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概要
所有者の願い事を３つだけかなえてくれる「猿の手」。「妃」と綽名される女と、そのまわりに集う男た
ち。不穏な揺り籠に抱かれて

妃は船を沈める 猿の左手-イメージ・アルバム - ＣＤ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。
2017年11月4日 . Blocked Blocked @samisigariya7. Unblock Unblock @samisigariya7.

Pending Pending follow request from @samisigariya7. Cancel Cancel your follow request to
@samisigariya7. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. 「妃は船を沈める」有栖川有栖「妃」

と呼ばれ若い男達に囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子に不幸な事件が付き纏った。友人
の夫が車ごと海に転落、取巻きの1人は射殺された。妃沙子が所有する猿の手は厄災を齎すという
#読書 「『猿の手』はご存知ですね？
準備万端整えてもまだまだ列は長く、かといって他のお客さんのように「妃は船を沈める」を読めるほ
ど気持ちは落ち着いてもいない。しばらくぼーっとしていましたが、ついつい後ろのお嬢さん2人組の楽
しそうな声に釣られて話しかけてしまいました。 今回初めてのサイン会だというお嬢さんたち。うち一人
が写真を撮りたい、サインしているところを撮っても良いんだろうか、しかも一眼レフなんだけど！と興
奮されていたので、わたくしの過去の傍若無人ぶりとカメラを披露。もちろん今日も持ってますよカメ
ラ。その上、サイン会では.
2013年9月2日 . 作家アリスシリーズの第８長篇。 ストリート青年たちの世話を焼き、傅かれるのを
悦びとしている女性、“妃”と綽名されるマダム然とした人物をキーバーソンに据えたストーリー。 幕間
を結節点とした中篇二部構成の連作長篇仕立てなんだけど、元々別個の単発作品にする予定を
途中で長篇構想に変更したのだそうで、うーん；； 無理に繋げなくてもよかったように思う。 アンソロ
ジーピースの感さえある怪奇小説の名作短篇、Ｗ・Ｗ・ジェイコブスの「猿の手」を本歌とし、“三つの
願いと引き換えに災いが齎される”.
Anobii掲載の有栖川有栖作の妃は船を沈める (出版社光文社、その他形式) の筋書きとレビュー
を見る.
タイトル, 妃は船を沈める. 著者, 有栖川有栖 著. 著者標目, 有栖川, 有栖, 1959-. 出版地（国
名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 光文社. 出版年, 2008. 大きさ、容量等, 253p ; 20cm.
ISBN, 9784334926182. 価格, 1600円. JP番号, 21456379. 出版年月日等, 2008.7. NDLC,
KH67. NDC（9版）, 913.6 : 小説．物語. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO6392形式）, jpn : 日本語.
. 水晶の謎 （2005年、講談社ノベルス→2008年、講談社文庫） ◇; 乱鴉の島 （2006年、新潮社
→2008年、講談社ノベルス→2010年、新潮文庫） ◇ · 女王国の城 （2007年、東京創元社
→2011年、創元推理文庫[上下巻]） ◇; 壁抜け男の謎 （2008年、角川書店→2011年、角川文
庫）; 妃は船を沈める （2008年、光文社→2010年、カッパ・ノベルス→2012年、光文社文庫） ◇;
火村英生に捧げる犯罪 （2008年、文藝春秋→2011年、文春文庫） ◇ · 赤い月、廃駅の上に
（2009年、メディアファクトリー→2012年、角川文庫）.
2017.11.05(日) * 単行本やノベルズ版を整理して、文庫本で揃えようと実行しています。 * というわ
けでこんかいは7年ぶりに読んだ「妃は船を沈める」。 事件の内容をまったく覚えていませんでしたが、
7年も経っていればそんなこともあるでしょう。うんうん。 * まったく覚えていなかったのは事実なのです
が、火村先生とアリスの「猿の手」のディスカッションについてはおぼろげながら記憶があります。火村
先生のエキセントリックな考察が有栖川先生の解釈をもとにしているというのがもう、ひじょうに興味
深いです。 こんなに.
しかし、海賊船が鳴門（なると）の海峡（かいきょう）に近づくと、にわかに空がかきくもり、海には大うず
がおこって、横なぐりの雷雨（らいう）が吹きすさぶと、船は木の葉のように波にもまれはじめました。そ
して、荒れくるう海の中に、武文の亡霊（ぼうれい）があらわれたのです。 首領は、「これは海の神の
いかりだ。これをしずめるには妃を海に放すしかない。」と考えました。妃は小舟に移され、荒れくるう
海に放されました。妃はいつしか気を失ってしまいました。 妃は島の人たちの手厚いもてなしのおか
げで、すぐに元気を.
2011年10月16日 . 妃は船を沈める, 大和は国のまほろば………奈良県の歴史が好きな柏原市
在住高校生のブログです。→2016年４月から京都の大学生となります。 郷土史紹介・読書感想が
中心ですが、日記・旅行記・ドラマの感想など結構なんでも扱います。三郷・柏原・王寺周辺に関
するご質問はお気軽にどうぞ。できるだけお答えします。
妃（きさき）は船を沈める - 有栖川有栖 -（光文社文庫）など電子書籍を読むなら
BOOK☆WALKER。漫画、ラノベ、小説などがスマホで今すぐ読める！
妃は船を沈める／有栖川有栖』 ⁑ 「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女
性・妃沙子には、不幸な事件がつきまとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺

された。妃沙子が所有する、三つの願いを叶えてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は
祈りを捧げた報いなのだろうか。 ⁑ 作家アリスシリーズ 長編かとおもいきや、別々の事件を扱う二部
構成の作品。二部構成やからこその面白さがあった ⁑ #妃は船を沈める #有栖川有栖 #火村英生
#作家アリスシリーズ #火村.
2015年3月27日 . 有栖川有栖 さんの火村シリーズの一冊、『妃は船を沈める』は はしがきにもある
通り、中篇二作を幕間で繋ぎ一つの長編として纏められた作品です。 二つの事件を通し、〔火村
英生ｖｓ犯人〕の構図が強く意識されていて、 ヒーローとしての火村の格好良さが際立っています。
妃は船を沈める. 私が有栖川さんの作品を読むといつも感心してしまうポイントの一つが、 シリーズご
との書き分けです。 江神二郎・火村英生・空閑純が探偵を努める三つのシリーズを 並行して書か
れているのですが、それぞれの.
【漫画全巻ドットコム】【書籍】妃は船を沈めるを864円で販売しています。□ 最短翌日お届け □ ポイ
ント40円分プレゼント □ 漫画全巻ドットコムはコミック,まんが,マンガ,ライトノベルの漫画全巻専門書
店です。少女コミックや少年コミック、 青年コミック、ライトノベルを全巻セットで購入できます。なつか
しのあの作品から最新の作品まで漫画大好きなあなたにおすすめ！
妃は船を沈める』. 変わった店だが、料理のメニューにあるのはありふれた洋食ばかりだ。まずワインを
選んでから、ゲオルグと私ミハエルはカツレツ定食、ソフィア姐さんはボルシチを注文した。 ※地下鉄
大阪港駅近くの元船員バー。女主人は客を外国名で呼ぶ。火村→ゲオルグ、アリス→ミハエル、小
夜子→ソフィア。よく考えるとアリスそのままで外国名でいけるじゃんw 火村はゲオルグって感じじゃな
いと思うんだ、どっちかっていうとハインリッヒ、な気がする。あとアリスにミハエルもどうかと。もうちょっと、
えーと、そのー、.
2014年12月13日 . ・30歳前後（狡噛は本編28で劇場版31、火村は32～34） ・喫煙者、へヴィス
モーカー・ボサボサの黒髪・襟元を開けてネクタイを緩めたスーツ姿であり、その格好に何らかの物語
的意味があると推測される（狡噛：監視官時代はきっちりした着こなしだったが、執行官になると
佐々山の模倣のようにスーツを着崩す／火村：『妃は船を沈める』にて、高柳に「ネクタイをちゃんと
締めないのは、犯罪に絡む強迫観念に起因しているのではないか」と指摘される） ・犯罪捜査に関
わる職業（狡噛：厚生省公安局刑事課一.
妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつきま
とった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、三つの願
いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀歌
の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。 S$12.70 S$10.79

Online Price; S$10.79 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability Status : In stock
at the Fulfilment Centre.
2017年2月20日 . 【火村シリーズ刊行一覧】. 46番目の密室; ダリの繭; ロシア紅茶の謎; 海のある
奈良に死す; スウェーデン館の謎; ブラジル蝶の謎; 英国庭園の謎; 朱色の研究; ペルシャ猫の謎;
暗い宿; 絶叫城殺人事件; マレー鉄道の謎; スイス時計の謎; 白い兎が逃げる; モロッコ水晶の謎;
乱鴉の島; 妃が船を沈める; 火村英生に捧げる犯罪; 長い廊下がある家; 高原のフーダニット; 菩提
樹荘の殺人; 怪しい店; 鍵の掛かった男; 狩人の悪夢. （※角川ビーンズ文庫は再録集なので除き
ました）.
CMで話題！フリマアプリ「メルカリ」は、スマホから誰でも簡単に売り買いが楽しめるフリマアプリです。
購入時はクレジットカード・キャリア決済・コンビニ・銀行ATMで支払いでき、品物が届いてから出品
者に入金される独自システムで安心です。
有栖川ファンであれば買うでしょう」とな。私はファンですが文庫化まで待ちますよ。運良く同僚に単
行本を借りられたので何年後かの文庫化の前に読めました。ラッキーです。 長編ではあるものの第
一部「猿の左手」、幕間、第二部「残酷な揺り籠」の三部構成。意外な感じの構成の謎は「はしが
き」として冒頭で説明されていました。あとがき読まない派ではありますが、はしがきならば読まずにい
られないし、ちょっとむっとはしましたが、この作品にあとがきはいらない。それくらい読後感が哀しくて良
かった。読後感に浸るには.
妃は船を沈める on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

2016年7月25日 . 海の日に行われた、大漁祈願祭・天妃様行列のレポートです！ 本祭の7月18
日。朝方に霧雨が降っていましたが、祈祷が終わる頃には雨も上がり、神社前からお神楽が出発。
大漁旗を掲げた今年の御召船・第二十八光明丸に乗り込みます。笛太鼓の音色を響かせ、出
港。十数隻もの船に守られ、大間港沖に向かいます。 御召船 沖へ出港. お神酒でお清めを終え
たお札を海中に沈める神事・お札入れをし、今年の大漁・海上安全を祈願します。 お札入れ2016.
大漁祈願祭が終わり、１１時半頃、天妃様.
2014年7月19日 . 妃は船を沈める (光文社文庫). 作者: 有栖川 有栖; 出版社/メーカー: 光文社;
発売日: 2012/04/12; メディア: 文庫. ＜裏表紙あらすじ＞ 「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮ら
していた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつきまとった。友人の夫が車ごと海に転落、取
り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、三つの願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をも
もたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀歌の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英
生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す.
2012年5月24日 . 以前ミステリマンガをご紹介した時に書いたように、私は有栖川有栖の「孤島パズ
ル」という作品を偏愛している。（偏愛ぶりで言うなら島田荘司作の「斜め屋敷の犯罪」が何と言って
もNo.1ではあるのだが）孤島パズルは、「学生アリスシリーズ」に属する作品で、この他にも「双頭の
悪魔」や「女王国の城」などあり、どれもとても面白い。で、有栖川作品にはもうひとつのラインがあっ
て、それが「作家アリスシリーズ」だ。こちらにはあまり好きな作品がないのだが、先日書店に立ち寄っ
た時平台に置かれていた.
黒箱と一緒に船にのった彼女は、ゆらゆらとのんきに濁流の中をたゆたっている。 「くそっ！ 仕方な
い、体をねらえ！」 水の中に沈めるのは無理だ、と判断した士官から指示が出る。が、体に狙いを
定めた瞬間、またさっきと同じ屏風が現れてすべての攻撃を遮った。 「紙です！ 少尉、水がかたっぱ
しから紙に変わっています」 「またか！！」 悲鳴があがったのを聞いて、葵も画像を確認した。確か
に、放水砲から出たはずの水が、屏風に当たった瞬間に紙吹雪と化している。これはだめだと悟った
のか、アメリカ軍士官が作戦の.
妃（きさき）は船を沈める,有栖川有栖,書籍,小説,国内小説,光文社,「妃」と呼ばれ、若い男たちに
囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつきまとった。友人の夫が車ごと海
に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、3つの願いを叶えてくれる猿の手は、
厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀歌の調べに乗せ、臨床犯罪学
者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
2012年8月23日 . 妃は船を沈める. 有栖川有栖の本を読みました。 『妃は船を沈める』（光文社
光文社文庫） ずっと、文庫になるのを待っていた本の一つ。 置き場所の問題で単行本と新書版ノ
ベルスの小説は買わないので、ずいぶん有栖川有栖の本は読んでいませんでした。 お気に入りのシ
リーズ、犯罪心理学者・火村英生と小説家・アリスのコンビです。 「はしがき」にも書いてありました
が、中編２つを「幕間」を挟んで１冊にまとめたものです。 久々に読む作家シリーズとしては、なかな
か楽しく読めました。 「猿の手」の解釈.
妃は船を沈める. 火村の新刊読みました！！！ 買ってから毎日の通勤時間にゆっくり読んでたので
大分時間掛かっちゃいました； しかし、今回のタイトル、全部読み終ってから改めて見ると何かしんみ
りしてしまいました。 妃は船を沈める・・・・・うん、すごく上手いこと付けたなぁと思いますよ。 色々な
意味が集約されているタイトルです。 以下、ネタバレせん程度に感想書いてるつもりですが、つもりは
あくまでつもりなので、ご注意下さい。 んでもって、後半は私的感情のままに叫んでるだけのアホな文
章です； 読まない方が.
妃は船を沈める/有栖川有栖」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。
バカンスに集う男女、わけありの３年前、連絡船の再来は５日後。第一夜は平穏裏に更けるが、折
しも嵐の第二夜、漠とした ... 妃は船を沈める (光文社文庫). 光文社／カッパ・ノベルス 2010／光
文社文庫 2012: 「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不
幸な事件がつきまとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所

有する、三つの願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いな
のだろうか。哀歌の調べに乗せ、.
【妃は船を沈める】などの古本、中古本の買取や購入は日本最大級のコミック通販サイト ネットオ
フをご利用ください。ご自宅で本の買取が依頼できる『本&DVD買取コース』や『ポストにポン買取』
など宅配買取サービスも充実。古本のほかにも中古CD／DVD、中古ゲームなど40万タイトル／
100万点の品揃えで、1600円以上で送料無料！
臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
妃は船を沈める[kisaki wa fune o shizumeru] has 2 ratings and 1 review. Mizuki said: This

book contains two short stories which are centered on a beautiful, rich.
妃は船を沈める posts. ImGrid Instagram web viewer online.
妃は船を沈める 有栖川有栖(光文社) 本作は「火村英生に捧げる犯罪」とは違って長編です。 厳
密には ・第一部「猿の左手」 ・幕間・第二部「残酷な揺り籠」 という構成になっていて、一部と二
部は別の事件なんですがある繋がりを持っています。 (これは冒頭のはしがきで作者が書いてるので
ネタバレではなし) 話としては「猿の左手」単独だと気持ちがもやもやしました。 そんなもやもやもミス
テリー読む楽しさですが。 「残酷な揺り籠」があって成り立つ感じ。 それにしてもこの「残酷な揺り籠」
がああいう意味とは思っておらず…
2012年5月2日 . 本書は犯罪学者・火村英生を探偵役とするシリーズの第八長編ですが、前文で
あるはしがきにて、”「第一部 猿の左手」の中で、怪奇小説の名作として誉れ高いウィリアム・Ｗ・
ジェイコブズの短編『猿の手』*1のストーリー全体に言及していることをお断りしておく。（本書ｐ5よ
り）”という注意書きがなされています。『猿の手』が未読であったとしても楽しめるような描かれ方がな
されてはいますが、有名な作品でもありますし、やはり事前に『猿の手』を一読されておくことを強くオ
ススメしておきます。 はしがきによれ.
ネタバレはしがきが初めにあって、作家アリスシリーズでは初めての事で、新鮮でした。題名が好き。
妃沙子という女性に関する話。一度目は逃げられたけれど、二度目は火村が勝ちました。このパ
ターンもなかったので面白かったです。いつもは警部に事件の真相を言ったり、犯人に自首を勧めた
りしていた火村が、一日待って、どう犯人を追いつめるかを考えたり、火村にとって、特別な事件だっ
たんじゃないかなと。そしてドラマに出ていたコマチさんがここで登場。ドラマのオリジナルだと思っていた
のでビックリしました。
濱地健三郎の霊なる事件簿. 名探偵傑作短編集 火村英生篇. ジュリエットの悲鳴. 狩人の悪夢.
虹果て村の秘密. 鍵のかかった男. 怪しい店. 菩提樹荘の殺人. 幻坂. 江神二郎の洞察. 孤島パ
ズル. 高原のフーダニット. 長い廊下がある家. 論理爆弾. 真夜中の探偵. 闇の喇叭. 月光ゲーム Y
の悲劇'88. 本格ミステリの王国. 赤い月、廃駅の上に. 火村英生に捧げる犯罪. 壁抜け男の謎. 朱
色の研究. ダリの繭. 妃は船を沈める. 英国庭園の謎. スウェーデン館の謎. ロシア紅茶の謎. ４６番
目の密室. マジックミラー. 女王国の城.
それと、光文社さんから、「GIALLO」に書いた中篇二本をドッキングさせて長篇にして出す（こちらは
予定が早まりました、七月発売の『妃は船を沈める』です）ので、その加工をしているところです。題
名はまだ決まってないんですけど、火村シリーズの長篇という扱いになります。 九月は、文藝春秋か
ら火村シリーズの短篇集。「オール讀物」に書いたものを中心にまとめると。今月発売の「オール讀
物」にもそのシリーズが載るんですけど、それも含めた短篇集になります（『火村英生に捧げる犯
罪』、九月発売予定）。 十月は、「安楽.
有栖川有栖「作家アリスシリーズ」：作品一覧. 46番目の密室; ダリの繭; ロシア紅茶の謎; 海のある
奈良に死す; スウェーデン館の謎; ブラジル蝶の謎; 英国庭園の謎; 朱色の研究; ペルシャ猫の謎;
暗い宿; 絶叫城殺人事件; マレー鉄道の謎; スイス時計の謎; 白い兎が逃げる; モロッコ水晶の謎;
乱鴉の島; 妃は船を沈める; 火村英生に捧げる犯罪; 長い廊下がある家; 高原のフーダニット; 菩提
樹荘の殺人; 怪しい店; 鍵の掛かった男; 狩人の悪夢. 新装版 46番目の密室 (講談社文庫). 有
栖川有栖 講談社 2009-08-12.
2017年6月11日 . 海のある奈良に死す』（長編）. 『スウェーデン館の謎』（長編・国名シリーズ２）.
『ブラジル蝶の謎』（短編集・国名シリーズ３）. 『英国庭園の謎』（短編集・国名シリーズ４）. 『朱色

の研究』（長編）. 『ペルシャ猫の謎』（短編集・国名シリーズ５）. 『暗い宿』（短編集）. 『絶叫城殺
人事件』（短編集）. 『マレー鉄道の謎』（長編・国名シリーズ６）. 『スイス時計の謎』（中編集・国
名シリーズ７）. 『白い兎が逃げる』（中編集）. 『モロッコ水晶の謎』（中編集・国名シリーズ８）. 『乱
鴉の島』（長編）. 『妃は船を沈める』（中編、又は長編）.
Compra 妃は船を沈める. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
2017年9月2日 . 妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不
幸な事件がつきまとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所
有する、三つの願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いな
のだろうか。哀歌の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
（光文社文庫より）.
【定価88％OFF】 中古価格￥198（税込） 【￥1530おトク！】 妃は船を沈める／有栖川有栖
【著】／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注
文で送料無料。
妃（きさき）は船を沈める/有栖川有栖」（光文社文庫）の電子書籍はソニー【Reader Store】。「妃」
と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつきまとっ
た。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、3つの願いを
叶えてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを.
17 妃は船を沈める. 初刊行08.07光文社（単行本）→文庫：光文社文庫. 収録作：妃は船を沈め
る＜長編＞. 18 火村英生に捧げる犯罪. 初刊行08.09文藝春秋（単行本）→文庫：文春文庫.
収録作1.「長い影」角川ビーンズ文庫「臨床犯罪学者・火村英生の推理 アリバイの研究」収録.
収録作2.「オウム返し」. 収録作3.「あるいは四風荘殺人事件」角川ビーンズ文庫「臨床犯罪学
者・火村英生の推理 密室の研究」収録. 収録作4.「殺意と善意の顛末」. 収録作5.「偽りのペア」.
収録作6.「火村英生に捧げる犯罪」. 収録作7.「殺風景な.
三松妃沙子。「妃」と綽名される彼女の周りには、いつも若い男たちが集まっていた。自由で貧しく
て、少し不幸な彼らとの時間に彼女は、何を求めていたのだろう。願い事を三つだけかなえてくれる
猿の手に、何を祈ったのだろう。倫理と論理が奇妙にねじれたような、不可解な二つの事件の背後
には、濃くゆらめく彼女の気配があった。臨床犯罪学者・火村英生、罪深くも誇り高い難敵に挑
む。
[小説]『妃は船を沈める』有栖川有栖のレンタル・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：光文社.
妃は船を沈める. すっごい久しぶりの有栖川でした。 それまで三島由紀夫（禁色）を読んでたもんだ
からいやぁ読みやすい読みやすい（笑） どーでもいいんですが、そういうわけで久しぶりのアリスがめごく
てめごくてですね・・・ 頑張ってるのに一生懸命なのに報われないあたりがもーかわいくってしょうがな
い！！（お前はアリスを何だと・・・） 本当ドラマ化しないかなぁ。してほしい。いや、いつかできるよ！
京極がクラ○プでできるんだから有栖川がドラマ化なんてチョロいよ！！（あの平田秋彦本当どうにか
なりませんかマジ）
2012年5月10日 . 妃は船を沈める』（有栖川有栖）を読みました。 火村・アリスシリーズですが、 『国
名』じゃないので、小品という感じですね。 以下ネタバレ えっと、面白くなかった訳ではないのです
が……。 アオリ文句がどうにも宜しくないです。 『魅惑の女』とか言うけど、全然そんな雰囲気じゃな
かったし、 火村さんのこともまるで眼中になかったですしね。 自己完結している幸せな人って感じか
な。 火村やアリスを翻弄するアヤシゲで魅力的なヒロイン……、 を想像していたので、かなりガッカリ
しました。 あんまり知的な感じも.
この作品 「妃は船を沈める」 は 「有栖川有栖」「小説」 等のタグがつけられた作品です。 新規登
録ログイン · jiru. 妃は船を沈める. jiru. 2010年4月12日 22:17. 妃は船を沈める/jiru. クリックで拡
大表示. c有栖川有栖; c小説; c漫画 · pixiv有栖川有栖. 閲覧数1652; いいね！7. ブックマークに
追加. 投稿した作品 · 厭魅の如き憑くもの/jiru · 妃は船を沈める/jiru · 魔王とグラスホッパー/jiru ·
富士見さん最強伝説/jiru · 傀儡后（※流血注意）/jiru · どきどきフェノメノン/jiru · もっと見る. この

作品の前後に投稿された作品. |; ぺろりんちょ.
という限定をつけた上で、毎月新しい作品を続々とアップしています。これまでの蓄積は、約 700 タイ
トルにも及び、現在作成中の作品リストを見ても、聴いてみたいものも少なくありません。く現在製作
中の録音図書〉 X 平成 21 年 5 月 1 日現在 1111111X0 林真理子著角川書店皇后ジョセ
フィーヌのおいしい人生藤本ひとみ著集英社錦宮尾登美子著中央公論新社楊令伝一北方謙三
著集英社金色の野辺に唄うあさのあつこ著小学 I 官おそろし宫部みゆき著角川書店妃は船を沈
める有栖川有栖著光文社アカペラ山本文緒.
妃は船を沈める 読了. 1 / Sep 2008. Diary. おもしろかった。猿の手の解釈とかね。さすが、有栖川
有栖って感じ。 東野圭吾の探偵ガリレオも読んでるけど、やっぱり、有栖川有栖のほうが肌にあうと
いうか、こういうのが好き。 More Reading. Newer// ペルソナ4. Older// 虚構新聞.
2008年8月3日 . 今日は、有栖川有栖の新刊『妃は船を沈める』発売記念のサイン会があるという
ことで、恵比寿にゴウ。 ♪チャララーン、ララララーンという、なぜか吉幾三の顔が浮かんでくるメロディが
流れる恵比寿駅で降りると、そ.
名探偵・火村英生」と「ワトソン役・有栖川有栖」の事件簿 · リストへ戻る · 前へ 次へ. 出典 octave.co.jp. 妃は船を沈める. 作家アリスシリーズ十七作目。 ワークワークワークさん; | 2014.08.12; |
お問い合わせ · Line · Twitter · Facebook · はてなブックマーク. お気に入り追加. この情報が含ま
れているまとめはこちら.
光文社文庫刊『妃は船を沈める』所収） 作画 : 柳ゆき助. あらすじ. 密室とアリバイと、地震の前後
に起きた殺人事件。 大阪府北部で震度6弱の地震が発生。 その2時間後、ある資産家の邸宅の
離れで銃殺された男の死体が発見された。 操作を依頼された火村英生と有栖川有栖は、現場と
なった邸宅で「妃」との再会を果たす。 被害者の周囲の証言から容疑者が浮上 . 細かいロジックの
積み重なりと不可解な現場、そしてよき伴侶を見つけ、貞淑な妻として暮らす妃沙子の存在。 火
村英生と「妃」が再び対峙するとき、猿の手.
2008年8月22日 . 有栖川 有栖 （著） タイトルが面白そうだったので衝動買い。 有栖川有栖さんの
長編は、ここにも書いたけど 「 乱鴉の島 」以来だったかしら。 それ以来読んでないから、２年ぶり
ね。 私はどちらかと言うと昔の「 孤島シリーズ 」みたいなやつが好.
2017年12月17日 . 妃は船を沈める』 有栖川有栖 妃(きさき)は船を沈める (光文社文庫). 所有
者の願い事を3つだけ、かなえてくれる「猿の手」。 “妃”と綽名される女と、彼女のまわりに集う男た
ち。 危うく震える不穏な揺り篭に抱かれて、 彼らの船はどこへ向かうのだろう。 ―何を願って眠るの
だろう。 臨床犯罪学者・火村英生が挑む、倫理と論理が奇妙にねじれた難事件。 独立する中編
２作を幕間で繋いで長編としたものです。 でもわざわざ長編の体裁にする事はなかったかもしれませ
んね。 第一部（中編の一つ目）「猿の.
Amazonで有栖川 有栖の妃(きさき)は船を沈める (光文社文庫)。アマゾンならポイント還元本が
多数。有栖川 有栖作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また妃(きさき)は船を沈
める (光文社文庫)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつき
まとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、三つの
願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀
歌の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
2010年10月9日 . 著者 ： 有栖川有栖 発行元 ： 光文社単行本発行 ： 2008.7 新書版発行 ：
2010.9 カッパ・ノベルス. 火村助教授が活躍する、作家アリスシリーズの第8長編。 「妃」と呼ばれる
女性、三松妃沙子を中心として起こる2つの事件を幕間を挟んだ2つの中編で綴る。
28 Posts - See Instagram photos and videos from '妃は船を沈める' hashtag.
有栖川 有栖（ありすがわ ありす、本名：上原正英、1959年4月26日 - ）は、日本の小説家・推理
作家。有栖川有栖・創作塾の塾長。大阪府大阪市東住吉区生まれ。上宮高等学校、同志社
大学法学部法律学科卒業。 目次. [非表示]. 1 経歴; 2 作風; 3 受賞・候補歴; 4 ミステリ・ランキ
ング; 5 文学賞選考委員; 6 作品リスト. 6.1 単行本. 6.1.1 学生アリスシリーズ（江神二郎シリーズ）;
6.1.2 作家アリスシリーズ（火村英生シリーズ）; 6.1.3 ソラシリーズ（空閑純シリーズ）; 6.1.4 その他.

6.2 連載; 6.3 著者名本未収録短編; 6.4.
[書籍]妃は船を沈める (光文社文庫)/有栖川有栖/NEOBK-1222630のお買いものなら
KDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！
になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ
♪送料無料商品やセール商品も多数掲載中！ポイントやクーポンを使ったお買い物もOK！あなた
の欲しい物がきっと見つかる.
2018年1月5日 . 妃は船を沈める』（中編）. 『火村英生に捧げる犯罪』（短編）. 『長い廊下のある
家』（中編）. 『高原のフーダニット』（中編）. 『菩提樹荘の殺人』（中編）. 『怪しい店』（短編）. 『鍵
の掛かった男』（長編）. 『狩人の悪夢』（長編）. 細かくいうと『菩提樹荘の殺人』と『怪しい店』の間
にあと3編あるんですが、、いずれも自選短編集なのでいいでしょう。 さて、上述した通り24編もある
ので、順番に並べたところでこんなに読む時間ねーよ！！となる方が大半だと思います。 ということ
で、ここからは私のおすすめの５選を個別に.
2016年3月28日 . 2008年発売の作家アリスシリーズ。わたしにとっては、初有栖川有栖先生でし
た。もともと小説大好きでほぼミステリ読みやけど今回は完全にドラマ火村英生の推理の影響で読
んだ（笑）小説でも、はじめの１行で合う合わないがあるけど読んだ瞬間、文字しか見えなくなる、
グッと引き込まれる感じ…たまらん。第一部名作”猿の手”の解釈が火村と…
妃は船を沈める - 有栖川有栖 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天
スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。
2008年8月25日 . 鉄道ファン、ミステリファンともに楽しめる一冊になっております。 著者 有栖川有栖
（ありすがわ ありす）氏について 有栖川有栖氏 1959年、大阪市生まれ。同志社大学在学中は、
推理小説研究会に所属。1989年『月光ゲーム』でデビュー。『マレー鉄道の謎』で第56回日本推
理作家協会賞を、『女王国の城』で第8回本格ミステリ大賞を受賞。本格ミステリ作家クラブ初代
会長。著書に『双頭の悪魔』『壁抜け男の謎』『妃は船を沈める』など。『鏡の向こうに落ちてみよう』
などエッセイ集もある。 本書について書名.
妃は船を沈める. ・火村英生に捧げる犯罪. ・長い廊下がある家. ・高原のフーダニット. ・菩提樹荘
のさつ人. ・臨床犯罪学者 火村英生の推理 密室の研究. ・臨床犯罪学者 火村英生の推理 暗
号の研究. ・臨床犯罪学者 火村英生の推理 アリバイの研究. ・怪しい店. ・鍵の掛かった男. 最初
をおさえておけば、あとは好きな感じで読み進めても楽しめると思います。 テレビ放送中の「臨床犯
罪学者・火村英生の推理」も、ドラマと平行して読むと原作がより深く理解できるのではないでしょう
か。 「国名シリーズ」は外国の推理小説家も.
2 日前 . 妃(きさき)は船を沈める (光文社文庫). 作者: 有栖川 有栖; 出版社/メーカー: 光文社;
発売日: 2012/04/12; メディア: 文庫. 評価：. 臨床犯罪学者・火村英生と相棒のミステリ作家・有
栖川有栖が 事件に挑むシリーズの一編。 本作は中編二つからなる二部構成になっている。 「第
一部・猿の左手」 自動車が堤防から海に転落した。 その内部で死体となって発見された男・盆野
(ぼんの)。 多額の負債を抱えていたことから自殺かと思われたが 解剖の結果、他殺の疑いが浮上
する。 しかも盆野には1億円.
「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつき
まとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、三つの
願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀
歌の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
三松妃沙子。「妃」と綽名される彼女の周りには、いつも若い男たちが集まっていた。 自由で貧しく
て、少し不幸な彼らとの時間に彼女は、何を求めていたのだろう。願い事を三つだけかなえてくれる
猿の手に、あるいは不穏に震える揺り籠の中で、何を祈ったのだろう。 倫理と論理が奇妙にねじれ
たような、不可解な二つの事件の背後には、濃くゆらめく彼女の気配があった。臨床犯罪学者・火
村英生、罪深くも誇り高い難敵に挑む！ 美しく、魅力的な女の、大きすぎる口。多くの秘密を飲み
込んで、笑っているように見えた──。
妃は船を沈める：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカ
チャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・

返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
妃は船を沈める Kappa novels. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 800円. 税込価格 864円. 在
庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異な
る場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱い
ショップサイトでご確認ください。 在庫数、商品詳細、ご購入、配送方法はお取扱いショップサイトで
ご確認ください。 商品により、購入可能な最小・最大個数が設定されている場合があります。 ショッ
プ: 未来屋書店. 本体価格 800円.
2008年7月19日 . この願い事は、毒だ。ゆっくりと全身に回る。 所有者の願い事を3つだけ、かなえ
てくれる「猿の手」。〈妃〉と綽名される女と、彼女のまわりに集う男たち。危うく震える不穏な揺り籠
に抱かれて、彼らの船はどこへ向かうのだろう。 ──何を願って眠るのだろう。 臨床犯罪学者・火村
英生が挑む、倫理と論理が奇妙にねじれた難事件。 オススメな本 内容抜粋. １. しまった、バランス
を崩した、と思った次の瞬間、ゴムボートは転覆し、真っ青な空が視野い つばいに広がった。 悲鳴を
あげる間もなく海に投げ出され、.
2008年10月1日 . 大海のなかの一雫でも、いつかは蜃気楼を描くことを夢見て―― 今日もひっそり
生きてます。
2008年8月21日 . そっちは妃沙子さんですね。前述の「火村の彼女」と「ぎゃふんと言わせる奴」は同
一人物だと聞いていたと思ったし、思いこんでいたら違いました。 「猿の手」解釈と、それに付随する
形で見えてきた真相の方が面白かったです。なので第二部より一部。妃沙子さんの魅力が描写不
足で、なんであそこまで青年キラーでいられたのか、潤ちゃんだけはどうして側に置いておきたかったの
かがイマイチ納得できない。若いツバメはみんな潤ちゃんみたいにお金や場所や、食べ物も求めてる
と思って読んでいた（それも.
2012年9月18日 . 街角ですれ違い、もう二度と会うことはないと思っていた人物と、歩いているうちに
再会したような気がした。 はい、という訳で今回は有栖川有栖先生の『妃は船を沈める』です。最
近学生アリスに浮気してたので今回は作家アリスの長編作品ですねー。長編といっても第一部と第
二部で異なる殺人を扱う二部構成。もともとは第一部を中編作品として発表されたものだったので
すが上記の「再会」があり後日談として物語を作ったところこれ繋げたら長編になるのでは？的発想
のもと刊行されたのが本作ですね。
「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性・妃沙子には、不幸な事件がつき
まとった。友人の夫が車ごと海に転落、取り巻きの一人は射殺された。妃沙子が所有する、三つの
願いをかなえてくれる猿の手は、厄災をももたらすという。事件は祈りを捧げた報いなのだろうか。哀
歌の調べに乗せ、臨床犯罪学者・火村英生が背後に渦巻く「欲望」をあぶり出す。
デジタル大辞泉プラス - 妃は船を沈めるの用語解説 - 有栖川有栖の推理短編集。2008年刊行。
「作家アリス」シリーズ(火村英生シリーズ)。
2008年11月26日 . 『妃は船を沈める』読了。,趣味は「読書」というより「本を買うこと」が現状の、戦
国ネタ多めな雑記ブログ。所詮はヲタクの独り言、さらりと読み流して頂ければコレ幸い。
2008年7月20日 . 『妃は船を沈める』有栖川有栖著／思ったより早くに届きました。あまぞんさんあり
がとう！ハイ、【ジャーロ】掲載時に読んでますので、不躾にも有栖川先生ご本人に突撃した例の間
違いがどうなったのか、とか、中編ふたつをくっつけてひとつの長編にするって、どういう加筆やら繋ぎ方
をなさったのか、という視点で再読。うーむ。こうなったか。有栖川先生らしい、有栖川先生にしかで
きない＜幕間＞だと思います。【ジャーロ】紙上では未読で単行本を待ちわびていたからじっくりゆっく
り味わって読もうというか.
沈めるとは? （ 動マ下一 ） ［文］ マ下二 しづ・む 〔「鎮める」と同源〕 ① 水中などに没するようにす
る。沈ませる。 ↔ 浮かべる 「敵艦を－・める」 「ベッドに身を－・める」 ② 姿勢を低くする。いすなど
に.
国内ミステリー>> 妃は船を沈める / 有栖川有栖の通販なら通販ショップの駿河屋で！ゲーム・古
本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！最新から懐かしの
レトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
No.13, 6点, ボンボン, 2016/06/17 01:05. （ネタバレかも） 妃沙子の異様な人物像が不快で、その

取り巻きの男たちの雰囲気も気持ち悪くて、なかなかいい気分では読めないが、見どころはしっかり
あると思う。 まず、ジェイコブズの短編「猿の手」の解釈を巡る火村とアリスの議論は、非常に興味深
い。作者のはしがきにあるとおり、答えの正否はさて措いて、友人とこんな深読み対決が楽しめるな
んて愉快で幸せ。これを一つの事件の解決につなげてしまう火村のナイスショットも悪くなかった。 二
年半後に話が移ってからは、.
デジタル大辞泉プラスの用語解説 - 有栖川有栖の推理短編集。2008年刊行。「作家アリス」シ
リーズ(火村英生シリーズ)。
トップ · 有栖川 有栖; 妃は船を沈める. ▷ 6月の月間ランキング発表！こちらをクリック！ 妃は船を
沈める. 有栖川 有栖 · twitter · facebook · google · 妃は船を沈める. 本の詳細. 登録数: 1358
登録; ページ数: 256ページ. Amazon 詳細ページへ. 有栖川 有栖の関連本. 204. 濱地健三郎の
霊なる事件簿 · 有栖川 有栖. 登録. 47. ジュリエットの悲鳴 (実業之日本社文庫) · 有栖川 有
栖. 登録. 0. 江神二郎の洞察 <江神シリーズ> (創元推理文庫) · 有栖川 有栖. 登録. 8. ミステ
リ・アンソロジー 文庫 1-5巻セット (角川スニーカー.
2008年8月25日 . 妃は船を沈める · この商品をレビューしたブログ一覧». 有栖川有栖. 本格ミステ
リを読み始めてからもう10年以上経つんだなあ…と急にしみじみしてしまいました。もちろん、有栖川
作品とも10年以上のおつきあい。 読み始めた当初はややマニアックだったミステリも、今や超メジャー
ジャンル。 メジャーになりすぎて、何がミステリなのかわからないミステリまで出る始末。 時の流れって
すごいなあ、とこう書いててまたしみじみ。 まあ、そんな中でもあんまり変わってないなあ…というのが
新作「妃は船を沈める」.
2008年7月28日 . 妃は船を沈める』（有栖川有栖）. 装丁も中身もお洒落な、素敵なミステリーで
した。 白状しますが、私はミステリー・ファンではなくて、有栖川さんの作品もその膨大な著作リストの
中のごくごく僅か、最初の「月光ゲーム」とか「孤島パズル」、「朱色の研究」それに最近の「マレー鉄
道の謎」といったほんの幾冊を読んだだけです。 推理小説やＳＦ小説には独特の熱烈なファンがい
て、わずかにクリスティの「ＡＢＣ殺人事件」や「アクロイド殺し」、エラリーー・クリーンのＸ，Ｙ，Ｚのレー
ンのシリーズ、それにヴァン・ダイン.
夢は、胸に抱くか背負うのがいい。それならば、投げ棄てても拾いに戻ることができるし、棄てた夢が
追ってくることもあるだろう。小船に乗せてはいけない。（「幕間」より）. 火村准教授と作家アリスのシ
リーズ最新作。二本の中編「猿の左手」と「残酷な揺り籠」を「幕間」で繋いだ連作長編（？）てこと
になるのかな。まずは本筋とは関係のない部分から。火村先生の肩書きが「助教授」から「准教授」
へかわってました（笑） 以前ニュースで、学校教育法改正によるこの呼称変更の話を聞いたとき、まっ
さきに思ったのは「じゃあ、火村は.
一定期間更新がないため広告を表示しています. | - | - | category: - |. # 妃は船を沈める.
2010.02.07 Sunday. 妃は船を沈める · この商品の他のレビューをみる». 評価： 有栖川 有栖 光文
社 ￥ 1,680 (2008-07-18). 内容（「BOOK」データベースより）. 所有者の願い事を3つだけ、かなえ
てくれる「猿の手」。“妃”と綽名される女と、彼女のまわりに集う男たち。危うく震える不穏な揺り篭に
抱かれて、彼らの船はどこへ向かうのだろう。―何を願って眠るのだろう。臨床犯罪学者・火村英生
が挑む、倫理と論理が奇妙にねじれた.
妃は船を沈めると高原のフーダニット大事に寝かせちゃってたからな…菩提樹荘の殺人買いたいから
しっかり読んでしまおうかなー. 2016/01/29 20:00:31 · 0 0 · もろは♡ぽろぼん · @pwqxrysz · +. そろ
そろ長編読みたいんだけど、高原のフーダニット、菩提樹荘の殺人と中編が続いて、怪しい店で短
編でしょ。鍵の掛かった男まで長いなー！ 2016/01/30 01:39:49. 0 0 · カンパネラ · @kaikuca · +.
菩提樹荘の殺人（有栖川有栖）を読了。火村さんがずっと34歳だ。月光ゲームから読んでて、あっ
ちは江神と有栖シリーズか。
この願い事は、毒だ。ゆっくりと全身に回る。 所有者の願い事を3つだけ、かなえてくれる「猿の手」。
〈妃〉と綽名される女と、彼女のまわりに集う男たち。危うく震える不穏な揺り籠に抱かれて、彼らの
船はどこへ向かうのだろう。 ──何を願って眠るのだろう。 臨床犯罪学者・火村英生が挑む、倫理と
論理が奇妙にねじれた難事件。 举报. 作者简介 · · · · · ·. 1959年生於日本大阪市，推理作
家，曾任「本格推理作家俱樂部」第一屆會長。堅持本格推理的傳統創作形式，並重視縝密

的邏輯推理，被譽為日本的艾勒里·昆恩。
2016年3月6日 . まず『鍵の掛かった男』の感想から書くつもりだったのだけれどもこっちを先に片付け
てしまいたくなった。読後感の良さでは断然『鍵の掛かった男』のほうがいいというのにそれを読み終え
た後にこのあんまり後味の良くない『妃は船を沈める』を手に取れて良かった気がする。た.
妃は船を沈める(カッパ・ノベルス) [新書]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。
2014年3月31日 . 思い違い、錯誤、言い逃れに悪巧み―――それぞれに歪んだ手掛かりから、火
村英生が導き出す真相とは……。 悪意ある者の奸計に、臨床犯罪学者-火村英生とその相棒?
有栖川有栖が挑む!! 有栖川有栖シリーズ ドラマCD+漫画『臨床犯罪学者-火村英生の. -06. 妃
は船を沈める 1 ～猿の左手 「妃」と呼ばれ、若い男たちに囲まれ暮らしていた魅惑的な女性?妃沙
子には、不幸な事件がつきまとった。 大阪湾、夜の岸壁から車が転落、車中から溺死で発見され
たのは友人の夫だった。 過去には妃沙子が.
2009年1月28日 . 妃は船を沈める」有栖川有栖 読了. 火村＆アリスシリーズ長編. 中編と中編を
幕間でくっつけた長編。 私はこのシリーズは長編より短編集が好きなので、 2部に分かれててよかっ
たです。 第1部の中に、ウイリアム・W・ジェイコブズの短篇「猿の手」 に関する話が出てきます。 普通
の解釈とは別の、「ひねくれ者しか思い浮かばない」解釈（笑） 私は元のお話を知らなかったので、
後者の解釈、 結構すんなり入ってきました。こういう風に考えられるのか！ と、面白いなーと感じまし
た。 さて、肝心の事件の方です.
2016年4月5日 . そして、それがきっかけで有栖川氏の著作「妃は船を沈める」が書かれたこと。 解
釈の争いとは、最後にドアを叩いた人物が「ゾンビと化した息子」なのか「元気に生き返った息子」な
のかということらしい。 → 海外文学のコラム・たまたま本の話 第３８回「猿の手」の謎と伏線 なお、ち
くま文庫版の訳では「表の怪物が入ってくるまでに……」というように『怪物』と書かれているのです
が、原文は「before the thing outside got in.」なので、訳者の解釈なのでしょうか。創元推理文庫
版では「玄関の外にいるもの」と.
2008年10月27日 . 船乗りは船に女性の名をつけるという. けれど、ここに船を沈める魔性の女がひと
り. 火村英生は船を沈めることなく、岸まで辿り着けるのか. 「船を沈める」「妃（＝女）」『セイレーン
の沈黙！？』と思ってみて、それは作家アリスの作品名だったと気付く。そんな執筆ペースの早い学
生アリスの作品『妃は船を沈める』が本日のメニューです。 本作はひとりの“魔性の女”を巡る2つの
中編を幕間を挟んで繋ぎ合わせた異色長編。ジェイコブズの名作『猿の手』をモチーフに据えつつ、
描かれるのは現実的な幕引き。
2013年11月14日 . ＜１２月２９日新譜＞ 予約受付開始！！ KikkaドラマCD第７弾！！ 火村
英生（CV：神谷浩史）／有栖川有栖（CV：鈴村健一） コンビに、大阪府警のエリート刑事高柳
真知子（CV沢城みゆき） 愛称「コマチ」が加わり新たな事件に挑む！！ 現在発売中「猿の左手」
の続編のドラマCD化！！ ドラマCD「残酷な揺り籠」 原作：有栖川有栖 （光文社文庫刊『妃は
船を沈める』所収） 作画：柳ゆき助発売日：2013年12月29日 品番：MOMO-8050 価格：
￥3000（税抜￥2857） ＜出演＞ 神谷浩史/鈴村健一／櫻井.

