと驚く三手詰 森信雄（著） 初心者感動、有段者茫然。痛快にして玄妙の新作２００題！

エッセンシャル　タオ 加島祥造（著）
「いま私たちの前に立っている老子がほしい」加島祥造が自由詩とトー
クで語る、タオ（老子道徳経）のエッセンス。

指先で紡ぐ愛　グチもケンカもトキメキも 光成沢美（著）
夫は妻の顔も声も知らない!!　――私が出会ったときには、夫は全盲ろう
だった。指と指、ふれて輝く二つの心。

アイスタイム　鈴木貴人と日光アイスバック
スの１５００日　

伊東武彦（著）
元アイスホッケー日本代表キャプテン鈴木貴人と、日本で一番小さなア
イスホッケープロチーム「日光アイスバックス」再生の熱い物語。

ＩＴ起業家１０人の１０年 滝田誠一郎（著）
数億円の借金、車内に寝泊まり、マスコミの誹謗中傷……。ＩＴバブル
崩壊後、起業家たちは人生最大の試練をいかに乗り越えたのか？

昭　田中角栄と生きた女 佐藤あつ子（著）
なぜ母は、私を生まなければならなかったのか。「越山会の女王」と呼
ばれた母・昭とオヤジ・田中角栄が遺してくれた思い出を娘が綴る

「あの時やっておけばよかった」と、いつ
までお前は言うんだ？　

武藤良英（著）／荒川祐二
（著）

人は、変われる。元ヤン経営者とゴミ拾いプロジェクト実行委員長が、
本物の幸せ探し中の２０代のために小説を書きました。

安部公房とわたし 山口果林（著）
「君は、僕の足もとを照らしてくれる光なんだ―」作家は、夫人と別居
して女優との生活を選んだ。没後２０年、初めて明かされる手記。

犬は何を見たのか　ＴＨＥ　ＮＥＷ　
ＹＯＲＫＥＲ　傑作選

マルコム・グラッドウェル
（著）／勝間和代（訳）

「？（疑問）」を「！（なるほど）」に変える男、グラッドウェルが
『ニューヨーカー』誌に発表した傑作短編１９本を一挙収録

今、ここを真剣に生きていますか？　やり
たいことを見つけたいあなたへ

長谷部葉子（著）
慶應大学ＳＦＣのビッグママ、名物准教授による「やりたいことの本
質」に気づく、人生が変わる授業。

裏ベスト「事件王」ランキング 村野薫（著）
人間の業の深さは、情けない事件のなかにこそ顕現する。読んで仰天、
苦笑、嘆息したあとで思い知る哀しさ。あなたもまたその一人か？

冤罪法廷　特捜検察の落日 魚住昭（著）
法廷で裁かれたのは被告人の「起訴事実」ではなく、検察の「不当捜
査」だった。「最強の捜査機関」の病理が曝される歴史的瞬間！

大向うの人々　歌舞伎座三階人情ばなし 山川静夫（著）
歌舞伎独特の声を掛ける「大向う」。大向う歴５７年の著者が書く、め
くるめく芝居道楽の世界。

おしゃれの教科書　働く女性のワードロー
ブ

高橋みどり（著）
「エストネーション」「バーニーズＮＹジャパン」を立ち上げた「お
しゃれのプロ」が伝授！明日からもう迷わない。

オッサンフォー 堀田純司（著）／森恒二（絵）
Ｄｏｎ’ｔ　ｔｒｕｓｔ　ｕｎｄｅｒ　４０！　「大阪で生まれた詐欺
師」４人が織りなす、ミドルエイジの青春小説が登場！

大人おしゃれのルール　ＦＡＳＨＩＯＮ　
ＲＵＬＥ　ＢＯＯＫ

高橋みどり（著）
アラフォー女子のための、「大人おしゃれ」の指南書。大人のためのセ
レクトショップ「エストネーション」を立ち上げた著者が伝授！

女の覚悟　ひとり悩むあなたへ贈る言葉 川村妙慶（著）
心をす～っと軽くしたいとき、この一冊。孤独、不倫、失恋、老い、
死……。癒し系僧侶が教える、苦しみ、悲しみから抜け出すヒント。

女の子の幸福論　もっと輝く、明日からの
生き方

大崎麻子（著）
女性の幸福の条件とは？　国連で開発途上国の女性支援の最前線で活躍
してきた、いま話題のジェンダー専門家による女性の幸福ガイド。

角栄のお庭番　朝賀昭 中澤雄大（著）
オヤジが逝って２０年。「お庭番の仕事は墓場まで持っていかなければ
ならない」と信じてきた「最後の秘書」が、初めてその禁を破る。

革命をプロデュースした日本人　評伝　梅
屋庄吉

小坂文乃（著）
孫文と辛亥革命を最後まで支えた梅屋庄吉。遺言により封印されてきた
驚愕の史実が甦る！

「活米」という流儀　外交・安全保障のリ
アリズム

長島昭久（著）
米国覇権の揺らぎ。中国の台頭。米中の狭間で立ちすくむ日本。徹底し
たリアリズムの立場から日本の外交安全保障戦略を語る。

消えた警官　ドキュメント　菅生事件 坂上遼（著）
驚くべき「権力の犯罪」と、それに挑んだ「調査報道」の原点を追った
サスペンス・ノンフィクション。
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奇跡のりんごスープ物語 山崎隆（著）
木村秋則さんの「奇跡のリンゴ」が生んだ、もう一つの奇跡の物語。奇
跡は奇跡を引き寄せ、フランス料理となって広がってゆく。

君は隅田川に消えたのか　藤牧義夫と版画
の虚実

駒村吉重（著）
いま美術界を揺るがす最大のミステリー！　藤牧は生きているのか死ん
だのか、彼の作品は誰が作ったのか？

逆境エブリデイ 大川弘一（著）
ポーカーはいつだって、２番めに強い奴が火だるまになるようにできて
いる。まぐまぐ社長を卒業した「僕」の、情熱と失態のカード紀行。

九州独立計画　玄海原発と九州のしあわせ 毛利甚八（著）
なぜこの地に原発なのか。『家栽の人』原作者が九州を歩き倒す。「原
発と地方」「原発と司法」の関係を問い直す渾身のルポルタージュ

９・１１の標的をつくった男　天才と差別
　建築家ミノル・ヤマサキの生涯

飯塚真紀子（著）
反逆の人、嫉妬の人、非道の人、プレーボーイ、感激屋。差別されなが
らアメリカ建築界をのし上がった男の軌跡。

競争力
三木谷浩史（著）／三木谷良一
（著）

ルールを破壊せよ。日本は復活する。イノベーション、規制撤廃、教
育、金融財政政策…すべての処方箋を、経済学者である父と徹底討論

行人坂の魔物　みずほ銀行とハゲタカ・
ファンドに取り憑いた「呪縛」

町田徹（著）
目黒雅叙園を舞台に、何が起こっているか？　「半沢直樹」より面白
い！　当代一のジャーナリストが放つ驚愕ノンフィクション。

ギリシャ人の真実 柳田富美子（著）
「ギリシャ危機は対岸の火事ではない。私たちはこの国の出来事から何
も学ばないままでいる。日本人が知らなすぎた、彼らの素顔と現実

ＫＩＬＬＩＮＧ　ＫＥＮＮＥＤＹ　ケネ
ディ暗殺　５０年目の真実　

ビル・オライリー（著）／マー
ティン・デュガード（著）

全米大ベストセラー。ケネディと実行犯オズワルドの人生を交互に描き
つつ、暗殺事件の真相に迫る。陰謀論は捨て真実のみを描く。

首長パンチ　最年少市長ＧＡＢＢＡ奮戦記 樋渡啓祐（著）
最年少市長になってしまった僕とがばいばあちゃんに立ちはだかる悪
漢。政治も故郷も変えられた涙と笑いの政治冒険ノンフィクション！

クラウゼウィッチーズ
巌百合彦（著）／カスカベアキ
ラ（絵）

ラジオドラマ化！　史上初、クラウゼウィッツ『戦争論』入門兼不謹慎
小説！　ｈｔｔｐ：／／ｃｌａｕｓｅｗｉｔｃｈｅｓ．ｂｉｚ／

グローバル・エリートの時代　個人が国家
を超え、日本の未来をつくる

倉本由香利（著）
日本人の強みを生かすグローバル化とは何か？企業現場の視点で著者が
示す、グローバル人材を育成し、組織を変革するためのバイブル。

訣別　ゴールドマン・サックス
グレッグ・スミス（著）／徳川
家広（訳）

さらばゴールドマン・サックス。良き社風は消え、カネの亡者が顧客を
食い物にする会社に堕してしまった。金融の頂点で見たものは？

減電社会　コミュニティから始めるエネル
ギー革命

小澤祥司（著）
原発でも再生可能エネルギーでも、大規模発電は不合理だ。エネルギー
先進国の取材を通じ、合理的な熱と動力の供給法を提案する。

原発の倫理学 古賀茂明（著）
小泉元総理が「原発ゼロ」！　細川元総理も「脱原発は倫理の問題」！
　著者の主張通りに日本が動き始めた。原発官僚と闘う全言論。

「恋顔」になりたい！　愛される顔には
ルールがある　

上田彩子（著） モテる人の顔の秘密って？　新進の心理学者が漫画と講義で教えます。

顧客を売り場に直送する　ビッグデータが
お金に変わる仕組み

西田宗千佳（著）
バーチャル・フェンス・マーケティングの衝撃。津田大介氏推薦！「あ
なたが知ってるつもりのＩＴ技術は、すでに時代遅れです」

こころとお金のコーチング　女性のための
人生設計塾

吉川美有紀（著）
女が幸せになるためお金はどれくらい必要？　残金５００円から年収
１６００万円になった著者が教えるライフプラン。

コトバのギフト　輝く女性の１００名言 上野陽子（著）
つらいとき、恋に悩むとき、道に迷うとき、自信がないとき。ページを
開けば、１００人の女性たちが励ましてくれる！

最後の職人　池波正太郎が愛した近藤文夫 中原一歩（著）
いままでにない、てんぷらを次々に考案する「てんぷら近藤」主人・近
藤文夫。池波正太郎に愛された職人の飽くなき、てんぷらへの情熱

サイバー・クライム
メン，Ｊ．（著）／浅川佳秀
（訳）／福森大喜（監）

次なるサイバー犯罪の標的は日本だ！　ロシア・中国を拠点に国際化す
る凶悪なネット犯罪者たちの全貌に迫ったノンフィクション

さかな記者が見た大震災　石巻讃歌 高成田享（著）
念願かない「さかな町」で筆を振るった朝日新聞の名物記者が描く、石
巻と東北再生の物語。かならず魚が食べたくなる一冊！

ザ・グレート・フライト　ＪＡＬを飛んだ
４２年　太陽は西からも昇る

小林宏之（著）
同僚・後輩から「グレート・キャプテン」と呼ばれ慕われる小林氏。そ
のパイロット人生は日本の航空界の歴史そのものでもある。

佐藤さんはなぜいっぱいいるのか？　身近
な疑問から解き明かす「商標」入門

茅原裕二（著）
ラーメンにもコーヒーにもエッチ本にも運動靴にも「商標」をめぐるド
ラマがある。第一線に立つ弁理士が解説する、面白逸話の数々！

砂糖と安全保障　ＴＰＰ参加が領土問題を
勃発させる

石川知裕（著）
ＴＰＰ参加で日本の国土が脅かされる！　国産砂糖が壊滅し、沖縄の産
業がなくなる。その時、無人となった離島を中国や韓国が狙う――

ザ・ラストバンカー　西川善文回顧録 西川善文（著） 逃げたらあかん！　「不良債権と寝た男」死に物狂いの壮絶人生
市場と権力　「改革」に憑かれた経済学者
の肖像

佐々木実（著）
「改革」という錦の御旗のもとで、いったい何が繰り広げられてきたの
か？　その中心にはいつもひとりの「経済学者」の存在があった！

師匠は針　弟子は糸　 古今亭志ん輔（著）
師匠が逝くまでの思い出の数々。同時に一年間の日常を記録した「ケー
タイ日記」を併載。落語家は忙しい。

実録　朝日新聞水滸伝 宮下賢一（著）
「朝日」は御用新聞なのか、それとも大衆迎合新聞なのか。巨大紙の相
反する歴史を、個性豊かな記者たちの熾烈な戦いぶりから再現！

「死ぬのが怖い」とはどういうことか 前野隆司（著）
「脳と心」の最前線をゆく工学者が、無宗教の日本人のために「死ぬの
が怖くなくなる方法」をはじめて真剣に論じた、全国民の必読書！

「自分」をカタチにする授業 長谷部葉子（著）
学生たちを望む未来に続々送り出す長谷部先生の講義を一冊に！　本当
にやりたいことを導き出し、実現するチカラを鍛える！！

司法殺人　元裁判官が問う歪んだ死刑判決 森炎（著）
なぜ「死刑」が宣告され、公判で論拠が覆っても維持されてしまうの
か。元判事が死刑事件の真相を追い、日本の裁判に巣くう病巣を抉る

179 / 204



写真、撮られ術。　プロ写真家がそっと教
える、証明写真の撮られ方！

永田昌徳（著）
写真を撮られることで人間は変わる！　本書の技術で、カメラを前にし
ても自然な表情に。キレイな未来がカメラの向こうに開けます！

宿澤広朗　運を支配した男 加藤仁（著）
サラリーマンとして、男として、頂点をきわめる寸前で急逝した宿澤広
朗の、知られざる苦闘の生涯。

証言　細野豪志　「原発危機５００日」の
真実に鳥越俊太郎が迫る

細野豪志（著）／鳥越俊太郎
（著）

日本を襲った原発の危機。そのときいったい何が起きていたのか。原発
担当大臣を務める細野豪志にジャーナリスト・鳥越俊太郎が迫る。

証言　民主党政権 薬師寺克行（著）
政権交代とは、マニフェストとは何だったのか？　キーパーソンへの膨
大なインタビューを実現、必読のオーラル・ヒストリー！

昭和に火をつけた男　青島幸男とその時代 森炎（著）／青島美幸（著）
「自分には友達がいない」と語った天才の「友」とは――？　伝説的マ
ルチタレントの原風景を描き切る、最初で最上の公認評伝！

職業、ブックライター。　毎月１冊１０万
字書く私の方法

上阪徹（著）
ベストセラー『成功者３０００人の言葉』の著者が公開する、成功者に
代わって本を書き、思いを人に伝えるブックライターという仕事。

城山三郎伝　筆に限りなし 加藤仁（著）
残された膨大な資料と、私的な文学同好会会員たちの貴重な証言などか
ら解き明かす寡黙な巨人の生涯。

しんがり　山一證券　最後の１２人 清武英利（著）
１９９７年の山一証券倒産時、後始末のために最期まで尽力したのは
「場末」と呼ばれた部署の社員だった。筋を貫いた彼らの人生を描く

スタートアップ・バイブル　シリコンバ
レー流・ベンチャー企業のつくりかた

アニス・ウッザマン（著）
世界基準はこれだ。三木谷浩史氏、岩瀬大輔氏推薦。ベンチャー企業投
資のエキスパートが日本人起業家のために書き下ろしたバイブル。

スタイルのある女は、脱・無難！　８７　
Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｔｉｐｓ

古泉洋子（著）
面倒なコーディネートなしに一瞬で見違えるファッションアイテムか
ら、日常が豊かなになるギフトやライフスタイル小物まで８７点紹介。

スティーブ・ジョブズ　I
ウォルター・アイザックソン
（著）／井口耕二（著）

スティーブ・ジョブズが唯一、積極的に取材に応じた。アップル誕生か
ら、伝説のプレゼン、経営の極意まですべてを明かした秘話が満載。

スティーブ・ジョブズ　II
ウォルター・アイザックソン
（著）／井口耕二（著）

未来を創った、今世紀を代表する経営者スティーブ・ジョブズの全てを
描き切った文字通り最初で最後の一冊。

Steve Jobs Special　ジョブズと１１人の証
言

ＮＨＫスペシャル取材班（著）
２０１１年末にＮＨＫで放映され、大反響を呼んだＮスペ「ジョブズ特
集」の書籍化。１０月５日の１周忌に合わせて緊急出版！

聖地にはこんなに秘密がある 島田裕巳（著）
沖縄クボー御嶽、大神神社、天理教教会本部、稲荷山、靖国神社、伊勢
神宮、出雲大社、沖ノ島をひたすら歩き、隠された秘密を暴く。

セッシュウ！　世界を魅了した日本人ス
ター・早川雪洲

中川織江（著）
一生涯、世界に君臨し続けた唯一の日本人スター「セッシュウ」。その
軌跡を圧倒的な調査と第一級史料により描き出す超大型評伝！

絶望の国の幸福な若者たち 古市憲寿（著）
『希望難民ご一行様』で彗星のように現れた２６歳の社会学者が、徹底
したフィールドワークで既存の若者論を丸ごと覆す大型論考。

戦後史をよみなおす　駿台予備学校「戦後
日本史」講義録

福井紳一（著）
すべての答えは、戦後66年の歴史のなかにある――東大・早慶大を目指
す受験生十万人に圧倒的な支持を受けた伝説の白熱教室。

対中戦略　無益な戦争を回避するために 近藤大介（著）
「中国の野望と弱点を冷静に分析した上で、日本は確固たる対中戦略を
持つべきだ！」新進気鋭のウォッチャーが語る新しい日中関係論

たかが英語！ 三木谷浩史（著）
世界企業は英語を話す。「英語公用語化」で日本は復活する。楽天２年
間の実験で確信した、成功のためのマニフェスト

打撃投手　天才バッターの恋人と呼ばれた
男たち

澤宮優（著）
松井秀喜、イチロー、清原和博たち打撃投手を務めた男たちの物語。裏
方の矜持と、裏方にしか分からない天才打者の素顔を活写する。

脱グローバル論　日本の未来のつくりかた
内田樹／中島岳志／平松邦夫／
イケダハヤト／小田嶋隆／高木
新平／平川克美（著）

「ポストグローバル社会と日本の未来」と題して、内田氏、中島氏、小
田嶋氏らが都合４度にわたり、日本の行く末を真剣に議論

タニタはこうして世界一になった　「タニ
タの社員食堂」誕生秘話を交えて

谷田大輔（著）
赤字のどん底から這い上がり世界一の企業へ。「日本一有名な社員食
堂」の生みの親が大切にしてきた「経営の神髄」と「健康への思い」

騙されたがる人たち　善人で身勝手なあな
たへ

大山眞人（著）
数々の詐欺を取材し、しかも自ら振り込め詐欺被害にあったから書け
る、騙す者と騙される者の「共犯関係」とは。詐欺師の生音声付き！

誰も戦争を教えてくれなかった 古市憲寿（著）
あの楽しかった戦争をもう一度？　社会学者が丹念なフィールドワーク
とともに考察する「戦争」と「記憶」の現場

団塊ジュニアのカリスマに「ジャンプ」で
好きな漫画を聞きに行ってみた

岩崎大輔（著）
成功の秘訣は訊かない。「ジャンプ」で何を読んでたかを訊く。同世代
トップランナーに同世代ならではの切り口で挑むノンフィクション

中学生の君におくる哲学 斎藤慶典（著）
中学生のために、あるいは中学生だったあなたのために、自分の頭で考
えるきっかけとして、伝えたい言葉がある。校長先生の哲学入門。

中国人ＯＬは見た！　猛毒中国ビジネス 張益羽（著）
日本企業に入社した中国人の私。念願の中国ビジネスで得た取引先は、
会う人会う人、最低の人々だった！　母国への幻滅と決別の手記。

超簡単！売れるストーリー＆キャラクター
の作り方

沼田やすひろ（著）／金子満
（監修）

知識、経験、教養、一切関係なし！　大人気講師がクリエイター育成マ
ル秘メソッドを初公開！

蝶々にエノケン　私が出会った巨星たち 中山千夏（著）
天才子役が見た昭和の芸人たち。長谷川一夫、花菱アチャコ、美空ひば
り、古賀政男、水谷八重子……。戦後昭和をたどる交遊録。

鉄道旅へ行ってきます 関川夏央（著）／原武史（著）
乗って、しゃべって、また乗った！　酒井順子、関川夏央、原武史。希
代の鉄道乗り三人が列車に揺られて、全国を縦横無尽に駆け巡る！

天才！　成功する人々の法則
マルコム・グラッドウェル
（著）／勝間和代（訳）

「１万時間の法則」ですっかり有名になった「天才！」のペーパーバッ
ク版。並外れた天才を生むのは才能？　環境？　新しい教育論です。
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「東京電力」研究　排除の系譜 斎藤貴男（著）
安全神話を守るために安全を度外視する――３．１１が暴いた、日本を
統べる企業の貧困なる逆説とは。渾身の大型ノンフィクション

東京湯巡り、徘徊酒　黄昏オヤジの散歩道 島本慶（著）
あの親方が銭湯をめぐる！　酒場にもぐる！　エロはないけど大人限定
のお楽しみ、近くて安い至福のルポ＆イラスト＆ガイドブック！

東北　不屈の歴史をひもとく 岡本公樹（著）
時に牙をむく大自然、横暴な西からの侵入者。不条理としかいえぬ環境
の中で歴史と文化を紡いできた人びとの残した言葉とモノを追跡。

ドキュメント副知事　猪瀬直樹の首都改
造・一八〇〇日

西条泰（著）
石原慎太郎とタッグを組み、国と闘い、都庁官僚と闘い、東京電力と闘
う副知事。密着を続けた番記者が深層を記す

共に在りて　陸前高田・正徳寺、避難所と
なった我が家の140日

千葉望（著）
愛別離苦の現場で人々の声を聴く。住職で市役所職員の実弟と坊守の義
妹、地域のリーダー、僧侶たちの活動を追うノンフィクション。

なぜか３兄弟全員が東大合格！　「勉強し
ろ」と絶対言わない子育て

後藤眞智子（著）
子供を３人とも東大に入れた親は日本に二人しかいない…らしい。著者
も父親も高卒だったのに、なぜ？？

なめたらあかん三手五手 森信雄（著） 三手の快感、五手の恍惚。神技再び。鬼才が詰みの究極に挑む200題！
２０３０年　世界はこう変わる　アメリカ
情報機関が分析した「１７年後の未来」

米国国家情報会議（編）／谷町
真珠（訳）

アメリカの情報機関が総力を結集して作成した世界情勢予測レポート
「グローバルトレンド２０３０」の緊急翻訳版

２０２０年新聞は生き残れるか 長谷川幸洋（著）
東京五輪決定の大ニュース翌日は新聞休刊日。だが、私たちに不都合が
あっただろうか？　それでも新聞は必要なのか？

日銀はいつからスーパーマンになったのか 北野一（著）
絶望した大衆が生んだ「政府・日銀超人伝説」の正体と、アベノミクス
への過剰な期待を脱し、真の意味で日本経済が浮上する方策とは？

日本政治のウラのウラ　証言・政界５０年
森喜朗（著）／田原総一朗（聞
き手）

永田町激震！　日本の政治はどう動かされてきたのか？　選挙から派
閥、政争、総理就任、外交まで。秘話満載、抱腹絶倒の回顧録！

日本の農業を破壊したのは誰か　「農業立
国」に舵を切れ　

山下一仁（著）
ＪＡ農協を筆頭とする「農業村」によって安楽死への道を強いられる日
本の農業。歪んだ農政を正当化する彼らの妄説に騙されないために。

ネットと愛国　在特会の「闇」を追いかけ
て

安田浩一（著）
「ゴキブリ在日を叩き出せ」と過激なスローガンを叫ぶネット右翼。彼
らをそこまで駆り立てるものは？　大反響を呼んだルポの書籍化

年金詐欺　ＡＩＪ事件から始まった資産消
失の「真犯人」

永森秀和（著）
『年金情報』編集部ｖｓ．ＡＩＪ投資顧問・・壮絶な情報戦の後、浅川
和彦社長は逮捕された。しかし事件はこれで終わりではなかった

年中無休スタジアム 乙武洋匡（著）
井上康生、秋田豊、安藤美姫……、感動をテーマに描き切ったスポーツ
の世界とは？

箱根駅伝に賭けた夢　「消えたオリンピッ
ク走者」金栗四三がおこした奇跡

佐山和夫（著）
「正月の風物詩」箱根駅伝を生んだのは、日本人初のオリンピックラン
ナー、金栗四三の情熱だった。百年の時を遡る本格スポーツ評伝！

ハコバン７０’ｓ 稲垣潤一（著）
「ドラマチック・レイン」「クリスマスキャロルの頃には」などのヒッ
ト曲で知られる稲垣潤一がはじめて明かす駆け抜けた青春の日々。

働くアリに幸せを　存続と滅びの組織論　 長谷川英祐（著）
社会がなくてもやっていけるなら、一人でやる方が楽？　個と組織の狭
間に揺れる「ヒト」が、「人」として豊かに生きていくために！

パンとペン　社会主義者・堺利彦と「売文
社」の闘い

黒岩比佐子（著）
弾圧の時代、社会主義者たちは「ユーモアと筆」の力で生き抜いた。堺
利彦の素顔に、文学から光をあてる画期的試み。

万里の長城は月から見えるの？ 武田雅哉（著）
「宇宙から見える長城」、中国人宇宙飛行士が否定して中国全土騒然！
　教科書の言葉狩りにまで至った歴史的騒動を解き明かす面白本。

ヒーリング月ヨガ　心とカラダをほぐす
２８日間浄化メソッド

島本麻衣子（著）
５万部を超えるロングセラー『ＤＶＤ付き　月ヨガ』ヒーリング編。カ
ラダの詰まり解消、アタマとマインドすっきり！　最新メソッド！

悲から生をつむぐ　「河北新報」編集委員
の震災記録300日

寺島英弥（著）
いまふんばらずに、いつふんばる？　2011年度新聞協会賞を受賞した
「河北新報」連載記事の担当デスクが綴る“希望と再生の物語”

ビッグデータの正体　情報の産業革命が世
界のすべてを変える

ビクター・マイヤー＝ショーン
ベルガー（著）／ケネス・クキ
エ（著）／斎藤栄一郎（訳）

２１世紀はデータを制する者が世界を制覇する「ビッグデータ時代」に
突入する。専門家が初めて詳細を著した決定版

人を動かす、新たな３原則　売らないセー
ルスで、誰もが成功する！

ダニエル・ピンク（著）／神田
昌典（訳）

モチベーション３．０』のダニエル・ピンクがおくる、２１世紀版「人
を動かす」３原則！　現代人は誰もがセールスパーソンだ！！

飛雄馬、インドの星になれ！　インド版ア
ニメ『巨人の星』誕生秘話

古賀義章（著）
飛雄馬がインドのクリケット選手として甦る。講談社のプロデューサー
が語る、アニメ売り込みを決意した日から、第１話放映実現まで。

秘録　核スクープの裏側 太田昌克（著）
２００９年度平和・協同ジャーナリスト基金賞・大賞受賞「歴代４次官
の密約証言」スクープの全貌を初めて明かし、核政策の未来を展望

武人の本懐　ＦＲＯＭ　ＴＨＥ　ＳＥＡ　
東日本大震災における海上自衛隊の活動記
録

高嶋博視（著）
東日本大震災、獅子奮迅の活躍を残した海上自衛隊１万６０００人の記
録。現場を率いた横須賀地方総監による、後世に残す大型手記！

ふたつの嘘　沖縄密約
［１９７２－２０１０］

諸永裕司（著）
沖縄密約をめぐる国の嘘によって人生を断たれた元新聞記者・西山太吉
と、国の嘘を認めさせようと願い、動いた人々の記録。

ふたつの震災　［１・１７］の神戸から
［３・１１］の東北へ

西岡研介（著）／松本創（著）
あの震災と大津波から一年。被災者はどのような思いで生きてきたの
か。阪神大震災を経験した元神戸新聞記者が記録する被災地の真実。

「普通の人」が「日本株」で年７％のリ
ターンを得るただひとつの方法

伊井哲朗（著）
「日本株全体」と「長期で成長が期待できる企業」はまったく別モノ！
　「儲かったのはアベノミクス相場の時だけ」にならないために。

平成デモクラシー　政治改革２５年の歴史
佐々木毅（編・著）／２１世紀
臨調（編・著）

平成の政治改革。それは冷戦の終焉とともに始まった――。政党と政治
主導を問い続けた２１世紀臨調の思想と行動全記録。

181 / 204



塀の上を走れ　田原総一朗自伝 田原総一朗（著）
「日本初のＡＶ男優」が、首相を３人退陣させた！驚くべき破天荒さに
包まれた７８年間。エンターテイメント自伝、堂々刊行！

僕たちの前途 古市憲寿（著）
『絶望の国の幸福な若者たち』を超える待望の新刊！　「僕の働き方」
から「日本人の働き方」まで、徹底的に取材し調べて考える！

僕とツンデレとハイデガー 堀田純司（著）
「世界がなければ僕たちもいない。そして僕たちがいなければ世界もな
い。僕たちはひとりじゃない」byハイデガー的な本

ぼくとビル・ゲイツとマイクロソフト　ア
イデア・マンの軌跡と夢

ポール・アレン（著）／夏目大
（訳）

出会いから、対立、裏切り…ビル・ゲイツを最もよく知る男がついに語
る。音楽、スポーツ、宇宙旅行…発想の人は何を考えているのか

ほぼ０円ペット　 そにしけんじ（著）
今日から買える！？　だれでも飼える！　ペットはスーパーでも手に入
れられる！　抱腹絶倒のコミックエッセイ！

ホリエモンの宇宙論 堀江貴文（著）
もし携帯電話を宇宙に飛ばしたら――。堀江氏が描く最先端ビジネスの
成功モデルと、宇宙開発の歴史を描く画期的論考。

マイル　極貧からＣＡへ芸能界へ、階段を
のぼる私

松尾知枝（著）
私は体当たりで「前に向かって」生きる。　３万人の養護施設の後輩た
ち！　どうか人生を諦めないで！　希望の光を掴んで離さないで！

負ける技術 カレー沢薫（著）
リア充、憎い、憎い。でも私は結婚してます。でもでも目の前であれし
てる制服カップルは超・滅べ！　って思うでしょ。そんな本です。

まだ若手社員といわれるうちに知っておき
たい「会社の数字」

伊達敦（著）
ほんの少しの努力で挽回できる知識が「会計」。その会計センスを身に
つける最短ルートは、会議に出る「会社の数字」を知ることです！

学ぶとはどういうことか 佐々木毅（著）
「勉強」だけで満足できますか？　現代の碩学が大学生から勉強し直し
世代にまで贈る「知のアリーナ」への招待状。

ママが生きた証 小松武幸（著）
妻が妊娠５ヵ月で余命１年の乳がんを宣告された！自分の命か新しい命
かを迫られる夫婦。日本初の治療例に耐えての出産とその後の日々

マレーシアで暮らしたい！　マレーシア
「ロングステイ」公式ガイドブック

山田美鈴（著）
「住みたい国」調査で６年連続第一位になった国マレーシアに、ロング
ステイするためのノウハウとマル秘情報満載の公式カイドブック

マントラを掲げよ　信念を戦略に変える力 正木静修（著）
すぐれた戦略には、組織の誰もが掲げ、心を一つにできる信念がある。
小説で学ぶ戦略の本質！　著者は現役商社マン。波頭亮氏絶賛！

メグルカラダ　「４つのお皿」で美人化計
画

笠井奈津子（著）
１５万部の大ヒット『甘い物は脳に悪い』の著者は、７０キロから２５
キロのダイエットに成功したカリスマ栄養士。美人の食習慣を紹介

木琴デイズ　平岡養一「天衣無縫の音楽人
生」　

通崎睦美（著）
アメリカの人々は、「ヒラオカの木琴」で目を覚ます・・単身アメリカ
に渡り、レギュラー番組を持つまでになった平岡養一の痛快な人生。

山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞につい
て聞いてみた

山中伸弥（著）／緑慎也（著・
（聞き手））

祝・ノーベル賞受賞！　唯一の自伝。エリートではなかった知られざる
半生を語り、ｉＰＳ細胞の神秘を丁寧に説明。中学生から読める

誘蛾灯　鳥取連続不審死事件 青木理（著）
鳥取のスナックを舞台に男が次々に不審死した事件の深層に迫っていく
ノンフィクション。なぜ男たちは上田美由紀に貢ぎ、騙されたのか

四〇〇万企業が哭いている　ドキュメント
検察が会社を踏み潰した日

石塚健司（著）
「中小企業など百万社潰れても我々検察には関係ない！」この国の矛盾
をあぶり出したノンフィクションの傑作！

ロスト・インタビュー　スティーブ・ジョ
ブズ　１９９５

「スティーブ・ジョブズ　
１９９５」ＭＯＶＩＥ　
ＰＲＯＪＥＣＴ（編）

人生最大のピンチの時、天才は何を考え、その後の飛躍に繋げたか？　
１９９５年、アップル追放後に受けた幻のインタビューを初公開！

ロッキード秘録　吉永祐介と四十七人の特
捜検事たち

坂上遼（著）
「総理の犯罪を追った男たち」の血滾る群像活劇！　あの時、「最強の
捜査機関」は何を考え、どう動いたか。

わかりやすく説明する練習をしよう。　伝
え方を鍛える　コミュニケーションを深め
る

リー・ラフィーヴァー（著）／
庭田よう子（訳）

いいアイデアでも、伝え方が悪いとダメ！　相手の立場になって、相手
が理解できるようにアイデアを説明できるようになるコツを伝授！

和牛詐欺　人を騙す犯罪はなぜなくならな
いのか

斉藤友彦（著）
戦後最大の消費者被害事件となった「安愚楽牧場」事件。こうした和牛
商法はなぜ続くのか。詐欺取材に執念を燃やす社会部記者の記録

笑いの花伝書 滝大作（著）
コント５５号の仕掛け人、コメディー界の生き字引が後世に残す「笑
い」の本質。浅草３大コントほか、伝説的な実例を多数収録の決定版

おみやげと鉄道　名物で語る日本近代史 鈴木勇一郎（著）
おみやげは、世界無二の文化である。鉄道・軍隊・博覧会…近代の装置
と土地の歴史とが生んだ奇妙で愛すべき存在を、本気で考察する！

七世竹本住大夫　限りなき藝の道　 高遠弘美（著）
文楽３５０年の歴史上最高齢の大夫の至芸のすべて。気鋭のフランス文
学者が日本伝統芸能の最高峰が辿りついた至高の境地に肉薄する。

シナ海域　蜃気楼王国の興亡　 上田信（著）
シナ海域で興亡を繰り返し、近世の始まりとともに消え去った「海上の
王国」。足利義満、鄭和らの抱いた夢。海から見た新しい世界史。

理工系のための　明日への教科書　時代を
担うトップからのメッセージ

豊橋技術科学大学　
２０１２（編）

新日鐵会長や三菱化学社長などの財界トップと、トヨタ、富士通などの
トップ研究者８人が、理工系学生に対して行った熱血講義録

逆算式勉強法なら偏差値４０でも医学部に
入れます

松原好之（著）
出題者のねらいがすらすら分かる驚きの戦略がここに！　効率的に勝ち
組になるための「逆算式」発想を徹底解説した画期的な入試対策書

乳酸　「運動」「疲労」「健康」との関係
は？

八田秀雄（著）
乳酸で強くなる。一番やさしい乳酸の本。乳酸って本当に体にとって悪
者なの？　乳酸菌と乳酸の違いは？

金を払うから素手で殴らせてくれないか？ 木下古栗（著）
失踪した男の行方を、当の男本人が追う──。読むものを混乱と肩すか
しに陥れるカルト作家の真骨頂。古栗ワールド全開の小説集。

御命授天纏佐左目谷行 日和聡子（著）
摩訶不思議な「異界ツアー」へようこそ！猫の君子・夜見闇君の命を受
け佐左目谷君を訪ねる旅に出た私は…画・ヒグチユウコと夢の競演
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寂しい丘で狩りをする 辻原登（著）
あの男が追いかけてくる。どこまでも――。心の闇を抱えた男と女の追
跡劇を、息もつけない展開で描く戦慄のクライム・サスペンス！

三陸の海 津村節子（著）
三陸海岸は夫・吉村昭が愛した場所。震災の翌年、津波の爪痕を目に焼
き付け、大切な人々に会うため、三陸を巡った妻の愛の軌跡。

純粋異性批判　女は理性を有するのか？ 中島義道（著）
男には理解できない女の論理は一体どこから生まれるのか？「女という
不可解」を徹底解剖する大胆不敵な女性論にして最良のカント入門

〈世界史〉の哲学　東洋篇 大澤真幸（著）
世界史の不思議といわれる中国。最高の軍事力、経済力、政治力を誇っ
ていた帝国がなぜ西洋の後塵を拝することとなってしまったのか。

創作の極意と掟 筒井康隆（著）
これは作家としての遺言である――。創作歴６０年の筒井康隆が初めて
明かす、目から鱗の全く新しい小説作法！

存在しない小説 いとうせいこう（著）
大反響を呼んだ『想像ラジオ』に続く、いとうせいこうの最新作。国境
を超えて私たちの「今」を描く、新たな「地球文学」が誕生した！

ＬＩＦＥ 松波太郎（著）
だらだら且ぶらぶらをモットーとする猫木に子供ができた。ダメ男が立
ち向かう現実をユーモラス且ユニークな文体で描く感動作

芳香族へテロ環化合物の化学　反応性と環
合成

坂本尚夫（著）／廣谷功（著）
天然物や生理活性物質、特に医療品に圧倒的に多いヘテロ環化合物の基
本的な合成反応を豊富に記載。

食べて勝つ　スポーツ栄養の基礎知識　コ
ンビニ・外食大活用

齋藤愼一（編）
食べて強くなろう！　誰にでもできる超簡単なスポーツ栄養。コンビニ
や外食でも、スポーツ栄養は実践できる。

宇宙兄弟　心のノート　「メモしたくなる
言葉たち」

小山宙哉（著）／モーニング編
集部（編）

「宇宙兄弟」のもうひとつの楽しみは、登場人物による、心に響く「こ
とば」の数々。生きる勇気がわいてくるファン必読の名言集。

スタートは四畳半、卓袱台一つ 高森篤子（著）
漫画原作者・梶原一騎。人気の頂点から奈落の底へ。波乱万丈の生き様
を、死の間際まで見続けた妻が赤裸々に綴る。

田中ひろみの神社に行こう！　～イチから
わかる参拝案内～

田中ひろみ（著）
日本一わかりやすい神社入門書ができました。著者自らが体験しながら
様々な神社の疑問に漫画でお答えします！

ちばてつやとジョーの闘いと青春の1954日
ちばてつや（文と語り）／豊福
きこう（編著）

名作「あしたのジョー」の作者ちばてつやの当時の肉声、連載中の葛
藤、有名な数々のエピソードの真相が日記風の特別編成で蘇る！

一般意志２．０　ルソー、フロイト、グー
グル

東浩紀（著）
グーグルやツイッターなど、人々の無意識を可視化する情報技術を使い
民主主義の組み替えへ──。政治の新たな可能性を拓く大胆な構想

危機の経営　サムスンを世界一企業に変え
た３つのイノベーション

吉川良三（著）／畑村洋太郎
（著）

サムスン改革の中心にいた日本人元役員と失敗学・創造学の権威が明か
す、サムスンを通して浮かび上がってきた日本の弱点と強み。

航空機事故に学ぶ　危険学の視点 小林忍（著）
技術の進化と事故の教訓から学び、最も安全な乗り物になった航空機。
しかし一方で新たな危険が。技術者の視点で語る航空機事故。

これからの中国の話をしよう
加藤嘉一（著）／原田曜平
（著）

日本・中国・アジアの若者研究の第一人者と、高校卒業後単身中国に渡
り、一人で格闘してきたコラムニスト。新世代による新しい中国論

福島原発事故はなぜ起こったか　政府事故
調核心解説

畑村洋太郎（著）／安部誠治
（著）／淵上正朗（著）

「戦後最大の失敗」はなぜ起こったのか？　その本質を政府事故調中心
メンバーの３人が、膨大な調査資料から浮かび上がらせる。

路面電車の走る街（６）　都電　 講談社（編）
都電に乗って、ぶらり下町一日旅へ！　まだ知らない東京の名所、穴場
的なスポットを厳選してご紹介。

路面電車の走る街（７）　阪堺電気軌道 講談社（編）
庶民の足として健在、カラフルな阪堺電気軌道の路面電車に乗って、大
阪らしい沿線の見どころ、食いどころをたっぷり紹介。

路面電車の走る街（８）　伊予鉄道・土佐
電気鐵道

講談社（編）
四国に残る二つの路面電車に乗り、城や温泉、古寺、そして海を巡る南
国情緒あふれる、ゆったりとした旅を紹介します。

路面電車の走る街（９）　富山地方鉄道・
富山ライトレール・万葉線

講談社（編）
雪にも負けずに走る、北陸・富山地方の３つの個性的な路面電車の魅力
を、沿線の見どころとともに紹介。

路面電車の走る街（１０）　熊本市電・鹿
児島市電

講談社（編）
九州の２つの観光地、熊本と鹿児島を巡る路面電車。観光スポットを巡
りながら旅を楽しむには、これら２つの路面電車は欠かせない。

路面電車の走る街（１１）　東急世田谷
線・豊橋鉄道

講談社（編）
歴史ある街並みが残る世田谷と豊橋。東京と愛知に残る二つの風情ある
街を、路面電車の魅力とともに紹介します。

路面電車の走る街（１２）　京阪電気鉄
道・福井鉄道

講談社（編）
滋賀、そして福井県の風情あふれる歴史地区を走る二つの路面電車の魅
力をたっぷりと紹介します。

サン＝テグジュぺリ　「星の王子さま」の
作者

横山三四郎（著）／まがみばん
（イラストレータ）

「星の王子さま」の著者、サン＝テグジュペリ。パイロットになるも、
物語を書くことで名声を得ることになった彼の人生とは。

伊勢神宮参宮公式ガイドブック　壬辰版 講談社（編）
平成２５年の第６２回の式年遷宮に向けて、神宮への関心はますます高
まります。参拝をトップにした観光ガイドを地元と協力して制作。

運気があがる　お弁当レシピ 歴弁研究会（編）
日本の食文化の歴史に根ざした食材と調理法で毎日作れるお弁当レシ
ピ。歴史の成功者に学ぶ開運と運気上昇の書でもあります。

完全読本　その後の美奈子ファミリー 講談社（編）
著書『ハダカの美奈子』が大ヒット中の林下美奈子さん。彼女が６人の
子どもたちと送る宮崎での新生活に密着したムック本

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ　ＳＮＡＰ　
Ｓｔｙｌｅ　Ｂｏｏｋ　２０１２－１３　
Ａｕｔｕｍｎ　＆　Ｗｉｎｔｅｒ

ＧＬＡＭＯＲＯＵＳ編集部
（編）

読むだけで今すぐおしゃれになれる、本当に使える海外スナップ本！

決定版　Ｂ級グルメ　旨い！　安い！　楽
しい！

講談社（編） 『おとなの週末』で大人気のＢ級グルメを一同に集めた激ウマ本。

首都圏　おすすめ天然温泉 講談社（編） お湯よし！　設備よし！　CP（コストパフォーマンス）よし！
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ＴＯＫＹＯ ＶｉＶｉ Ｖｏｌ．３ ＶｉＶｉ編集部（編）
ＶｉＶｉからうまれた「いくつになってもおしゃれでカワイイ！」ため
のファッションマガジン第３弾！　Ｃｏｖｅｒは藤井リナ。

ＴＯＫＹＯ ＶｉＶｉ
Ｖｏｌ．３(Ｐｒｏｍｏ Ｖｅｒｓｉｏｎ)

ＶｉＶｉ編集部（編）

ＶｉＶｉからうまれた「いくつになってもおしゃれでカワイイ！」ため
のファッションマガジン第３弾！　Ｃｏｖｅｒは藤井リナ。ワンコイン
でTOKYO ViViが楽しめる！　電子版のみのプロモーションバージョンで
す！

東京スカイツリー　下町グルメ＆歴史散歩 おとなの週末編集部（編）
『おとなの週末』の記事を読みたいところだけ購入できるセレクトシ
リーズ。東京スカイツリーと周囲のグルメ企画を初の電子化！

日本語の正しい表記と用語の辞典　第三版 講談社校閲局（編）
日本語の正しい文章を書くための規則と資料を満載した、きわめて便利
な辞典。原稿・論文・レポートなど、文章を書く人必携の一冊。

救命救急フライトドクター　攻めの医療で
命を救え！

岩貞るみこ（著）
「患者を病院へ運ぶ」から「医師が現場へ向かう」へ。ドクターヘリを
飛ばすべく奮闘する人々の熱い挑戦を描いたノンフィクション。

東京消防庁　芝消防署２４時　すべては命
を守るために

岩貞るみこ（著）
知っているようで知らない「消防署」。どんな人たちがどんな思いで、
なにを目指して働いているのか？　臨場感あふれる圧巻の１冊。

世の中への扉　奇跡はつばさに乗って 源和子（著）
１９４５年８月６日と２００１年９月１１日。この２つの悲劇を、広島
の少女と千羽鶴のいのりがつなぐノンフィクション。小学上級から

官兵衛、駆ける。 吉橋通夫（著）
２０１４年大河ドラマの主人公・黒田官兵衛。その少年時代から青年時
代を、鮮烈に描きます。野間児童文芸賞作家、最新作。

３／１１キッズフォトジャーナル　岩手、
宮城、福島の小中学生33人が撮影した「希
望」

311Kids Photo Journal（編）
被災地の今を被災地の小中学生が写真と文章で伝えます。明日の日本を
生きていく彼らは、その思いをどう表現するのでしょうか？

１５歳の寺子屋　星の声に、耳をすませて 林完次（著）
何億光年も離れた星々が、語りかけてくれる瞬間の素晴らしさ。星と向
きあうことで見えてくる世界を、天体写真家・林完次が伝えます。

ふたり 福田隆浩（著）
講談社児童文学新人賞入選作家最新作。本が大好きな小学生二人が図書
館で覆面作家の謎を解きながら育む淡い恋と友情の物語。

世の中への扉　めざせ！　給食甲子園 こうやまのりお（著）
みんながすくすく成長できるよう、給食日本一の給食をめざす栄養士た
ちの活動を通じて、食の大切さや、食べることの喜びを伝えます。

お菓子の本の旅 小手鞠るい（著）
小手鞠るいが描く、初恋世代のための淡いラブストーリーと家族の絆。
この本を必要としている人のところへ、次々と旅をするお菓子の本

ありがとう３組 乙武洋匡（著）
手足のない先生と、６年生になった２８人の子どもたちが繰り広げる、
感動のエピソード。映画化で話題『だいじょうぶ３組』の続編！

ちいさなちいさな王様
アクセル・ハッケ（著）／ミ
ヒャエル・ゾーバ（絵）／那須
田淳（訳）／木本栄（訳）

ＳＴＡＰ細胞作製で世界が注目！　小保方晴子さんが中２の時読書感想
文コンクールにて最優秀賞で話題の本！！

美人科へようこそ！女医が教える本当の美
容法

友利新（著）
「美人の『何もしていません』は、嘘だと思いましょう。」医師として
女性として美しさを追求するプロの教えが満載。

物語ること、生きること
上橋菜穂子（著）／瀧晴巳
（文・構成）

物語にしないと伝えきれないものを、人は、それぞに抱えている――
「獣の奏者」「守り人」シリーズ、壮大な物語を描く作家の道程。

死ねばいいのに　「一人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

死ねばいいのに　「二人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

死ねばいいのに　「三人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

死ねばいいのに　「四人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

死ねばいいのに　「五人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

死ねばいいのに　「六人目。」 京極夏彦（著）
無礼な男が、死んだ女のことを尋ねる。その言葉に暴かれる嘘、晒け出
される業、浮かび上がる剥き出しの真実……。

偶然完全　勝新太郎伝 田崎健太（著）
こんな痛快な男はもうどこにもいない――「最後の弟子」が描く「最後
の役者」勝新の真実

将棋の天才たち 米長邦雄（著）
週刊現代の大人気将棋連載から珠玉のエピソードを厳選。現代棋界を動
かす棋士たちに会って、話して、指した。将棋ファン必読の書！

天才たちのプロ野球 二宮清純（著）
週刊現代にて連載中の「二宮清純レポート」の書籍化。田中将大や中村
剛也、宮本慎也など、天才たちの正体に迫る選りすぐりの１８篇。

早稲田ラグビー　誇りをかけて 日比野弘（著）
早稲田はなぜ勝たなくてはならないのか。「荒ぶる」魂とは何か。逆境
にあって、しぶとく勝利する奇跡は、なぜたびたび起きるのか。

四季の果物　旬の食材 講談社（編）
旬の果物のおいしい情報を満載。食材に関する幅広い知識をはじめ、果
物の目利きやカッティング法、栄養・効能情報も掲載。

硫化水銀 森下くるみ（著）
インディーズＡＶ界のアイドルが綴った初小説！　ナチュラルな視点か
ら歪んだ性を端正に描いた傑作。

エウレカの確率　経済学捜査員　伏見真守 石川智健（著）
川崎で起きた連続殺人事件。同一人物の犯行と断定した特捜本部に、異
を唱える経済学者の捜査員が加わった──異色警察ミステリー！
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お父さんと伊藤さん 中澤日菜子（著）
「この家に住む」と父がやってきた。あたしと彼氏の狭い同棲部屋に！
　第８回小説現代長編新人賞受賞、選考委員絶賛の新人デビュー！

スペードの３ 朝井リョウ（著）
直木賞作家、朝井リョウが初めて社会人を主人公に描く小説。人生を動
かせるのは自分自身だけだと気付く女性たちを描いた待望最新作。

長州シックス　夢をかなえた白熊 荒山徹（著）
蛤御門の変、長州藩の欧州遠征、天誅組……大事件の陰にいた知られざ
る男たちの物語。まるで落語のような語り口と結末の幕末異聞集！

ラフ・アンド・タフ 馳星周（著）
魂の兄弟、そして夢の女と健気なガキ。賞金稼ぎを夢見た男は、すべて
を手に入れるため北を目指して疾走する。死んでも走り続けろ！

秋のおかず　毎日レシピ 講談社（著）
人気料理家のレシピを季節ごとに紹介。主菜、副菜を中心にごはんも
の、スープなどもわかりやすく解説。毎日の献立選びに役立ちます。

あくむ 井上夢人（著）
夢か、現実か、その正体を掴ませぬまま鮮やかな手腕で語られる傑作短
編集。

アトラス　海洋機構トリックアート 久楽健太（著）
洋上に造られた実験都市「アトラス」で、「起きてはならない犯罪」が
発生。警察官、瀬川が直面する「嘘で塗り固められた街」の真相。

アトラス　海洋機構トリックアート（１） 久楽健太（著）
洋上に造られた実験都市「アトラス」で、「起きてはならない犯罪」が
発生。警察官、瀬川が直面する「嘘で塗り固められた街」の真相。

アトラス　海洋機構トリックアート（２） 久楽健太（著）
太平洋上の実験都市「アトラス」で発生した、「起きてはならない犯
罪」。事件に臨場した警察官、瀬川のもとに謎の少女が現れる。

アトラス　海洋機構トリックアート（３） 久楽健太（著）
太平洋上の実験都市「アトラス」で発生した「起きてはならない犯
罪」。事件に関わった警察官、瀬川は友人の刑事、梶の死に遭遇する。

アトラス　海洋機構トリックアート（４） 久楽健太（著）
太平洋上の実験都市「アトラス」で発生した「起きてはならない犯
罪」。事件の謎を追う警察官、瀬川は都市自体が抱える秘密に遭遇。

アトラス　海洋機構トリックアート（５） 久楽健太（著）
太平洋上の実験都市「アトラス」で発生した「起きてはならない犯
罪」。事件の謎を追う瀬川は、「アトラス十三番目の区画」に潜入。

アベノミクスとＴＰＰ――キーワードは
「後白河法皇」と「合コン」だ

高橋洋一（著）／長谷川幸洋
（著）／麻木久仁子（著）／現
代ビジネス（編）

安倍総理の「知恵袋」２人が日銀総裁人事の裏話、「後白河法皇」と呼
ばれる日銀守旧派の存在、ＴＰＰをめぐるウソを語り尽くした

嵐のピクニック（無料公開版）　 本谷有希子（著）
大江健三郎賞受賞の話題作、異才モトヤの想像力が炸裂する１３篇の“ア
ウトサイド”な短篇集より、３つの短篇を無料公開！

いまを生きるちから　【五木寛之ノベリス
ク】

五木寛之（著）
下山に向かう現代文明において「いま」をどう生きるか──人々が忘れ
去った「情」と「知」に生命のちからを見いだした傑作エッセイ。

大河の一滴　【五木寛之ノベリスク】 五木寛之（著）
人生は苦しみと絶望の連続である──究極のマイナス思考からの出発を
提案する人生論。２００万部を超えた大ベストセラー・エッセイ！

英国メイドの世界　エッセンシャル版　～
屋敷で働くメイドの仕事・エピソード集～

久我真樹（著）
「これは本物のメイド大全です」鶴田謙二氏推薦！英国ハウスメイドや
執事達の本当の姿を丁寧に追ったメイド辞典、待望のポケット版！

ＮＴＴはどこへ行くのか 小池良次（著）
巨大なクラウド化の流れの中、ＮＴＴはグローバルな一大コングロマ
リットになる！　ネットと通信を熟知した著者が描く近未来の世界。

大人の流儀　セレクト 伊集院静（著）
シリーズ累計１００万部超の大ベストセラー『大人の流儀』のセレクト
版が、なんと９９円で読める！伊集院静が語る、強くやさしく生きる方
法。

オルファクトグラム（上下合本） 井上夢人（著）
姉を殺害した犯人に襲撃された片桐稔は、後遺症から通常の“匂い”を失
い、イヌ並みの嗅覚を得た。「このミス」４位の新感覚ミステリ

かいじゅうガール　ｖｏｌ．２ 熱犬通信（編）
女の子はかいじゅうだ！着ぐるみをユルっと着た可愛い女の子のユルか
わグラビア。新オムニバスシリーズ第二弾！！

かいじゅうガール　ｖｏｌ．１ 熱犬通信（編）
女の子はかいじゅうだ！着ぐるみをユルっと着た可愛い女の子のユルか
わグラビア。新オムニバスシリーズ第一弾！！

カジュアル・ベイカンシー　突然の空席　
Ⅰ・Ⅱ

Ｊ．Ｋ．ローリング（著）／亀
井よし子（訳）

当代きってのストーリー・テラー、「ハリー・ポッター」シリーズ著者
Ｊ．Ｋ．ローリングが満を持して放つ本格的長編小説。超話題作！

風が吹いたら桶屋がもうかる 井上夢人（著）
牛丼屋でアルバイトをする大学生のシュンペイ。彼の同居人は、フリー
ターの超能力者とパチプロだった！

完全講義：リフレ戦記――アベノミクスは
なぜ勝利できたのか――　完全講義：リフ
レ戦記――アベノミクスはなぜ勝利できた
のか――

高橋洋一（著）
世界標準の理論でありながら日本では俗論扱いされてきたリフレが「救
国の経済政策」として採用されるまでには、歴史とドラマがあった

季節別　毎日のおかずレシピ 講談社（著）
人気料理家のレシピを季節ごとに紹介。主菜、副菜を中心にごはんも
の、スープをわかりやすく解説。毎日の献立選びに役立ちます。

ゲキサカ別冊　Ｕ－２０ＦＩＦＡワールド
カップ女子ヤングなでしこ写真集

講談社（編）
ゲキサカ　Ｕ－２０ＦＩＦＡ女子ワールドカップヤングなでしこあの感
動を写真で魅せるお楽しみ総集編。

ゲキサカ別冊　ロンドン五輪男子サッカー
総集編

講談社（編）
４４年ぶりの五輪４強入りをはたしたＵ－２３日本代表の激闘を、９３
枚の写真で編集！スマホ＆タブレットでいつでも見られる！

ゲキサカ別冊　ロンドン五輪なでしこ銀メ
ダルへの道総集編

講談社（編）
史上初の銀メダルを獲得したなでしこジャパンの感動の記憶を、８４枚
の写真で贈ります。スマホ＆タブレットでいつでも見られる！
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月刊ブレイブ・セレクション　第８号

リチャード・ブランソン／辻野
晃一郎／佐々木俊尚／浜田宏一
／マッキー牧元／ニューヨーク
タイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン

月刊ブレイブ・セレクション　創刊第３号

リチャード・ブランソン／辻野
晃一郎／佐々木俊尚／浜田宏一
／マッキー牧元／ニューヨーク
タイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

ニューヨークタイムズの注目記事、クルーグマン、スティグリッツ、浜
田宏一、辻野晃一郎、岩瀬大輔ら豪華執筆陣のコラムが読める！

月刊ブレイブ・セレクション　創刊第２号

リチャード・ブランソン／辻野
晃一郎／佐々木俊尚／浜田宏一
／マッキー牧元／ニューヨーク
タイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

ニューヨークタイムズの注目記事、クルーグマン、スティグリッツ、浜
田宏一、辻野晃一郎、岩瀬大輔ら豪華執筆陣のコラムが読める！

月刊ブレイブ・セレクション　第４号　月
刊ブレイブ・セレクション　第４号

リチャード・ブランソン／辻野
晃一郎／佐々木俊尚／浜田宏一
／マッキー牧元／ニューヨーク
タイムズ・セレクション
（著）／現代ビジネス（編）

企業の最前線で世界に挑むビジネスマン、グローバルな活躍を目指すす
べての人に贈るデジタル・ハイクオリティ・マガジン

コネクトプラス ログストック（）
不可解な死を遂げた天才アンドロイド整備士・上杉透。彼の死は事故か
自殺かそれとも殺人か……。謎の言葉「コネクトプラス」とは？

コミックルポ　働く発達障害者 かなしろにゃんこ。（）
発達障害のある人は今、働いているのか。そして、いかにすれば上手く
職場に適応できるのか。就労と支援の現場を突撃取材しました！

最果てアーケード 小川洋子（）
世界で一番小さなアーケードで繰り広げられる、不思議な生と死の物
語。小川洋子が初めて書き下ろした漫画原作、ついに小説化！

ｔｈｅ　ＴＥＡＭ 井上夢人（著）
啓文堂書店文庫大賞第一位！　つぎつぎと真相を言い当てる、大活躍中
の霊導士を支えるのは、魅力あふれる３人の仲間たちだった！

ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ　２０１３年１１月
２９日号

講談社（編）
欧州フットボールと日本代表を含む各国代表の最新情報をメインに、
ファッション、クルマなどライフスタイルも盛り込んだデジタル誌。

ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ　２０１３年１２月
２７日号

講談社（編）
欧州フットボールと日本代表を含む各国代表の最新情報をメインに、
ファッション、クルマなどライフスタイルも盛り込んだデジタル誌。

ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ　２０１４年１月３１
日号

講談社（編）
欧州フットボールと日本代表を含む各国代表の最新情報をメインに、
ファッション、クルマなどライフスタイルも盛り込んだデジタル誌。

ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ　２０１４年３月２８
日号

講談社（編）
欧州フットボールと日本代表を含む各国代表の最新情報をメインに、
ファッション、クルマなどライフスタイルも盛り込んだデジタル誌。

ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ　２０１４年２月２８
日号

講談社（編）
欧州フットボールと日本代表を含む各国代表の最新情報をメインに、
ファッション、クルマなどライフスタイルも盛り込んだデジタル誌。

三国志全一冊合本版 吉川英治（著）
「宮本武蔵」とならぶ吉川文学の双璧、「三国志」を一気に読める完全
版。１８００年前の中国を舞台に、展開される壮大なドラマ。

私本太平記全一冊合本版 吉川英治（著）
吉川英治の傑作長編『私本太平記』を一気に読める「全一冊合本版」と
して配信！　南北朝を題材に英雄たちが躍動する！

新書太閤記全一冊合本版 吉川英治（著）
吉川英治の傑作長編『新書太閤記』を一気に読める「全一冊合本版」と
して配信！　動乱の中世に終止符を打った、秀吉の生涯を描く！

新・水滸伝全一冊合本版 吉川英治（著）
吉川英治の傑作長編『新・水滸伝』を一気に読める「全一冊合本版」と
して配信！　中国最大の伝奇小説『水滸伝』の世界を再現する！

新・平家物語全一冊合本版 吉川英治（著）
吉川英治の傑作長編『新・平家物語』を一気に読める「全一冊合本版」
として配信！　７年の歳月を傾けた、著書鏤骨の超大作。

親鸞全一冊合本版 吉川英治（著）
吉川英治の傑作長編『親鸞』を一気に読める「全一冊合本版」として配
信！　源平の争乱期に信仰を求め、激動の人生を歩んだ男の生涯。

スティーブ・ジョブズ　付録
ウォルター・アイザックソン
（著）／井口耕二（訳）

「主な登場人物」「参考文献」「注」「人名索引」「著者インタ
ビュー」「訳者インタビュー」収録の特別付録。

地中より愛をこめて 岡嶋二人（著）
岡嶋二人作品はすべて講談社文庫に収録されている――と思ったら、ど
の本にも掲載されていない超レア短編があった！

中流の復興　【小田実全集】 小田実（著）
武器をつくらぬ、売らぬ平和主義経済で繁栄し、中流の暮らしを築いた
ことは日本の誇り。その価値がゆらぐ今の必読書。

ドラゴンフライの空　ギニョールアイの城
　【復☆電書】

上遠野浩平（著）
現在入手困難な過去の名作を、電子書籍で復刊するプロジェクトの投票
で選ばれた上遠野浩平の短編２編が電子書籍として登場！！

懐かしのＳＬ「名車と絶景」列島紀行　上 講談社（編）
かつて国内交通網の中心として活躍してきたＳＬ（蒸気機関車）。日本
全国の絶景の中を走る、その雄姿を極力カラー写真を用いて紹介

懐かしのＳＬ「名車と絶景」列島紀行　中 講談社（編）
かつて国内交通網の中心として活躍してきたＳＬ（蒸気機関車）。日本
全国の絶景の中を走る、その雄姿を極力カラー写真を用いて紹介

懐かしのＳＬ「名車と絶景」列島紀行　下 講談社（編）
かつて国内交通網の中心として活躍してきたＳＬ（蒸気機関車）。日本
全国の絶景の中を走る、その雄姿を極力カラー写真を用いて紹介
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夏のおかず　毎日レシピ 講談社（著）
人気料理家のレシピを季節ごとに紹介。主菜、副菜を中心にごはんも
の、スープなどもわかりやすく解説。毎日の献立選びに役立ちます。

春のおかず　毎日レシピ 講談社（著）
人気料理家のレシピを季節ごとに紹介。主菜、副菜を中心にごはんも
の、スープなどもわかりやすく解説。毎日の献立選びに役立ちます。

パワー・オフ 井上夢人（著）
自ら進化をつづける前代未聞のウイルスを巡って展開する、ノンストッ
プサスペンス！

ピエロ～夜明け前～
小林照弘（原作）／草薙だらい
（作）

東日本大震災、そして福島原発の事故。誰も経験したことのない事態の
中で、福島に住む高校３年生の４人の女の子が選んだ道は！？

冬のおかず　毎日レシピ 講談社（著）
人気料理家のレシピを季節ごとに紹介。主菜、副菜を中心にごはんも
の、スープなどもわかりやすく解説。毎日の献立選びに役立ちます。

魔法使いの弟子たち（上下合本）　魔法使
いの弟子たち（上下合本）

井上夢人（著）
新興ウイルスの爆発感染。意識が戻ったただ３人の感染者は、許されざ
る「能力」を身にまとった――類を見ないエンタメ長編。

宮本武蔵全一冊合本版 吉川英治（著）
「三国志」とならぶ吉川文学の双璧、「宮本武蔵」を一気に読める完全
版。剣の精進、魂の求道を通して、武蔵が達した境地とは？

もっとスゴイ！　大人のラジオ体操　
Ｌｉｔｅ版　ラジオ体操第１

中村格子（著）
６月４日発売『大人のラジオ体操』第二弾のラジオ体操第１部分を、
Ｌｉｔｅ版にして電子書籍で先行配信。呼吸法もわかりやすく紹介！

アカの他人の七光り 島地勝彦（著）
真に豊かな男の人生とは？　イセタン・メンズで話題沸騰「サロン・
ド・シマジ」店主が紡ぐ、究極のダンディズムへの誘い

アメリカは日本経済の復活を知っている 浜田宏一（著）
ノーベル経済学賞に最も近い経済学の巨人、研究生活５０年の集大成！
　日銀が政策を変更すれば、日本経済は今すぐにでも復活する！！

一生サビない女になるシンプルな習慣　マ
イナス10歳を実現する成熟系美女のアンチ
エイジング

佐藤富雄（著）
習慣を変えれば運命が回り出す。愛されるカラダをつくるサプリ、エク
ササイズ、食事法まで。抗酸化と知性で大人の美を手に入れよう！

越境せよ！　日本で絶望するより国境のな
い世界で稼げ

石田和靖（著）
アゼルバイジャン、アイスランド、インド……好機はメディアが報道し
ない場所にある。カリスマが語る、国境のない世界で成功する技術

大阪破産からの再生 吉富有治（著）
いよいよ目前に迫った史上初の「自治体破産」の惨状とそこからの再生
の道程を、ベストセラー『大阪破産』著者が克明にルポ！

「教えないから人が育つ」横田英毅のリー
ダー学

天外伺朗（著）
「１２年連続お客様満足度ＮＯ．１」「１７ヶ月連続月間最高販売台
数」を実現した、高知のカーディーラー・横田英毅の経営の秘密とは

かかり続けてはいけない病院　助けてくれ
る病院

帯津良一（著）
こんな医者だと治る病気も治らない！　「ドクハラ」や「がん難民」に
ならないための、名医の選び方、医者との関わり方を名医が解説

家計を蝕む「金融詐術」の恐怖　大ウソカ
ネもうけにダマされるな！

吉本佳生（著）
世界金融危機が炙り出す日本経済の腐蝕の実像！　メガバンクが加担
し、自治体が汚染され、国民の年金が飛び去る金融詐術の正体を斬る。

カバチ流人生指南　弱者はゴネて、あがい
て、生き残れ！

田島隆（著）
衝撃エピソードは実話だった。借金で家庭崩壊。中卒で行政書士、人気
漫画原作者になった著者の波乱の歩みと迷える若者への熱きエール

「壁」を越えていく力 藤井誠二（著）
人生の「壁」が目の前に立ちはだかった時、どう乗り越えていくのか。
「境界線上」を生きる１１人に学ぶ、生き抜くヒント。

釜ケ崎有情　すべてのものが流れ着く海の
ような街で

神田誠司（著）
あの朝日新聞の感動連載が、待望の完全版になってついに登場！　おカ
ネがなくても日本で一番幸せな人々が生き生きと暮らす姿を活写

官報複合体　権力と一体化する新聞の大罪 牧野洋（著）
権力と一体化し、財務省の増税路線を援護射撃しつつ、福島原発事故で
はプレスリリース原稿を垂れ流すだけ――新聞ＴＶが日本を滅ぼす

救国のレジリエンス　「列島強靱化」で
ＧＤＰ900兆円の日本が生まれる

藤井聡（著）
震災に備えて列島を強靱化し、東海道ベルト地帯を強化、分散型の国土
構造のもと地方を活性化――ＧＤＰ900兆円の日本に！

９７歳の幸福論。ひとりで楽しく暮らす、
５つの秘訣

笹本恒子（著）
97歳、ひとりで楽しく暮らす、元気に生きる！　現役カメラマン笹本恒
子さんの衣食住のアイデアＢＯＯＫ。長寿の秘訣が満載です。

強育論　悩める大人たちに告ぐ！「いじめ
の芽を摘む」特効薬

野々村直通（著）
コワモテな風貌と歯に衣着せぬ発言の「やくざ監督」こと教育評論家・
野々村直通が、「ゆとり」「温室」のヌルい教育現場に喝！

グラフで見ると全部わかる日本国の深層 高橋洋一（著）
グラフなので一目でわかる、ベストセラー『日本経済の真相』の第２
弾！　真実の９７％が隠されている、日本経済は今すぐ復活する！！

月給たった５万円！　でも、選びました　
空回りの２０代から、３０代でクックパッ
ドの役員になれたわけ

小竹貴子（著）
「エリートでもなんでもない平凡な女性が、平凡でなくなった理由」が
ここに。だれでも必ず生き方を変えられる、と背中を押される１冊

恋がガンガンうまくいく魔法のフレーズ
８０

内埜さくら（著）
「頭いいね！」「犬、見に行きたい」「うれしい」「えっちなんだか
らぁ～！」「教えて！」など、男ゴコロに響くキメ言葉満載！

こわせない壁はない　人生が新しくなる
３３の心得

鎌田實（著）
鎌田医師が出会いをとおして導きだした新しい自分になるための３３の
心得。自らも壁をこわして「新しい自分」に変わった体験も初披露

最後のクレイジー　犬塚弘　　ホンダラ一
代、ここにあり！

犬塚弘（著）／佐藤利明（著）
知られざる爆笑秘話、仲間たちへの想いが満載。最後のクレイジー・
キャッツのメンバーによるエンターテインメント黄金譚！

細胞から「毒」が逃げ出す生き方　キレー
ション身体革命

澤登雅一（著）
新たな指標「健康寿命」が注目を浴びる中、若き気鋭のアンチエイジン
グ医が提唱する「毒出し」健康術。日本人は身体の重金属を抜け！

Ｓｉｌｅｎｔ　Ｗａｒ　見えない放射能と
たたかう

今中哲二（著）
熊取六人組と呼ばれ、原子力工学の専門家の立場から原発をやめるため
の研究を続けてきた男が語る、本当のこととこれから起こること！
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幸せになれる宗教画 関谷義樹（著）
『最後の晩餐』や『受胎告知』などキリスト教の名画を紹介しながら、
そこに隠された幸せになるための法則、生きるヒントを説く。

ＧＮＰ大国になる日本　円高で所得収支
６０兆円の２０２２年

相沢幸悦（著）
外貨準備を五〇〇兆円まで引き上げ個人金融資産の五〇〇兆円と併せて
一〇〇〇兆円で、世界の株の五〇％を支配できる！　活・円高！

仕事でいちばん大切な　人を好きになる力 岩瀬大輔（著）
「好きな仲間」が多い人が、ビジネスで勝てる！人を「つなげる」達
人、ライフネット生命の岩瀬大輔社長がその秘伝を大公開。

自信加乗　ハーバードの論理力　マッキン
ゼーの楽観力　ドクターの人間力

富坂美織（著）
カルロス・ゴーン氏推薦！　ハーバード卒、元マッキンゼーコンサルタ
ントの美貌の女医が送る、人生やビジネスで成功する４５のヒント

島研ノート　心の鍛え方 島朗（著）
羽生善治、森内俊之、佐藤康光――三人の名棋士を育てた伝説の将棋研
究会主宰者による「王道の歩き方」。ビジネスマンも父兄も必読！

情報以前の知的作法　踊らされるな、自ら
踊れ

西きょうじ（著）
名門予備校のカリスマ教師による「頭脳を最高の状態」に整えておくコ
ツ。「聞く」「読む」「変わる」の三段階で社会人生活に自信が。

人生が変わる　愛と性の哲学 小川仁志（著）
愛について哲学する本。愛とは何か、正しく愛するとはどういうことか
という「謎」について、論考する。

新版　ママになりたい…／たまご日記 間下このみ（著）／ゆう（著）
ハイリスク出産を越えておなかの中のちいさな命を守るために難病と
闘った、女優・写真作家の　間下このみ。その真実の物語。

成功の種を蒔く　わが子の本気を引き出す
コーピングスキル５０

田中ウルヴェ京（著）
もっと楽に、子供の才能は引き出せる！　最新のコーピング法を活用し
て４つの思考パターンの罠を回避すれば子育てはもっとうまくいく

タニタとつくる美人の習慣
株式会社タニタ（著）／細川モ
モ（著）

累計４８０万部『体脂肪計タニタの社員食堂』のタニタと、世界一を目
指す美女の卵たちの栄養アドバイザーによる、新・美人革命！

小さくてもいちばんの会社　日本人のモノ
サシを変える６４社

坂本光司（著）／坂本光司研究
室（著）

ベストセラー『日本でいちばん大切にしたい会社』の著者・坂本光司と
社会人ゼミ生が、日本を変えるヒントをもった６４社を公開！

超実践版マユミ式　プチマクロダイエット
　カラダが内側から変わる１０日間
ＴｏＤｏリスト

西邨マユミ（著）
歌手・マドンナと彼女の家族も実践！　１０日間で体質を根本から変
え、ベストプロポーションを作るマユミ式プチマクロ実践メソッド！

ツイッターを持った橋下徹は小泉純一郎を
超える

真柄昭宏（著）
橋下徹・大阪市長の政治力と人気の秘密を徹底解剖。官僚には絶対に負
けない６つの理由と３年後の永田町の勢力地図を緻密に描写する！

丁寧に暮らすために。　ｍｙ　
ｆａｖｏｒｉｔｅｓ　Ａ　ｔｏ　Ｚ

鈴木京香（著）
毎日を丁寧に暮らしたいーーそんな鈴木京香が選んだ「お気に入り」辞
典。衣食住から大切な人とのエピソードまで、意外な素顔を綴る！

『特上カバチ！！』公式副読本　大人のケ
ンカ術　「ホーリツ的に正しい」逆襲の作
法

田島隆（著）
原作者が語る『特上カバチ！！』流逆襲術！広島・呉で弱者の苦悩に直
面し、サポートを続けている法律家が、そのノウハウを始めて開陳

「毒になる母親」を乗り越える１１のリス
ト

金盛浦子（著）
断絶、不幸の連鎖を乗り越えて、幸せで深い絆に結ばれた親子関係の構
築法（実践リスト）を、３４年間親子に寄り添ってきたプロが教示

生麦事件の暗号 松沢成文（著）
生麦事件こそ明治維新成功のターニングポイントだった！　その真相と
秘められた暗号。現代に革命を起こすために必要な鍵が隠れていた

日中「再」逆転 近藤大介（著）
テロの続発、シャドー・バンキングの破綻、そして途轍もない汚職拡
大…中国バブルの崩壊は２０１４年、日中経済は逆転する！

日本中枢の崩壊 古賀茂明（著）
「日本の裏支配者が誰か教えよう」経産省の元官僚が実名で証言!!　家族
の生命を守るため、全日本人必読の書。

日本をダメにしたＢ層の研究 適菜収（著）
「いつから日本はこんなに駄目になったのか？」――すべての日本人の
素朴な疑問に答える本が誕生した！「騙され続けるＢ層」解体新書

日本人と韓国人　「タテマエ」と「ホン
ネ」　－「韓流知日」を阻むもの－

朴一（著）
竹島衝突のカギは「ズワイガニ」、新たな韓国大統領・初の女性宰相の
素顔。こじれる日韓問題解決のために日本人が知るべきマル秘話！

日本で知った「幸せ」の値段　無一文の留
学生が、大学准教授になるまで

にしゃんた（著）
来日して２５年。苦学生から経済学者になった著者が、＜お金＞をキー
ワードに綴る意外な日本の素顔。本当の日本の豊かさを考える！

日本のバーをゆく 太田和彦（著）
名バーは地方にあり！　札幌・やまざき、金沢・倫敦屋、京都・祇園サ
ンボア、神戸・北野坂サヴォイ、銀座・ルパンなど、厳選33店！

日本を救うＣ層の研究 適菜収（著）
Ｂ層化（愚民化）が進む日本社会の現状を、Ｂ層をおだてるＡ層の戦
略、Ａ層を批判すべきＣ層（保守層）の無力の両面から解読していく

脳が甦る　頭の柔軟体操 マエストロ稲葉（著）
ベストセラー『面積迷路』の作者があなたの脳みそに挑戦する！　偏
り、歪み、依存……脳の使い方のくせを克服し、最大能力を発揮せよ

ノムラの教え　弱者の戦略９９の名言 野村克也（著）
金はグラウンドに落ちている。大人気マンガ「グラゼニ」のモデルとも
なった野村克也監督の名言が、迷える現代人の人生を変える１冊！

パーフェクト・サクセス・ダイエット徹底
ガイド　本当にあなたに合った方法が見つ
かる本

和田清香（著）／中原英臣
（著）

ＮＹで皮膚学を学び２００種のダイエットを体験、１０キロ減に成功し
た女性と、正義の医師がメディアが絶対に教えない真実を明かす！

パワースポット占星術　最強ビジネス運を
掴む！

オラクル美羽子（著）
出世、独立起業、転職、そして恋……生まれ日の星の位置が示した土地
の力をいただいて、最強ビジネス運を身につける！

美婆伝　９０歳を超えても美しく働き続け
る１１人の物語

土本真紀（著）
９０歳を超えてなお現役のポーラレディ１１人に聞く、人生を１０倍濃
密に楽しんで、元気に美しく生きる秘訣

漂流するソニーのＤＮＡ　プレイステー
ションで世界と戦った男たち

西田宗千佳（著）
平井新体制は「巨艦ソニー」を再浮上させられるのか。ＳＣＥの成功と
挫折から読み解く新生ソニー復活へのカギ
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秘録・日韓１兆円資金 小倉和夫（著）
元韓国大使の回想が明らかにする驚愕の現代史。１兆円を日本からむし
り取った韓国の交渉は、いかに傲岸不遜で貪欲だったか？

伏見稲荷の暗号　秦氏の謎 関裕二（著）
日本各地に三万あるという「お稲荷さん」。なんでこんなにたくさんあ
る？　なぜ狐？　伏見稲荷を祀りはじめた渡来人秦氏の謎に迫る。

藤原氏の悪行 関裕二（著）
「藤原氏はどうやって日本を乗っ取ったのか！？」　平安時代から近代
まで続いた藤原氏と天皇家のただならぬ関係を読み解く。

舞台の神に愛される男たち 関容子（著）
当代随一のインタビューの名手が、舞台を華やかに彩る１３人の名手の
肉声に迫る。生の証言がそのまま戦後舞台史ともなる究極の１冊！

プレゼンの極意はマンガに学べ 三田紀房（著）
人の心を操り、自由自在に動かす最強のプレゼンノウハウは「マンガ」
にあった。超人気作家が作品作りの舞台裏と共に明かす驚異の方法

「盆栽」が教えてくれる人生の答え 山田香織（著）
キリキリ、クヨクヨ、イライラ…常に数字を要求され、時間に追われる
今だから読んで欲しい、疲れた心に効く「読む」盆栽本

負けかたの極意 野村克也（著）
監督生活２４年、１５６５勝１５６３敗──。「負け」をマネジメント
してその１敗を人生の勝利に変えろ。名将に学ぶ「敗者の勝利学」

明治女が教えてくれたプライドのある生き
方

石川真理子（著）
大河ドラマのヒロイン新島八重など、代表的明治女１０人のしなやかで
凛としたライフヒストリーと、彼女たちを磨いた江戸の教えを紹介

「病」を包む、お見舞い言葉 三橋尚伸（著）
大事な人が、がんなどの重病になった時、なんと声をかければいいか。
浄土真宗僧侶・カウンセラーが贈る、お見舞いに役立つ言葉集。

ローマ法王に米を食べさせた男　過疎の村
を救ったスーパー公務員は何をしたか？

高野誠鮮（著）
過疎高齢化で疲弊した石川県羽咋市の神子原地区を、60万円の予算で立
ち直らせた“スーパー公務員”高野誠鮮氏の48のアイディア集。

大草直子の最愛リスト　服から雑貨まで
６２品

大草直子（著）
人気スタイリスト大草直子さんの待望の新刊！　洋服、小物、生活雑貨
まで、こだわりの愛用品からもの選びの大切さがわかります！

お洒落以前の身だしなみの常識 加藤智一（著）
いくらおしゃれに決めていても清潔感がなければ台無し。ビジネスでも
成功に関わります。気になる加齢臭、ヘア＆スキンケアの基本を。

男のお洒落の方程式　たかが見た目で損を
しない

森岡弘（著）
男のお洒落は、究極の８０点を目指すべし！スーツはビジネスツールの
ひとつ。そのスタイルが決まらない８割はサイズ選びの間違い。

男の身だしなみ　ナチュラルコスメ　ベス
トアイテム

宮田靖士（著）
ライフスタイルにこだわりを持つ男性のためにヘアメイクアーティスト
宮田靖士氏が厳選したアイテムを紹介するナチュラルコスメブック

大人のキレイを引き出す「肌★着替え」メ
イク

神崎恵（著）
コスメを極め、サロンでのビューティアドバイスが評判の著者が、気持
ちもアップし、大人のアンチエイジングメイクを提案します。

大人の食べ方＆マナー１００　とっさのと
きに困らない

小倉朋子（監）
重要な会食の席で、知らないうちにタブーを犯していませんか？　社会
人としておさえておきたい、食事に関するマナーを網羅した一冊！

人生が好転する！　「引き寄せ」のしくみ 水谷友紀子（著）
「引き寄せ」達人のシリーズ第４弾。人生がうまくいく人、いかない
人。その違いをもたらす「しくみ」はシンプル！　即実践しよう！

すらすら読める　朝鮮王朝禁じられた愛 多胡吉郎（著）
韓国のスペシャリストが書いた、朝鮮王朝五百年における本当に泣ける
禁じられた恋の数々。韓国ドラマファンにもお勧めです！

食べて、動いて「美脚になる５０の習慣」 スタルヒン，Ｎ．（著）
女優のようにスラッと伸びた脚。そんな脚になれるわけなどないと諦め
ている人必見。生活を見直し、メリハリ美脚になる技を伝授！

使いきる。　有元葉子の整理術　衣・食・
住・からだ・頭

有元葉子（著）
いつもすっきり片付いている台所、気持ちよく手入れされた道具…おい
しい料理は”掃除”から始まっている。気持ちよい暮らし術を公開

デキる男のお洒落の極意
高橋みどり（著）／森岡弘
（著）

女性から見ても男性から見ても素敵！信頼できる！仕事をまかせたい！
　そんなふうにビジネスシーンで思われるスタイルを提案します。

デキる男の正解美容　誰も教えてくれな
かった基本ルール７０

戸賀敬城（著）
メンズクラブ戸賀敬城氏による男の美容本。テカリにニオイにデブにハ
ゲ。日本一カッコいい編集長が簡単な”正解”を教えます！

伝説の外資トップが教える　コミュニケー
ションの教科書

新将命（著）
超一流企業３社の社長を歴任した「伝説の外資トップ」が説く、勝ち残
るためのコミュニケーション。ビジネスで使えるノウハウ満載！

なぜあなたは食べ過ぎてしまうのか　成功
率９割以上の肥満専門外来が教えるダイ
エットの心理学

岡嵜順子（著）
肥満専門外来で、２万人の患者を痩せさせた臨床心理士が伝授。読めば
誰でも必ず「食べ過ぎ」がやめられる、ダイエットの心理学。

美人に化粧水はいらない 吉木伸子（著）
人気皮膚科医が「化粧水では保湿できない」という衝撃の事実を明か
す！　日本女性の化粧水信仰に鋭くメスを入れます。

美人に見える「空気」のつくり方　きれい
の秘訣８１

松本千登世（著）
日常の過ごし方で、だれでも簡単に美人に見えることができる。多くの
女優、モデル、ヘアメイクから学んだテクニックを大公開。

老けない人はやめている
オーガスト・ハーゲスハイマー
（著）

実は毎日のちょっとした習慣が、どんどん老化を進めている！今からで
も間に合う、若返りホルモンを全開にするコツを伝授します。

本間チョースケが独断と偏見で選ぶイタリ
ア安旨ワイン２０３連発！

本間チョースケ（著）
『神の雫』本間チョースケの厳選オススメ高コスパワイン！　この旨さ
で、この値段か～！？　イタリアワイン選びの最終決定版！！

真似したいインテリア・ライフスタイル　
ドイツ式　心地よい住まいのつくり方

門倉多仁亜（著）
タニアさんが家づくりの中でのこだわり、実行・選択されたことなど、
心地よい空間づくりのためのヒントが満載。

みるみる下半身から細くなる「美脚食」の
習慣

スタルヒン，ナターシャ（著）
下半身ばかり太くなる、痩せないという人に朗報！　美脚を叶えるには
食べ物が重要です。脚からみるみるやせる体質に変わる方法を大公開

やればやるほど実現する！　「引き寄せ」
に成功する人がやっている小さな習慣

水谷友紀子（著）
「引き寄せ」達人のシリーズ第３弾。小さな望みから、大きな奇跡ま
で。叶える、叶えてしまう人の口ぐせ、思考、行動の秘密を伝授！
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理論派スタイリストが伝授　おしゃれの手
抜き

大草直子（著）
おしゃれになる、ほんのちょっとコツを人気スタイリスト大草直子が指
南。この１冊で簡単におしゃれが手に入る！

ワカメちゃんのパリのふつうの生活 長谷川たかこ（著）
海外ブログランキングで人気の「長谷川たかこのパリのふつうの生活」
に書き下ろしを加え、日本を俯瞰しながら暮らしのヒントを提案。

日本語課外講座　名門校に席をおくな！ 講談社校閲局（編）
日本語の最前線で活躍する現役校閲者が実例をもとに解説する、間違い
やすい日本語、思わずニヤリの誤用例。

なでしこ力　さあ、一緒に世界一になろ
う！

佐々木則夫（著）
【祝！なでしこJAPAN優勝＆国民栄誉賞受賞】なでしこジャパンはなぜ
強い？　チームを世界一に導いた監督が、完全独白！

なでしこ力　次へ 佐々木則夫（著）
Ｗ杯だけでなく常勝チャンピオンをめざす、なでしこジャパン。佐々木
監督は、Ｗ杯からさらに進化したスタイルで五輪に望む！

東京ディズニーリゾートベストガイド　
２０１４－２０１５

講談社（編）
東京ディズニーリゾートのすべての情報をコンパクトにまとめた文庫サ
イズのガイドブック。持ち運びにとっても便利です。

究極のナローゲージ鉄道　せまい鉄路の記
録集

岡本憲之（著）
誰も見たことがない！　消えゆく、そして消えてしまった、日本全国・
究極のナローゲージ（狭軌鉄道）の貴重な写真と図説。

「たった３分」からの大逆転　男の「早
い」は才能だった！

アダム徳永（著）
「必須のスキル」を伝授！　「長持ち力」がどんどんアップするスゴい
方法をすべて公開！　一生モノのスキルを教えます。

キングを探せ 法月綸太郎（著）
殺しのターゲットは４人。シャッフルされた犯行の行方は？　完璧な交
換殺人を目論む男たちに、綸太郎の頭脳は勝てるのか？

死なないカラダ、死なない心　宇宙のエネ
ルギーで身体をつくりかえる

成瀬雅春（著）
瞑想して自分を見つめれば、意識は宇宙の果てに広がる。宇宙のエネル
ギーを取り込めば、人生は充実し、最高に愉しいものになる。

マキリ 安達千夏（著）
即身仏伝承の残る山形を舞台に、男女のもつれ合う情念と因縁を、濃密
な官能と斬新怪異な物語で綴るホラー恋愛小説。

やぶへび 大沢在昌（著）
記憶を失くした見知らぬ妻。彼女はやはり、地獄からの使者なのか。愛
と悲しみのどんでん返しに突き進むエンターテインメント！

大阪府警暴力団担当刑事　「祝井十吾」の
事件簿

森功（著）
島田紳助も、ビートたけしも、メガバンクも……。彼らの闇社会との接
点は、大阪府警暴力団担当刑事たちに記録されていた！

完全オールカラー首都直下地震　東京２３
区震災避難マップ

ＦＲＩＤＡＹ編集部（編）
直下型地震が発生した際の火災、倒壊、津波、液状化、崩落の危険度を
２３区ごとにまとめた震災避難マップです

ハダカの美奈子 林下美奈子（著）
人気番組『ビッグダディ』影の主役、ダディの妻・美奈子が明かす
ＤＶ、離婚、タトゥー……ダディも知らない衝撃過去を赤裸々告白

佐々木心音写真集　連れていって 青山裕企（撮影）
”芸能界で最もエロい身体”と称される佐々木心音、ついに完全ヘアヌー
ドを解禁！　オール撮り下ろしの美しく切ないラブストーリー。

パナソニックの選択――「環境で稼ぐ」業
態転換の未来

マキナニー，フランシス
（著）／福知里恵（訳）

「すべてを変えなければ会社は変わらない」（中村邦夫）――創業以来
の危機をどう乗り越えるか？２０１８年のパナソニック像がわかる

アルファマン・リターンズ 久楽健太（著）
「プロジェクト・アマテラス」での小説新人賞「ワルプルギス賞」第一
回受賞作品。かつて「ヒーロー」だった男が、再び立ち上がる！

尾根を渡る風　駐在刑事 笹本稜平（著）
警視庁捜査一課から駐在所長へ。元刑事は奥多摩の自然の中で、自らを
取り戻すことが出来るのか――。「駐在刑事」待望の続編！

狐さんの恋結び 北夏輝（著）
憂鬱な日々の狐さんは、再会した中学の同級生・烏から女性を紹介され
るが。メフィスト賞受賞作『恋都（こと）の狐さん』の続編登場！

Ｑｒｏｓの女 誉田哲也（著）
新米芸能記者がスクープを狙い、謎のＣＭ美女の正体を探ろうとする
と、それらしき人物に遭遇！　軽やか、かつミステリアスな新境地作

黄石斎真報 秋梨惟喬（著）
中華民国が成立して数年後、仙陽で発行される「黄石斎真報」なる画
報。記者、黒蝙蝠、林崇徳らは奇妙な出来事、事件を取材するのだが

追憶の夜想曲 中山七里（著）
少年犯罪の過去を持つ“悪徳弁護士”御子柴礼司が甦った！　「王様のブ
ランチ」に絶賛された『贖罪の奏鳴曲（ソナタ）』の続編、刊行

盤面の敵はどこへ行ったか　法月綸太郎ミ
ステリー塾　疾風編

法月綸太郎（著）
新本格ミステリーの最先端に輝き続ける至宝、法月綸太郎による最新評
論集。縦横無尽に名作を語り尽くす、作家生活２５周年記念出版！

不束な君と素数な彼女 竹田真太朗（著）
大学の機械工学科に通う「君」は、女子学生の少なさに歪んだ学生生活
を送っているが、自分好みの女子新入生が入学してきて――！？

シャンプーが目に沁みる 山下貴光（著）
私たちはどうして、人と繋がりたくなるんだろう――。人と繋がること
を極端に恐れ、同時に憧れる、現代の若者のための青春ミステリ！

安部公房の都市 苅部直（著）
都市、満州、廃墟、過去・現在・未来の断絶、失踪、夢等の主要モチー
フを手がかりに、人気政治学者が読み解く充実の中期作品群

あまりに野蛮な　（上） 津島佑子（著）
リーリーは、伯母のミーチャが夫にあてたラブレターを見つけ、読み続
ける。そこには、夫に対するひたむきな愛が満ちあふれていた。

あまりに野蛮な　（下） 津島佑子（著）
待望の純文学長編。台湾で暮らすリーリーと、伯母ミーチャの人生。
７０年を経た二人の女性の生き方。

嵐のピクニック　 本谷有希子（著）
優しいピアノ教師の狂気、ボディビルにのめりこむ主婦、猿山の猿が起
こす奇跡……奇想天外、前代未聞、野間新人賞作家初の短編集！！

泡をたたき割る人魚は 片瀬チヲル（著）
現役大学生が描く、新時代の人魚姫の物語。第５５回群像新人文学賞優
秀作。

石をうがつ 鎌田慧（著）
７５歳の現在、「さようなら原発」運動を牽引する気迫はどこからくる
のか。反骨を貫き通した４５年をふり返る。
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石を置き、花を添える 川崎徹（著）
散歩途中の道に置かれた石と添えられた花。何が埋められているのか。
問いは残されたまま「私」の記録は記憶を辿り、思索に漂う。

一寸先は光 谷口桂子（著）
仕事も住まいも彼氏も失ったミサキは、遺品整理の仕事に就く。孤独に
死を迎えた女の姿が自分に重なってみえた時、行動を起こす。

美しき一日の終わり 有吉玉青（著）
ただ一日の逢瀬を想い、長い歳月を生き抜いてきた男女。異母姉弟の二
人が、秘めてきた気持ちを初めて明かす。至極の恋愛小説。

永遠の誓い 佐川光晴（著）
資産家の妻と教員の夫が営む幸福な家庭に、夫の中学で起きた事件が思
わぬ波紋を投げかけて……

おーい、宗像さん 佐藤洋二郎（著）
小説を書くために職を離れた男、人生の中で自分が納得する生き方を探
して彷徨する魂。孤独な男のたった一人の挑戦の記録。

おはなしして子ちゃん　 藤野可織（著）
芥川賞受賞後最新作！ブラックで残酷、ファンタジックでキュートな
１０篇の作品たち。新しい才能が迸るポップ＆ダークな短篇集です。

ガーデン・ガーデン　 稲葉真弓（著）
奇妙な“消す”仕事から、夫婦の性と孤独、危うい愛のかたちが見えてく
る。秀作集。

快楽 青山七恵（著）
ヴェニスを訪れた二組の夫婦。やがて彼らは翡翠色の海に囲まれた土地
で、欲望と退廃の魔に取り憑かれてゆく。衝撃の官能心理小説！

会話のつづき　ロックンローラーへの弔辞 川崎徹（著）
葬儀場へ向かうファンの列から漏れ聞こえた会話。彼に贈る言葉に相応
しく思え、書き留める「わたし」。

架空列車 岡本学（著）
ひとり東北の町で暮らす主人公。妄想の中で自分だけの理想の鉄道を造
り始めるが……。想像と現実の関係を描く、群像新人賞受賞作！

神々の闘争　折口信夫論 安藤礼二（著）
柳田國男と折口信夫の対立の根源を台湾の「蛮族調査報告」を初めて読
み解きながら明らかにし折口学の世界的普遍性を論じる力作。

環流　 稲葉真弓（著）
恋愛、家庭、死。母娘三代の物語に全身を浸し、彼女たちと共に生きる
中で、きっとあなたも心の故郷に出会う。

季語、いただきます 櫂未知子（著）
「ハンカチ」「黴」「運動会」「風邪薬」……。意外な言葉もみんな季
語。不思議で面白い、そんな季語の秘密、魅力をやさしく解説。

空白を満たしなさい 平野啓一郎（著）
自殺から「生き返った」会社員が、自らの死因を追求して辿りついた真
相とは・・・？現代の生と死、そして幸福の意味を問う衝撃作！

黒王妃 佐藤賢一（著）
フランス王アンリ二世の正室、カトリーヌ・ドゥ・メディシス。生涯黒
衣を身につけた王妃を、一人称の独白を交えつつ大胆に描く。

Ｋ 三木卓（著）
出会いから、死別までの４７年。詩人同士の夫婦の破綻した結婚生活を
描きながらも、もうひとつの「夫婦愛」を感じさせる力作長篇。

恋人 佐藤洋二郎（著）
人生は孤独に耐える修練かもしれない。噛みしめるほどに味わいが深
まっていく文学の言葉で綴られる胸底に響く物語。

声の娼婦　 稲葉真弓（著）
ひとり都会に暮らす女たちの様々な心の風景。埋められない孤独と断絶
感を抱きながら、都会の片隅にひとり暮らす女たち。

極楽家族 佐藤洋二郎（著）
職を失った男と家族の日常の物語。希望はない、しかし、日々を生きる
楽しみだけは確実にある。

午後の蜜箱　 稲葉真弓（著）
女ふたりの豊かな関係。今は一人で生きる５０前後の女同士の、微妙な
距離を保ちながら共有した年月と満ち足りた時間を描く秀作連作集

最後に誉めるもの 川崎徹（著）
亡くなって１７年。小さくなった母がテレビの脇に立っていた。母の死
と、かつての家族の姿を綴る、乾いた叙情あふれるふたつの佳篇。

坂物語 佐藤洋二郎（著）
上り坂、下り坂、生きていたなら、気づけば人生、坂ばかり。実在の坂
をモチーフにした１２の坂の物語。

ザ・流行作家 校條剛（著）
浴びるほど酒を飲み、飽きるほど女を抱き、毎月１０００枚を超える原
稿を書いた、笹沢左保と川上宗薫。豪傑二人の盛衰を描ききる。

三姉妹とその友達 福永信（著）
スマートフォンを棄てて、貝がらに耳をすませ！　人間性回復のため四
兄弟が立ちあがった！　先鋭性の中にリリシズムが光る最新作。

子規、最後の八年 関川夏央（著）
２８歳で結核を発症し３５歳で逝った子規。彼の病床には漱石・虚子等
多くの友が集った。日本文芸の道筋を決めた、濃密な晩年を描く。

獅子渡り鼻 小野正嗣（著）
各紙文芸時評で絶賛！　圧倒的弱者として現代を生きる１０歳の少年。
その魂の再生を描く奇蹟の物語。

自分を好きになる方法　 本谷有希子（著）
ささやかな孤独と願いを抱いて生きる女性の一生を、「６日間」で鮮や
かに切りとる傑作長篇小説。大江健三郎賞受賞作家の新境地！

寂夜 玄月（著）
無自覚には生きられぬ「人」を描いた傑作集。独自の筆致から絞り出さ
れる文学世界で読者を魅了する。

〈自由〉の条件 大澤真幸（著）
肥大化する「選択の自由」と「自己責任」。自由でありすぎることの息
苦しさが意味するものは？　大澤社会学の集大成！

小説神変理層夢経　猫未来託宣本　猫ダン
ジョン荒神

笙野頼子（著）
荒神様！荒神様！猫が死ぬのが怖くて小説が書けません。でもなんとか
書きたいのです、最後の幸福を。小説神変理層夢経　猫未来託宣本

少年殺人者考 井口時男（著）
殺人を犯した少年達の残した「ことば」を精査。「小説」から「物語」
へと変遷する、少年犯罪の時代背景に迫る画期的論考！

シロシロクビハダ 椰月美智子（著）
女は化粧で目覚めるのだ！？化粧品メーカーの研究部に勤める秋山箱
理・２７歳の仕事と恋、個性豊かな家族のドラマを描く魅力の長編

砂の肖像 稲葉真弓（著）
Ｍ氏からかつて届いた２６通の手紙と宝石。謎のＭ氏とのやり取りや宝
石にこめられた思いを描く「砂の肖像」他珠玉の短編４作を収録。

191 / 204



スリリングな女たち 田中弥生（著）
次々に話題作を発表する旬な女性作家たち。金原ひとみ、綿矢りさ、本
谷有希子など、目が離せない６人の創作の根源に迫る。

〈世界史〉の哲学　古代篇 大澤真幸（著）
イエスはなぜ殺されたのか。その死と復活を記した福音書は喜劇なの
か。常識を覆しつつ紡がれる、まったく新しい＜世界史＞という物語

〈世界史〉の哲学　中世篇 大澤真幸（著）
死体を中心に繁栄する都市。愛を説く宗教が原罪とするセックス。矛盾
に満ちた時代を読み解き、書き換える。

１０００年後に生き残るための青春小説講
座

佐藤友哉（著）
千年に一度の大震災とネット時代を生き残る言葉とは？「戦争」と「青
春」をキーワードに時を超える方法を探る永遠の青春魂宣言！

増殖商店街　【復☆電書】 笙野頼子（著）
夢の中で買い物に行った商店街はどんどん増殖、いろんな顔を見せて無
名作家の「私」を楽しませる表題作。他、短篇四篇を収録。

空になりたい　ＷＡＮＴ　ＴＯ　ＢＥ　
ＴＨＥ　ＳＫＹ

桜井亜美（著）
復讐の物語。人間が人間でなくなることが当たり前のこの時代へ、作者
が渾身の力を込めて問いかける物語。

大黒島 三輪太郎（著）
銀行を辞め、僧侶となった「ぼく」。かつての同僚の願いで、彼の昇進
のために神仏に祈りを捧げるが、それが思わぬ事態をもたらす。

だいにっほん、おんたこめいわく史　 笙野頼子（著）
ロリコンで成り上がり、美少女を官軍化し、反権力を自称。その名は、
おんたこ！　世相の病的心性を近未来に託して描く、前衛の奇書

だいにっほん、ろりりべしんでけ録　 笙野頼子（著）
近代に大発生！　世界に蔓延した「おんたこ」の正体とは？　笙野の戦
いは今日も続く！　三部作完結篇。

だいにっほん、ろんちくおげれつ記　 笙野頼子（著）
孤高の作家笙野頼子の戦いは今日も続く！　　ロリコン、体制評論家と
の戦いを強烈なイメージで近未来物語として描き出す！

旅する女 筒井ともみ（著）
コーディネイターの死によって、待ちこがれた旅を失った４人の女た
ち。それぞれが、自分のための旅を求めて歩み始める、長編小説。

誰かが手を、握っているような気がしてな
らない

前田司郎（著）
“神”の声が聞こえるという牧田家の次女ナオ。ナオの言動から浮かび上が
る牧田家の綻び。温かに描かれる家族再生の物語。

地上生活者　第１部　北方からきた愚者 李恢成（著）
在日朝鮮人として生きる一家の激動を描きながら、戦後から現在の日本
までを総括する長編。

地上生活者　第２部　未成年の森 李恢成（著）
中学、高校へと通う愚哲は、共産思想と出会い、政治の季節の中に思春
期を迎える。在日朝鮮人の視点から描き出される時代の姿。

チマチマ記 長野まゆみ（著）
チマキとノリマキ。猫兄弟が拾われた宝来家での一風変わった日常。身
体によくておいしそうな料理が目白押し！　究極の身土不二小説！

てんたまおや知らズどっぺるげんげる　 笙野頼子（著）
バーチャル日本に跳梁する言語妖怪との果てなき戦い。悪夢か天啓
か……「ドッペルゲンガー現わる」！？

東京 佐藤洋二郎（著）
人間と情念を精緻に濃密に描いた大人の文学。心に隙間風が吹くことは
誰にだって何度かある。それでもまた気を取り直して生きていく。

道化師の蝶 円城塔（著）
第146回芥川賞受賞作！　言語を使って文章を書く。そのことを徹底的
に意識したメタフィクションの傑作。進化を続ける作家の最新作。

塔の中の女 間宮緑（著）
エレクトラの命令はオレステスを震撼させた。気鋭の想像力が架空都市
を燃焼させる。圧倒的筆力で描くノンストップ純文学。

トマト・ケチャップ・ス 東直子（著）
女子高生３人が漫才トリオを結成！　80年代の世相を背景に、女子高生
らしい明るさと、思春期の甘酸っぱさが交錯する著者の会心作！

止島 小川国夫（著）
人の歴史、その深淵にある儚なさと滑稽さ。自身の生きた、幼少期から
青年期までを描き出した傑作短篇小説集。

ドン・キホーテの「論争」 笙野頼子（著）
巨大マスコミ言説に抗して、ひとりぼっちの「論争」が始まった！　芥
川賞・三島賞受賞の最前衛作家が世に問う注目のエッセイ。

ナイン・ストーリーズ 佐藤友哉（著）
この世界に残された、最後の希望をつかみとれ。いまサリンジャーの魂
が蘇る！三島賞作家・佐藤友哉が贈る幻の名篇、待望の単行本化！

肉体について 三浦哲郎（著）
病気で自由にならない己の肉体、それでも生きているということ。日常
の中での人知れぬ戦いを描いた「肉体について」。

虹よ消えるな 小川国夫（著） 生と死、人の哀切と滑稽を描く珠玉の随想集。

願い 藤野千夜（著）
可愛い妹が欲しい、部下と浮気してみたい、元彼女と復縁したい、誰か
と話したい。芥川賞作家がささやかな願いを掬い出す短篇集。

猫の水につかるカエル 川崎徹（著）
野良猫への餌やりを１０年欠かさないわたし。老父を看取り、還暦を過
ぎ、親しかった友人、６０余匹の猫たちの死に立ち会い続ける。

灰色の瞳 佐川光晴（著）
他人とは異なる灰色の瞳をもち通訳として自立を目指す礼子は、正反対
の個性をもつ千明と出会い、運命のドラマに巻き込まれていく。

腹の蟲 佐藤洋二郎（著）
息子として、父として、今を生きていく懊悩。かつて「息子」だった男
は、やがて「父」となり、いま人生の後半に差し掛かっている。

パリの猫の一日はとても長い 村上香住子（著）
パリ在住２０年の著者が、生き生きと描く男と女の物語。個性的な生き
方をするパリの女たちの恋は痛々しくも一生懸命。

半島へ 稲葉真弓（著）
東京を離れ、志摩半島を望む町で暮らし始めた中年女性。孤独な暮らし
のなか、彼女がそこで見つめたものは？

東と西　横光利一の旅愁 関川夏央（著）
代表作『旅愁』を通し横光の精神の軌跡を辿る。日本人の思想と行動原
理をライフワークとして掘り下げてきた著者注目の最新刊。

光とゼラチンのライプチッヒ　 多和田葉子（著）
研ぎ澄まされた日本語。小説を読む愉しみを思い出させてくれる短篇作
品集。

192 / 204



蜩の声 古井由吉（著）
記憶の重層から滴る生の消息。震災をはさんで書き継がれた言葉の圧倒
的密度。古井文学の現在を示す最新小説集。

陽だまり幻想曲 楊逸（著）
６人兄弟を抱える隣家から、金曜の夜に届くのは、すさまじいケンカの
怒号とそれに続くなまめかしい女の声…。

批評の誕生　批評の死 井口時男（著）
文学批評という行為の可能性を探る。戦後を代表する９人の批評家の足
跡を俯瞰し、批評の可能性と不可能性を探る野心的評論集。

ビューティ漢方道 幸井俊高（著）
下半身太り、毛穴、生理不順、腰痛、冷え性、しみ…。その悩み、お任
せください漢方に。「ＶｏＣＥ」の人気連載、待望の単行本化！

ファースト・ジャパニーズ　ジョン万次郎 中濱武彦（著）
日米交流の原点は互いの愛と信頼に溢れていた。思わず目頭が熱くなる
ほどの感動が押し寄せてくる、真実だけがもつ歴史の素晴らしさ。

福猫小判夏まつり 佐藤洋二郎（著）
「小説を読む愉しみ」がしみじみ味わえます。ほろ苦さを秘めた上質な
恋愛小説である表題作はじめ４作の中短編を収録した傑作集。

フランス夢見ごこち 村上香住子（著）
フランスとパリの隅から隅々まで知り尽くした著者が、今まで隠し持っ
ていて誰にも語らなかった私的な情報をこっそり教えます。

変身のためのオピウム　 多和田葉子（著）
芥川賞作家のめくるめく奇妙な万華鏡世界。ギリシア神話の登場人物か
ら２２人の女性を選び一人一章をあてて描く連作集。

ボルドーの義兄 多和田葉子（著）
文学の美しい企み。ハンブルグからボルドーへ。言語・記憶・意味の狭
間にたゆたい躓きながら、優奈は漢字を一文字ずつ綴る。

前へ、進め 佐藤洋二郎（著）
母の郷里でのひと夏の体験は修平をゆさぶる。大人の世界をつきつけら
れた思春期の少年の不安やときめきをケレン味なく描いた快作。

マグレブ、誘惑として 小川国夫（著）
幻を見据え、幻聴を捉える自分の「言葉」が枯れていく。「書くこと」
の復活は可能なのか。文学者の自己再生を賭けた旅を描く長篇小説

末裔 絲山秋子（著）
家から閉め出された男は漂泊を続け、幸せだった日々、本当の教養など
に思いを巡らす。そして自らの存在を確かめるために動きだす。

未完成の友情 佐藤洋二郎（著）
人間と情念を精緻に濃密に描いた大人の文学。親友が死んだ。彼の妻
は、かつてわたしが愛した女性だった。

見知らぬ人へ、おめでとう 木村紅美（著）
ＯＬの灯子と主婦の未央。かつて一度だけ会ったことがある二人が、十
数年ぶりに再会し……平凡な女性たちの生活に走る亀裂。

水の中のザクロ 稲葉真弓（著）
都会のひとり暮らしの女が見つけたオアシス。ケンコウランドの「裸」
のつき合いのなかに見つけたやすらぎの空間。

未明の闘争　 保坂和志（著）
読むと、大切なものを抱きしめたり、眠ったり、セックスしたり、叫び
たくなったり……今生きていることをを大切にしたくなる小説。

燃える家 田中慎弥（著）
世界を動かす「見えない力」とは何か。話題の芥川賞作家が渾身の力で
現代日本の罪と罰に挑む、最高傑作にして最大の問題作！

野球小僧 島村洋子（著）
落ちこぼれ高校球児は、夏の高校野球全国大会開会の前日、復讐の場所
に選んだ深夜の甲子園球場で、信じられない光景に遭遇する。

ヤマネコ・ドーム 津島佑子（著）
米兵と日本人女性の子として生まれたミッチとカズ。彼らが見つめた日
本の光と闇。戦後日本を包括的にとらえた著者渾身の野心作！

弱い神 小川国夫（著）
弱いがゆえに、神の言葉は強い。自らの死の直前まで、作家が求めつづ
けた永遠の問い。

４５° 長野まゆみ（著）
謎が響きあう九つの物語。日常の風景に潜む不条理を描き、著者の新境
地を示すスタイリッシュでミステリアスな最新連作短篇集。

希土類少女 青柳碧人（著）
日本レアメタル機構の職員・江波と〈レアメタル生成症候群〉の少女・
冴矢。二人が出会うとき、平穏な日常が少しずつ変わり始める……

恋愛の解体と北区の滅亡 前田司郎（著）
ヤバい世界はもう終わった。宇宙人占領下東京の平穏で危険な日常、僕
らのぎりぎりの「今」を描く青春長篇小説。

私のいない高校 青木淳悟（著）
描かれるのは至ってフツウの学園生活のはずなのに、何かが、ヘ
ン……。“物語”の概念を覆す、本邦初「主人公のいない」青春小説！

私の中の男の子 山崎ナオコーラ（著）
小説家の雪村は女性として扱われるのが何よりコンプレックス。戸惑い
の果てに彼女が下した決断とは。働く全ての女性に届けたい意欲作

悪道　御三家の刺客 森村誠一（著）
江戸を揺るがす「神隠し」の噂。公儀隠密・流英次郎が真相解明に乗り
出すが、背後には徳川親藩の影が。大人気・悪道シリーズ第３弾！

麻布狸穴　午前二時　 甘糟りり子（著）
この街には明日も新しい何かが待っている。港区で流行中の夜のバーを
ハシゴする「夜ゴルフ」から、「金持ちジム」体験記まで。

天翔る 村山由佳（著）
天に向かって走る。ただ一途に光を求め――かけがえのないものを失っ
た人々が集う牧場。少女と馬と大人たちとが織りなす感動の物語！

生きる力　心でがんに克つ なかにし礼（著）
食道がんを、手術をせずに「陽子線治療」という最先端医療技術によっ
て消すことができた著者の、復帰までの書き下ろし告白エッセイ

一刀流無想剣　斬 月村了衛（著）
戦国末期、謀反により命を狙われた姫と幼き小姓を守るため、一人の男
が一国を相手に血刀を振るう。凄絶エンターテインメント時代小説

駅物語 朱野帰子（著）
奇跡を接続する人たち。その涙。毎日の通勤・通学・移動がちょっと楽
しくなる、朱野帰子渾身の書き下ろしエンターテインメント長編。

冤罪死刑 緒川怜（著）
死刑執行の後で事件の様相は一変した。決着したはずの誘拐事件を洗い
直す通信社記者と女性弁護士が意外な真相に迫る。驚愕のラスト！

黄金街 三田完（著）
大事な人をなくし、いまは小さなバーを営む渚。街のギター流しの入院
を聞き、思いは揺れる。切なくも温かい人生を切りとる珠玉の六篇
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想ひ草 鳥越碧（著）
老いを目の前にした女性が、自分の人生を生きはじめる、その瞬間を描
いた８つの物語。

匿われている深い夢 岩井志麻子（著）
とんでもなくブスな女と同情で始めた同居が招く悲劇……『白いマン
ションの黒い部屋』など、ホラー・ファンタジー１０篇！

陽炎の門 葉室麟（著）
友を陥れてまで、己は出世を望んだのか――。組織のしがらみを生きる
者の苦悩と哀切。あやまちを犯した若き執政の、再生の道は？

化合 今野敏（著）
筋書きで真犯人は見つからない。「落ちるな。必ず証拠を見つけ出すか
ら」　何度でも足を運ぶ。それが刑事の誇り。

カシオペアの丘で（上） 重松清（著）
『流星ワゴン』『その日のまえに』、そして――魂を刻み込んだ、３年
ぶりの長篇小説。

カシオペアの丘で（下） 重松清（著）
未来を見つめ、過去と向き合う。人生の締めくくりに俊介が伝えたもの
は――。

語りつづけろ、届くまで 大沢在昌（著）
日本一不運なサラリーマン坂田勇吉が巻き込まれる、取り込み詐欺から
の殺人事件と暴力団抗争。助かるには消えた３億を捜すしかない。

神様の贈り物 木内一裕（著）
感情を持たない殺し屋が、死の縁で神様と出会った。与えられたのは
「感情」だった。人間とは、生きることとは何なのかを問う感動作。

カラマーゾフの妹 高野史緒（著）
『カラマーゾフの兄弟』で描かれる父殺し。その真犯人は別にいる。歴
史的未解決事件の謎が今ここに解かれる。興奮度超級のミステリ。

砕かれざるもの 荒山徹（著）
流人のまま果てる運命にあった宇喜多秀家とその一族。将軍家対加賀百
万石の戦いに、命を賭して立ち上がる。荒山流、純粋剣豪小説！

国を蹴った男 伊東潤（著）
不条理な世を渡る武器は、気骨と果断。利に生きるか、義に死すか。敗
れざる者たち、それぞれの一戦を描いた凛然たる戦国小説集。

雲と海の溶け合うところ 天野作市（著）
人が人を癒すとはどういうことか。心の中を旅しながら、懸命に人生の
意味を探す長編小説。

欠落 今野敏（著）
同期の女刑事が身代わりとして監禁事件の人質に。捜査一課の刑事・宇
田川は殺人事件を追いながら……。『同期』シリーズ待望第２弾！

五郎丸の生涯 三浦明博（著）
秋田犬・五郎丸は、いく人かの飼い主を得ることになった。その生涯は
幸せだったのか。乱歩賞作家が動物を通して人間を描いた連作集。

西海の虎　清正を破った男 矢野隆（著）
木山弾正──加藤清正と一騎打ちをした武将。妻子や家臣のために城を
捨てた男が、なぜ太閤子飼いの猛将と槍を合わせたのか！

桜の咲かない季節 伊岡瞬（著）
カメラマン耕太郎は占い師の桜子の仕事場によくいる。心配性の彼女を
思って、客の不幸を的中させないように動くのだ。二人の未来は？

定吉七番の復活 東郷隆（著）
二十数年前、スイスアルプスのクレバスに消えた「定吉七番」。最大の
敵「ＮＡＴＴＯ」と戦うため、氷の中から、いま蘇る！

静かなる凱旋　 阿部牧郎（著）
青山吉之助は秋田県鹿角郡の遺族会会長。日露戦争の講和が叫ばれるな
か、自身の半生をかけて、旧知の桂太郎との談判に乗り出す。

修羅の宴 楡周平（著）
「この城だけは渡さない」バブル期に大銀行から出向し、専門商社の社
長になった男。結果だけを求め、未踏の領土を開拓していくが…。

ジョーの夢　新島襄と徳富蘇峰、そして八
重

増田晶文（著）
新島襄には、日本初の私立大学設立という夢があった。ハンサムな妻・
八重、愛弟子・徳富蘇峰に支えられ、襄の夢は明治を駆け抜ける。

シンクロニシティ　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒（著）
トランクルームから発見された腐乱死体。限られた手掛かりと虫の知ら
せを頼りに、法医昆虫学者・赤堀涼子が事件解明に乗り出した！

人生の究極 森村誠一（著）
未曾有の経験をした日本人は、これからどう生きていくべきか。文芸や
歴史などを通じて明日への活力を高める、ベスト・エッセイ集！

すかたん 朝井まかて（著）
天下の台所・大坂の青物問屋に住み込み奉公することになった江戸者の
ちゃきちゃき娘が、仕事に恋に精を出す。書き下ろし長編時代小説

スピンク合財帖 町田康（著）
町田康がともに暮らす犬のスピンクが日記を書いた。小説家なる仕事を
する主人と三頭の犬との平凡で愉快な日常。傑作シリーズ第二弾！

スピンク日記 町田康（著）
作家である主人のもとにやってきてスタンダードプードルのスピンク。
主人をポチと名付け日々のつれづれを綴った傑作エッセイ。

星火瞬く 葉室麟（著）
＜異人斬り＞が横行する幕末。全世界を相手にしたロシアの革命家が、
横浜に降り立つ。正統派が描く、まったく新しい幕末青春小説。

赤刃 長浦京（著）
泰平に騒乱をもたらす〈戦国の英雄〉赤迫雅峰ＶＳ若き旗本〈掃討使〉
小留間逸次郎。闘いは連鎖し、やがて市中は戦場と化す。

そんなに、変わった？ 酒井順子（著）
景気も、自分も、キョンキョンも。”負け犬”誕生からはや１０年。ます
ます”進化”をつづける、「週刊現代」人気連載第８弾！

大幽霊烏賊　名探偵面鏡真澄 首藤瓜於（著）
昭和のはじめ、日本最初の専門精神科病院で起きた凄惨な事件。新米医
師が謎解きに挑む。異能の乱歩賞作家による三十年に一本の衝撃！

第四権力〈スキャンダラス・テレビジョ
ン〉

高杉良（著）
行政・立法・司法の三権を時として凌駕する力を擁する「報道」。中で
も最大の影響力を誇るテレビ業界で、権力をめぐる嵐が吹き荒れる

宝くじが当たったら 安藤祐介（著）
宝くじが当たった人は、不幸になる？　職場、家族、恋人。それまでは
平凡な人生を送ってきたが、２億円の力はやっぱりすごかった！

駄句だくさん
山藤章二（編）／駄句駄句会
（編）

山藤宗匠率いる雑俳句会「駄句駄句会」の奇才・珍才たち。選りすぐり
の名駄句に、突っ込み・やっかみ・こき下ろしを満載した傑作選！
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タルドンネ　月の町 岩井志麻子（著）
韓国全土を震撼させた、未曾有の連続殺人事件をモチーフに描く、あら
ゆる禁忌を犯した男の憎悪と狂気。岩井志麻子、渾身の代表作！

チャイナ・インベイジョン〈中国日本侵
蝕〉

柴田哲孝（著）
領土の危機は尖閣諸島だけではない。隣国に国土を侵蝕されつつある最
悪の未来へのシナリオを気鋭の作家が抉り出す、緊急警告ノベル！

築地ファントムホテル 翔田寛（著）
明治５年、日本初の西洋式ホテルで宿泊客が殺された。西洋人探偵と日
本人助手の捜査は、驚愕の真相にたどりつく。書き下ろし長編推理

蔦かずら 鳥越碧（著）
愛人の死で途方に暮れる女性、十七歳年下の男を前に踏み出せない女
性、夫の不倫を知ってしまった女性。八人の現代女性の愛憎劇。

盗作の報酬 三浦明博（著）
「この作品を盗作してください。さもなければ、あなたの小説はもう刊
行しません」担当編集者から忌むべき提案をされた乱歩賞作家は…

ともにがんばりましょう 塩田武士（著）
上方新聞記者の武井涼。強引な上司の誘いで労働組合執行部に加わるこ
とに。執行部「７人の侍」は、会社という巨大な敵に立ち向かう。

曇天に窓があく　 阿部牧郎（著）
下級武士の次男、風間啓四郎は、人生を変えようと日々あがくが、時代
は風雲急を告げ、その波に巻き込まれていく。

ぬけまいる 朝井まかて（著）
「馬喰町の猪鹿蝶」で鳴らした江戸女三人組が、仕事も家庭も放り出し
ての突然の伊勢詣りに繰り出した。かしましい道中は波乱の連続！

猫弁と指輪物語 大山淳子（著）
１０万突破のシリーズ、第二弾ドラマ化に続き第三弾刊行！密室猫妊
娠、婚約者との秋田旅行、黄色いヘビの訴訟…天才百瀬、万事休す！

廃工場のティンカー・ベル 永嶋恵美（著）
廃工場、廃線、廃校……ｅｔｃ．うち捨てられた６つの廃墟、廃道を舞
台に、凝り固まっていた人間関係が動き出す。心に響く短編集。

破戒者たち　〈小説・新銀行崩壊〉 高杉良（著）
「日本の中小企業を救う」という大義名分を掲げた新銀行は、なぜ迷走
し、破綻に至ったのか。経済小説の第一人者がその罪と罰を描く！

白球アフロ 朝倉宏景（著）
ワケあって等々力高校にやってきたアフロな黒人転校生、クリスは、弱
小野球部の救世主に！？　第７回小説現代長編新人賞奨励賞受賞作

パワードスーツ 遠藤武文（著）
２０２９年、地方都市で頻発する、老人たちの連続失踪事件。殺人現場
には老人を、日本を救うはずの最先端スーツが残されていた！

叛鬼 伊東潤（著）
誰よりも早く下剋上を成し遂げた男。叛乱に次ぐ叛乱は、やがて関東に
戦国の時代を開いていく。敗れ、塗れ、足掻き――鬼となれ！

一つ屋根の下の探偵たち 森川智喜（著）
怠け者の探偵＆働き者の探偵と同居を始めた主人公は、“アリとキリギリ
ス密室事件”を解いた探偵を主人公に小説を書くと約束するが…

日御子 帚木蓬生（著）
金印の出土した「倭の那国」から「邪馬台国」まで。「日本の始まり」
を物語の形で活き活きと描いた、古代歴史ロマン・ストーリー

１４７ヘルツの警鐘　法医昆虫学捜査官 川瀬七緒（著）
焼け焦げた遺体の腹部から、信じ難い物体が発見される。警視庁は捜査
の切り札に、日本で初めて「法医昆虫学者」の起用に踏み切った！

百恋一首 鳥越碧（著）
王朝の時代とうた心を紹介するエッセイ集。恋に生き、愛をうたって詠
みつがれてきた和歌の数々の中から２４首。

ふくろう 梶よう子（著）
西丸書院番士に出世した伴鍋次郎が突然知った事実。それは、自分の本
当の父親が城中で刃傷沙汰を起こし、憤死したというものだった。

梟の系譜　宇喜多四代 上田秀人（著）
備前の戦国武将として名を馳せた宇喜多直家。その祖父からはじまる梟
雄の系譜を三代にわたって描いた、本格長編歴史小説！

フリッパント　ライフ　 甘糟りり子（著）
やってみたいことはとりあえず全部実行。幸せな退屈より、不幸な刺激
を求めて、軽はずみに、はすっぱに、過激に生きる快感エッセイ。

芳一
堀川アサコ（著）／やまだない
と（絵）

「悪いが、俺は琵琶法師だ。なんの力にもなれないぜ」　鎌倉幕府を滅
亡させた《北条文書》。その在処と真実を追う！

ホテル・モーリス 森晶麿（著）
そこはホテルモーリス。個性的な従業員と、危険なお客さまたちが集う
場所。息をもつかせぬリゾートホテルミステリー！

焔火 吉村龍一（著）
生きることの激しさ、そして哀しさを圧倒的な熱量で描き出す。東北の
寒村で、虐げられつづけた男女の運命は？　生命力溢れる傑作長篇

幕が上がる 平田オリザ（著）
いまは恋愛よりもこれが楽しい！高校演劇部を舞台に一途な思いが交差
し、きらめく。すべての世代の胸を打つ、本年度最高の青春小説！

めぐり逢い　新島八重回想記 鳥越碧（著）
幕末、新島襄と妻・八重はそれぞれ激動の人生を生きた。やがてキリス
ト教精神に基づく大学創設に結実する、二人の奇跡の出会いとは！

よろず御探し請負い候 浅野里沙子（著）
江戸で「御探し物請負屋」の看板をあげている藤井文平。２人の押しか
け助手とともに依頼品を探索し、人の心の機微を知る。

落涙戦争 森田季節（著）
「もしかして、泣いてるの？」泣けない男・翔太のもとに、謎の少女“ホ
トトギス”がやってきた。京都に集う、泣かせ屋たちの狂想曲！

ルカの方舟 伊与原新（著）
ドアを開けると、そこには変わり果てた隕石の姿と、事切れた一人の研
究者が。謎だらけの冒頭から一気に展開する理系ミステリの傑作！

恋歌 朝井まかて（著）
樋口一葉の歌の師匠だった中島歌子が、水戸天狗党の妻として過ごした
幕末。苛烈な運命に翻弄された女の一生を、巧緻な筆で甦らせる。

赤い鳥は館に帰る　有栖川有栖エッセイ集 有栖川有栖（著）
デビューから１５年人気作家・有栖川有栖が書きためた全エッセイから
著者自らが精選した殊玉を収録。

赤目姫の潮解　ＬＡＤＹ　ＳＣＡＲＬＥＴ
　ＥＹＥＳ　ＡＮＤ　ＨＥＲ　
ＤＥＬＩＱＵＥＳＣＥＮＣＥ

森博嗣（著）
赤目姫とよばれる超越した美女。その瞳に映るのは我々が見るのと同じ
景色なのだろうか――。哲学的示唆に富んだ幻想的長編小説。
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あの頃の空 佐江衆一（著）
行く末の不安に抗いながら、新たな驚きや歓びを発見するオヤジたちの
挑戦。迷える熟年男性に贈る人生の応援歌！

ある殺人者の回想 勝目梓（著）
密かに想いを抱いていた隣家の新妻の夫を殺してしまった男。殺人者の
回想から、昭和という時代と、やるせない男女を描いた渾身作！

イキルキス 舞城王太郎（著） 痛く切なく暖かい。舞城小説の結晶！　舞城王太郎が描く、新・文学！

一分ノ一（上） 井上ひさし（著）
井上ひさしが思想、テクニック、文体、アイデア、方言、外国語すべて
をぶちこんで、最高の速度、密度で描く、とんでもない物語。

一分ノ一（下） 井上ひさし（著）
偽の身分証でサブーシャは米英ソ中国管理区を渡り歩くがその度に奇妙
奇天烈な問題が発生。井上ひさし本領発揮の思想言語演劇。

えんじ色心中 真梨幸子（著）
名門Ｘ中学を目指す受験生が集まる有名進学塾で過去に起きた殺人「西
池袋事件」が再度注目され始める中、繰り返される悲劇とは？

エンタメ小説進化論　“今”が読める作品案
内

円堂都司昭（著）
あの作品×ツイッター＝？　要注目の作家・小説と社会現象を絡めて論
じ、さらなる１０年を予見する、必読の最新エンタメ指南書！

狼と兎のゲーム 我孫子武丸（著）
見境いなく暴力をふるう友人の父は警察官――。母が出ていった後、
「怪物」から逃れるため、小学生ふたりだけの逃避行が始まった！

鏡の向こうに落ちてみよう　有栖川有栖
エッセイ集

有栖川有栖（著）
本格ミステリ作家有栖川有栖エッセイ集！！　日常は「本格ミステリ作
家の目」を通すと、どのように見えているのか？

カマラとアマラの丘 初野晴（著）
別れの時、動物（ペット）と言葉を交わせたら。閉鎖された遊園地に
は、一人の青年が守る秘密の動物霊園があるという。

邯鄲の誓　始皇帝と戦った者たち 丸山天寿（著）
祖国を奪われた少年剣士と少女……宿敵「始皇帝」の生命を狙い続ける
二人の数奇な運命と、その出会いを描いた中国歴史小説開幕！

君のために今は回る 白河三兎（著） せつなさが繋がり涙あふれる。Ｎｏ．１注目作家が紡ぐ、恋物語。

京女殺人法廷　裁判員制度元年 姉小路祐（著）
素人が探偵に！　タレントが殺された事件を初の裁判員制度で選ばれた
タクシー運転手、食堂の親父や主婦などが扱うことになり……。

禁忌楼　 木原浩勝（著）
現代百物語『新耳袋』シリーズや『九十九怪談』シリーズなど、日本の
怪談を牽引し続ける著者が「禁忌」をテーマに５つの恐怖を描く。

黄金の騎士団 井上ひさし（著）
シカゴの小麦の先物取引で１００億円稼ぐ。東京の孤児院の少年たちに
次々に立ちはだかる外国企業や政治家の魔手をどう打ち破るか。

軍神の血脈　～楠木正成秘伝～ 高田崇史（著）
歴史ミステリの雄が描く、日本版ダヴィンチコード！　悲運の英雄・楠
木正成に秘められた歴史の真実！

言霊たちの夜 深水黎一郎（著）
「外務省のお食事券」「妻は寄生虫」ｅｔｃ。言葉にまつわる勘違いが
テロ事件へ！？　“笑撃”の日本推理作家協会賞受賞後、第一作！

こぼれおちる刻の汀 西澤保彦（著）
ＳＦとミステリの融合にこだわり新境地を拓いてきた西澤保彦の最終到
達点にして最高峰、ここに誕生。

さいとう市立さいとう高校野球部　 あさのあつこ（著）
野球に見切りを付けて高校に入学した元中学野球のエース投手。しか
し、さいとう市立さいとう高校には、世にもフシギな野球部が！？

実験的経験　Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌ　
ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ

森博嗣（著）
ここにあるのは新しい小説のカタチ。小説の極点を軽やかに飛び越え
る、究極の森博嗣的「創作」――。

島はぼくらと 辻村深月（著）
朱里、衣花、新、源樹は幼なじみの高校二年生。共に過ごす日々は瞬く
間に過ぎて――。直木賞受賞、第一作。待望の書き下ろし長編！

星籠の海　上 島田荘司（著）
瀬戸内海に浮かぶ島に流れ着くいくつもの死体。そして福山の鞆を舞台
にした不可解な人間模様――奇怪な事件に御手洗潔が挑む超巨編。

星籠の海　下 島田荘司（著）
瀬戸内海に浮かぶ島に流れ着くいくつもの死体。そして福山の鞆を舞台
にした不可解な人間模様――奇怪な事件に御手洗潔が挑む超巨編。

セシューズ・ハイ　議員探偵・漆原翔太郎 天祢涼（著）
謎解きは清き一票のために。弁舌巧みで爽やか、でも天然（おバカ）な
世襲議員とお堅い秘書が難事件に挑む。選挙区内限定ミステリー！

戦車のような彼女たち　Ｌｉｋｅ　Ｔｏｙ
　Ｓｏｌｄｉｅｒｓ

上遠野浩平（著）
戦うためだけに生まれてきた少女たち。生きにくい世界の底で繰り広げ
る究極の「戦い」、そして「恋」を上遠野浩平が描く！

正しく時代に遅れるために　有栖川有栖
エッセイ集

有栖川有栖（著）
本格ミステリ作家、有栖川有栖エッセイ集！！　ミステリ作家の目を通
してみると、日常にはこんなにもミステリーが溢れている！

短篇五芒星 舞城王太郎（著） 煌めき紡ぐ、言葉の星々。ここに、小説への愛がある。

時の審廷　 芦辺拓（著）
政権交代なるかの総選挙の投票日、森江春策に「日本分断」を告げる電
話が。過去と現在が交錯する「時」シリーズが１２年ぶりに甦る！

吐蕃風異聞 稲葉稔（著）
日本の生活に倦み、チベットを漂泊する青年柴田は、世話になった一家
を殺害した犯人を探すうち、チベット独立運動に巻き込まれてゆく

法月綸太郎ミステリー塾　海外編　複雑な
殺人芸術

法月綸太郎（著）
切れ味が鋭く、そして分かりやすく書かれたミステリ評論は、マニアか
ら初心者まで楽しめ、体系的に流れをつかむことが出来ます。

法月綸太郎ミステリー塾　日本編　名探偵
はなぜ時代から逃れられないのか

法月綸太郎（著）
切れ味が鋭く、そして分かりやすく書かれたミステリ評論は、マニアか
ら初心者まで楽しめ、体系的に流れをつかむことが出来ます。

白兎１　透明な旅路と あさのあつこ（著）
「あなたってまるで、孤児みたいね」――孤独と絶望の淵で人の首を絞
めた男が出会った、謎の少年と幼女。幻惑の逃避行が始まる。

白兎２　地に埋もれて あさのあつこ（著）
「おれと一緒に死んでくれよ」しかし男は生き残り、わたしはひとり埋
められた。女は救ってくれた少年とともに「死に直し」の旅へ――
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白兎３　蜃楼の主 あさのあつこ（著）
悪夢を見た翌朝、おれの体には血の臭いが！？　通り魔事件と重なる自
らの異変にひとり慄く高校生の前に、見知らぬ級友が現れる！

白兎４　天国という名の組曲 あさのあつこ（著）
「あなたはかわいそうな人」人里から孤立し、無慈悲な遺言に人間関係
までも切り刻まれたホスピスで、看護師長は孤独な生と向き合う。

半グレ 草下シンヤ（著）
東京の夜を輝かせ続けているのは、誰だ――就職を目指す真を受け入れ
てくれた唯一の会社は、暴走族のＯＢが経営する脱法企業だった。

本格ミステリの王国 有栖川有栖（著）
有栖川有栖デビュー２０周年。秘蔵短編「蒼ざめた星」と「殺刃の家」
を初収録！　“本格”の地平を見つめる透徹した眼差しの先には

水の柩 道尾秀介（著）
湖の底に沈んだ村だけが知っている、少女の決意と家族の秘密。今もっ
とも眩しい作家・道尾秀介の新たなる代表作！

美都で恋めぐり 北夏輝（著）
大阪で暮らし始めた新入生の友恵は、「女装の美男子」が妙に気になっ
て・・・。「掟破り！？」のメフィスト賞受賞者がまたしても！

闇の喇叭 有栖川有栖（著）
探偵行為が禁止された国で殺人事件に挑むこと――それが女子高生・純
の宿命だった。有栖川有栖新シリーズ開幕！

論理爆弾 有栖川有栖（著）
孤立した山奥の村で巻き起こる連続殺人事件の真相とは！？少女探偵
「ソラ」シリーズ第三弾！

赤い飛行船 中島梓（著）
『若い女性』誌上で連載された、中島梓のエッセイ集。恋愛、結婚、
ファッションについて、自身の経験を元に砕けた調子で語る。

あがの夕話 鳥越碧（著）
現実の今にこだわる妻・可奈の夫婦愛と葛藤を流れるような筆致で描
く。

精姫様一条　お狂言師歌吉うきよ暦 杉本章子（著）
狂言師にして幕府隠密の協力者でもある歌吉は上野で男女が殺された件
を調べることに。七万七千両のご縁組騒動。

兄いもうと 鳥越碧（著）
結核で若き命を散らした俳人・子規。無償の愛で、兄を支え続けた妹の
律。死病と闘う日々、兄は妹に何を伝えたのか。

イーヨくんの結婚生活 大山淳子（著）
なんでも引き受けてしまうイーヨくん、こと伊代太は、突然亡くなった
兄の婚約者と結婚することに！しかも婚約者はお腹が大きくて……

黄金幻魚 三浦明博（著）
漁師・神林優作、息子・悠太、二人の釣りの師匠・小山内未帆。“幻の大
物”を求めて、三人組の冒険が始まる。

風のマジム 原田マハ（著）
実話を基に描いたサクセス・ストーリー。琉球アイコム沖縄支店総務部
勤務、２８歳。純沖縄産のラム酒を造るという夢は叶うか！

風を断つ 池永陽（著）
風変わりな妻・おさとに突然「通い婚」を宣言され、困惑する浪人・由
比三四郎のもとに、日本を揺るがす大発明が持ち込まれる。

神様の短剣 辻成介（著）
２３０５年。名も記憶もない少年は、天使を殺せと告げられた。息を呑
む展開と葛藤、決断。一気読み必至の冒険ファンタジー！

傷　 堂場瞬一（著）
膝の手術に失敗した看板選手が担当医を刑事告訴する前代未聞の事態。
警察やメディアが独自に調べるが…。警察×医療×野球の新境地！

傷痕 桜庭一樹（著）
この国が二十世紀に生み落とした偉大なるスターである「彼」が急死し
た。彼を心から愛する娘「傷痕」の再生と自立を描く　。

京都西陣シェアハウス　～憎まれ天使・有
村志穂～

鏑木蓮（著）
お人よしでお節介な女子大生が、隣人たちの隠された過去に迫る。京都
の京町家（シェアハウス）で繰り広げられる人情ミステリー。

巨海に出んと欲す　 金重明（著）
いまだ謎に包まれる平将門・藤原純友の乱を、斬新な発想で描き尽く
す、歴史エンタテインメント小説の新たな傑作！

金の仔牛 佐藤亜紀（著）
ヨーロッパ三大バブルの一つといわれた「ミシシッピ計画」。追い剥ぎ
から身を起こした青年は、熱狂するパリの株相場を駆け抜けた！

黒い朝、白い夜 岩井志麻子（著）
悩むのが好きな韓国男、実の息子に似ている中国男、どこまでも明るい
ベトナム男。三都で繰り広げられるシマコ的恋愛。

喧嘩猿　 木内一裕（著）
盗まれた名刀・池田鬼神丸を巡り、男たちの生き方が衝突する。鬼才・
木内一裕が書き下ろす、全く新しい幕末侠客伝。

建礼門院徳子 鳥越碧（著）
父・清盛と平家を倒し、母や兄弟、息子の命までをも奪ったあなた
を……。源平合戦の隠された悲劇を描いた、歴史ロマン長編。

コルトＭ１８５１残月 月村了衛（著）
幕末の裏世界で存在感を増す男、残月の異名を持つ郎次は、さらなる力
を得んと欲するが。江戸を舞台に、掟破りの銃撃戦が始まる──。

惨劇のアテナイ 川田弥一郎（著）
ナチス下のベルリンでの日本人子爵の孫娘探しを描く「ベルリンに消え
た女」ほか古代ロ－マ、アテナイなどを舞台にするミステリ－集。

襲名犯 竹吉優輔（著）
あの日、僕は連続殺人犯に出会った――。稀代の殺戮者ブージャムの死
刑執行が、新たな惨劇の幕を開ける。第５９回江戸川乱歩賞受賞作

昭和遣唐使３０００人の旅 中島梓（編）
中島梓氏ら青年作家たちが描く中国見聞録。エッセイ、写真、座談会、
漫画などで綴るバラエティ・ブック。

白き失踪者 末浦広海（著）
愛ゆえに苦しみ、愛ゆえに偽わる。真相を追い続けた瀧野を待つのは、
悲嘆の真実。戦慄の結末！

新検察捜査 中嶋博行（著）
人気の著者、復活の本格リーガル・サスペンス！　１４年ぶり、衝撃の
書き下ろし長編小説！

信長私記 花村萬月（著）
なぜ織田信長は母を――史上最凶の日本人、その実像。俺は屍を越えて
ゆく。

新本格ミステリの話をしよう 佳多山大地（著）
新本格ミステリ２５周年記念出版。綾辻行人から円居挽まで、新本格を
代表する２５人の作品を一挙解説。函入り特装版。
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真友 鏑木蓮（著）
父を殺された１４歳の冬。容疑者は親友の父親だった。若者二人の人生
は激変し、二度と交差しないはずだった……が。

その鏡は嘘をつく 薬丸岳（著）
彼はなぜ、未来を捨てたのか。連続ドラマ『刑事のまなざし』の夏目シ
リーズ、極上の書き下ろし長編！

タ・オ・ル 川上健一（著）
長島の熱狂的ファンで実況しながらプレイする草野球の八番打者、恋人
奪還めざし突進するラガーマン、汚い相手を睨むテニス少年……

たからもの　深川澪通り木戸番小屋 北原亞以子（著）
急逝した時代小説の名手による、最後の「深川澪通り木戸番小屋」。木
戸番夫婦が人々の心に温かな灯をともす、逸品揃いの八篇を収録。

ちよの負けん気、実の父親　物書同心居眠
り紋蔵

佐藤雅美（著）
娘の気持ちは難しい。紋蔵に最大の厄介事！　いつも厄介事を押し付け
られる「窓ぎわ同心」の紋蔵。

沈黙のエール 横関大（著）
彼女の元に訪ねてきた一人の少年。翌日家は燃え、父は殺され、行方不
明の兄が帰宅した。謎と謎が奇跡を起こす、書き下ろし感動大作！

峠越え 伊東潤（著）
最注目作家・伊東潤×天下人・徳川家康　信長でも秀吉でもなく、家康
こそが天下人たりえた「生きる力」とは？　当代無双の歴史長編！

「とうさんは、大丈夫」 佐川光晴（著）
児童福祉司として、父として――。優しい男の張り詰めた心が、社会の
憂鬱に音も無く撃ち抜かれる。

逃走 薬丸岳（著）
早期解決を確実視された殺人事件。容疑者の若者は何のために逃げ続け
るのか？　驚愕と感動のラストが待つ、乱歩賞作家による逃亡劇。

なかで、ごめんね 花村萬月（著）
スケバン（死語）玲子の運転するレガシーで走る夏の北海道で、彼女の
人生は大きく動きだす。

謎解き名作ミステリ講座 佳多山大地（著）
コナン・ドイルから伊坂幸太郎まで――。古今東西のミステリの“読み解
き方”をミステリ評論界の気鋭、佳多山大地が講義形式で解説！

波枕　おりょう秘抄 鳥越碧（著）
龍馬暗殺。熱き男に愛された女の幸せは、儚くも奪い去られた。忘れえ
ぬ龍馬の面影。残された妻・おりょうの怒濤の後半生とは。

日記堂ファンタジー 堀川アサコ（著）
「お読みなさいな。お代はあとで結構だから」日記を読むと……安心？
　改心？　横恋慕？

人魚を食べた女 山崎洋子（著）
３００年死なずに生きることになったという女に人生を絡め取られてし
まった私は、この怪奇と狂気に彩られた世界から逃げ切れるか。

猫とあほんだら 町田康（著）
東京から伊豆半島、引越しを思い立つも、物件を探せば捨て猫に出会
い、新居に越せば猫の部屋が寒すぎて要改造。奮闘の日々が始まる！

猫のよびごえ 町田康（著）
縁あって町田家にきた猫たちと町田夫妻の心温まる日常。大人気シリー
ズ待望の第４弾！

猫弁と少女探偵　 大山淳子（著）
２３万部突破の猫弁シリーズ最新刊！拾ったばかりの猫が誘拐された。
少女と百瀬は、探偵と弁護士として、猫の行方を調べることに。

バイバイ・フォギーデイ 熊谷達也（著）
国政が憲法改正へ向けて動きだした春に、函館の高校生が立ち上がっ
た。一見ミスマッチな青春と政治が、鮮やかな恋物語を紡ぎ出す。

幕末維新史の定説を斬る 中村彰彦（著）
いまだ史実が定まらない幕末維新の歴史的事件のうち、竜馬暗殺、松平
容保京都守護職指名、孝明天皇「毒殺」の３件を解く！

覇天の歌 岩井三四二（著）
父の敵・戦国の世への復讐のため、野村紹巴は連歌の道を突き進み、天
下一の連歌師へと駆け上ったのだが・・・。

花筏　谷崎潤一郎・松子　たゆたう記 鳥越碧（著）
文豪・谷崎潤一郎に愛され、世間からの羨望の的となった妻・松子。谷
崎の理想の女性であり続けようとした彼女は幸せだったのか？

春色恋ぐるい　天女湯おれん 諸田玲子（著）
去る者あれば来る者あり――。おれんに再び恋の予感。なつかしい匂い
がする春です。読むと元気になる、好評シリーズ第三弾

盤上のアルファ 塩田武士（著）
真田信繁、３３歳。家なし、職なし、目標・プロ棋士。とてつもなく迷
惑な男が巻き起こすかつてなく熱い感動の物語。

皐の民　 金重明（著）
遣唐使として日本を出て受難に見舞われた僧・円仁は、新羅の王をも恐
れさせた最強の海洋民族・皐の民の栄光と滅亡を目撃する。

密話 石川宏千花（著）
断るか、叶えるか。児童文学の新鋭が描く、戦慄の名作。はじめてでき
た友だちの、“お願い”。特別な力は何のためにあるのだろう？

昔は、よかった？ 酒井順子（著）
きれいなのは思い出だけじゃないんです！　思い出づくりにも最適の全
５３篇！

もう、忘れたの？ 酒井順子（著）
「週刊現代」人気連載。芦田愛菜ちゃんの将来を想い、三陸鉄道に希望
を見、なでしこジャパンにうっとり……の全４０編

横濱　唐人お吉異聞 山崎洋子（著）
唐人お吉伝説を基に描く長編横浜に暮らす瑠璃は、ある日、巡りあった
吉という女が自分の母だという話を聞き、悩む。真実はどこに？

義経いづこにありや 吉川永青（著）
賭けるのは己が命。報酬は、天下。平家、頼朝を相手に、虐げられし者
どもの乾坤一擲。吉川新人賞候補作家が放つ、新・源平合戦絵巻！

義仲これにあり　 吉川永青（著）
平家を討ち破りし朝日とならん！　木曾冠者・源義仲。この男、英雄
か、奸雄か。時代小説の新たな地平を切り拓く、新・源平合戦記！！

乱世の名将　治世の名臣 中村彰彦（著）
著者の揺るぎない史観が有名無名の歴史人物を浮かび上がらせる。ベス
トセラー『名将がいて、愚者がいた』に続く歴史読み物決定版！！

立身いたしたく候 梶よう子（著）
江戸の武士の戦場は、「シューカツ」にあり！商家育ちの新米御家人
が、「立身出世」を試みる、お仕事時代小説。

隣人 喜多由布子（著）
いつ部屋に呼んでくれるの？　それがここのルールなんだけど――。平
凡な幸福に潜む、恐るべき主婦たちの真実
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レイク・クローバー　 楡周平（著）
ミャンマー僻地の湖で天然ガス探査技師が死亡した。一夜にしてミイラ
化した死体。日本人研究者は見捨てられた人々を救えるか。

裂 花村萬月（著）
編集者の羽田御名子に、小説家志望の安良川王爾から持ち込まれた原稿
〈裂〉。登場人物には御名子の名が使われ、穢されていた。

われらの再生の日 阿部牧郎（著）
老年作家が入れ込んだセクシーキャバクラの女。最後の恋は、めくるめ
く喜びと思わぬトラブル、人生の転換をもたらした。

ヤマトナデシコ七変化　真夏の中原軒へよ
うこそ！〔オリジナル・ノベル〕

中村美音（著）／はやかわとも
こ（絵・原案）

あの大ヒットコミックが小説のオリジナルストーリーに！　スナコ最大
の危機に、恭平・武長・雪之丞・蘭丸が大活躍!!

いじめられっ子のチャンピオンベルト 内藤大助（著）
いじめられっ子だった少年は、ボクシングと出会い、世界を掴んだ！　
ＷＢＣ世界フライ級チャンピオン内藤大助の自叙伝。

いじめられっ子のチャンピオンベルト(上） 内藤大助（著）
いじめられっ子だった少年は、ボクシングと出会い、世界を掴んだ！　
ＷＢＣ世界フライ級チャンピオン内藤大助の自叙伝。

いじめられっ子のチャンピオンベルト(下） 内藤大助（著）
いじめられっ子だった少年は、ボクシングと出会い、世界を掴んだ！　
ＷＢＣ世界フライ級チャンピオン内藤大助の自叙伝。

運命におまかせ　いつも幸せを感じるあな
たに

森田健（著）
運命に身をゆだねれば、幸せの感覚自体が変わり、お金まで回り出す！
　電子書籍版書き下ろしエッセイ付き。

運命におまかせ【ダイジェスト版】 森田健（著）
運命に身をゆだねれば、幸せの感覚自体が変わり、お金まで回り出す！
　

Ｈのかがく 藤田徳人（著）
イッたこと、ある？　恋愛科学研究所所長・医師の藤田徳人が、真面目
にセックスを捉えた日本初の“性の真実書”！ まだイッたことがないあな
たも、この１冊で必ず満足!!

絵ロ本。１「エロ誕生。」 立花里子（著）
人気ＡＶ女優・立花里子が描くエロカワイイ（？）イラストエッセイ登
場！

絵ロ本。２「マグロ時代。」 立花里子（著）
ＡＶ女優・立花里子のちょっとエッチなイラストブログ『絵ロ本。』２
発目！

絵ロ本。３「きっかけは栗とリス。」 立花里子（著） エロ快道まっしぐら!?　ＡＶ女優リコピンの『絵ロ本。』３発目！
絵ロ本。４「生粋のオナニスト」 立花里子（著） ＡＶ女優・リコピンの幼稚園時代は、先生も真っ青!?

絵ロ本。５「リコピンのもと」 立花里子（著）
露出度高めの服が大好きなリコピンの母ちゃんＭ子。リコピンの超個性
派ご両親て、どんな人!?

絵ロ本。６「Ｍ子流性教育？」「トラブル
メーカーM」

立花里子（著）
リコピンの個性的母Ｍ子。小学生のリコピンに与えたものとは……!?　
リコピンの弟・ブラザーＭも登場！

絵ロ本。７「エロ・インパクト」 立花里子（著）
小学生のリコピンが母Ｍ子のサイフを開けると、中には大量の写真が。
そこに見たものは……!?　リコピン衝撃の大事件！

絵ロ本。８「思ひ出ギンギン」「イラスト
少女」

立花里子（著）
保健室で休むことも多かった虚弱体質の小学生リコピン。ある日、隣で
休む６年生の男子を見ると……!?

絵ロ本。９「競泳水着少女」 立花里子（著）
スイミングスクールに通うことになったリコピンを、「調教」「水攻
め」の指導が待っていた！

絵ロ本。10「寸止めセーラー」「ズボリ、
デビュー」

立花里子（著）
小学校を無事卒業し、いよいよ中学生。制服デビュー!!……のはずのリコ
ピンに、ある事実が明らかにされた！

絵ロ本。11「サディスティックな勧誘」
「リコピンポン活動のきっかけ」

立花里子（著）
中学入学早々、バレー部の顧問から熱い視線を感じるリコピン！　バ
レー部に体験入部することに!!

絵ロ本。12「羞恥プレイ教室」 立花里子（著）
職員室や隣の校舎からまる見えの教室で、制服生着替え!?　そんな羞恥
プレイに、さらに拍車をかける出来事とは……。

絵ロ本。13「ノン・ブラ成長期」「一本筋
の初恋」

立花里子（著）
大人アイテム、ブラジャー！　リコピンのまわりでも装着率が増え、リ
コピンには、ショッキングな事態に!!

絵ロ本。14「甘酸っぱいハミチン」「ハー
ドピンポン。」

立花里子（著）
リコピン初恋のお相手は、バスケ部の男子。そんな彼を見つめるリコピ
ンは、あることに気づいた……。

絵ロ本。15「マムコの起動。」「勘違いパ
ンティー。」

立花里子（著）
部活動のドＭ調教(?)にも慣れた頃、リコピンの身体にある変化が。リコ
ピン、完全変態！

絵ロ本。16「タンポン事件。」 立花里子（著）
ある大人アイテムを使いこなせずにいたリコピン。とうとうとりかえし
のつかない大事件が起こった!!

絵ロ本。17「大胆に生。」「びしょ濡れ放
置電話。」

立花里子（著）
内向的な中学生のリコピンが、思い切って好きな男子に告白！　が、リ
コピンの弟ブラザーＭによって、思わぬ事態に……。

絵ロ本。18「テレフォン勃起ing.」 立花里子（著）
思い続けた初恋の彼に、勇気をふりしぼって電話したリコピン。する
と、彼から意外な言葉が。

絵ロ本。19「エロスの予感」「股、一
緒。」

立花里子（著）
「ウチ来る？」　初恋の彼からデートのお誘いが！　イキナリ家に誘
うってことは……!?

絵ロ本。20「大人ブラジャー」 立花里子（著）
初めての本格的なエロブラジャーを買いにＭ子と出かけたリコピン。そ
こで待っていたのは巨乳ロリ店員さん！

絵ロ本。21「狙われた雌猫」 立花里子（著）
リコピンのスクール水着が盗まれた！　しかも、発見された場所は、な
んと……！　完全なる「変態事件」発生！

絵ロ本。22「楽チンポ受験。」「イメトレ
妄想でズッポリ。」

立花里子（著）
いよいよリコピンも受験生！　レディコミを読みたい気持ちを抑え、参
考書をめくる日々だったが……!?
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絵ロ本。23「エロ気づいた春。」
「M.WOMAN」

立花里子（著）
自分で動かさなければ、人生は欲求不満なことだらけ!?　人生を自ら動
かすべく、リコピンが買った第二の大人アイテムとは……。

絵ロ本。24「大股開き。」「初バイ○活
動。」

立花里子（著）
清純派むっつりエロ党リコピンが始めた初のバイト活動!!　全勢力をそそ
いだそのバイト、何だったのかというと……。

絵ロ本。25「仲良しマムコ。」「青春長
身、伸び盛り!!」

立花里子（著）
にぎにぎ握ってバイトに精を出す多忙な高校生活を送る中、同じく長身
の“マグナムちゃん”と、親密な仲になり……。

絵ロ本。26「２マンの使い道。」「ぎゅっ
とにぎにぎ。」

立花里子（著）
「今日ウチに来ない？」ある日、学校帰りにマグナムちゃんからお誘い
が！　マグナムちゃんの家までもうすぐとなったその時……!!?

絵ロ本。27「インランル－ム（序）」「イ
ンランル－ム（淫）」

立花里子（著）
リコピンと同級生とは思えないほどアダルトな雰囲気のマグナムちゃん
の部屋。ついに、マグナムちゃんの本性が出る！

絵ロ本。28「インランル－ム（乱）」「イ
ンランル－ム（尻）」 「開いたトビラ。」

立花里子（著）
マグナムちゃんの手が、ブラジャーまで入ってきた！　その時、ポロリ
と出てきたのは、なんと――!?　「絵ロ本」完結！

慶応幼稚舎２００９年度再現問題（男子１
日目）

アンテナ・プレスクール（代
表・石井至）（著）

幼稚舎問題の男子１日目を子どもに丹念に取材して精緻に再現！　試験
の流れもよくわかり、親子とも安心！

CosMosコスモス

アーヴィン・ラズロ（著）／
ジュード・カリバン（著）／村
上和雄（監修他）、和波雅子
（翻訳）、吉田三知世（翻訳）
（著）／吉田三知世（訳）

「引き寄せの法則」を超える本当のルールがここにある！　世界のリー
ダーたちが支持するがラズロ博士の宇宙観とは!?

ごはん　『突撃！　隣の晩ごはん』はあな
たに幸福をもたらす！

ヨネスケ/桂米助（著）
『突撃! 隣の晩ごはん』はオレ自身の“家族”探しの旅だった。ヨネスケが
語る日本の家族。

サードラブ サンプラザ中野（著）
不倫・浮気・片恋・純愛……。いま、その恋は「サードラブ」。恋の果
て、誰もがたどり着く“ほんとうの愛”のカタチ、とは。

サードラブ(1) サンプラザ中野（著）
不倫・浮気・片恋・純愛……。いま、その恋は「サードラブ」。恋の果
て、誰もがたどり着く“ほんとうの愛”のカタチ、とは。

サードラブ(2) サンプラザ中野（著）
不倫・浮気・片恋・純愛……。いま、その恋は「サードラブ」。恋の果
て、誰もがたどり着く“ほんとうの愛”のカタチ、とは。

サードラブ(3) サンプラザ中野（著）
不倫・浮気・片恋・純愛……。いま、その恋は「サードラブ」。恋の果
て、誰もがたどり着く“ほんとうの愛”のカタチ、とは。

サンプラザ中野の簡単“健幸”マニュアル　痩
せ方上手

サンプラザ中野（著）
アタマで痩せる！　健康ダイエット法。24kg痩せて“健幸”になった男の
理論。

四月ばーか 松久淳（著）／田中渉（著）
1997年４月１日、あなたは、誰を好きでしたか？　ベストセラー『天国
の本屋』の２人が贈る迷う大人たちのラブストーリー。

灼熱のイラク戦場日記 小野一光（著）
「風俗から戦場まで」をテーマに精力的な取材を続けるノンフィクショ
ンライター・小野一光が、2004年２～４月、「戦場」のイラクをリポー
トする。

生協の白石さん
白石昌則（著）／東京農工大学
の学生の皆さん（著）

東京の西に、なんでも答えてくれる人がいる。心温まる、人と人とのコ
ミュニケーション「生協の白石さん」単行本になって登場!!

生協の白石さん【ケータイ版】
白石昌則（著）／東京農工大学
の学生の皆さん（著）

東京の西に、なんでも答えてくれる人がいる。心温まる、人と人とのコ
ミュニケーション「生協の白石さん」単行本になって登場!!

青春の玉手箱 山本容子（著）
お転婆な女の子、お嬢様女子校生、アングラ美術大生、そして人気アー
ティストへ……。きらきら輝く若き日の思い出がつまったグラフィ
ティ。人気銅版画家・山本容子が初めて綴る青春エッセイ！

Deeeeep! New York!　～林檎の芯～ 菊楽恵（著）
クールな女の子のための“アブナイ”ニューヨーク・コラム・ガイド！　
エッチでキバツなニューヨークを体験してみよう！

Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(1) 菊楽恵（著）
クールでエッチな女の子のための“アブナイ”ニューヨーク・コラム・ガイ
ド第一弾！

Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(2) 菊楽恵（著）
エロティックなダンスやパーティを楽しみ、人体の神秘に目覚める第二
弾。ニューヨークのさらにディープな世界へGO！

Deeeeep! New York!　～林檎の芯～(3) 菊楽恵（著）
セクシーTATTOOやハイテク芝居、刑務所の塀の中など未知の世界に挑
む第三弾。ニューヨークの裏の裏まで知りつくそう！

【電子書籍版】「お受験」のカリスマが教
える 成功する小学校受験50の秘訣

石井至（著）
有名塾長が合格の核心を公開！「お受験・限定情報30」で受かる願書・
面接・外見とアガラないコツを伝授！

天上のシンフォニー（上） 伯宮幸明（著）
限定ウェブ版は完売。ネットで噂のスピリチュアル・アドベンチャー・
ノベルがついに解禁。21世紀の未来が明かされる！

天上のシンフォニー（中） 伯宮幸明（著）
限定ウェブ版は完売。ネットで噂のスピリチュアル・アドベンチャー・
ノベルがついに解禁。21世紀の未来が明かされる！

天上のシンフォニー（下） 伯宮幸明（著）
限定ウェブ版は完売。ネットで噂のスピリチュアル・アドベンチャー・
ノベルがついに解禁。21世紀の未来が明かされる！

なんくるないさ～♪　沖縄のおじぃと僕の
物語

水谷哲朗（著）
たったひとつの出会いで人生すべてが変わってしまったら、キミはどう
する？　生きてるってすげえ！

ｎｕｄｅ（上）
みひろ（著）／つづき紗綾（イ
ラストレータ）

新潟出身。会社員、ウェイトレス、モデル、そして……「本当の夢は、
ＡＶのその先に待っているから」。
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ｎｕｄｅ（下）
みひろ（著）／つづき紗綾（イ
ラストレータ）

新潟出身。会社員、ウェイトレス、モデル、そして……「本当の夢は、
ＡＶのその先に待っているから」。

姉ちゃんの詩集 サマー（著）
ネット掲示板に書き込まれた「姉ちゃんの自作の詩集をみつけた」とい
う投稿。その詩は、今まで誰も見たことがない魅力に満ち溢れていまし
た。

評伝・山岡荘八 清原康正（著）
大ベストセラー小説『徳川家康』で知られる山岡荘八。誕生から終焉ま
でをたどる唯一の評伝。

Frozen Ecstasy Shake　フローズンエクス
タシーシェイク

桜井亜美（著）
愛にSEXに傷つき悩む４人の女たち。彼女らを癒し、翻弄する謎の青年
“アギト”の正体は!?

靖国問題の核心
三上治（著）／富岡幸一郎
（著）／大窪一志（著）

衝撃的な昭和天皇発言メモで急展開を遂げた靖国問題。その靖国が象徴
する日本という文化と歴史の陥穽を突く激論。

「体幹」ランニング 金哲彦（著）
オリンピック選手から市民ランナーまで指導してきたプロコーチ・金哲
彦の集大成。正しいフォームで楽しく走るコツを丁寧に解説　。

ｎｕｄｅ
みひろ（著）／つづき紗綾（イ
ラストレータ）

新潟出身。会社員、ウェイトレス、モデル、そして……「本当の夢は、
ＡＶのその先に待っているから」。

休み時間の免疫学　第２版　 齋藤紀先（著）
医療系学生に大人気，「休み時間の免疫学」に新規項目・図版・国家試
験問題を追加。さらにわかりやすくなった改訂版！

秋田さんの卵 伊藤たかみ（著）
Ｋ病院の内科病棟、日常を離れ暇を持て余す男たちの専らの話題は、
ちょっと不思議な存在、「付添婦」の〈秋田さん〉のこと――。

商いの心くばり 伊藤雅俊（著）
イトーヨーカドー・グループの創業者が、売れる商品のポイント、人の
心をつかむコツ、利益を生みだすノウハウなど、商いの真髄を語るロン
グセラー。

あのフェアウェイへ 川上健一（著）
雨の日も、晴れの日も人生はゴルフに似ている――青春小説・スポーツ
小説の名手が贈る、読めば元気になる12の物語！

10000人が書いた女のコのリアル デザート編集部編（著） デザート読者体験手記から、ぜったい泣ける感動ストーリーを厳選！

10000人に聞いた男のコと女のコのＨ
デザート編集部編（著）／五十
嵐久佳（著）

「男のコへ。やっぱり巨乳が好きなんですか？（涙）」……聞いてきま
した。10000人分のＨ体験収録！

10000人に聞いた女のコのＨ デザート編集部編（著）
１万人分のＨ体験収録！　デザート誌上で集めたアンケート＋Ｈに役立
つ情報満載!!

「いまの世の中どうなってるの」〈社会時
評集〉　本田靖春全作品集

本田靖春（著）
テーマは新聞の報道姿勢、政治家のあきれた権力欲から、競馬場で見た
醜悪なナショナリズム、傑作恋愛映画まで。鋭く厳しい時事評論集

癒しの旅　四国霊場八十八ヵ寺 永井吐無（著）
四国八十八札所を細密ペン画で描き、静謐な文体のエッセイとともに写
真やガイドブックでは伝わらない八十八ヵ寺の「気」を伝える

ウィーン、わが夢の町　芸術都市散策エッ
セイ

横溝亮一（著）
音楽評論家で、芸術をこよなく愛する筆者が、ウィーンの音楽、ウィー
ンの文化、ウィーンの歴史を語る極上のエッセイ集。

海薔薇 小手鞠るい（著）
人はそれを不倫と呼ぶ。でもそれは、清らかな初恋かもしれない……。
恋愛小説の旗手が描く、幸せな不倫のかたち。

栄光の叛逆者　小西政継の軌跡　本田靖春
全作品集

本田靖春（著）
東京の下町にある社会人のクラブ「山岳同志会」のリーダー小西政継の
危うさを纏ながらも、真摯に目標に対峙した激しい「半生」

エースの系譜 岩崎夏海（著）
このチームを甲子園に連れて行く――。200万部超の大ベストセラー
「もしドラ」の著者が放つ、新たな青春野球小説。

オリエント急行の旅　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
１９７５年５月～６月に、作家・生島治郎と著者が体験した「オリエン
ト急行」によるイスタンブールからパリまでの難儀で楽しい「旅」

会社員とは何者か？　会社員小説をめぐっ
て

伊井直行（著）
源氏鶏太、山口瞳、絲山秋子、長嶋有、津村記久子らの小説を俎上にあ
げ、「会社員」という言葉・存在に潜む謎に迫る「会社員小説論」

「解」は己の中にあり　「ブラザー小池利
和」の経営哲学６０

高井尚之（著）
老舗メーカーをグローバル企業に脱皮させ、「カンブリア宮殿」でも特
集されるなどいまもっとも注目の辣腕経営者の成功哲学を網羅する。

風歩 森山風歩（著）
激しい虐待、いじめ、難病、そして恋……。20代での「死」を宣告され
ながら、強く生きる27歳の素顔と本音！

風歩（上） 森山風歩（著）
激しい虐待、いじめ、難病、そして恋……。20代での「死」を宣告され
ながら、強く生きる27歳の素顔と本音！

風歩（下） 森山風歩（著）
激しい虐待、いじめ、難病、そして恋……。20代での「死」を宣告され
ながら、強く生きる27歳の素顔と本音！

カゼヲキル(1)　助走 増田明美（著）
美岬・14歳・始動！　リアルなマラソン小説、第１弾。オリンピック経
験者にしか書けない“走る”その頂を目指す探求心。

カゼヲキル(2)　激走 増田明美（著）
オリンピックと併走する、増田明美のマラソン小説。２時間20分という
レースのために、積み重ねられた時間は、10年以上！

カゼヲキル(3)　疾走 増田明美（著）
オリンピックへの道、そのすべてがここにある！　経験者ならではの渾
身のリアリティで描きだす、迫真マラソン小説！

キシマ先生の静かな生活　The Silent
World of Dr.Kishima

森博嗣（著）
学問の深遠さ、研究の純粋さ、大学の意義――。『喜嶋先生の静かな世
界』の原点となった自伝的短編小説。

疵　花形敬とその時代　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
闇市が残っていた時代、渋谷で大暴れしたインテリヤクザ花形敬。わず
か３３年で人生を終えた男を通して描かれる活力に満ちた「戦後」

きよしメモ　秋葉少年 将吉（著）
「メイド服には、マシンガンですっ」僕たちの愛と涙の物語・アキバ系
文学誕生！
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雲をつかむ話 多和田葉子（著）
突然届いた「犯人」の手紙から、芋づる式ならぬ雲づる式に明かされ
る、わたしの奇妙な過去。野間文芸賞受賞後第一作、待望の長編小説

クロスマッチ　止まらない心臓 大山尚利（著）
息子の命を救うために、あの男の心臓を奪ってやる――怒りと悲しみの
決意が芽生えたときから、平穏なはずの人生の歯車は軋み始める。

Ｋ２に憑かれた男たち　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
世界第２の高峰Ｋ２の頂きを目指した山男たちの物語。一匹狼ぞろいの
山男と、山岳協会とスポンサーの期待を背負った隊長の「苦闘」

幻日 市川森一（著）
九州キリシタン王国建国は、目前だった！　島原に散った、天草四郎
「幻の夢」。著者渾身の長編歴史小説。

現代家系論　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
美濃部亮吉一家、湯川秀樹一家・・日本の名門一族を三代遡って採り上
げ、明治・大正・昭和期の１００年間の一家と社会の変化を描く

恋極星　柏木菜月の日記
横田理恵（著）／ミツヤオミ
（著）

「ごくせん」「１リットルの涙」も手がけた人気脚本家・横田理恵が描
く！　『恋極星』主人公・菜月の想い!!

こころの耳　伝えたい。だからあきらめな
い。

早瀬久美（著） 感動ノンフィクション。そしてついに、法律の壁は打ち破られた！

警察回り　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
昭和３０年代前半、新聞記者として下町の警察回りをしていた著者が書
いた、記者が記者らしく働くことができた時代の「貴重な記録」

サンパウロからアマゾンへ　本田靖春全作
品集

本田靖春（著）
アマゾンの奥地に暮らす人たちなど、労苦を重ねてきた日本人移民一世
たちを訪ね歩き、レポートした「未来大国ブラジル」の魅力

幸せ上手 渡辺淳一（著）
幸せに、上手や下手があるのでしょうか？　それが、あるんです。
ちょっとしんどい時代のサバイバル・スキルを満載！

獅子は死せず 中路啓太（著）
真田幸村より上手がいた！　毛利勝永。この男がいたからこそ、大坂夏
の陣で真田隊は奮戦し得た。戦国最後の勇者を描く本格歴史長編!!

私戦　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
１９６８年、「劇場型犯罪」として世の中を騒がせた金嬉老事件の深層
を、在日朝鮮人差別問題のアングルから捉え、分析する傑作ルポ

時代を視る眼　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
マスコミと世相を比評しながら、差別と戦争責任を俎上にあげ、日本と
日本人の有り様を考える。ジャーナリスト本田靖春の時事評論集

十五 Ａｌｉ（著）
人気俳優の彼、家庭不和、ＳＥＸ、妊娠、そして死別……。ケータイサ
イトに投稿された衝撃の実話系ストーリー！

硝煙の向こうの世界　渡部陽一が見た紛争
地域

渡部陽一（著）
戦場カメラマン・渡部陽一が実際に取材して、見た世界の現実「今何が
戦場で起こっているのか」をわかりやすく解説します。

新・ニューヨークの日本人　本田靖春全作
品集

本田靖春（著）
ニューヨークで稼ぎ、たくましく生きている魅力的な日本人が教えてく
れる、日本人が国際社会で生き伸びていくための「ヒント」

新聞記者の詩　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
送り手の側からは読者の顔が見え、受け手の側からは記者の顔が見え
る・・個性的な紙面づくりをしている読売新聞大阪社会部の舞台裏

スローセックス　男の持続力コントロール
法

アダム徳永（著）
一生モノの財産です。読むだけで延びる 自信がつく!!　ベストセラーシ
リーズ最新刊!!

成功する男のファッションの秘訣６０　９
割の人が間違ったスーツを着ている

宮崎俊一（著）
松屋銀座のカリスマバイヤーが、紳士服の見極め方を伝授。センス・予
算・体型に関係なく誰にでも役立つメソッドが満載！

「生」の日ばかり 秋山駿（著）
「私」とは何か。人生とは何か。60年あまり、日々の暮らしの中で、た
だ純粋に考えてきた言葉がある。純粋な探求の軌跡。

世界点点　裸の王国トンガ　本田靖春全作
品集

本田靖春（著）
何もない国トンガに暮らして書かれた紀行文。文明とは何なのか考えさ
せられる。つまり、この本は何でもある日本への警告文でもある

戦後の巨星　二十四の物語　本田靖春全作
品集

本田靖春（著）
長嶋茂雄、美空ひばり、ビートたけし、落合博満、手塚治虫、中上健
次、フランク永井・・戦後の「主役」たち、２４人のインタビュー集

戦後　美空ひばりとその時代　本田靖春全
作品集

本田靖春（著）
戦後、焼け跡のなかで育ち、国民的歌手となった美空ひばりの人生と、
彼女を大スターに育てた「戦後」に迫ったノンフィクション

1000ヘクトパスカルの主人公 安藤祐介（著）
特に不自由はなく、不満も無い。就職活動を前に、大学３年生の城山義
元は、空を見上げていた。「もはや上手い下手の次元ではない。奇跡の
産物に思えた」

戦略おべっか　どんな人でも、必ず成功す
る

ホイチョイ・プロダクションズ
（著）

「相手が本当に喜ぶことは何だろう？」つねに関心を持ち、的確にリ
サーチすれば、即、成功につながる！ホイチョイ式気配りのススメ

体験的新聞紙学　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
政治家や役人、大企業に取り込まれる記者、えげつない販売競争を繰り
広げる新聞社・・読売新聞記者だった著者が書いた新聞界の内情

TAJOMARU〔タジョウマル〕
浅野智哉（著）／市川森一
（著）／水島力也（著）／芥川
龍之介（原作）

芥川龍之介の伝説の原作『藪の中』を小栗旬が現代に復活させる！　そ
の世界観を奇跡のコラボで小説に!!

ダリア 森下くるみ（著）
いつも使い捨ての女だった。発達した乳房でしか人間に扱われないの
だ。――ほら、早く行けよ。ヤラれに行け……。

探偵小説五十年 横溝正史（著）
久しく入手不能であったエッセイ集を電子文庫で復刊。「途切れ途切れ
の記（正・続）」など37篇を収録。横溝正史ファン必読の書。

探偵小説昔話 横溝正史（著） 横溝ファン必読の随筆集！　32年ぶり待望の電子書籍復刊。

鎮魂戦艦大和（下）　―戦艦大和の最期 吉田満（著）
戦記文学の最高傑作「戦艦大和の最期」。講談社版と北洋社版の２つの
版を収録。
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月夜彦 堀川アサコ（著）
ときは平安、ところは都。賞金首を追ううちに、どんでん返しのるつぼ
にはまる。

天駆ける皇子
藤ノ木陵（著）／對馬有輝子
（絵）

皇位継承争いに名乗りを上げた穴穂部皇子。その運命は思いもよらない
方向へ……。日本書紀の史実を大胆に新解釈。

東京　文学の散歩道 中谷治夫（著） 産業人の視点から見た「近代文学の道すじ」。書き下ろし文学論。
ドキュメント脱出　４６００キロ・イラン
からの決死行　本田靖春全作品集

本田靖春（著）
１９８０年９月に始まったイラン・イラク戦争に巻き込まれた、２７人
の日本人のイラン脱出から帰国まで、「決死の旅」のドキュメント

どこかの街の片隅で 赤井三尋（著）
何でもない日常に、小さなしみがぽつんと一つ。小さなボタンの掛け違
いから起こる事件。人生の味わいを語る作品集。

日本ネオ官僚論〈続〉　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
『日本ネオ官僚論』の続編。農林省、経済企画庁、文部省、防衛庁、宮
内庁、厚生省の官僚たちは、戦後の日本で何をしてきたのか

日本ネオ官僚論　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
通商産業省、自治省、大蔵省、外務省、建設省、警察庁・・特権を得た
官僚が、どんな人間で、何を考え、どう行動するかを徹底分析

ニューヨークの日本人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
著者がニューヨーク特派員を勤めた、読売新聞「最後の１年間」
（１９６９年）にニューヨークで出会った日本人をめぐるルポルター
ジュ

ハマコー　だう！　政治と選挙とツイッ
ター

浜田幸一（著）
ツイッターで吠え続けるハマコーが、140字に収まらないほんとうに言
いたいことを初めて明かす！　※紙版の第3章のみを抜粋し、加筆修正。

はやぶさ　2592日の奇跡 吉川真（著・監）
人類初の偉業を成し遂げた超技術や科学者たちの裏話も。ＪＡＸＡ准教
授・吉川真が語る、約７年間の「はやぶさ」プロジェクト。

ＢＡＮＧ！　ＢＡＮＧ！　ＢＡＮＧ！ 朝比奈あすか（著）
親友が死んだ。俺は学校でしゃべるのをやめた。――失ってからわかる
こと、失わないとわからないもの――。

陽の鳥 樹林伸（著）
天才科学者・沖田下した決断――それは科学のタブーであるヒト・ク
ローン技術による息子の「復活」だった――！

評伝　今西錦司　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
日本の霊長類研究の創始者にして、日本山岳会のマナスル初登頂に尽力
し、日本国内１５００登山を成し遂げた、今西錦司を描いた評伝

福島原発　現場監督の遺言 恩田勝亘（著）
福島第一原発で現場監督を務め、隠された大量被曝事故を告発した平井
憲夫氏の証言を検証、原発取材40年の記者が再稼働へ重大警告

二人で育てるスローセックス　イッたフリ
は　もう、しない。

アダム徳永（著）
あなたを傷つけてきた男性にかわって土下座します。「痛い思いをさせ
て ほんとうにすいませんでした！(アダム徳永)

不当逮捕　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
読売新聞の検察担当の敏腕記者が、検察が仕掛けた「罠」にはまり逮捕
された。新聞記者とはどうあるべきかを問う著者の代表作

PRAY FOR JAPAN　３．１１世界中が祈り
はじめた日

prayforjapan.jp（編）
世界中から寄せられた祈りの言葉と写真。東日本大震災の夜、避難所で
２０才の大学生鶴田浩之が一晩で作ったサイトを中心に。

炎の放浪者 神山裕右（著）
帰るべき場所のために戦う人々に捧げる物語。江戸川乱歩賞作家・神山
裕右の才能がついに放たれた、慟哭のサスペンス。

真夜中の探偵 有栖川有栖（著）
すべての探偵行為が禁じられた平世２２年の日本で、少女は探偵として
歩みはじめる！

「みにくいあひるの子」だった私 梅宮アンナ（著）
いじめ、学校拒否、親とのあつれき、そして恋と破局。「だれにだって
告白したい心のキズはある」。

無垢の力　ピッカピカでい続ける法 杉山恒太郎（著）
「ピッカピカの一年生」の精神のなかにある「無垢の心」にこそ、困難
な時代を生き抜くためのこころとからだの構え方のヒントがある。

村が消えた　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
国家の意思に振り回された六ヶ所村の人々の２７年間を描いたルポル
タージュ。取り上げられたのは土地だけでなく、生活そのものだった

女神のタクト 塩田武士（著）
職と男を同時になくしつつもただでは起き上がらない女、矢吹明菜。パ
ワフルな“女神”が弱小楽団で出会った音楽の奇跡と恋。

妄想名探偵 都筑道夫（著）
奇術師、教師、刑事、俳優、ポン引き等であったと自称する珍妙名探偵
アル忠氏の活躍。

誘拐　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
東京オリンピックを間近に控えた１９６３年、東京下町で起きた「吉展
ちゃん誘拐事件」の真相を、犯人サイドから追うノンフィクション

乱脈経理　創価学会ＶＳ．国税庁の暗闘ド
キュメント

矢野絢也（著）
91年から始まった国税当局による創価学会への税務調査。緊迫の攻防を
「黒い手帖」を元に再現。宗教とカネのタブーに迫る話題作！

理論派スタイリストが伝授 おしゃれの練習
帖　　

大草直子（著）
ワードローブの揃え方にも順番と理由が。それを知れば、もう無駄な買
い物もせずにおまけにおしゃれになれます

ロサンゼルスの日本人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
日米貿易摩擦の最前線ロサンゼルスに住む日本人および日系人の「生活
と意見」。「真の国際化とは何か？」を問いかける書

ロッカショ　２万4000年後の地球へのメッ
セージ

STOP-ROKKASHOプロジェクト
（著）

人類にとって最も「不都合な真実」は日本にあった！

私たちのオモニ　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
朝鮮半島における南北の対立やイデオロギーの相違を超えて、在日の抱
える問題に取り組むべきだ・・そう主張した金宙泰をめぐる物語

私の途中下車人生
宮脇俊三（著）／草壁焔太（聞
き手）

鉄道作家・旅行作家、宮脇俊三はいかにして生まれたか。聞き書きで綴
る生い立ちと編集者生活、そして鉄道生活。

私のなかの朝鮮人　本田靖春全作品集 本田靖春（著）
朝鮮半島で生まれ育ったジャーナリストが、自身の半生を振り返りなが
ら、日本人による在日朝鮮人差別の本質について指摘する
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私の優しくない先輩 日日日（著）
先輩のことが大大大大大好きです！　そして……先輩のことなんて大大
大大大嫌い！　私の恋は一体どうなるの？

我、拗ね者として生涯を閉ず　本田靖春全
作品集

本田靖春（著）
両足を失い、右目の視力を失いながら書き続けた本田靖春の最後の作
品。「由緒正しい貧乏人」として生きた著者の「覚悟と矜持」
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