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概要
古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？ 椎の木の根元
から突然現れた緑色の獣とそのか

レキシントンの幽霊 has 361 ratings and 12 reviews. Darya said: Мураками рассказов -

страшный, страшный писатель. Все лучших традициях японских сказок, только вмес.
レキシントンの幽霊. 村上春樹. 1回の配送の合計金額が、1,500円(税込）以上で送料無料！ 販
売中. 在庫わずか. 発送までの目安：当日～翌日. ※発送されてからお届けまでの日数は、地域に
より異なります. ※セブン-イレブン受け取りサービスをご利用される場合、配送に3～4日かかります.
YAHOO! JAPAN ウォレット. Yahoo!ウォレットを利用できます · 楽天ペイを利用できます. 価格(税
込): ￥497. ポイント数: 4ポイント. カートに入れる. 店舗で取置き. 店舗取置きサービスについて ·

返品について. 商品の説明; 商品の.
要旨. 村上春樹の短編小説「レキシントンの幽霊」は、高等学校の国語教科書にも採録されてい
るが、. きわめて不可解かつ めいた作品である。つまり、作品中に暗示的な表現が多くあり、それら.
が暗示するものごとをそれぞれ把捉することはそれほど簡単ではないのである。もちろん、作. 品全体
の主題（テーマ）を捉えることも容易ではない。 本稿では、この作品の精確な読解に不可欠と考え
られる次の三つの暗示的な表現について、. 先行研究を踏まえながら再検討するとともに、主題
（テーマ）の析出を試みた。
村上春樹の「レキシントンの幽霊」はちょっと変わった本です。1996年に刊行された単行本（短編
集）で、表題のほかに、 「緑色の獣」「沈黙」「氷男」「トニー滝谷」「七番目の男」「むくらやなぎと、
眠る女」の７作品です。 その中でも「レキシントンの幽霊」は村上ファンならずとも、要一読です。はじ
まりはこうです。「これは数年前に実際に起こったことである。事情があって、人物の名前だけは変え
たけれど、それ以外は事実だ」
1996, レキシントンの幽霊, 韓国、香港 (1998)、台湾. 1996, うずまき猫のみつけかた, 韓国. 1997,
アンダーグラウンド, 香港、台湾、イギリス、アメリカ、韓国、ドイツ. 1998, 約束された場所で
underground 2, 香港、台湾、イギリス、アメリカ、ドイツ. 1999, スプートニクの恋人, 韓国 (1999)、台
湾 (1999)、香港 (1999)、イギリス (2001)、アメリカ (2001)、ドイツ、イタリア、フランス、スペイン（スペ
イン語とカタロニア語、2002）. 1999, もし僕らのことばがウィスキーであったなら, 韓国. 2000, 神の子
供たちはみな踊る, 韓国.
「レキシントンの幽霊」村上春樹ケイシーの古い屋敷でみた多くのレキシントンの幽霊とはなんだった
のか。 そして、死んだ者の為に深く眠るということはどういうことなのか。これは「死」についてかかれたこ
となんで.
2016年10月10日 . 【スマホでもぜひ】. 村上春樹さんの本を読んだことがない、もしくは長編小説で
挫折したという方。 この機会に短編小説をスマホやKindle端末で気軽に読んでみてはいかがでしょ
うか。 個人的には「パン屋再襲撃」か「レキシントンの幽霊」のどちらかから読むことをおすすめしま
す。
2017年9月5日 . 村上春樹「レキシントンの幽霊」を読み直す. 佐野 正俊. 日本文学協会国語教
育部会第６３回夏期研究集会 2011年8月. 太宰治「猿ヶ島」を読む. 佐野 正俊. 日本文学協会
国語教育部会３月例会 2011年3月. 国語単元学習の可能性と課題 ―「国語単元学習の創造
（高等学校編）」に学ぶもの―. 佐野 正俊. 日本国語教育学会研究部主催 平成２２年度第３
回 公開研究会 2011年2月. 教科書掲載の児童文学を読み直す ―あまんきみこ「おにたのぼう
し」―. 佐野 正俊. 拓殖大学人文科学研究所 公開講座（.
村上春樹の短編小説集「レキシントンの幽霊」は、表題作ほか６篇の短編小説を収めているが、そ
のうち表題作と「七番目の男」は、「ねじまき鳥クロニクル」を書いた後に、その他は、「めくらやなぎと、
眠る女」を別にすれば、「ダンス、ダンス、ダンス」を書いた後にそれぞれ執筆したという。そこには五年
のブランクがあるわけだが、だからと言って、短編小説集として、まとまりがないという印象は受けない。
というより、それぞれの作品がかなりユニークなので、相互の比較を論じることをナンセンスなものにし
てしまうのである。
要 約. *~『上憲樹 『レキシントンの幽霊』 は) 「群像」 に発表されたショート ・バージョンと' 単. 行本
に収攣されたロング ・バ一ジョンの2っがある~ 本積では) 現在までに確認できる各. バージョンの異
同を積露した〝 ロング・バージョンは( 2の岬発行の 『村上春樹全作品ー剛. ~20mー (騰麟社) 収
離のものに訂正が積認できた~ 教科賽に採用されているショー ト・バー. ジョンは) 大修館警店系
統と三省堂系統の2りに大きく別れる〝 このうち三省堂系統は) こ. れまで村上春樹作品では
「僕」 だった主人公が, 「ぼく」 とされている点.
2017年12月6日 . この本を読んだとき、一番最初に思ったのが、村上春樹だなあという感想だった。
村上春樹『的』とでも言えばいいのか、他の作家には醸し出せない雰囲気やユーモアの含んだセリフ
の掛け合い、そのどれもが私の心に刺さってきた。短編集なのだが、どれも素晴らしく、悲哀を感じ、
やはり村上春樹『的』要素をふんだんに盛り込んだ本だなという印象だ。 最初の短編『レキシントン
の幽霊』はとある外国人の友人の家に留守を預かったとき、下から響いてくるオーケストラに主人公

が驚くという話だ。タイトルから.
【ジモティー】全国のレキシントンの幽霊の検索結果一覧です。レキシントンの幽霊の情報を全国の
全てのカテゴリから探せます。中古あげます・譲りますのネットのフリマ、ジモティー。ジモティーでは、レ
キシントンの幽霊をはじめ様々な商品で無料や激安格安販売の情報を多数掲載しており、最安
値のお得な商品を見つけることができます。単.
2017年8月7日 . 忘月忘日この「レキシントンの幽霊」は、一見すると構成上ふたつの話に割れてい
るように見える。ひとつは、レキシントンにある友人宅で〈僕〉が文字通り幽霊らしき〈現象〉に遭遇す
るくだり。もうひとつは、その邸宅の主であるケイシーとの最後の〈会話〉の.
1999年10月8日 . 氷男は南極に戻り、獣はドアの隙間から忍び込む。幽霊たちはパーティに興じ、
チョコレートは音もなく溶けてゆく。短篇七篇を収録.
ねじまき鳥」の後に書かれたのは表題作「レキシントンの幽霊」と「七番目の男」であるが、確かにそ
れ以前の4編と比べればそこに微妙な手触りの違いのようなものがあるような気がする。 「ねじまき
鳥」以前の作品はごく大雑把に言って「恐怖」というものの本質に近づこうとする試みであるが、そこ
ではその恐怖に囚われた人自身の救いは見出されず、深い沈黙の中に吸いこまれるようにして物語
は収束して行く。しかし、「ねじまき鳥」後の2編では、同じように「恐怖」が僕たちの心の中でどんな
ありようを示すかが語られながら.
2014年10月30日 . ジャズと関係が深い日本を代表する小説家 村上春樹。彼の作品から、ジャズ
やソウルフルなブラックミュージックなどが登場する小説を紹介します。今回は「レキシントンの幽霊」に
ついてです。 「レキシントンの幽霊」はゆとり世代の僕にとって印象の強い短編です。 短篇集なので
すが、そのタイトルの短編小説が国語の教科書に載っていました。 小学生の頃、村上春樹がこんな
にスケベで童貞臭くキザで孤独ナルシストファンタジー小説を書いているなんて知りませんでした。 陰
毛も生えていない時期に知っ.
2016年4月27日 . 小説の読書感想文に挑戦しました。 繰り返し読んでいる、村上春樹の短編集
「レキシントンの幽霊」の中から「沈黙」です。なにしろ何十年ぶりの読書感想文、自分の考えがあち
らに行ったり、こちらに行ったり。書き始める前は、「何を書いたらいいかわからない」状態になることを
予想していましたが、書き始めると、意外にも書きたいことがありすぎて、まとめるのに苦心しました。こ
の点はプラスにとらえて次に生かしたいと思います。 ２０年近くボクシングを続けているという物静かな
男、大沢が「かつて一度だけ.
少し不思議な雰囲気を持つ短編集。初めて著者の小説を読んだけど、文章が頭の中で自然に映
像化されて読みやすかった。特に好きなのは以下の２作。『沈黙』は長年ボクシングをやっている物
静かな大沢さんが唯一ボクシング以外で人を殴った話。本当に怖いのはある人間の言い分を無批
判に受け入れ、信じてしまう連中だというセリフが印象的だ。『トニー滝谷』は主人公トニー滝谷の人
生、父親、妻の話。妻の服のエピソードが印象的。数多のモノに囲まれてもそれを所有する人がい
なければそれは孤独でしかないんだな.
2012年10月15日 . レキシントン……』は、“ＢＬＩＮＤ ＷＩＬＬＯＷ……”と所収作品がかなりだぶる。
村上春樹文学の欧米人気の秘密を知るにはよい本かもしれない。 短編は、短いがゆえに、それを
どう語るかが勝負を決める。なによりも短い助走で読み手を作品世界に引き込まなくてはならない。
冒頭の１編「レキシントンの幽霊」からは、書き出しの巧さが感じとれる。 「これは数年前に実際に起
こったことである。事情があって、人物の名前だけは変えたけれど、それ以外は事実だ」。一人称の
「僕」が米国マサチューセッツ州に住ん.
2006年9月27日 . 村上春樹『レキシントンの幽霊』に登場するレキシントン（アメリカ・マサチューセッ
ツ）を紹介。その土地についての印象や情報など。旅に出る前に、出た後に、その土地が舞台となる
本を手にとってみましょう。
レキシントンの幽霊』. フロイト. 「喪の仕事」. NDC. 日本文学. 抄録(英). The aim of this study is

to reveal that the structure of Lexington Ghosts short stories of Haruki Murakami, has the
same effect as “work of mourning" conceptualized by Sigmund Freud. Lexington Ghosts is a
collection of short stories, including “Lexington Ghosts", “The Green Monster", “The Silence",
“The Ice Man", “Tony Takitani", “The Seventh Man", “Blind Willow, Sleeping Woman".

“Lexington Ghosts" depicts Casey's.
【卒業論文】. ・『源氏物語』における紫の上の役割について（栁澤 唯）. ・夕霧の教育―『源氏物
語』「少女」巻より―（我妻苑佳）. ・村上春樹『レキシントンの幽霊』論―「別の世界」、主体性に
ついて―（山本智美）. ・図書館ボランティア活動の現状 函館市中央図書館を中心に（伊川真
以）. ・子どもの言語習得と教育現場（齋藤果穂）. 平成二十五年度 卒業研究名簿. 平成二十
六年度 授業科目担当および題目. 平成二十六年度 受贈図書. 会則・学会役員. 編集後記.
マイルス・デイビス. 「いや、留守番といっても、マイルズ(それが犬の名前だ)に一日二度の食事さえ与
えてくれれば、あとは何もすることはない。」p17. 動画は「So What」. リー・コニッツ. 「リー・コニッツの古
い十インチ盤をターンテーブルに載せ、机に向かって文章を書いていると、時間は僕のまわりを心地よ
く穏やかに過ぎ去っていった。」p20. 動画は「My Melancholy Baby」ピアノ：ビル・エヴァンス. シューベ
ルト. 「ジェレミーの弾くシューベルトと、玄関前に停まっている青いBMWワゴンのことを。」p38. 動画
は「ピアノソナタ21番.
2016年1月19日 . 私の大学では村上春樹さんの本から読書に興味を持とう、という課題が出たので
レキシントンの幽霊を買って読んでみることにしました。 レキシントンの幽霊を読み、私は初めて村上
春樹さんの作品にふれました。 レキシントンの幽霊は実話をもとにした短編小説らしく、 アメリカに住
みこみ小説を書いて暮らしていたことがあるなんて、 なんてすごい人経験をしている人だと感じまし
た。 大学の講義でも村上春樹さんの批評や文の構成などについて学んだが、 ６６歳を今にして８０
近い作品を生み出し、 世界中の.
2012年2月28日 . レキシントンの幽霊」を読んで、ブログに感想を載せた後も、なんか心の中にもや
もやというか違和感が残って、先日友人とこの小説について話しましたら、友人も同じように感じてい
たので、補足として後日感想を書くことにいたしましたです。 短編の材料としては、どれもなかなか面
白いのです。 ただ…、自分好みの料理になるであろう材料をテーブルに並べられて、どんな料理が
出来るんだろうとわくわくして待っていたら、（悪い意味で）思いもよらない料理が出てきた感じ。 断片
的にはとても印象的だったり.
中島敦『山月記』 中島敦『山月記』の新しい「学習の手引き」に向けて ――「読むこと」の共通理
解を形成するための前提条件 髙野 光男. 夏目漱石『こゝろ』 既成認識と生成認識 ――夏目漱
石『こゝろ』における書くこと 小林 幸夫. 森?外『舞姫』 豊太郎の母〈諫死〉説の再検討 大塚 美
保. 志賀直哉『城の崎にて』 近代小説の一極北 ――志賀直哉『城の崎にて』の深層批評 田中
実. 村上春樹『レキシントンの幽霊』 『レキシントンの幽霊』におけるアジア戦争の記憶 ――村上春
樹“デタッチメント”時代の終わりをめぐって 藤井 省三.
レキシントンの幽霊のあらすじ・作品解説. 『レキシントンの幽霊』は1996年に「群像」に掲載された
村上春樹による短編小説である。これを表題作とする短編集も同年に文藝春秋より刊行されてお
り、その際には雑誌掲載時のものに加筆修正されたバージョンが収録された。2014年に三省堂『精
選現代文B』など高校の国語の教科書に採用された作品である。 この物語はフィクションでありなが
ら作者自身の体験を基に作られた話であり、マサチューセッツ州に暮らす「僕」が読者に語りかけるよ
うな口調で進んでいく。
. レキシントンの幽霊』.
レキシントンの幽霊 - 村上春樹 - 楽天Koboなら漫画、小説、ビジネス書、ラノベなど電子書籍が
スマホ、タブレット、パソコン用無料アプリで今すぐ読める。
2007年1月18日 . たとえば、『レキシントンの幽霊』の頃はまだ一人称のスタイルで書かれたものが中
心だったのに、『神の子どもたちはみな踊る』では三人称の世界へと転換しています。大きな嵐が通
り過ぎた後のような妙な静けさが小説のなかに満ちていることも気になります。 ご本人が明らかにして
いるとおり、『神の子どもたちはみな踊る』におさめられた短篇執筆の動機には、1995年の阪神淡路
大震災という大きな背景があります。直接的に震災の被害を描いているのではありません。しかし、
目に見えないかたちで、.
2013年6月17日 . 概要 短編集「レキシントンの幽霊」における一遍。 この短編集のいいところは、
短編にも関わらず読み応えのある作品が多く収録されているということです。 じっくり読んで三〇分
以上というところでしょうか。 私は氷男と出会い、結婚をする。 旅行した先で私はこころ惹かれた頃

の夫を失う。 ・作家 今回はこの物語を寓話として捉え、作中のものを何かに置き換えることを中心
に進めていきたいと思います。そして、趣味的範囲内において、他作品とのリンクを考えていきたいで
す。 まず、この物語を現実の物語.
レキシントンの幽霊 （文春文庫）/村上 春樹（文庫：文春文庫）の最新情報・紙の本の購入は
hontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも
貯まる。国内送料無料で、最速24時間以内出荷。
2016年10月7日 . 最近『レキシントンの幽霊』を再読している。前回の「沈黙」に続き、今回は表題
作の感想を書こうと思う。 「レキシントンの幽霊」は、村上ワールドで最も重要なキーワードの一つ、
「異界」（「あの世」、「向こう側の世界」）が物語のメインにあり、ある意味、「らしい」短編と言える。
『羊をめぐる冒険』、『ねじまき鳥クロニクル』などを持ち出すまでもなく、村上ワールドでは、主人公が
現実でない何かに迷い込む。その異界は、しばしば超現実的な経験（非現実の逆である）を、現
実世界以上に訴えかける。 本作は場面.
あれかこれかと思いをめぐらせながら、それは「レキシントンの幽霊」であると思った。 主人公の僕は作
家であり、作品を通して知り合った男性、ケイシーと仲良くなる。いつも遊びに出かけている、レキシン
トンにある彼の家の留守をしばらく頼まれる。立派な三階建ての古くて大きな屋敷。そこにはケイ
シーがその父から譲り受けた、古いジャズ・レコードの見事なコレクションがあり、そこにたまらなく惹か
れる僕は喜んでそのことを引き受ける。 ケイシーがロンドンへと出かけて、誰も居なくなった家でくつろ
ぎながら仕事をしたり、.
10, 評論 動物のことば・人間のことば（野矢茂樹）, 10, 評論 南の貧困／北の貧困（見田宗介）.
11, 評論 動物のことば・人間のことば（野矢茂樹）・〈表現〉意見を書く, 11, 評論 南の貧困／北の
貧困（見田宗介）. 12, 小説 レキシントンの幽霊（村上春樹）, 12, 評論 南の貧困／北の貧困（見
田宗介）・（表現）要約を書く. 13, 小説 レキシントンの幽霊（村上春樹）, 13, 詩歌 のちのおもひに
（立原道造）他. 14, 小説 レキシントンの幽霊（村上春樹）・「元始、女性は太陽であったー青鞜発
刊に際してー」を読む, 14, 詩歌 のちのおもひに（.
2016年10月24日 . 日本が世界に誇る唯一無二の健在する作家と言えば、村上春樹。10月7日
（金）から村上春樹の4作品「女のいない男たち」「パンヤ再襲撃」「TVピープル」「レキシントンの幽
霊」が一挙配信開始した。 | 村上春樹、日本が世界に誇る唯一無二の作家の名作「女のいない
男たち」など一挙配信開始.
初出：「文藝春秋」1996 年 2 月号、単行本：『レキシントンの幽霊』文藝春秋(1996)]. 【村上春
樹(むらかみ はるき)】. 1949 年 1 月 12 日生まれ。日本の小説家、アメリカ文学翻訳家。随筆・紀
行文、ノンフィ. クションの著作もある。京都府京都市伏見区に生まれ、兵庫県西宮市・芦屋市に
育つ。早. 稲田大学第一文学部映画演劇科卒業、ジャズ喫茶の経営を経て、1979 年『風の歌を
聴け』. で群像新人文学賞を受賞しデビュー。当時のアメリカ文学から影響を受けた文体で都会
生. 活を描いて注目を浴び、現在では、名実ともに.
2017年12月16日 . 村上春樹「中国行きのスロウ・ボート」; 村上春樹「カンガルー日和」; 村上春樹
「螢・納屋を焼く・その他の短編」; 村上春樹「回転木馬のデッド・ヒート」; 村上春樹「パン屋再襲
撃」; 村上春樹「TVピープル」; 村上春樹「レキシントンの幽霊」; 村上春樹「神の子どもたちはみな
踊る」; 村上春樹「象の消滅 短篇選集 1980-1991」; 村上春樹「東京奇譚集」; 村上春樹「はじ
めての文学 村上春樹」; 村上春樹「めくらやなぎと眠る女」; 村上春樹「女のいない男たち」. 掌編・
ショートショート. 村上春樹「夢で会いましょう」; 村上.
2008年1月13日 . 短編集『レキシントンの幽霊』を読んだ。この本には七編の短編が収録されてい
る。 順番に並べると， 「レキシントンの幽霊」（初出 1996年10月） 「緑色の獣」（1991年4月） 「沈
黙」（1991年1月） 「氷男」（1991年1月） 「トニー滝谷」（1990年6月） 「七番目の男」（1996年2月）
「めくらやなぎと，眠る女」（1995年11月の七編だ。 全体的には，ひたひたとした孤独感，静かな恐
怖感，死生観をテーマとして構成されているように思われる。特に生と死については村上春樹の作
品に共通するテーマといえるものかも.
2013年12月1日 . トニー滝谷の本当の名前は、本当にトニー滝谷だった」というなんとも印象的な
書き出しで始まる村上春樹の短編「トニー滝谷」が映画化されていたとはうかつにも知らなかった。

この原作小説は「レキシントンの幽霊」というジャズ・レコードが主役とも言える短篇を中心に編まれ
た短篇集に所収されている。 トニー滝谷 プレミアム・エディション [DVD]. posted with カエレバ. イッ
セー尾形 ジェネオン エンタテインメント 2005-09-22. Amazon · 楽天市場 · レキシントンの幽霊 (文
春文庫). posted with カエレバ.
. 太陽の西 中古価格:198円; レキシントンの幽霊 中古価格:198円; スプートニクの恋人 中古価
格:198円; 神の子どもたちはみな踊る 中古価格:198円; 螢・納屋を焼く・その他の短編 中古価
格:198円; 中国行きのスロウ・ボート 中古価格:498円; 1973年のピンボール 中古価格:398円; 村
上春樹全作品 1979～1989(2) 羊をめぐる冒険 中古価格:1300円; 回転木馬のデッド・ヒート 中
古価格:198円; パン屋再襲撃 中古価格:198円; 東京奇譚集 中古価格:198円; 村上春樹全作
品 1979～1989(4) 世界の終りとハードボイルド・.
村上春樹「レキシントンの幽霊」その１. 12 回. 小 説 ④. 村上春樹「レキシントンの幽霊」その１. 13
回. 小 説 ⑤. 村上春樹「レキシントンの幽霊」その１. 14 回. 小 説 ⑥. 村上春樹「レキシントンの
幽霊」その１. 期末試験. ９回∼１４回までの単元を範囲とする。 15 回. 解答返却など. 期末試験
の返却と解説. 詩（２）の導入. 16 回. 詩（２）―①. 鮎川信夫「死んだ男」その１. 17 回. 詩
（２）―②. 鮎川信夫「死んだ男」その２. 18 回. 詩（２）―③. 鮎川信夫「死んだ男」その３. 19 回.
評 論（２）―①. 茂木健一郎「現実と仮想」その１. 20 回.
[小説]『レキシントンの幽霊』村上春樹のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ
含）、ランキングや評価・感想など、おすすめ情報が充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入も
できます。出版社：文藝春秋.
2003年10月7日 . 村上春樹の同名短編小説（文藝春秋刊「レキシントンの幽霊」に収録）を映画
化した「トニー滝谷」の製作発表が、10月6日、東京古書会館（東京・神田小川町）にて行われ、
監督の市川準、主演のイッセー尾形、宮沢りえが出席した。国民的作家の村上春樹だが、
レキシントンの幽霊 - 村上春樹／著 - 本の購入はオンライン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、
完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽なうえに、個別梱包で届くので安心です。宅
配もお選びいただけます。
古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？椎の木の根元
から突然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。 「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ行こうと
したのか…。 次々に繰り広げられる不思議な世界。 楽しく、そして底無しの怖さを秘めた七つの短
編を収録。 氷男は南極に戻り、獣はドアの隙間から忍び込む。幽霊たちはパーティに興じ、チョコ
レートは音もなく溶けてゆく。短篇七篇を収録. 举报.
一冊で二～三年次にわたって履修できる、新教科書。 伝統的な教材と新鮮な教材を精選。 大
学入試にも配慮し、評論教材を充実させました。 内容特色, 改訂のポイント, 目次. 付属資料 ·
年間指導計画 · 観点別評価規準例. 内容特色. □ 二年間の履修に対応. 全体を二部に分け、
第I部には二年次用の教材を、第II部には三年次用の教材を、ジャンル別にまとめて構成。 □ 新旧
小説教材を精選. 「山月記」「こころ」「舞姫」ほか伝統的な教材と、村上春樹「レキシントンの幽
霊」安部公房「赤い繭」など現代的な教材とを、バランス.
タイトル: 「レキシントンの幽霊」論 ―村上春樹作品の入口として―. その他のタイトル: Theory
about "ghost in Lexington" -Reading as an entrance to Haruki Murakami work-. 著者: 伊勢,
光. キーワード: Homosexuality losing loneliness. Haruki Murakami (American) modern society.
発行日: 21-12月-2016. 出版者: 福井工業高等専門学校. 掲載誌: 福井工業高等専門学校
研究紀要 人文・社会科学. 巻: 50. 資料タイプ: Departmental Bulletin Paper. URI:

http://hdl.handle.net/10461/28423. ISSN: 05330181.
ショ. ンへ. の情. 物語と記憶. ――村上春樹「レキシントンの幽霊」論. 中野. 和典. N. AKANO.
K azunor i. 熱. が「別. のか. たちを. と. らずに. はい. られな. い」. で変容. した. もの〉. と見な. す田
中. 実論. 、ケ. イシ. ーとそ. の父を取. り込み〈次第に生. ( ). 6. 命力. を失. 〉わせ. る〈. 悪夢. 〉と
見な. す秋枝美保論. 〈. 僕」に対. 、「 ( ). 7. する「. ケイシ. ー. 」 や. その父. の愛. であり. 「僕」が
愛す. る古いジ. 、. ャズ. の霊た. ちの. 愛が「. 別の. かたち. 」 で現れ. たも. の〉と. 見な. す馬. 場.
重行論. 〈ケ. イシ. ー. の一族. の過. 去の栄. 華の.

レキシントンの幽霊.
スプートニクの恋人. 14. スプートニクの恋人; iTunes で見る. レキシントンの幽霊. 15. レキシントンの
幽霊; iTunes で見る. やがて哀しき外国語. 16. やがて哀しき外国語; iTunes で見る. 若い読者の
ための短編小説案内. 17. 若い読者のための短編小説案内; iTunes で見る. 意味がなければスイ
ングはない. 18. 意味がなければスイングはない; iTunes で見る. みみずくは黄昏に飛びたつ―川上
未映子訊く/村上春樹語る―. 19. みみずくは黄昏に飛びたつ―川上未映子訊く/村上春樹語る
―; iTunes で見る. アンダーグラウンド.
1 Jul 2017 - 10 min - Uploaded by AI SpeakerAI朗読推薦図書。序文のみ紹介。 続きが気にな
る方はこちら http://amzn.to/2t4jYQ9 音声で本に慣れ .
レキシントンの幽霊とは?短編小説作品名。 作者村上春樹収載図書レキシントンの幽霊出版社
文芸春秋刊行年月1996.11収載図書文学 1997出版社講談社刊行年月1997.4収載図書レキ
シントンの幽霊出版社文芸春秋刊行年月1999.10シリーズ名.
Pontaポイント使えます！ | レキシントンの幽霊 文春文庫 | 村上春樹 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784167502034 | HMV&BOOKS online 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利で
す！
2014年12月14日 . 引用はすべて文春文庫による村上春樹『レキシントンの幽霊』あらすじ古い屋
敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？椎の木の根元から突
然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ行こ.
春樹の小説は、中学校や高校の先生方からも注目されているのです。春樹の小説には、現実世
界には起こりえない「あちら側」の出来事が描かれます。教科書に載っている作品を例にとると、『レ
キシントンの幽霊』では、語り手はケーシーという友人の家で、パーティを催す幽霊たちと遭遇しま
す。『鏡』では、夜の中学校の校舎で、主人公は自分の分身を見ます。春樹について発表する先
生方はたいてい、「語り手はほんとうに幽霊を見たのか?それとも夢を見ていたのか?」「幽霊の出現が
意味するものは?」「主人公の分身は、彼.
2016年1月1日 . レキシントンの幽霊 読書感想 ずいぶん前に「村上春樹/レキシントンの幽霊」を
図書館で借りて読んだ。 分厚くてしっかりとした装丁の本だった。 あたりまえの人には考えられないこ
とだが、 作者はレキシントンのお城みたいに豪奢だが 少し暗さのある家に一人で 長期滞在すること
になるのだった。 そこで彼が見たものとは？ まさにタイトル通りの情景なのですが。 その小説の中で
ぼくにとって重要だと思えた部分は、 その頃彼が文章を書いていたパソコンが実は 「アップル社のG３
ノート」だったということだっ.
７編の短編によって構成されている本書は、いずれも「静かな話」である。『レキシントンの幽霊・緑
色の獣・沈黙・氷男・トニー滝谷・七番目の男・めくらやなぎと、眠る女』この中で、『レキシントンの
幽霊』は１・２年生の国語教科書にも採用されていますし、『七番目の男』も現代文に掲載されて
います。 特に、この『七番目の男』がお薦めです。人間の持つ心の闇の深さ、そしてそこからの解放
はあるのかといった問題を静かに問うている作品です。
2012年2月20日 . 本質はやはり、語り手の心が死んでいる小説ではないかと考える。 死をテーマに
した作品は山ほどあるけれど、語り手の視点自体が死んでいる作品は「城の崎にて」ぐらいしかな
い。そういった意味で村上春樹はとても稀有な作家だと思う。 最後に「レキシントンの幽霊」で分から
なかったこと。 それはどうして冒頭で「これは実話です」と断ったのかということ。 別にフィクションでもか
まわないのに。意図がよく分からない。 あと、ケイシーとジェレミーは恋人同士だったのだろうか、と、そ
んな無粋な事も考えた。
Amazonで村上 春樹のレキシントンの幽霊 (文春文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。村
上 春樹作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またレキシントンの幽霊 (文春文庫)
もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
「めくらやなぎと眠る女」（『蛍・納屋を焼く・その他の短編』所集）と、後に書き直された別ヴァージョン
「めくらやなぎと、眠る女」（『レキシントンの幽霊』 所集）の異同、そしてそれらの『ノルウェイの森』との
関係について. 小原一馬. 周知の通り『ノルウェイの森』は、短編集『蛍・納屋を焼く・その他の短
編』の中の「蛍」という作品世界を広げたもので、「蛍」は『ノルウェイの森』のなかにすっかりとりこまれ

ています。そして同じ短編集のなかの「めくらやなぎと眠る女」の話もまた『ノルウェイの森』の主人公
（「ワタナベ君」）とキスギ、直子.
「レキシントンの幽霊/村上春樹」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッ
シュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通
販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
Amazonで村上 春樹のレキシントンの幽霊。アマゾンならポイント還元本が多数。村上 春樹作品
ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またレキシントンの幽霊もアマゾン配送商品なら通
常配送無料。
22 Oct 2007 - 10 minその他のサービスアカウントでログイン. 動画説明. 再び、文学作品をギャル
ゲー風にし てみました。前回「蜂蜜パイ」と同 .
古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？椎の木の根元
から突然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ行こうと
したのか…。次々に繰り広げられる不思議な世界。楽しく、そして底無しの怖さを秘めた七つの短
編を収録。 ฿201.00 Online Price; ฿180.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price;

Availability Status : In stock at the Fulfilment Centre. Usually dispatches around 5 working
days. Retail store and online prices may.
2014年3月6日 . 村上春樹『レキシントンの幽霊』、表題作と、「緑色の獣」の二編を読んだ。 表題
作については、真夜中の、幽霊たちのパーティーが、その家の主人と、直接かかわりがあるものとし
て、最後に示されるのかな、と思ったけど、それは示されないまま終わった。自分が死んだとして、自分
のために、二週間も、夢を見ずに、こんこんと眠り続けるような人が、世界のどこかにいるか。その問
題と、幽霊たちのパーティーと、どのようなつながりがあるのか。 怖い話だという先入観を持って読んだ
から、その幽霊たちの.
2015年3月23日 . 『レキシントンの幽霊』には7つの短編が収められています。その中で「沈黙」という
作品は、村上春樹には珍しく〈わかりやすい〉作品です。元々それぞれの物語は独立しており、統一
したテーマは見当たらないのですが、特に異質で記憶に残ったのが「沈黙」です。
「レキシントンの幽霊」とは - 村上春樹著 短篇集 短編小説 収録作品 レキシントンの幽霊 緑色
の獣 沈黙 氷男 トニー滝谷 七番目の男 めくらやなぎと、眠る女 単行本 レキシントンの幽霊 出
版：文藝春秋 サイズ：四.
ひとつだけ言えることがある」とケイシーは顔を上げ、いつもの穏やかなスタイリッシュな微笑みを口元
に浮かべて言った。「僕が今ここで死んでも、世界中の誰も、僕のためにそんなに深く眠ってはくれな
い」 · 村上春樹『レキシントンの幽霊』 共感する. 1. よく閲覧されている名言. ジョン・フォン・ノイマン
· クリストファー・コロンブス · ハンナ・アーレント · ジョージ・ハリスン · 村上春樹 · 小説・古典・名著の
名言集. 関連キーワード. 世界中 · +Twitter +Facebook · ©2017 Word.
レキシントンの幽霊 (文春文庫)の感想・レビュー一覧です。
2010年11月9日 . 【米村】 村上春樹さんの短編集「レキシントンの幽霊」に収められている「七番
目の男」は、少年期に津波で親友を失った罪悪感から４０年もの間悪夢の中で生き続けてきた男
が、ある日届いた荷物の中から、かつて親友が描いた絵と出会うことによって、自分が抱えてきた記
憶に修正を施す話です。既存の世界を変えていく力を教えてくれます。 【川上隆志】 私のお薦めは
柳田国男の「遠野物語」。刊行されて今年はちょうど１００周年です。近大文学の出発点でもあ
り、面白い妖怪話が多数出てきます。
レキシントンの幽霊』（レキシントンのゆうれい）は、村上春樹の短編小説集。 目次. [非表示]. 1 概
要; 2 収録作品; 3 脚注; 4 関連項目. 概要[編集]. 1996年11月、文藝春秋より刊行された。装丁
は坂川栄治。表紙の写真は戸田嘉昭。1999年10月、文春文庫として文庫化された。いくつかの
作品は収録にあたり加筆されている。 収録された7つの作品のうち、「レキシントンの幽霊」を除く6つ
の作品すべてが英訳されている。現在それらは『The Elephant Vanishes』（クノップフ社、1993年）と
『Blind Willow, Sleeping Woman』（.
2013年9月10日 . 文学にあらわれた《中欧》という吊の 幽霊 （ フアントム ） ——中欧文学は存在
するか（抄録）. オルガ・トカルチュク【訳・久山宏一】. 第一回東京国際文芸フェスティバル開催特

別企画. ダニエル・ヴァースキーの机から . ハルキを上意打ちする. 「レキシントンの幽霊」異聞. 秋草
俊一郎. 「物語」と第三の空席 ——村上春樹とモーリス・ブランショ. 郷原佳以. 村上春樹の「シス
テム」（上） ——小説空間のモダニティ（4）. 石川義正. オオエはここがイケてる！ 煽情と楽屋落ちと
叛乱と。——私が大江健三郎を読む.
2011年10月27日 . さて、話をこの小説、レキシントンの幽霊に戻しますが、まず大まかな概要を解
説するとタイトル「レキシントンの幽霊」とは「僕」という村上春樹氏本人を連想される一人称で語ら
れるノンフィクション形「フィクション」小説で、その「僕」が過去にケイシーという「僕」の小説の読者に
ボストン郊外の高級住宅街「レキシントン」に構えている読者の邸宅の留守番を頼まれ、その初日
に眠りについた午前1時頃に「僕」が出会う幽霊達の事です。 _200208-09.jpg 実際は単なる「夢オ
チ」といったポピュラーかつ下衆なオチ.
2016年10月1日 . 論文題目【専任教員】, 著者. 虚弱高齢者の生活行動おける自己決定に関す
る研究―具体的支援方法に焦点をあてて― pdf, 笠原幸子. 村上春樹の「レキシントンの幽霊」
について pdf. 坂田達紀. 可治の時代に移行する前後のハンセン病と社会保障法制に関する考察
pdf. 和田謙一郎. 「トハイエ」を含む文の分析 pdf, 高橋美奈子. 家庭裁判所における子どもの心
情・意向調査への司法面接の活用 pdf. 田中晶子. 「遅滞」と「持続」―1970年代の薬物使用と
「介入／処遇」をめぐる歴史社会学的考察― pdf.
2016年2月17日 . レキシントンの幽霊」のときのように”本当の話じゃないような気がするかもしれない
けれど、実際にあって聞いた話で”のような感じもするけど、これは創作よねえ。 孤独な同性愛者の
ピアノ調律師の日常「偶然の旅人」、サーファーの息子を無くした母親がその浜辺で夏を過ごす「ハ
ナレイ・ベイ」、すぐにありそうなのになくなってしまったものを探しに「どこであれそれが見つかりそうな場
所で」、移動する不思議な石の話「日々移動する肝臓のかたちをした石」、思い出のものと一緒に
人の名前を盗んでしまう猿「.
一 語り手の位置／二 物語のスキャニング／三 自由間接話法と視点／四 「タイランド」分析の視
点 2 距離とエコー―「レキシントンの幽霊」「バースデイ・ガール」 一 話法と時間／二 距離による虚
構 「レキシントンの幽霊」／三 エコーによる構成 「バースデイ・ガール」 3 自己の重層性―「自己と
は何か」 一 はじめに／二 物語の開かれ／三 物語の重層性 4 表象不可能性／物語とアイデン
ティティ―ティム・オブライエン『本当の戦争の話をしよう』 一 ある『ノルウェイの森』論／二 物語と主
体の位置／三 物語とモラル／四 物語の.
わけではないが、そして初出と再掲までの間の研究史が引くに値しないものであるなら、それを無視.
して一切の改稿をすることもないだろうが、たとえば「レキシントンの幽霊」論のように中途半端な. 手
入れをされた論が載せられた場合、表題の〈〈教室〉の中〉に赴く以前の教員の行なう教材研究的.
な視点で言えば、きちんとした教材研究を行なおうとした時、あるいは作品研究史を踏まえた立論
を. しようとした時、〈改稿〉とはどの程度のものなのかがわからない中で、ほとんど変わらない論の２.
つを比較しながら読ませられ、.
新潮」1983年１月号／『蛍・納屋を焼く・その他の短編』新潮社1984年７月刊） Barn
burning（The New Yorker 1992.11.2） ９）緑色の獣 （「村上春樹ブック」〈「文學界」臨時増刊
1991年４月号〉／ 『レキシントンの幽霊』文藝春秋1996年11月刊） The little green monster 10）
ファミリー・アフェア （「LEE」1985年11・12月号／『パン屋再襲撃』） Family affair 11）窓 （「トレフ
ル」1982年５月号〈原題「バート・バカラックはお好き？」〉／『カンガルー日和』） A window 12）ＴＶ
ピープル （「Par AVION」1989年６月号／『ＴＶピープル』）
句型の意味・用法を理解し、正確に解釈することができる。 ・それぞれの思想を的確にとらえること
ができる。 ・「諸子百家」についての基本的知識を持つことができる。 （後期中間試験）. 1. ＋1 答
案返却時指導. 現）・ホンモノのおカネの作り方. 〈評論〉. ・ 身体像の近代化〈評論〉. ※レキシント
ンの幽霊. 6. 6. ・論旨を追いながら、貨幣の本質についての筆者の意見を読み取ることができる。 ・
筆者の歴史分析を理解し、身体の「文化的」「社会的」側面に気づくことができる。 ※小説を味わ
い、読書レポートをまとめることができる。
[0%/0] 古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？椎の木
の根元から突然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ

行こうとしたのか…。次々に繰り広げられる不思議な世界。楽しく、そして底無しの怖さを秘めた七
つの短編を収録。
村上春樹「レキシントンの幽霊」の教材研究のために : 「別のかたちをとらずにはいられない」「ものご
と」をめぐって(読む). 佐野 正俊. 1) 国際基督教大学高校. 公開日: 20170801. 本文PDF [394K].
抄録. 本文PDF [394K]. Copyright © 1999 日本文学協会. ページトップへ.
2013年4月8日 . 16 沈黙（『レキシントンの幽霊』） 17 象の消滅（『パン屋再襲撃』） 私が好きだっ
たのは「パン屋再襲撃」「納屋を焼く」「中国行きのスロウ・ボート」 「午後の最後の芝生」です。 「納
屋を焼く」には主人公がフォークナーの短編を読むシーンがあるのですがフォークナーには「納屋を焼
く」という同名の短編があります。 でも村上氏は，それは偶然で読んだことがないと言っているとか。
（本当かなあ）. ちょっとお笑いを。 なんと中国広東省には「村上春樹」というパン屋さんがあります。
短編「パン屋襲撃」「パン屋再.
2012年10月16日 . 私はときどき、国語教育の学会や研究会に足をはこびます。そうすると、かなりの
確率で、春樹作品についての発表を聴くことになります。春樹の小説は、中学校や高校の先生方
から、かなり注目されているのです。 春樹の小説には、現実世界には起こりえない「あちら側」の出
来事がしばしば描かれます。教科書に載っている作品を例にとると、『レキシントンの幽霊』では、語
り手はケーシーという友人の家で、パーティを催す幽霊たちと遭遇します。『鏡』では、夜の中学校の
校舎で、主人公はじぶんの分身を見.
2016年1月27日 . 短編集「レキシントンの幽霊」：1996年、文藝春秋より単行本刊行、 1999年に
文春文庫として文庫化された。 お気に入り詳細を見る. 出典www.7netshopping.jp. 本の内容 古
い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？椎の木の根元から
突然現われた緑色の獣のかわいそうな運命。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極などへ行こうとした
のか…。次々に繰り広げられる不思議な世界。楽しく、そして底無しの怖さを秘めた七つの短編を
収録。 お気に入り詳細を見る.
Définitions de レキシントンの幽霊, synonymes, antonymes, dérivés de レキシントンの幽霊,
dictionnaire analogique de レキシントンの幽霊 (japonais)
レキシントンの幽霊」（レキシントンのゆうれい）は、村上春樹の短編小説。 目次. [非表示]. 1 概
要; 2 あらすじ; 3 脚注; 4 関連項目. 概要[編集]. 初出, 『群像』1996年10月号. 収録書籍, 『レキ
シントンの幽霊』（文藝春秋、1996年11月）. 雑誌に掲載されたものはショート・バージョン。短編小
説集『レキシントンの幽霊』（文藝春秋）にはロング・バージョンが収録された。 なお著者は本短編
発表の10年前、『ハイファッション』1986年10月号に「チャールストンの幽霊」というエッセイを寄稿し、
そこで次のように書いている（チャールストン.
2006年5月31日 . 最近読書にハマっている。しかし、新しい本を買いに行くためのResearchもしてな
いし、 本屋にも行ってない。 と、いう事で、本棚の奥底をあさっては、昔読んだ本を読み返すことにし
ました。 そして、今、村上春樹の「レキシントンの幽霊」を読みかえしている。 1996年に出版されたこ
の本、７つの短編小説家ら成っている薄ーい本なのですが、 その中には、昨年映画化された「トニー
滝谷」 の原文もあります。 基本的にこの本、人間の薄暗い部分を描いているように思います。 起
承転結という基本は無く、起承転.
【無料試し読みあり】「レキシントンの幽霊」（村上春樹）のユーザーレビュー・感想ページです。ネタバ
レを含みますのでご注意ください。
2011年12月20日 . とあるブロガーさんが、渋谷の映画館へ「トニー滝谷」を見に行った時にアンケー
トに答えたら、後日りえちゃんとイッセー尾形、ナレーションを担当した西島秀俊、監督の市川準の４
人のサイン入り原作本が送られて来たのだそうです。 この映画は同じタイトルの村上春樹の短編小
説を基に作られています。 「レキシントンの幽霊」という短編集に収められているので、その本が送ら
れて来たようですね、うらやましい。 しかも、このブロガーさんの誕生日当日に届いたそうで、二重の
喜びだったようです。
古い屋敷で留守番をする「僕」がある夜見た、いや見なかったものは何だったのか？ 椎の木の根元
から突然現れた緑色の獣とそのかわいそうな運命とは。「氷男」と結婚した女は、なぜ南極に行こうと
したのか……。次々に繰り広げられる不思議で、楽しく、そして底なしの怖さを秘めた７つの物語。

On 23 Oct 2016 @musicjp_mti tweeted: "村上春樹、日本が世界に誇る唯一無二の作家の名
作「女のいない男たち」など一挙配信開.." - read what others are saying and join the
conversation.
名前：馬渡 健（まわたり けん）; 所属：天文学専攻博士課程後期１年; 出身高校： 茨城県私立
江戸川学園取手高校; 最近読んでいる本： 『レキシントンの幽霊』村上春樹『中原中也とアイン
シュタイン』池内了『シャーロックホームズ/バスカヴィル家の犬』コナン・ドイル（英訳）; 掲載日：
2012.06.14. １．現在、どんな研究をしてますか？ 宇宙の果ての銀河に対して大望遠鏡を使って観
測的に研究しています。宇宙規模の大きなスケールになると、相対論的効果により、「遠くの天体を
見るということ＝その天体の昔の姿を見ていること」.
村上春樹さんの名作「レキシントンの幽霊」の名言集をピックアップ。ご紹介しています。
2010年9月1日 . 弟の読書感想文を手伝うことになった。手伝う代わりに課題図書俺が選ぶ、と傍
若無人な兄貴権限を発動して、いくつか提示された選択肢の中から村上春樹『沈黙』を選んだ。
『レキシントンの幽霊』って短編集に収録されてんだけど、『レキシントンの幽霊』読んだことなかったの
で。 感想文書くなら、と思って、短編だったし3回程読んでみた。で、…
2015年8月29日 . 私は村上春樹さんが昔から好きで、同じ本を何度も何度も飽きずに読む。 そも
そも、私は新作だからとあれこれと手をつけるよりも、気に入ったものを繰り返して読んだり、それを落
ち込んだときの心のよりどころにしたりするので、自然と守備範囲が狭い。 私が春樹ワールドに出
会ったのは高校生のときだった。 最初に読んだ本は「ノルウェイの森」ではなく、「レキシントンの幽霊」
という短編小説で、当時の国語現代文の教科書に載っていたのだ。 高校一年生か二年生かは覚
えてないけれど、全く別の題材を.
2010年3月5日 . こんばんわ。 月曜日に食べたホルモンがあたったのか、おなかの調子が悪く、果ては
熱まで出てしまい、 ここ数日、仕事から帰るとソッコーで寝てました。 今日は久しぶりの「Aの語る村
上春樹」。 今日紹介したいお話は、「めくらやなぎと、眠る女」です。 このお話も短編です。 もともと
は、「レキシントンの幽霊」という短編集に収録されていました。 レキシントンの幽霊 (文春文庫)
(1999/10) 村上 春樹 商品詳細を見る. しかし、最近は海外で発売され、高い評価をうけた短編
集「Blind Willow, Sleeping Woman」.
レキシントンの幽霊(文春文庫) [文庫]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レ
ビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料
金無料、即日・翌日お届け実施中。
2005年3月12日 . 市川準監督の「トニー滝谷」を見に行く前に、原作である「トニー滝谷」が所収さ
れている「レキシントンの幽霊」を読み直しました。 この短編集も、何度か読み直しているのですが
「トニー滝谷」はタイトルのインパクトだけしか覚えていなくて、映画化されたと知ったと.
ねじまき鳥と火曜日の女たち』は『ねじまき鳥クロニクル』の短篇バージョン。これはこれで成り立ってる
からすげーよな。オレ的には『双子と沈んだ大陸』が好きだ。失われつつあるものとすでに失われたも
のについてのお話。でも、全部好きっちゃー好きだ。 ※”渡辺昇”という奴がたびたび登場する。あると
きは同僚、あるときはコンピュータ技師、そして猫。ちなみにオレの中学時代の社会の先生も渡辺
昇。都合のいい名前、”ワタナベ・ノボル”。 レキシントンの幽霊 / 新潮文庫. 収録されてるのは『レキ
シントンの幽霊』、『緑色の獣』、『.

