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概要
季刊文科 第６４号 特集私小説の力（西村賢太対談勝又浩）/青木 健/伊藤 氏貴/勝又 浩/津
村 節子/松本 徹/松本 道

特集 私小説の力 私小説は精神の自爆テロ 対談 西村賢太×勝又 浩 創作 死者の引っ越し 三
浦清宏／転落（三）吉村萬壱 連載／文科／同人雑誌から／同人雑誌季評／砦. 季刊文科
64号の詳細、目次はこちら. 価格. 1,620円（本体1,500円）. 発刊日. 2014年12月22日. ISBN.
978-4-86265-491-5. 季刊文科63. 第八回小島信夫文学賞発表
勉誠出版 私小説ハンドブック - 109人の作家を取り上げる他、研究者・実作者へのインタビュー、
キーワードや海外の状況など、「私を探究する文学」の全貌を提示。いまなお書かれ続ける「私小

説」の100年の歴史を繙き、その豊穣さとこれからの可能性を示す、初めての私小説ガイドブック。 .
秋山駿・勝又浩 監修／私小説研究会 編. 定価 3,024円.
2016年5月24日 . [第10次], 第十次早稲田文学から羽ばたいた小説家ふたりの初対談。 言葉で
世界を抱きしめる, 黒田 夏子,川上 未映子,市川 真人, 日語. 早稲田文学. [第10次], キャラク
ター小説の中国的起源, 福嶋 亮大, 日語. 早稲田文学. [第10次], 33歳と5ヵ月10日目に私は
(特集 〈私〉から別の形態へ : 複数の世界認識(リアリズム)), 温又 柔.
廖鴻基從搏海與護海的自我衝突之歷時過程中尋求定位，在完成以文學為媒介，推廣台
灣大眾對海洋環境關懷、海洋生態教育種種文化使命，突破了海洋教育落實在海上實際
行動的可能。拼湊完整台灣 .. 梁雙蓮主講，柏蘭芝整理，〈「婦女問題的探討」系列演講摘
要（五）--婦女與政治參與〉，《婦女新知》，第64期，1987年9月10日，頁18。
2016年12月20日 . ミステリには幽霊がよく似合う、かどうかは別にして、ミステリ→殺人→死体→幽
霊というぐあいに、ミステリには幽霊がつきもの。だって、幽霊＝憑きもの、でしょ? あっ、のっけから下
手なダジャレですみません。 幽霊屋敷、幽霊ホテル、幽霊書店があるなら、幽霊ゲストハウスがあっ
てもいいじゃないか。というわけで、このシリーズは.
私小説千年史 日記文学から近代文学まで/勝又 浩（小説・文学） - 【和辻哲郎文化賞一般部
門（第２８回）】長年私小説の研究を行ってきた第一人者による、私小説研究の総決算。日本文
学の底流には「日記」があるという.紙の本の購入はhontoで。
特集 「内陸の国ラオス/モン」 竹内正右「『ベトナム戦争』を今も戦い続けるモン」 朴鐘暁「現代韓
国の軍隊 徴兵の青春 一等兵時代」 ○全国同人雑誌優秀作 第8回まほろば賞候補作品 中山
茅集子「う ... 第3回富士正晴全国高等学校文芸誌賞 ・選評:勝又浩/山下博之/三田村博史/
五十嵐勉 ・小説 千葉珠絵「あの蒸し暑い夏の日」 佐々木優樹「密子.
九州文学」６号、高尾稔追悼より畑島剛「同時代」26号、特集「掌・手・て」より富田裕「天と地を
結ぶ手」、谷口正子「『手』 「私小説研究」（法政大学）10号、終刊号の特集「私小説の可能性」
より勝又浩「同人誌と私小説」、秋山駿「私小説は〈革命〉」（インタビュー） 「人物研究」23号より
野口周一「知られざる下村湖人」、安宅夏夫「竹久夢二新説」、松本.
投稿者：ひわき 投稿日：2012年12月11日(火)14時51分12秒 「季刊文科」第58号2012年11月27
日発行「同人雑誌季評」 ◇勝又浩氏「小説の肉食系と草食系」 天見三郎「猫とパチンコ」（「黄
色い潜水艦」56号、奈良市）、河合愀三「廃墟」（「龍舌蘭」183号、宮崎市）、松本春久「いまだ
陽射しはない」（「獏のあしあと」４号、和歌山市）、高山柳「屋敷.
第64巻 / 昭和女子大学近代文学研究室. -- 昭和女子大学近代文化研究所, 1991.4. 【4】今
井邦子略年譜 長谷川節子編→「短歌」41(6)(1994) ◇幻の《今井邦子像》の真実 長谷川創一
水声社2005. 今江祥智（絵本）. 【1】今江祥智の仕事 木村恵子→「月刊絵本」7(1)(1979) ◇今
江祥智の本→「ウィークリー出版情報」3(39)(1984). 【1・4】今江祥智.
2013年2月4日 . 【特集】 IT運用の将来像を考える ～標準化と自動化の進展～(第４回)
(2013/2/4 AM12:00:00 Mon) ... 【追悼】安岡章太郎さん 文芸評論家・勝又浩 最後の「文の人」
(2013/2/4 AM07:52:24 Mon) .. 好きな時代小説作家を３人挙げるとすれば - 伝奇ものの作家

(2013/2/3 AM11:57:27 Sun).
季刊文科 第６４号. 特集：私小説の力（西村賢太対談勝又浩）. 青木健 伊藤氏貴 勝又浩. 鳥
影社 (Ａ５) 【2014年12月発売】 ISBNコード 9784862654915. 価格：1,620円（本体：1,500円＋
税）. 在庫状況：出版社よりお取り寄せ（通常3日～20日で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲しいも
のリストに追加する · 季刊文科 第６９号. 柴田翔「地蔵千年、花.
西村 麗子（にしむら れいこ、1974年1月6日 - ）は日本で活動していた元ミュージカル俳優である。
元劇団四季 . 神奈川県出身。2013年劇団ピープルシアターを退団。現在希楽 ... 財）全国税理
士共栄会文化財団評議員、芸術活動分野選考委員、 InnovativeTechnologies特別賞選考
委員（経済産業省）等として多くの文化活動にも貢献している。
陳光興，＜1960年代的陳映真：訪談淺井基文教授＞，《台灣社會研究季刊》84期，2011.09。
陳芳明，＜如果是為了和平與團結──與陳映真談二二八事件＞，《台灣新文化》第9
期，1987.06。 陳明成，＜白色檔案•黑色故事──陳映真在「陳中統案」的角色爭議及該案所

反映的政治文化＞，《台灣文學評論》第9卷第3期，2009.07。
詩と眞實」８１８号の北原政典「桜樹の滴」は妻の鬱病を描いて、小説手法は光るものがある。８
１９号の正田吉男「放牛往還記（八）」は今回で連載が完結。放牛は熊本の僧 ... 三田文学』
は、『季刊文科』や『文學界』への転載や毎年刊行される日本文藝家協会編の『文学2017』（その
年の年号を冠する）にも転載される可能性がある。同人雑誌全体の.
70903040, 大衆小説の世界－幻想怪奇・探偵・SF, 荒俣宏、石上三登志、小隅黎、谷口高夫,
九藝出版, 初版Ｂ帯背ヤケ昭和53年1600円四六判238頁, 1000. 70813081, 母 .. 70122004, 季
刊 自然と文化 92年新春号 特集/幻覚都市, 別役実、松山巌、西島建男他, 日本ナショナルトラ
スト, 初版Ｂ1992年570円Ｂ５判変型67頁, 800. 70122005.
2015年1月11日 . たしかに、自己のプライバシーの隠ぺいによって、小説は社会的束縛から解放さ
れ表現の自由につなげてきた。（ちなみに「季刊文科」64号の勝又浩との対談で、西村は、「自分
自身のなにかを犠牲にして、それと引き換えにして書いている作家は信頼できると」語っている。） と
ころが、前掲書における伊藤整の概念化による私小説的.
「日本文学 １５年02」の書棚分類ページです。テーマは「日本文学 夏目漱石 芥川龍之介 宮沢
賢治 作家 三島由紀夫 寺山修司 小説 松本清張 城山三郎 森鴎外 川端康成 村上春樹 太
宰治 文学 漱石」です。横断検索や書名、著者名などの書誌・書籍出版情報のほかに古本買取
価格、表紙画像、ランキング、中古価格（出品件数）、レビュータイトル.
目次. 創作（死者の引っ越し（三浦清宏） 転落（三）（吉村萬壱） ほか） 連載（新詞華抄（第四
回）長い詩と短い詩懐かしい作家たち（第四回）佐々木基一「『戦後文学』は幻影だった」のころ
ほか） 特集（私小説は精神の自爆テロ（西村賢太 対談 勝又浩） やはり私小説を読むのが好きだ
（坪内祐三） ほか） 文科（偲ぶ会；「文学的世代」と百年祭 ほか）
2013年4月12日 . 彼女のプロフィールはまったくわからないのだけれども、びっくりしたのは、二〇〇八
年に発行したわたしの詩集を購入していたことでした。ほんとうにびっくり。 .. COALSACK64号
（2009.8・31/1000円コールサック社）特集は、詩集評論のほかに、四詩人小特集と・「大空襲三一
〇人詩集」出版記念会全記録です。☆どうるかまら５.
ほっ, 北國文華 第６２号（２０１５冬） 特集：動き出した妙成寺プロジェクト, 北国新聞社, 北国新
聞社, 14/12, \4920. たく, 啄木ふるさと人との交わり, 森義真, 盛岡出版コミュニティー, 14/03, \3532.
きか, 季刊文科 第６４号 特集：私小説の力（西村賢太対談勝又浩）, 青木健, 鳥影社, 14/12,
\1620. そう, 漱石の黙示録 キリスト教と近代を超えて, 森和朗.
創作（死者の引っ越し（三浦清宏）／転落（三）（吉村萬壱） ほか）／連載（新詞華抄（第四回）
長い詩と短い詩／懐かしい作家たち（第四回）佐々木基一「『戦後文学』は幻影だった」のころ ほ
か）／特集（私小説は精神の自爆テロ（西村賢太 対談 勝又浩）／やはり私小説を読むのが好き
だ（坪内祐三） ほか）／文科（偲ぶ会／「文学的世代」と百年祭.
朝の波 （季刊文科コレクション）/青木 健（小説・文学） - 昇が、朝実のことを「あの人」と呼ぶように
なったのはいつからだったろう。達夫が朝実と離婚して２年ほど経った頃だった−。表題作ほか「雨」
「水声」.紙の本の購入はhontoで。
2015年3月26日 . 話によると、安く技術力がある労働力を3年固定で使えるらしい。 . で、どうもこの
特集は、演劇、舞台、芝居、ミュージカル、エンターテイメントといったもの… ... @kenitirokikuti: 毎
日新聞 20150325 夕刊 「文芸時評 3月」 私小説巡る論争△「西村賢太を含む私小説を上げ、
逆に筒井康隆下げ」という勝又浩の発言を引き、ブルボン.
CMD角形バックカメラ」のお得なセット♪ 【商品内容】 ・ルームミラー型ドライブレコーダーQD-M101
×1 ・CMD角形バックカメラ ×1 【保証期間】 ・商品到着後、1年間 .. 文藝季評9 二つの短編集と
二つの長編 伊藤氏貴視点59 小堀桂一郎の「森鴎外」を読む 松本道介私小説をめぐる断章9.
日本語としての「私」? 勝又 浩物語のトポス 西行随歩3.
おんな書誌学 捕物小説にみる 弥生叢書14, 西尾忠久, 文庫判ｐ277 帯, 昭57, 国鉄厚生事業
協会発行, 500 .. 双雅房本ほか 古通豆本・47, 今村秀太郎, 並装ｐ64 こつう豆本, 昭55, 日本
古書通信社, 700. 蔵書票の芸術 .. 彷書月刊 1993年2月号 第9巻第2号 特集 私の好きな水木
しげる, 夜久弘「楽園探しの旅」ほか p72, 平5, 弘隆社, 700.

九州文学編集発行人 波佐間義之著の小説「兄と弟」が掲載されています。 おめでとうございま
す。みなさま、ぜひご一読ください。 特集 私小説の力 私小説は精神の自爆テロ 対談 西村賢太×
勝又 浩 やはり私小説を読むのが好きだ 坪内祐三 私小説を.
私小説研究」（法政大学）10号、終刊号の特集「私小説の可能性」より勝又浩「同人誌と私小
説」、秋山駿「私小説は〈革命〉」（インタビュー） . 季刊文科」第45号2009年７月31日発行「同人
雑誌季評」 ◇勝又浩氏「戦後は……」 間宮武「夜叉王」（「文学街」259号、東京都）、下澤勝
井「窪み石」（「土曜文学」４号、立川市）、刀根さぶろう「卯之吉」（同）、.
作家たちの往還 （季刊文科コレクション）/勝又 浩（小説・文学） - 作家たちの示す「行きて帰る」
構図、人生への大疑団と了得の往復運動−。 . 勝又 浩. 略歴: 〈勝又浩〉１９３８年神奈川県生
まれ。法政大学文学部卒業。文芸評論家。法政大学教授。著書に「我を求めて」「中島敦の遍
歴」など。 . 季刊文科 第７０号 特集山房の漱石と夏目家の人々〈.
雑誌『La Semeuse』と『ふらんす』 （第 2 次）の誕生大正 14 年（1925 年）1 月、フランス語とフラン
ス文化の雑誌『La Semeuse』（ラ・ スムーズ＝種まく女） が発刊された。 .. チボー家』の完結は昭
和 27 年を待たなければならないが、この間、一部の読書人を除いて一般にはまだ馴染みの薄かっ
た白水社の名を、 「フランス小説」の版元として広く.
あおき＿＿け, 青木健, 季刊文科 第６２号 特集：いま西行を読む（永田和宏対談松本徹）. あお
き＿＿け, 青木健, 季刊文科 第６３号 特集：中原中也は奇跡の詩人（佐々木幹郎対談青木
健）. あおき＿＿け, 青木健, 季刊文科 第６４号 特集：私小説の力（西村賢太対談勝又浩）. あ
おき＿＿け, 青木健, 季刊文科 第６５号 特集：座談会新編集委員を迎えて.
2012年9月7日 . 号 1991年9月10日. 大野陽子 編／小川. 国夫 関連. 小沢書店月報 創刊号
／特集 小川国夫／. 対談「文学の大難所越え」埴谷雄高・小川. 国夫／高橋英夫、大久保 ...
8642 一般資料雑誌 泉 季刊 １９７４年９月号. 田中亨 編集兼発行. 人／藤枝静男 収載. わが
家庭 藤枝静男「隠居の弁」p28. 第６号. 文化総合出版. 1974/09/11.
2008年10月28日 . [編集] 文学・文化学勝又浩（文学部、1974年群像新人文学賞評論部門受
賞） . 藤沢周（小説家、1998年芥川賞受賞） 1984年文学部日本文学科卒業、経済学部教
授、専攻は日本現代文学 .. 輝、広井純、津島恵子、増田由紀夫、筒井由美子、津久井啓
太、岸本一汰、須藤健三、神田卓典、松田のぞみ、西村麻里、田端乃 .

