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概要
この面白さ、何者? エッセイをこえた超エッセイ本!
『鴨川ホルモー』、『鹿男あをによし』、『プリンセス・トヨト

ザ・万字固め万城目学同じ本を二冊購入してしまったため、出品します。 1度も読んでいないため、
新品同様です。 定価1500円.
ザ・万歩計. （2008.3 産業編集センター / 2010.7 文春文庫）. ザ・万遊記. （2010.4 集英社 /
2012.5 集英社文庫）. ザ・万字固め. （2013.2 ミシマ社 / 2016.2 文春文庫）. 㙹湡 㷕孑 ה䀤
源ך㔳剅긫. ֶ격ְ٥ֶ ְさ ׇ. 〔読書県しずおか〕 ふじのくにブックレクチャー 万城目 学 氏 講演会 2016/10/
1. 万城目 学 氏は、京都大学を卒業後、化学繊維会社に.
2013年3月28日 . 奇想天外な作風で知られるエンタメ作家の日常を綴った最新エッセイ集。 英語

の苦手な著者は、好きな英単語をネイティブには理解のできない感覚で楽しんでいるという。そのひ
とつがｎａｔｕｒａｌ－ｂｏｒｎだ。単.
10周年を迎え、さらなる磨きがかかる「万城目ワールド」！青春エンタメ小説として楽しめる一冊の
魅力を著者に訊きました！
ザ・万字固め. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 1,500円. 税込価格 1,620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.
Tokyo Fashion Edge 14. 書籍. Tokyo Fashion Edge 14 · ザ・万字固め 文春文庫. 書籍. ザ・万
字固め 文春文庫 · Piccadilly Sunshine Vol 1-10. CD. Piccadilly Sunshine Vol 1-10 · ミセス・
じゃがいも. 書籍. ミセス・じゃがいも · 邪馬台国と大和王権. 書籍. 邪馬台国と大和王権.
2014年1月14日 . ザ・万字固め 万城目学：著,本の紹介・感想（時々ネタバレあり？）、美味しかっ
た(それ以外も）食べ物の事、日々思う事を書きなぐり中Ｏ(≧▽≦)Ｏ.
エッセイ（単著のみ）[編集]. 『ザ・万歩計』（2008年3月 産業編集センター / 2010年7月 文春文
庫）; 『ザ・万遊記』（2010年4月 集英社 / 2012年5月 集英社文庫）; 『ザ・万字固め』（2013年2月
ミシマ社 / 2016年2月 文春文庫）.

. 経て、2006（平成18）年に『鴨川ホルモー』でボイルドエッグズ新人賞を受賞、デビュー。その他小
説として『鹿男あをによし』『ホルモー六景』『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』『偉
大なる、しゅららぼん』『とっぴんぱらりの風太郎』『悟浄出立』『バベル九朔』など、またエッセイに『ザ・
万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』などの著書が.
2013年2月7日 . 【BOOK】万城目学さん待望の新作エッセイ「ザ・万字固め」入荷.
zamanjigatame 「ザ・万字固め」 万城目学（著） ミシマ社から刊行の新作エッセイに、著者の万城
目さんの直筆サインを頂いて入荷致しました。 本文の面白さは勿論のこと、芥陽子さんの装丁も素
敵に、佐々木一澄さんの挿画もカワイイ、おすすめでございます。
万城目学さんの『ザ・万字固め 』（文春文庫）の表紙装画を担当させて頂きました。 『ザ・万歩計』
の表紙装画と同じコンセプトで、 エッシャーの世界と万城目さんのエッセイの内容を反映した不思議
な世界を絵にしています。 読後に、表紙装画をもう一度見て頂き、 「あっ、これはあの話だな」と微
笑んで頂けましたら幸いです。 内容紹介 エッセイなのに.
2013年6月13日 . ザ・万字固め」・・万城目学. 主観で言えば、まきめさんらしい一冊だった。 地中
海でパスポートその他なくした話は確か一冊目のエッセイに書かれてたと思う。 海パン一個になっ
ちゃったんじゃなかったっけ？ 後半の宇宙話は、実は私も鏡を見ながら（同じく瞳の奥を覗き込むよ
うにして） 宇宙を考えた。考えすぎて怖くなった。その広大.
2013年2月22日 . 煽り文句を真に受け、私は電力株を買った。ネット証券に口座を新たに開設し、
いちばん大きな会社がいちばん安心だろう、と東京電力の株をしこたま購入した。2010年12月のこと
である。（中略）経験したことのない額を一気に約定させたときには、さすがに身体が熱くなった」（単
行本p.132、133） 東京電力株主総会、全日本愛瓢会.
2016年4月30日 . ザ・万字固め (文春文庫) 読みました。 鹿男あおによし等で有名な 万城目学さ
んのエッセイです。 読んでいてとにかく面白いのはその独特な言語表現だと思います。 日常の風景
をとても楽しいものに見せてくれます。 その表現が生まれる裏側には、並外れた観察力と人と違った
視点があるのだと思います。 万城目さんの文章を読ん.
ザ・万字固め2013/2/9 万城目 学 Giá bìa ￥1500 Giá bán: 110k Miễn phí vận chuyển toàn

quốc khi mua từ 200k trở lên với sách, truyện Nhật Liên hệ đặt mua: 091 456.
'06 年に『鴨川ホルモー』で衝撃的なデビューを飾り、現在エッセイ『ザ・万字固め』が発売中の人気
作家、万城目学氏だ。 3月に放送されたテレビ番組で、万城目氏が本書を「簡単な言葉と短いセ
ンテンスで、伝えたいことを的確に表現する。一級の外国文学」と絶賛、強いチームには自伝に書か
れる「勝者のメンタリティ」が必要と語り、中村俊輔が「.
Amazonで万城目 学のザ・万字固め。アマゾンならポイント還元本が多数。万城目 学作品ほか、

お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またザ・万字固めもアマゾン配送商品なら通常配送無
料。
. 人を務めながら小説家を目指す。2006年に第４回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した『鴨川ホル
モー』でデビュー。その他の著書に『鹿男あをによし』『ホルモー六景』『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃ
んとマドレーヌ夫人』『偉大なる、しゅららぼん』『とっぴんぱらりの風太郎』『悟浄出立』、エッセイ集に
『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』がある。
2017年5月20日 . かんさいストーリー 「エッセ－集“ザ・万字固め”から “すべての大阪、わたしの大
阪” “戦隊ヒーローとして捉えてみる”」 【作】万城目学 【朗読】池田耕一郎▽ロマンチックコンサート
「あなたとともに生きてゆく ～“由紀さおりテレサ・テンを歌う”から」
[小説]『ザ・万字固め』万城目学のレンタル・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.
2013年12月21日 . 小説家 万城目学. 1976年、大阪府生まれ。京都大学法学部卒業。2006
年、第4回ボイルドエッグズ新人賞受賞作『鴨川ホルモー』でデビュー。以降、『鹿男あをによし』『プリ
ンセス・トヨトミ』などのベストセラーを生み出す。エッセー集には『ザ・万歩計』『ザ・万字固め』など。
11年から「週刊文春」に連載していた初の時代小説『とっぴん.
この面白さ、何者？エッセイをこえた超エッセイ本。『鴨川ホルモー』、『鹿男あをによし』、『プリンセ
ス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」＆「奇想天外な世
界」。「やけどのあと～２０１１ 東京電力株主総会リポート～」収録。
2013年8月21日 . ザ・万字固め 万城目学/著（ﾐｼﾏ社）. ひょうたんを愛する「全日本愛瓢箪会」に
入ってみたり、. ２０１１年の東電株式総会に潜入してみたり・・・万城目学の. 奇想天外な日常！
○池上彰の学べるニュース７. ○ケンミンまるごと大調査. 木原誠太郎＋ﾃﾞｨｸﾞﾗﾑ・ﾗﾎﾞ県民性研究
会/著（文藝春秋）. ○ネット依存症のことがよくわかる本.
（2011年刊） ※第46回造本装幀コンクール（経済産業大臣賞、出版文化産業振興財団賞）受
賞！！ 平川克美『小商いのすすめ～「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』（2012年刊） 小田
嶋隆『小田嶋隆のコラム道』（2012年刊） ミシマ社編『THE BOOKS』（2012年刊） 万城目学『ザ・
万字固め』（2013年刊） ミシマ社編『仕事のお守り』（2013年刊）.
楽天市場-「ザ・万字固め」27件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コミで検討できま
す。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」なら翌日お届け
も可能です。
2016年2月10日 . ひょうたんへの限りなき愛。城崎温泉で構想した「タオル本」小説。台湾で「しゅら
らぼんコール」の不意打ちに出くわし、大阪市営地下鉄を戦隊ヒーローになぞらえる―。文庫化で、
ブラジルW杯観戦記、畏敬する作家・車谷長吉への追悼など10篇を新規収録。迷想する。旅す
る。栽培する。縦横無尽!奇才マキメのエッセイ集!

Aidez-nous à améliorer votre Page Auteur en mettant à jour votre bibliographie et en
soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en savoir
plus · 鹿男あをによし コミック 1-3巻セット (バーズコミックス). EUR 21,07. Comic. 鴨川ホルモー.
EUR 7,66. Tankobon relié. ザ・万字固め. EUR 6,55
2013年4月14日 . ザ・万字固め」 ミシマ社. 万城目学の日常のちょっと面白い事を書いたエッセイ.
内容は、万城目作品と同じで楽しい 音譜. 中身を少し紹介. 「あなたの知らないひょうたんの世界」
という、作者がひょうたん栽培にハマった話がある. 近所の人に作者が抱いていた子供の成長を誉め
られているのに、ひょうたんの成長と勘違いして呆れ.
2012年4月2日 . 「万字固めがほどけない」の第1回〜第13回 。「万字固めがほどけない」は、他の
エッセイも加えて再構成し、『ザ・万字固め』と.
10月読んだ本 ❤ #ブレイズメス1990 #海堂尊#ブルータスの心臓 #東野圭吾#革命のファンファーレ
現代のお金と広告 #西野亮廣#ザ万字固め #万城目学#チームバチスタの栄光 (上) #海堂尊#読
書 #文庫 #癒しの時間 #素敵な時間をありがとう #革命のファンファーレ #文庫 #万城目学 #読書
#海堂尊 #ブルータスの心臓 #ブレイズメス1990.

「ザ・万字固め/万城目学」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。
See Tweets about #ザ・万字固め on Twitter. See what people are saying and join the

conversation.
2016年4月13日 . . 回直木賞候補、『偉大なる、しゅららぼん』が映画化、『とっぴんぱらりの風太
郎』で第150回直木賞候補、『悟浄出立』で第152回直木賞候補、第5回山田風太郎賞候補と
なる。その他の著書に『ホルモー六景』、エッセイ集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』、
門井慶喜氏との共著に『ぼくらの近代建築デラックス！』がある。
2016年2月16日 . ザ・万字固め（エッセイ：万城目学） 3. ２０１３年に本になったエッセイ集である。
「プリンセス・トヨトミ」で出てきたひょうたんを育てる話や、「鹿男あをによし」の舞台となった平城旧跡
の話、「偉大なる、しゅららぼん」のサイン会をするために台湾に行く話など、全体的に楽しい系のも
のが多い中、震災直後の東京電力株主総会にでかける.
2013年5月1日 . 著書・編者・出版社. 消えたなでしこ, 西村京太郎著. わたくしたちの成就, 茨木
のり子著. 哲学のヒント, 藤田正勝著. 幻の野蒜築港, 西脇千瀬著. 心配しないで、モンスター, 平
安寿子著. ザ・万字固め, 万城目学著. 日本語はなぜ変化するか, 小松英雄著. 植民地建築紀
行, 西澤泰彦著. パン屋を襲う, 村上春樹著. 重機の世界, 髙石.
『ザ・万字固め』(万城目学) のみんなのレビュー・感想ページです(126レビュー)。作品紹介・あらす
じ：ひょうたんを愛する「全日本愛瓢会」に入会したり、2011年の東京電力株主総会に潜入したり、
深夜にPSPのカードと格闘したり…。大人気作家、万城目学氏の、めくるめく日常。地元大阪の
話、少年時代の話から、無限・四次元・宇宙に…
2017年12月8日 . また、エッセイに『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』がある。映画・ドラ
マ・. 舞台化された作品も多く、実在の事物や日常の中に奇想天外な非日常性を持ち込む作風
は. 「万城目ワールド」と呼ばれている。 近代建築への関心も高く、『ぼくらの近代建築デラック
ス！』では作家の門井慶喜氏とと. もに国内のみならず台湾にまで.
デートの途中、突然時が止まった。動かない街に現れたのは、「神」と名乗る二人の男。ペラペラまく
したてる二人に肩を叩かれ戻った世界は、あれ、何かが違う……？ 万城目ワールド、ここにあり！
アヤしげな「神様」に願いを託し、叶えられたり振り回されたりする人たちの、わちゃわちゃ神頼みエン
ターテインメント。au公式の電子書籍ストア「ブック.
7, 図書, はじめての集じん技術. 金岡 千嘉男／編著. 日刊工業新聞社. 2013/01, 571.4, ○. 8,
図書, 危機の憲法学. 奥平 康弘／編. 弘文堂. 2013/02, 323.01, ○. 9, 図書, ザ・万字固め. 万
城目 学／著. ミシマ社. 2013/02, 914.6, ○. 10, 図書, 腎臓病の食品早わかり
(FOOD&COOKING DATA). 牧野 直子／監修・データ作成. 女子栄養大学出版部.
2013年3月5日 . この面白さ、何者?エッセイをこえた超エッセイ本。『鴨川ホルモー』、『鹿男あをによ
し』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」&「奇想
天外な世界」。「やけどのあと~2011 東京電力株主総会リポート~」収録。
2016年3月12日 . 著 者：万城目学出版社：文藝春秋出版日：2016年2月10日 第1刷評 価：(説
明). 「鴨川ホルモー」「プリンセス・トヨトミ」などの、奇抜な着想の楽しい物語を多く世に送り出す著
者のエッセイ集。２０１３年に発行された単行本を文庫化。文庫化にあたって１０編を新規収録し
て、本書には３５編のエッセイが収められている。
. 人を務めながら小説家を目指す。2006年に第４回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した『鴨川ホル
モー』でデビュー。その他の著書に『鹿男あをによし』『ホルモー六景』『プリンセス・トヨトミ』『かのこちゃ
んとマドレーヌ夫人』『偉大なる、しゅららぼん』『とっぴんぱらりの風太郎』『悟浄出立』、エッセイ集に
『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』がある。
エッセイ・随筆>> ザ・万字固め / 万城目学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！
ザ・万字固め（914.6マ）. -今月の展示-. ２月の行事予定. 紹介者：巳之口. 紹介者：鶴本. ２月.

３月. 休館日. 整理券配布中!（※なくなり次第終了）. 三次市にゆかりのある音楽家たちと一緒
に、親子で. お話と音楽を楽しみましょう(*^_^*). 読み聞かせに音がつくとどんな感じでしょうか？！
エレクトーン・フルート・トロンボーンなど、いろいろ. な楽器の音を.

Visit Amazon.co.uk's Manabu Makime Page and shop for all Manabu Makime books. Check
out pictures, bibliography, and biography of Manabu Makime.
2013年2月20日 . この面白さ、何者?エッセイをこえた超エッセイ本。『鴨川ホルモー』、『鹿男あをに
よし』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」&「奇想
天外な世界」。「やけどのあと~2011 東京電力株主総会リポート~」収録。
インフルエンザと闘うな！ワクチン・タミフルより「ぬれマスク」, 臼田 篤伸. 「黄金のバンタム」を破った
男（文庫）, 百田 尚樹. 老後の大盲点（文庫）, フレディ松川. 誤謬(ごびゅう)だらけの『坂の上の
雲』, 高井 弘之. 脳が若返る かみ合わせ健康法, 丸山 剛郎 澤口 俊之. 敬語のおさらい, 三ッ野
薫. ザ・万字固め, 万城目 学. コンビニ・ララバイ（文庫）, 池永.
2015年7月8日 . 万城目学おすすめランキング □ ヒトコト感想 作者のエッセイ集はよくわからない面
白さがある。それは、作者の作品に通じる部分かもしれない。日常の出来事や、学生時代の貧乏
旅行の話など、作者のプライベートな部分を知るには良い作品だろう。ただ、作者が取り上げたテー
マに、どれだけ自分が興味を持つかによって印象は.
さて、初万城目さんエッセイ。大丈夫でした。これから、という方、ご安心ください。面白いですよ‼ 残
念ながら関西に土地勘がないため、関西考はさほど楽しめませんでした。ザ・万字固めも、ちょっとつ
いて行けませんでした。しかし前半の瓢箪愛、藤堂高虎、台湾でのサイン会、食に関するエッセイ、
そして、東電株主総会レポート‼ もう読んで良かっ.
万城目学『ザ・万字固め』 エッセイが非常に面白い万城目学さん。戦国武将たちでサッカーの日本
代表を妄想する、まさに「侍」ジャパンは抱腹絶倒の面白さ‼ 〈チームの心臓であるボランチには、こ
のチームのキャプテンを配置しよう。「動かざること山の如し」の武田信玄公である。本当は右へ左へ
動き回って、相手のチャンスの芽を片っ端から潰して.
イラストレーター 佐々木一澄の作品とプロフィールサイト.
株式会社ミシマ社は原点回帰の出版社です。ミシマ社が発刊する『ザ・万字固め』のご紹介です。
2013年8月13日 . お盆です。 猛暑というより、酷暑が続き外に出るのが辛い。 ジリジリとお日様がさ
す日中はできるだけ家の中でのんびりしたいものです。 気分転換に、ブログ背景を変えてみました。
『鴨川ホルモー』などで有名な万城目学さんのエッセイ。 万城目さんのエッセイはのんびり読むのに
ぴったりなゆるさ。 色々と考察はあるのだけれど、.
2016年2月10日 . エッセイなのに衝撃の結末！ 熱き瓢箪愛から東電株主総会潜入記まで。奇才
作家の縦横無尽な魅力満載のエッセイ集。綿矢りさ、森見登美彦両氏との特別鼎談も収録。
2014年3月2日 . ーに。ほかの小説に『鹿男あをによし』『ホ. ルモー六景』『かのこちゃんとマドレーヌ
夫. 人』『偉大なる、しゅららぼん』、『とっぴん. ぱらりの風太郎』。エッセイ集に『ザ・万歩. 計』『ザ・万
遊記』『ザ・万字固め』、『ぼく. らの近代建築デラックス』（門井慶喜氏との. 共著）がある。 お問い
合わせ：山内図書館 ☎045‐901‐1225 ※おかけ間違い.
2013年11月27日 . ザ・万字固め／万城目学. あ、万城目さんと三浦しをんさんって同い年なので
すね。 同い年のどちらも売れっ子作家のエッセイ。どちらも楽しくて、読んでいて時に「ぶはっ！」と吹
き出さずにはいられませんが、もちろん雰囲気というか、カラーというかに違いがあって、それがまた興味
深いのですねえ＾＾。
万城目学#ザ万字固め#エッセイ ・ なんだこのタイトル. 城崎裁判万城目学#城崎裁判#万城目学
#本と温泉#城崎. #万城目学#かのこちゃんとマドレーヌ夫人. . #ほっこり不思議#万城目ワールド.
2018.1.18 【6冊目】 . igで見かけて気に. 面白かった。 猫のマドレーヌ夫人と、その旦那様で犬の玄.
2018.1.18 thu . こんばんは . 日中は暖かい時間.
2016年3月27日 . その他の著書に『鹿男あをによし』『ホルモー六景』『プリンセス・トヨトミ』『かのこ
ちゃんとマドレーヌ夫人』『偉大なる、しゅららぼん』『とっぴんぱらりの風太郎』『悟浄出立』、エッセー
集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』がある。 「バベル九朔」（万城目学著／ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ、１６００円＋税）. 前ページ · 1ページ · 2ページ.

2016-02-10 万城目学さん「ザ・万字固め」の文庫版入荷しました。 文庫化にあたり、30%の大増
量！ひょうたんへの限りなき愛をはじめ奇才マキメのエッセイ集。こちらも「このへんにかかわりの深い
作家さんたち」コーナーに既刊ございますので併せてぜひ。 スタンダードブックストア心斎橋.
ザ・万字固め/万城目 学（エッセイ・自伝・ノンフィクション） - この面白さ、何者？エッセイをこえた超
エッセイ本。『鴨川ホルモー』、『鹿男あをによし』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』
の.紙の本の購入はhontoで。
詳細な条件で図書の検索ができます。書名や著者名、出版者、分類、書誌の種別、出版年度な
どの条件が使用できます。
ザ・万字固め (文春文庫) | | ISBN: 9784167905538 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit

Versand und Verkauf duch Amazon.
この記事のトラックバックURL. http://omni-bus.jugem.jp/trackback/1965. トラックバック. 「ザ・万字
固め」万城目学. この面白さ、何者？ エッセイをこえた超エッセイ本！ 『鴨川ホルモー』、『鹿男あを
によし』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」＆「奇
想天外な世界」。 「やけどのあと～２０１１東京電力.
ザ・万字固め. 万城目 学／著. 『読む知る話すほんとうにあったお. すほんとうにあったお. すほんとう
にあったお話』. <1年生-６年生>. 笹原 良郎／監修. この本に紹介されているお話は、約100年前
から今. までの、日本と世界の国で実際にあった出来事です。 困難に立ち向かい克服する人々の
姿は、子供たちに生. きる勇気を与えてくれるのではない.
2013年3月13日 . 【目次】（「BOOK」データベースより） １ マキメマナブの日常（ナチュラル・ボーン／
あなたの知らないひょうたんの世界／清兵衛と瓢箪と私／『まんが道』から延びた道／藤堂高虎と
あそんでみる）／２ 旅するマキメ！（わんちぇんむぅがやってくる ヤァ！ヤァ！ヤァ！／ギリシャ慕情／さ
ようなら、さようなら）／３ デリシャス七重奏（出前／.
2017年12月14日 . 卍固めとは? 卍固め（まんじがため）は、プロレス技の一種である。本来はヨーロッ
パでグレイプヴァイン・ストレッチ（Grapevine Stretch）と呼ばれていた技である。日本では使い手のア
ントニオ猪木にちなんでア.
2016年3月10日 . ザ・万字固め』（文春文庫）は、『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』につぐ、小説家万城
目学の第三エッセイ集。「平日開店ミシマガジン」に連載され、２０１３年にミシマ社から刊行された
『ザ・万字固め』をベースに、２０１０年から２０１５年にかけて発表した様々なジャンルの文章、さらに
は綿矢りさ、森見登美彦との鼎談「三文人やわらか問答」を.
やっぱり万城目さんの文章はおもしろい。 著者の作品が台湾で人気で、サイン会行脚のエッセイが
特におもしろい。 正直なところ、著者の作品は日本人でも好みが分かれるところだと思うのに、台湾
で人気とはねえ。 お気に入り度： 本の評価ポイント. 掲載日： 2013年11月01日. 外部ブログURL
が設定されていません. 投票する. 投票するには、.
トップ · 万城目 学; ザ・万字固め (文春文庫). ▷ 4月の月間ランキング発表！こちらをクリック！
ザ・万字固め (文春文庫). 万城目 学 · twitter · facebook · google · ザ・万字固め (文春文庫).
本の詳細. 登録数: 473登録; ページ数: 302ページ. Amazon 詳細ページへ. 万城目 学の関連本.
54. パーマネント神喜劇 · 万城目 学. 登録. 12. 悟浄出立（.
2013年3月16日 . 最新エッセイ集『ザ・万字固め』でもトクベツなことは起きたり起きなかったりする
が、何気ない日常も彼にかかればネタの宝庫。楽しむも楽しまないも「転がし方一つ」だ。 「やけどの
あと――2011東京電力株主総会リポート」と題した一文は、あくまで配当目的の堅実な資産運用
として東電株5000株を購入した万城目氏が、投資額の.
また、エッセイに『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』がある。映画・ドラマ・舞台化された作
品も多く、実在の事物や日常の中に奇想天外な非日常性を持ち込む作風は「万城目ワールド」と
呼ばれている。 近代建築への関心も高く、『ぼくらの近代建築デラックス！』では作家の門井慶喜
氏とともに国内のみならず台湾にまで足を伸ばし、残存する.
2010年8月19日 . 真夏の吉田豪祭り！3冊目は、著者の長時間インタヴュー本、第1弾『男気万
字固め』 インタヴューされているのは、見事なまでに、女子ファンの存在が感じられない、男臭全開
の以下の方々. ◎山城新伍（蠍座） ◎ガッツ石松（双子座） ◎張本勲（双子座） ◎小林亜星

（獅子座） ◎さいとう・たかお（蠍座） ※西川のりお（おうし座）
2013年11月6日 . エッセイ集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』、『ぼくらの近代建築デ
ラックス』（門井慶喜との共著）がある。 ( 1 / 2 ). [その他の写真を見る] · 前編はこちら ───この小
説は、キャラクターが現代人だな、と感じる個所がいくつかありました。たとえば司馬遼太郎さんだと、
『花神』のように幕末の時代に現代の考えをする人間を.
2012年9月12日 . ほかに、ドラマ化された『鹿男あをによし』（07年、幻冬舎刊）、『かのこちゃんとマド
レーヌ夫人』（10年、筑摩書房刊）が直木賞候補に。近著に『偉大なる、しゅららぼん』（11年、集
英社刊）、エッセー『ザ・万字固め』（12年2月、ミシマ社刊）。13年4月現在「週刊文春」に『とっぴん
ぱらりの風太郎』を連載中。 次のサポーターへ. （五十音.
萬字固定. 中文書 , 萬城目學 涂愫芸 , 皇冠 , 出版日期: 2014-05-05 優惠價: 7 折, 196 元 放
入購物車 試閱 2018 國際書展. 來看看萬城目學葫蘆裡賣著什麼藥?! 如何讓日常生活開出
一朵朵創意的花? 萬城目學將告訴你，他的神乎奇技! 特別收錄：萬城目學的台灣見聞記
文字、宇宙、空間、時間…… 我們都被宇宙施加的萬字固定. more.
2016年5月11日 . 【まいねじゃ！】青森出身岡山県民「まいね」のシングルライフ。【読書】万城目
学『ザ・万字固め』
植物が登場するアートたち: ◇絵画の中の花たち（9） 新旧の林檎 塚谷裕一: ◇読書のおと（33）
万城目学『ザ・万字固め』: ◇いけばななるほどクイズ（141）. ・花展レポート. ◇第49回日本いけば
な芸術展（大阪）. ・イベントお便りピックアップ: 富士吉田、上十三、長崎、福井、いわき、東京、沖
縄、山形支部. ・はさみのおとのページ. ◇バックステージ！
この面白さ、何者? エッセイをこえた超エッセイ本! 『鴨川ホルモー』、『鹿男あをによし』、『プリンセス・
トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」&「奇想天外な世界」。
「やけどのあと~2011 東京電力株主総会リポート~」収録! ! ひょうたんを愛する「全日本愛瓢会」に
入会したり、2011年の東京電力株主総会に潜入したり、.
万城目 学（まきめ まなぶ、本名同じ、1976年2月27日 - ）は、日本の小説家。 大阪府出身、東
京都在住。京都大学法学部卒。『鴨川ホルモー』『プリンセス・トヨトミ』などの、実在の事物や日常
の中に奇想天外な非日常性を持ち込むファンタジー小説で知られ、作風は「万城目ワールド」と呼
ばれる。
2013年4月7日 . 万城目学さんのエッセイ集が久々に刊行されたので、さっそく読みました。これまで
に出版された万城目学さんの本は、全部読んでいるつもりです。何処かで密かに、出版されていな
い限り。念のため、Amazonで検索してみて、思い出しました。『ぼくらの近代建築デラックス！』が、
初めて読んだ万城目学作品だったのです。もちろん、.
2016 『牛を飼う球団』（喜瀬雅則／小学館）表紙装画を担当. 『ザ・万字固め』（万城目学／文
春文庫）表紙装画を担当. 「オール讀物」（文藝春秋）連載小説『チャップリンを撃て！』（土橋章
宏）扉絵と挿絵を担当. 「STORY BOX」（小学館）連載小説『国会議員基礎テスト』（黒野伸
一）扉絵を担当. 『都立水商！』（室積光／小学館文庫）改装版表紙装画を.
タイトル, ザ・万字固め. 著者, 万城目学 著. 著者標目, 万城目, 学. シリーズ名, 文春文庫 ; ま
24-4. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 文藝春秋. 出版年, 2016. 大きさ、容量
等, 302p ; 16cm. 注記, ミシマ社 2013年刊の再刊. 注記, 文献あり. ISBN, 9784167905538. 価
格, 600円. JP番号, 22690612. トーハンMARC番号, 33395692.
2013年9月30日 . ザ・万字固め』（万城目学・ミシマ社） 万城目学のエッセイ集で、いつもながらめ
ちゃくちゃおもしろい。 ひょうたんにのめりこむうちに、 自分の奥さんが「ひょうたん未亡人」 （旦那が
ひょうたんにのめりこんでしまい、 未亡人みたいになってしまうこと） になってしまったはなしにはわらわさ
れた。 もうひとつおもしろかったのが、
2014年1月11日 . 2006年10月株式会社ミシマ社を単身設立。 「原点回帰」の出版社を標榜し、
編集・営業・仕掛け屋などチームの枠を超え、「出版は全身運動である」という思いのもと、日々、
奔走中。 益田ミリ『ほしいものはなんですか？』、内田樹『街場の教育論』『街場の文体論』、平川
克美『小商いのすすめ』、万城目学『ザ・万字固め』などの話題.
2013年2月28日 . サイン会概要 『ザ・万字固め』刊行記念万城目学さん サイン会 日時：2013年3

月2日（土） 12:00～ 会場：大阪・梅田MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店 定員：先着100名
※『ザ・万字固め』をお買い上げの方先着100名に整理券を配布する※電話での予約可能問い
合わせ：MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店電話：06-6292-7383.
不幸は人生の財産. 曽野 綾子. たった１分で心をつかむ！しつもん会話術 松田 充弘. ザ・万字
固め. 万城目 学. 肥満遺伝子−やせるために知っておくべきこと 白澤 卓二. 娘が学校に行きません
親子で迷った198 日間 野原 広子. 42℃温めで素肌美人. 水島 徹. リカと３つのルール 自閉症の
少女がことばを話すまで 東条 健一. 若返る！小顔になる！
[小説]『ザ・万字固め』万城目学のレンタル・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：ミシマ社.
Amazonで万城目 学のザ・万字固め (文春文庫)。アマゾンならポイント還元本が多数。万城目
学作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。またザ・万字固め (文春文庫)もアマゾン
配送商品なら通常配送無料。
2014年2月9日 . 2011/04 文春文庫. 6, かのこちゃんとマドレーヌ夫人, 長編, 2010/01 ちくまプリマー
新書 2013/01 角川文庫 2013/03 角川つばさ文庫. 7, ザ・万遊記, エッセイ集, 2010/04 集英社
2012/05 集英社文庫. 8, 偉大なる、しゅららぼん, 長編, 2011/04 集英社 2013/12 集英社文庫. 9,
ザ・万字固め, エッセイ集, 2013/02 ミシマ社
2013年5月19日 . ザ・万字固め万城目学ミシマ社『ザ・万字固め』万城目学著(ミシマ社)すみませ
ん最初に白状してしまいますが、わたしマキメさんの小説読んでません……ホルモーの序盤で挫折し
たクチ…(汗)ドラマ化映画化直木賞候補と華々しいご活躍なんですが、わたしとはご縁がない作家
さんだと思ってました。ところがですね、本屋さんでこの.
2014年5月13日 . 萬字固定（ザ・万字固め）. 萬城目學 著. 一直follow著萬城目學的小說，這
本「萬字固定」應該是第二本散文吧！網路上的新書預購清單，就已經在等待了！上週四
新書到貨，還是忍不住放下其他整堆讀「一半」的書，直接一口氣把這本書看完。 有時候看
書時，我們無法知道作家為什麼要寫這一主題的故事或文章，本書幾段.
ザ・万字固め - 万城目学 - 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。
ほかの小説に『鹿男あをによし』『プリンセス・トヨトミ』『とっぴんぱらりの風太郎』『バベル九朔』、エッセ
イ集に『ザ・万歩計』『ザ・万遊記』『ザ・万字固め』『ぼくらの近代建築デラックス！』（門井慶喜氏と
の共著）がある。 橋爪 紳也. はしづめ しんや. 1960年大阪市中央区生まれ。京都大学工学部建
築学科卒・大阪大学大学院工学研究科博士課程修了、.
ひょうたんへの限りなき愛。城崎温泉で構想した「タオル本」小説。台湾で「しゅららぼんコール」の不
意打ちに出くわし、大阪市営地下鉄を戦隊ヒーローになぞらえる―。文庫化で、ブラジルW杯観戦
記、畏敬する作家・車谷長吉への追悼など10篇を新規収録。迷想する。旅する。栽培する。縦横
無尽!奇才マキメのエッセイ集!
ﾏｷ ザ・万字固め. 万城目 学／著. E. ﾏﾙ 無地のネクタイ. 丸谷 才一 ／著. E. ﾖｼ 開店休業. 吉
本 隆明／著. Ｆ 日本の小説 F. ｱｻ レーン ランナー３. あさの あつこ／著. F. ｱﾍ □. 阿部 和重／
著. F. ｲｼ 愛しいひとにさよならを言う. 石井 睦美／著. F. ｲｼ 余命１年のスタリオン. 石田 衣良 ／
著. F. ｲﾄ 忘れられたワルツ. 絲山 秋子／著. F. ｵｵ あずかりやさん.
【無料試し読みあり】「ザ・万字固め」（万城目学）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。
ザ・万字固め/万城目 学（文庫） - この面白さ、何者? エッセイをこえた超エッセイ本!『鴨川ホル
モー』、『鹿男あをによし』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の.電子書籍のダウンロー
ドはhontoで。
2013年1月30日 . この面白さ、何者？ エッセイをこえた超エッセイ本！ 『鴨川ホルモー』、『鹿男あを
によし』、『プリンセス・トヨトミ』、『偉大なる、しゅららぼん』の万城目学が綴る、「作家の日常」&「奇
想天外な世界」。
ザ・万字固め (文春文庫). 著者名：万城目 学. 出版社：文藝春秋. 種 類：文庫. 発売日：2016

年02月10日. フォーマット：文庫版. もってる. 0. ほしい. 0. いらない. 0. 購入ボタン. 万城目 学さんの
その他の作品. パーマネント神喜劇 · 悟浄出立 (新潮文庫 ま 48-1) · ([ん]1-10)みんなの少年探
偵団 (ポプラ文庫) · とっぴんぱらりの風太郎 上 (文春文庫).

