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概要
鈴木いづみコレクション ８ 男のヒットパレード/鈴木 いづみ（小説・文学）の最新情報・紙の本の購
入はhontoで。あらす

鈴木いづみコレクション(８) 男のヒットパレード 対談集／鈴木いづみ(著者) 販売店名：
BOOKOFF Online ヤフー店 販売価格： 748 円 条件付送料無料 詳細はこちらをクリック · 同じカ
テゴリの最新情報はこちらで検索できます.
表紙～石原裕次郎：日活映画”錆びたナイフ”から～ // 『 追悼・石原裕次郎 』52歳：若すぎるタフ
ガイの死 / さようなら・・・：七月十八日通夜・十九日密葬 / いつも話題だった～結婚 ､闘病・・・～
/ 幻のテレビCF：裕ちゃん”最後の出演作品” / 街角で見た思い出の青春：オリジナル・カラーポス
ター集 / いまも聴こえる・・・レコードジャケットから～ヒット曲集 ､映画主題歌集～ / 永遠の裕次郎：
惜別の青春に涙～談話集 ､弔問客～ / スチール写真が語る”裕次郎・男のロマン”：全出演劇映
画101 // 『 ウインドー・ディスプレー：光の街・影の.
鈴木いづみコレクション２：短編小説集「あたしは天使じゃない」, ２０００円, 文遊社. 鈴木いづみコ
レクション３：ＳＦ集１「恋のサイケデリック！」 １９４２円, 文遊社. 鈴木いづみコレクション４：ＳＦ集２
「女と女の世の中」, １８４５円, 文遊社. 鈴木いづみコレクション５：エッセイ集１「いつだってティータイ

ム」, １７４８円, 文遊社. 鈴木いづみコレクション６：エッセイ集２「愛するあなた」, １９００円, 文遊
社. 鈴木いづみコレクション７：エッセイ集３「いづみの映画私史」, １９００円, 文遊社. 鈴木いづみコ
レクション８：対談集「男のヒットパレード」.
強いばかりが男じゃないと いつか教えてくれたひと 笑いの王様シミキン sold out. 有吉光也・淀橋太
郎・滝大作編 リブロポート 1985・初版 定価2000 状態Ｂ. ○1930年代の浅草を騒がせた喜劇人、
清水金一。 ... ウルトラマンに夢見た男たち. 実相寺昭雄, 筑摩書房, 1990・1刷. 定価980. 状態
Ｂ, 650. ○特撮現場裏話。「ウルトラマンのできるまで」第２弾。帯付き。シールはがし跡、小口に小
さなキズ . 男のヒットパレード 鈴木いづみコレクション８ sold out. 鈴木いづみ 文遊社 1998・1刷 定
価2300 状態Ｂ. ○「１５歳のときの.
昨日は思いもよらぬ事故に遭遇した。 橋に座り菓子 パン を食らいバッグ から本を取り出そうとほん
の一瞬 目をはなしたそのときバサッ と音がして後ろの首すじから耳にかけ何かで叩かれたような感覚
があった。 手にも微かな衝撃があり視線を戻すとなんと持っているはずの パン が無くなっていた。 『
鳶に油揚げを攫われる 』 。。。 とは云うがただただ驚きであった。（笑）. しかし笑いごとではないの
だ。 人間以外の動物にも見られているのだから 人はそれ以上に ヒト を見ているという コト. 吾 唯
足 知. Posted in Blog. 8 5月.
IZUMI SUZUKI 鈴木いづみ · コレクション第8巻; BOOK(11) 2,484円(税込); 文遊社 / JPN /
BOOK / JZ111124-72 / 2011年12月07日. 新品在庫なし: (注文は可能/1ヶ月未入荷の場合キャ
ンセルのご案内を致します). 十五歳のときの作品(詩四篇、小説)、ピンク女優・浅香なおみ時代の
写真、自殺直前までの六年間の手紙など初公開資料収録。鈴木いづみ=著 吉澤芳高=解説男
のヒットパレード 目次男のヒットパレード 5対談/インタビュー/エッセイ 7ビートたけ. IZUMI SUZUKI /
鈴木いづみ / コレクション第4巻.
Yahoo!ショッピング BOOKOFF Online ヤフー店. 鈴木いづみコレクション(８) 男のヒットパレード 対
談集／鈴木いづみ(著者). 748円｜送料別｜7ポイント. Yahoo!ショッピング Honya Club.com
Yahoo!店. 鈴木いづみコレクション ８/鈴木いづみ. 2,484円｜送料別｜24ポイント. Yahoo!ショッピ
ング ローチケHMV Yahoo!ショッピング店. 鈴木いづみ.
鈴木いづみコレクション ８ 男のヒットパレードの店舗お取扱い状況ページ。丸善、ジュンク堂、文教
堂の書店情報サイト。店舗検索や書店ランキング、書店員の書評・レビューなど書籍に関する充実
コンテンツも満載。
Amazonで鈴木 いづみの鈴木いづみコレクション〈8〉 対談集 男のヒットパレード。アマゾンならポイン
ト還元本が多数。鈴木 いづみ作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また鈴木いづ
みコレクション〈8〉 対談集 男のヒットパレードもアマゾン配送商品なら通常配送無料。
松竹ならではの大作映画、こだわりの映画、良質映画の数々を、今だからリバイバル。名監督・名
優たちが活躍したあの頃の映画を、ご自宅で気軽に楽しめるDVDコレクションとしてお届けします。
ヤフオク!は、誰でも簡単に[鈴木いづみ]などを売り買いが楽しめる、日本最大のネットオークションサ
イトです。圧倒的な商品数を誇るヤフオク!で、落札・出品してみませんか？ 補償制度もあります。
鈴木いづみコレクション1／長編小説 ハートに火をつけて! だれが消す. 鈴木いづみコレクション2／
短編小説集 あたしは天使じゃない. 鈴木いづみコレクション3／SF集1 恋のサイケデリック！ 鈴木い
づみコレクション4／SF集2 女と女の世の中. 鈴木いづみコレクション5／エッセイ集1 いつだってティー
タイム. 鈴木いづみコレクション6／エッセイ集2 愛するあなた. 鈴木いづみコレクション7／エッセイ集3
いづみの映画私史. 鈴木いづみコレクション8／対談集 男のヒットパレード. 鈴木いづみセカンド・コレ
クション1／短編小説集.
しかし党全体では官房長官含む現役閣僚8人落選、前回選挙の5分の1以下の57議席しか獲得
できない歴史的大敗北を喫し即日代表を辞任した。 上へ か行 .. 歌手としては「ハイサイおじさん」
「花」などの大ヒット曲で知られるが、返還前の沖縄でいけないお薬マイスターとなってお勤めをしてい
たり、長男が恐喝で逮捕されるなどおよそ平和的では無い。 現在は落選し本業 ... 2011年8月1
日、佐藤正久参院議員、稲田朋美衆院議員と共に鬱陵島を視察するため韓国に行ったが、金
浦空港で入国拒否され日本に引き返した。
鈴木いづみコレクション（8） 男のヒットパレード [ 鈴木いづみ ]. 2,484円. 2 customer ratings. 3.5. 男

のヒットパレード 鈴木いづみ 文遊社スズキ イズミ コレクション スズキ,イズミ 発行年月：1998年01月
ページ数：411p サイズ：全集・双書 ISBN：9784892570292…
【定価69％OFF】 中古価格￥748（税込） 【￥1736おトク！】 鈴木いづみコレクション(８)男のヒット
パレード 対談集／鈴木いづみ(著者)／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。
CSCE少数民族高等弁務官と平和創造, ----, 国際書院 · 働く鞄・旅する鞄 この本で必ず見つか
る'自分カバン', ----, 学研パブリッシング · 目がぐんぐん若返るNo.1自力療法 老眼、近視の視力が
急向上！緑内障、白内障、飛蚊症、黄斑変性症が大改善！ ----, マキノ出版 · 東本昌平
RIDE 86 · 東本昌平 · モーターマガジン社 · ユリイカ 詩と批評 第46巻第9号8月臨時増刊号, ---, 青土社 · ファイナルファンタジー14:新生エオルゼア エオルゼアコレクション2014 ミラージュプリズム＆
ハウジングカタログ, ----, スクウェア・エニックス.
受入日2007/4/27 2007/11/8 2006/9/28 2006/9/28 2006/9/28 2006/9/28 2006/9/28 2006/9/28
2006/9/28 書名叢書名等世界各地のくらし ２７ とべないホタル ２ とべないホタル ２ とべないホタル
３ とべないホタル ３ とべないホタル ３ とべないホタル ４ とべない ... 著 渡辺 嘉孝／著 鈴木 いづみ
／編福沢 美和／著 田中 槙子／絵537 913 913 913 913 913 375 375 岩崎書店金の星社金の
星社金の星社金の星社金の星社大日本図書大日本図書理論社理論社理論社理論社理論
社理論社理論社理論社理論社理論社.
2010年10月15日 . 男なら───勝手にしろよ、どこへでも行け『鈴木いづみコレクション〈8〉 対談集
男のヒットパレード /書簡 いづみからいづみへ』 鈴木いづみの写真に関しては、白黒よりも断然カ
ラーのものが好きだ。『IZUMI,this bad girl.』を新宿の紀伊國屋で見つけて（荒木経惟撮影の鈴木
いづみの写真集。大型本なのです）どうにも我慢できなくて、よせばいいのにその場で購入してひいひ
い言いながら家まで持って帰ったのも今となっては良い思い出。この人の腿のラインがとても好きで、
特にこの写真なんかたまらない.
鈴木いづみ女優、作家。 1949年7月10日、静岡県伊東市に生まれる。高校卒業後、市役所に
勤務。 1969年上京、モデル、俳優を経て作家となる。 1973年、伝説となった天才アルトサックス奏
者、阿部薫と結婚、一女をもうける。新聞、雑誌、単行本、映画、舞台（天井桟敷）、テレビなどあ
らゆるメディアに . 8 ：無名草子さん：2005/10/12(水) 04:12:19: ピンク女優、小指切断、長女の目
の前で首吊りなど何かとスキャンダラスな人ですが、 .. 男たちのヒットパレード｣で鈴木いづみが勝手
自由に書かれてるって言ってるよ。
2009年6月29日 . 彼ら２人の愛娘・亜美ちゃん（２歳８ケ月）は芝生の庭を懸けては母、父のもとへ
舞い戻るをくりかえす。なにはともあれ、誰が . 最近どんどんコレクションが増えてきました」と言ったら、
「アンタはオトナゲないもんな」とリエさんに言われてしまいました。鋭利な刃物みたい . 自分の創造し
た深海生物が名前付きでキラキラと光りながら海の中を漂うだけでも楽しいですが、他のプレイヤー
が創造した生物も次々と漂ってきて、さながらエレクトリカル・パレード（＠ディズニーランド）みたいで
す。先日もぼんやりと時を.
他のことなど考えている暇はない。立ち止まっている暇はない。別のことを考えている時だって、何で
もいい、例えば静まりかえった浜辺とか湖、あるいは夜の港に錨を下ろした船のことを考えている時
だって、前へ前へと跳躍している。立ち止まらずに走り続けなければいけないのだ。 どうして急ぐ必要
があるのだろう？何もかもが語り尽くされ、何もかもが作り尽くされているではないか？いや、待ってい
るのは、人間の言葉や思考とは無縁なものだ。光自らがそれを語るに違いない。語るべきものを携え
ているのは光なのだから。
１５歳のときの作品（詩４篇、小説）ピンク女優・浅香なおみ時代の写真、自殺直前までの６年間
の手紙など初公開資料、詳細年譜、書誌他収録。
Pinterest で Mizuho Iguchi さんのボード「culture」を見てみましょう。 | 「ボディ、宇宙、戦争」のアイ
デアをもっと見てみましょう。

Utforska Mizuho Iguchis anslagstavla "culture" på Pinterest.
鈴木 いづみ - 鈴木いづみコレクション〈8〉 対談集 男のヒットパレード; 鈴木 いづみ - 鈴木いづみセ
カンド・コレクション〈2〉 ぜったい退屈; 鈴木 いづみ - タッチ; 鈴木 いづみ - 鈴木いづみコレクション

〈3〉 恋のサイケデリック！ 鈴木 いづみ - 鈴木いづみコレクション〈2〉 あたしは天使じゃない; 鈴木 い
づみ - 鈴木いづみコレクション〈4〉 女と女の世の中; 鈴木いづみ - セーターの柄と女たち; 鈴木いづ
み - 声のない日々―鈴木いづみ短編集; 鈴木いづみ - 鈴木いづみコレクション〈1〉 長編小説 ハー
トに火をつけ; 鈴木いづみ - いづみ.
2014年3月30日 . これは少女マンガを男が描けないのと同様、男にはゼッタイできない芸当なのだ。
ちなみに鈴木はアタマの悪い男、教養から見放された女の、両方が嫌いだった。 【ＫＥＹ ＢＯＯＫ】
『鈴木いづみコレクション』７・８（文遊社／１８３５円・１９９５円）. ７『いづみの映画私史』（解説・
本城美音子）は映画や俳優のことを綴っているようでいて、時代社会を切り捨てていくエッセイで満ち
ている。８『男のヒットパレード』（解説・吉澤芳高）はビートたけし・岸田秀・嵐山光三郎・近田春夫
らの男たちとの対話が中心。なかでも阿部.
□ ３４７ ギター指盤表付 ベスト・ヒット・パレード第４集 新興楽譜出版社 □. 商品状態: -. 230円. 8
件. 2018年1月11 . 映画情報1977年8月号☆水着オンパレード=相本久美子 小林幸子ほか/岡
田奈々/池上季実子/. 商品状態: -. 1,460円. 4件. 2018年1 ... 鈴木いづみコレクション(８) 男のヒッ
トパレード 対談集. 商品状態: -. 462円. 1件. 2018年1月8.
井上雅彦監修のオリジナルアンソロジー・シリーズ〈異形コレクション〉は、ホラー中心だった前巻『ラ
ヴ・フリーク』に続き、ＳＦ中心の第二弾『侵略！』（廣済堂文庫七六二円）が出た。タイトル通り、
侵略テーマの短編競作で、かんべむさし、梶尾真治、横田順彌、菊池秀行、大原まり子、岬兄
悟、大場惑、牧野修など十八人が参加。集中随一の異色作は津原泰水の「聖戦の記録」。往
年の筒井康隆を思わせる異様な迫力がある。 さて、今月のラストは、文遊社の〈鈴木いづみコレク
ション〉全八巻の完結編『男のヒットパレード』（二.
だれが消す 三一書房 1983; 私小説 荒木経惟共著 白夜書房 1986.9; 声のない日々 鈴木いづ
み短編集 文遊社 1993; 鈴木いづみコレクション 1-8 文遊社 1996-98. 長編小説 ハートに火をつけ
て！ だれが消す; 短編小説集 あたしは天使じゃない; SF集１ 恋のサイケデリック！ SF集２ 女と女
の世の中; エッセイ集１ いつだってティータイム; エッセイ集２ 愛するあなた; エッセイ集３ いづみの映画
私史; 対談 男のヒットパレード. いづみの残酷メルヘン 文遊社 1998; いづみ語録 鈴木あづさ,文遊
社編集部編 文遊社 2001; 鈴木.
721 名前：名無しさん＠十一周年[] 投稿日：2011/02/03(木) 23 36 36 ID U+wj5CyW0 717 大
阪でやってるのは本店自社ビルの建替えばかりだから そんなにリスキーな事業ではないよｗ 阪急の
新タワーなんて10年かけて8割埋まればOKらしい 722 名前： .. 小谷真理 女性状無意識 紐帯テ
クノガイネーシス 県立 1100 石井達朗 異装のセクシャリティ トランスジェンダーの舞台 県立 1101 矢
川澄子 反少女の灰皿 みだりに告白しない少女 県立 ×1102 鈴木いづみ 鈴木いづみコレクション
厚みはいらない、極微がほしい。
鈴木いづみコレクション〈8〉男のヒットパレード [全集叢書]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。
鈴木いづみコレクション ８ 男のヒットパレード/鈴木 いづみ（小説・文学）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。
ゴールド ストラップ付きパンプス 23cm LEOPOLDO GIORDANO. ¥ 1,200. 8. (税込). 【限定コフ
レ】stila オーデパルファム ジェード ブロッサム30ml. SOLD. 【限定コフレ】stila オーデパルファム ジェー
ド ブロッサム30ml . 情熱のペンギンごはん/糸井 重里, 湯村 輝彦. ¥ 666. (税込). 男のヒットパレー
ド : 対談集/鈴木 いづみ. SOLD. 男のヒットパレード : 対談集/鈴木 いづみ. ¥ 777. (税込). 【値下
げ】ANNA SUI アナスイ スイドリームス 香水 5ml. SOLD. 【値下げ】ANNA SUI アナスイ スイドリー
ムス 香水 5ml. ¥ 490. 5. (税込).
2014年07月 1日～31日に発売される書籍が一目で分かる便利なカレンダーです。ネット書店だから
効率よく本が探せて、24時間いつでも注文OK！1000円以上で送料無料！
鈴木いづみコレクション(８) 男のヒットパレード 対談集／鈴木いづみ(著者) 販売店名：
BOOKOFF Online ヤフー店 販売価格： 748 円 条件付送料無料 詳細はこちらをクリック · 同じカ

テゴリの最新情報はこちらで検索できます.
他 // 『 PLAY 』今月のﾋｯﾄﾎﾟｯﾌﾟｽ 他 // 『 JOURNAL 』ｴﾙﾋﾞｽ・ﾌﾟﾚｽﾘｰ / ｱﾄﾞのﾏﾝｶﾞ歳時記：水
森亜土 / 園山俊二のﾏﾝｶﾞﾙﾎﾟ：女性専用ｻｳﾅﾊﾞｽ物語 / 保存版：身近に花をいけてみよう / 対
談：上條恒彦×黒田征太郎 / 整形美容の実態を探る / OL行動学入門： ... 1973/8 主婦の友社
『 アイ/AI 』. 表紙モデル：江崎かつみ // 『 FASHION & BEAUTY 』特集Ⅰ：サマーホリデーをマーク
しよう～海辺のベアバック：沖縄 ､真夏のサマーヤーン手芸 ､ホルタードレスをエレガントに ､夏休みの
パンツルック～ / 四季のきもの：真夏の外出着・上.
初版・ カバー （＊口絵写真８ページあり） 状態は、全体的に薄汚れがあります、並～並下 ☆丸山
明宏時代の貴重な写真を収録してあります。 かごに入れる ... 寺山修司（監督）・日本アート・シア
ター・ギルド（製作）鈴木いづみ、丸山明宏・ほか（出演）、東宝、1. ＶＨＳ・カラー・レンタルシール ..
話の特集、昭和４５年、1. スレ 縁破損 折れ 汚れ ヤケ シミ 【検索用：都筑道夫 野坂昭如 五木
寛之 篠田正浩 永六輔 永忠順 八切止夫 柳原良平 寺山修司 宇野亜喜良 大西公平 河野
典生 森茉莉 丸山明宏 和田誠 岸洋子 横尾忠則 】.
15歳のときの作品(詩4篇、小説)ピンク女優・浅香なおみ時代の写真、自殺直前までの6年間の手
紙など初公開資料、詳細年譜、書誌他収録。
1997年4月27日 . だから、そういうのが、つねにこわいわけ」――「鈴木いづみのよみがえる勤労感謝
感激 ハーフ＆ハーフ 近田春夫」『鈴木いづみコレクション８ 男のヒットパレード』（文遊社、九八年、
七三頁）. ウィリアム・ギブスンやポール・ディ・フィリポといったサイバーパンク作家はロックに、近田はＧ
Ｓや平山美紀（平山みき）のうたごえに、こころのざわめきをかんじていた。八〇年代ＳＦは、六〇年
代文化からそうした「音楽以上のなにか」を受け継ごうとしていたのだ。 つまるところ、平山みきはパッ
ト・キャディガンであり、『.
鈴木いづみセカンド・コレクション２ ぜったい退屈, 評伝 鈴木いづみ1949-1986 田中小実昌他 Ａ5
変形判 237頁 本体価格 2427円. ISBN 89257-014-1 C0095 . 【鈴木いづみコレクション 第1巻】
長編小説 ハートに火をつけて！ だれが消す 鈴木いづみ著 新書判 285頁 本体価格 1748円.
ISBN 89257-022-2 C0393 . 【鈴木いづみコレクション 第8巻】 対談 男のヒットパレード 鈴木いづみ
著 新書判 411頁 本体価格 2300円. ISBN 89257-029-X C0395.
十五歳のときの作品（詩四篇、小説）、ピンク女優・浅香なおみ時代の写真、自殺直前までの六
年間の手紙など初公開資料収録 解説／吉澤芳高.
2011年6月15日 . 皇帝のバラ 幻想掌篇集」（出帆社） ○幻想と怪奇（アンソロジー）に新着本 「恐
怖への招待」（新人物往来社） 「悪魔の夢 天使の溜息 ウィアードテイルズ傑作選」（青心社） ○
笑芸・エンターティメント・音楽に新着本 ｢ハートに火をつけて！ だれが消す 鈴木いづみコレクション
１」（文遊社） 「いつだってティータイム 鈴木いづみコレクション５」（文遊社） 「愛するあなた 鈴木い
づみコレクション６」（文遊社） 「男のヒットパレード 鈴木いづみコレクション８」（文遊社） 「鈴木いづ
みセカンド・コレクション 全４巻」（文遊社）
2017年9月3日 . 再び男たちへ―フツウであることに満足できなくなった男のための６３章 塩野七生.
苦味（ビター）を少々―３９９のアフォリズム 田辺聖子. ヒトのオスは飼わないの？ 米原万里. 終生
ヒトのオスは飼わず 米原万里. 生きていてもいいかしら日記 北大路公子. こだまでしょうか、いいえ、
誰でも。 - 金子みすゞ詩集百選 金子みすゞ. トットのマイ・フレンズ 黒柳徹子. 鈴木いづみコレクショ
ン〈１〉ハートに火をつけて！ だれが消す 鈴木いづみ. 鈴木いづみコレクション〈６〉愛するあなた 鈴
木いづみ. 鈴木いづみ.

Erkunde Mizuho Iguchis Pinnwand „culture“ auf Pinterest. | Weitere Ideen zu Dark fantasy,
Note und Portraits.
鈴木いづみ関連図書館. 【新刊】鈴木いづみプレミアム・コレクション 鈴木いづみの本棚です。背表
紙をクリックしてください。 １秒ほどマウスを置いていただけば、タイトルがでます。 下部にて、テキストリ
ンクによるご案内もしております。 【新刊】没後20年 史上最速の小説家、待望の傑作集. 鈴木い
づみプレミアム・コレクション カバー写真 荒木経惟 デザイン 佐々木暁 本体価格 1700円. ISBN489257-048-6 コレクション未収録のSF小説『あまいお話』収録. もくじ 【小説】 女と女の世の中 契
約 夜のピクニック ユー・メイ・ドリーム.

2015年9月15日 . それでもサンバ会場をパレードできるのは、18チームだけで、それぞれに熱狂的な
ファンがついている。一番有名なのが「マンゲィラ」というエスコーラで、これはフットボール（サッカー）で
いえば、「 .. あの「写真時代」でさえ 特集を組んだほどです。 1504shasin21. 季刊 写真時代21
1984年8月号（P28) 古舘伊知郎のワンダーランド .. 鈴木いづみセカンド・コレクション (4) エッセイ集
(2) ギンギン（文遊社）」に再録とのこと。 インタビューなのですが 鈴木いづみさんの自由な発言を大
瀧さんが受ける形に。
2010年2月21日 . ８枚目. "ピーナッツのポピュラー・スタンダード(紙ジャケット仕様)" (ザ・ピーナッツ).
９枚目. "バカンスだよピーナッツ(ピーナッツのザ・ヒット・パレード第4集)(紙ジャケット仕様)" (ザ・ピー
ナッツ). １０枚目. "ピーナッツのザ・ヒット・パレード第4集(紙ジャケット . 思えば、キューティ・ポップ・コ
レクションという60年代後半の女性歌手のひとりGSばっか集めた名コンピレーション、各レコード会社
毎にまとめられており、この万里れい子の「Kiss〜K・I・ダブルS〜」と「サイケな街」の二曲が入ってた
のは、「キューティ・.
1998 対談集 男のヒットパレード（文遊社：鈴木いづみコレクション(８)）鈴木いづみ インタビュー「鈴
木いづみの蘇る勤労感謝感激：近田春夫 ハーフ＆ハーフ」【初出：ウイークエンド・スーパー1980年
10月号】 1998 歌謡ポップス・クロニクル 素晴らしき歌謡曲に愛をこめて（アスペクト：特集アスペクト
39） 川勝正幸によるインタビュー（with 井上孝之）「歌謡曲へのラヴ＆ヘイト78／98」 1998
TALKING LOFT VOL.１（マトリックス／ソフトバンク：SOFTBANK MOOK） サエキけんぞうとの公
開対談「考える近田春夫」【LOFT/PLUS.
男のヒットパレード（ビートたけしーテレビ局の陰惨／坂本龍一ーＧＲＡＳＳ-ＨＯＰＰＥＲ ほか）／女
のヒットパレード（佐藤愛子 核心インタビュー まな板に足をのせ、包丁を一閃！骨まで斬れたわ／
浅川マキーすてきな中年 マキ ほか）／書簡 いづみからいづみへー金子いづみへの手紙＝１９８０
年５月５日～１９８６年１月２５日／スチール写真 ピンク女優・浅香なおみの頃／詩 暗転／戯曲
ある種の予感／書評（生きることのかなしみー太宰治『ヴィヨンの妻』／透明な鏡ー川端康成『雪
国』／退屈で憂鬱な１０年ー栗本薫『ライク・.

