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紀伊國屋書店 × じんぶん堂ブックフェア

　人文書の魅力を伝えるウェブサイト「じんぶん堂」（https://book.asahi.

com/jinbun/）のオープン 1 周年を記念して、「2020 年の今こそ読みたい

人文書」をピックアップしてご紹介します。こんな時代だからこそ、知ること、

考えること、自分で判断して表現すること、いわゆる「人文知」がますま

す必要になってきています。人文書を手にとってみませんか？ 世界の景色

が少し変わるかもしれません。

1st Anniversary
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社会心理学講義 :〈閉ざされた社会〉と
〈開かれた社会〉

大衆の反逆

小坂井敏晶（著）

出版社：筑摩書房

ISBN：9784480015761

定価：本体 1,900 円＋税

オルテガ・イ・ガセット（著）／佐々木孝（訳）

出版社：岩波書店

ISBN：9784003423110

定価：本体 1,070 円＋税

　1948 年、三重県生まれ。京都大学卒業後、日本生命に入社。ロンドン現地法

人社長、国際業務部長などを歴任し、退職後、ライフネット生命保険を設立し上場

した。2018 年から立命館アジア太平洋大学（APU）の学長に就任。これまでに読

んだ本は 1 万冊以上。『全世界史 上・下』（新潮文庫）、『人類 5000 年史Ⅰ・Ⅱ』（ち

くま新書）、『0 から学ぶ ｢日本史｣ 講義 古代篇、中世篇』（文藝春秋）、『座右の書

「貞観政要」』（角川新書）など著書多数。

　1984 年大阪府生まれ。作家・近現代史研究者。慶應義塾大学文学部卒業、同

大学院文学研究科中退。政治と文化芸術の関係を主なテーマに、著述、調査、評論、

レビュー、インタビューなどを幅広く手がけている。著書に『古関裕而の昭和史』『文

部省の研究』（文春新書）『空気の検閲』（光文社新書）、『たのしいプロパガンダ』（イー

スト新書 Q）、監修に『満洲帝国ビジュアル大全』（洋泉社）など多数。

　本書は社会心理学を俯瞰する教科書ではなく、新世紀に入って出版された

最高のビジネス書だ。ビジネスが人間とその社会を相手にするものである以

上、人間と社会に対する深い洞察が欠かせない。生物や社会を支える根本

原理は同一性と変化であるがこの 2 つの相は互いに矛盾する。同一性を維

持しながら変化するシステムはどのように可能なのか、問いはここから始まる。

ページを捲る度に私たちの常識が粉砕されてしまう刺激的な 1 冊だ。

　古典的名著だが、いま読んで興味深いのは「『専門主義』の野蛮」の章。

オルテガはそこで、全体知を軽侮する専門家の問題を鋭く指摘している。専

門家こそ、問題にすべき大衆の典型なのだと。歴史修正主義の跋扈、コロナ

禍などで、専門知の重要性が説かれて久しい。だが、本当にそれだけでよい

のか。専門家と市民をつなぐ全体知、現代日本風にいえば、「評論家的な知」

は打ち捨てられてよいのか。大学への政治介入が進もうとするいま、読み返す

べき一冊。

『哲学と宗教全史』出口治明さん　「丸ごと世界を理解し

よう」

出口治明さんの読書術　本選びには「新聞の書評が参考

になる」
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　創業者の出身地である兵庫県明石市から社名をとり 1978 年に創業。人権の尊重を基本理念として出

版活動をおこなっています。 web サイトは https://www.akashi.co.jp/　ツイッターは @akashishoten

　1918 年創業。わが国初の『トルストイ全集』をはじめ、宗教・思想・哲学・心理・医療・音楽等の

専門書の刊行をつづけ今日に至っている。HP：www.shunjusha.co.jp　web 春秋 はるとあき：haruaki.

shunjusha.co.jp　Twitter：@shunjusha

飼いならす
──世界を変えた 10 種の動植物

チョンキンマンションのボスは知っている
──アングラ経済の人類学

アリス・ロバーツ（著）／斉藤隆央（訳）

出版社：明石書店

ISBN：9784750350851

定価：本体 2,500 円＋税

小川さやか（著）

出版社：春秋社

ISBN：9784393333716

定価：本体 2,000 円＋税

　狩猟採集民だった人間（ホモ・サピエンス）が、野生の動植物に手を加え

て飼いならす（家畜化・栽培化する）ようになったことで歴史が変わったとす

る視点から人類史を読み解いた学際的ノンフィクションの傑作。

　「飼いならし」がどうして可能になったのか、起源からの歴史を解き明かす

とともに、「飼いならし」によって自然や生態系に対する影響力を持ちすぎて

しまったわれわれ人間の今後とるべき方向を模索する、現代人の必読書とも

いうべき一冊です。

　香港のタンザニア人ビジネスマンの生活は、日本の常識から見れば「まさ

か！」の連続。交易人、難民をも巻きこんだ独自の互助組合、信用システム、

SNS によるシェア経済…。既存の制度に期待しない人々が見出した、合理的

で可能性に満ちたありようとは。アフリカの零細商人の行動調査から新しい

価値体系を探究する注目の文化人類学者が贈る、閉塞した日本の状況を打

破するヒントに満ちた一冊。2020「大宅壮一ノンフィクション賞」・「河合隼

雄学芸賞」ダブル受賞！

財政危機のギリシャで、反緊縮の経済学者が財務大臣に 

バルファキスが記した“現代のギリシャ戦記 ”

今、ホットな仏教 〈仏教 3.0〉の思いがけない展開（上）

『“研究者失格 ”のわたしが阪大でいっちゃんおもろい教

授になるまで』 著者の研究仲間でもある安冨歩教授によ

る書評

生誕 250 年を迎え、ふたたび見直されるベートーヴェン

像（上）　 歴史上の偉人を「再構築」する
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　1948 年、平和な世界を願って京都で創業。学術専門書・教養書の出版社。web マガジン「せかいし

そう」では、わかりやすい、でも歯ごたえのある読みものをお届けしています。Twitter：@sekaishisosha　

Facebook：@sekaishisosha

　東京・神保町にある、文学・芸術・人文を中心とした書籍と各種学校案内書を発行する出版社です。

犀のマークが目印です。HP：https://www.shobunsha.co.jp/　Twitter：@shobunsha

二枚腰のすすめ──鷲田清一の人生案内原子力時代における哲学

鷲田清一（著）

出版社：世界思想社

ISBN：9784790717423

定価：本体 1,700 円＋税

國分功一郎（著）

出版社：晶文社

ISBN：9784794970398

定価：本体 1,800 円＋税

　「こんなに面白い本はない」横尾忠則さん（『朝日新聞』2020 年 7 月 4 日）。

「悩みを解決するだけじゃなく、その後どう生きていくかまで指南してくれてい

るのがとてもいい」中江有里さん（NHK 総合「ひる まえほっと」2020 年 9 月 9 日）。

「珠玉の言葉が詰まっています」出口治明さん（FM 大分「APU 学長 出口治明の

おススメの 1 冊」2020 年 7 月 25 日）。

　哲学者が答える 71 の悩み。相談の面白さに笑い、回答の意外性に驚きな

がら読み進めるうちに、ことばに刺されて、鷲田流の人生哲学が身につきます。

　1950 年代、並み居る知識人たちが原子力の平和利用に傾いていくなかで、

なぜハイデッガーだけが原子力の危険性を指摘できたのか。その洞察の秘密

はどこにあったのか。ハイデッガーのテキスト「放下」を軸に、ハンナ・アレ

ントからギリシア哲学まで、壮大なスケールで展開される、技術と自然をめぐ

る哲学講義録。ハイデッガーを検証することは我々自身を検証することであ

る。3.11 に対する哲学からの根源的な返答がここに。

『WIRED』日本版前編集長・若林恵氏がイチ押しする『文

化人類学の思考法』

内田樹さんの考える日韓関係 マルクスの受容のされ方を

めぐって

『女性ホームレスとして生きる』――路上にとどまる彼女

たちの「意志」とは何か？

安倍首相の言う「自衛隊明記改憲」をまじめにシミュレー

ションしてみる 木村草太『自衛隊と憲法』
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　1961 年創業。1963 年『愛と死をみつめて』を刊行、140 万部の大ベストセラーになり、日本全国に感

動の嵐を巻き起こす。2010 年刊行『体脂肪計タニタの社員食堂』はシリーズ累計 500 万部を突破！ 自

己啓発書から事典、文庫まで幅広い出版活動を展開し今日に至る。

生き物が大人になるまで ~「成長」をめぐる
生物学

稲垣栄洋（著）

出版社：大和書房

ISBN：9784479393511

定価：本体 1,400 円＋税

　口の大きさを競い合うカバ、じつは上手に泳げなかったカワウソ、大小 2

つの種を持つオナモミ、“ 踏まれたら立ち上がらない ” 雑草――。

　生き物たちが厳しい自然界で大人になるための、あっと驚く知恵と戦略を、

親しみやすいイラストとともに紹介しています。「ユニークでおもしろい生き物

の生態について読んでいるはずが、いつの間にか自分や子どもの成長につい

て考えさせられた」と、子育て本、教育本としても読まれています。

波乱の2020 年、池上彰が世界情勢を読み解く『武器に

なる！世界の時事問題』

「理想の死」とは、家族に囲まれて死ぬことではない。 『看

護師僧侶の妙憂さん！ 「いい死に方」ってなんですか？』

　1892 年創業。大阪は御堂筋の近く、本町と淀屋橋の間にある出版社です。東京支店は神保町。HP は

https://www.sogensha.co.jp　ツイッターアカウントは @sogensha　最近、公式キャラクター・ひつジの

ソジーが誕生しました。

ひと目でわかる　心のしくみとはたらき図鑑

黒木俊秀（監修）／小野良平（訳）

出版社：創元社

ISBN：9784422117065

定価：本体 2,800 円＋税

　最先端の心理学の知識をカラフルな図解で！　「心って何？」から始まって、

心理学の歴史、心のしくみと働きをあらゆる領域にわたり解説した、これまで

にない楽しく面白い心の図鑑。人間の不思議な行動の意味を理解するための

基礎知識だけでなく、心の病とその治療法についても、ビジュアルでここま

で簡潔に分かりやすく網羅している図鑑は他にない。心理学に関心のある人、

心の不思議に関心のある人たちに是非お薦めしたい一冊。

「歴史学の研究って、ロマンがありますね」 『歴史学で卒業

論文を書くために』に寄せて

恐竜図鑑が完成するまで　私たちは世界の奥地で化石を

とってくることから始めた
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iStock.com/vivalapenler

ホモ・デジタリスの時代
── AI と戦うための（革命の）哲学

教養の書

ダニエル・コーエン（著）／林昌宏（訳）

出版社：白水社

ISBN：9784560097212

定価：本体 2,200 円＋税

戸田山和久（著）

出版社：筑摩書房

ISBN：9784480843203

定価：本体 1,800 円＋税

　1915 年創立の出版社です。哲学・歴史・文学・芸術・語学などの書籍が中心。ホームページは www.

hakusuisha.co.jp　ツイッターアカウントは @hakusuisha

　東京のひがし・蔵前から注目の人文書をピックアップ！ 内容紹介やレビュー、著者インタビュー、イベン

トレポート、コラムなど、とびっきりの情報をお届けします。HP：www.chikumashobo.co.jp/　Twitter：

@chikumashobo

　1968 年 5 月革命以後の ｢世界史の構造｣ を、フランスを代表する経済学

者が総括！

　SNS が分断を生むのはなぜか、GAFA とはどう付き合うか、AI 革命で人間

の仕事はどうなるのか……デジタル社会における「経済成長」の真実に迫る。

博覧強記の要約力で名著から最新論考まで紹介し、新しい人文学の必要を

説く。「個人情報」に紐づく、Netfl ix など動画配信の問題も考察。思考が

整理されて、読むと頭が良くなる本。

　向学心に燃えて大学に入ったものの、はて、そもそも何をどう学んだらよい

のか分からない。そんな新入生諸君にむけ学ぶことの意味と方法をイチから

説く人気講義を書籍化しました。たんなる知識を超えた教養の核心をエンタ

メ映画を素材に軽妙に示したうえで、本物の教養を身につける術を、ベーコ

ンのイドラ論や認知心理学、論理学を自在に用いて伝授。うっすらでも自分

がバカなんじゃないかと気づいたら読んでほしい、現代版「学問のすすめ」です。

パンデミックと劇場閉鎖 『『リア王』の時代 一六〇六年の

シェイクスピア』

「産業革命は黒人奴隷たちの血と汗の結晶である」　歴史

学の常識を覆した研究者とは　川北稔さんが解説

外国語を愛する・外国語に苦しむすべての人に　フランス

人妻とフランス語が苦手な夫による漫画＋コラム

大学をあの手この手で改革しようとした末路　佐藤郁哉

『大学改革の迷走』



1312

哲学トレーニングブック

山口尚（著）

出版社：平凡社

ISBN：9784582703627

定価：本体 2,600 円＋税

　1914 創業の出版社です。百科事典を中心としたレファランス、美術書や全集などを展開してきましたが、

21 世紀に入ってからは、人文書や一般書、新書、文庫（ライブラリー）、MOOK などを広く手がけています。

https://www.heibonsha.co.jp/、ツイッターは @heibonshatoday

　哲学者が哲学について悩んだ末、その愉しみを再発見していくというプロ

セスを、哲学書を読むという行為を通して示したのが本書。本書にも登場す

る大森荘蔵が、以前、哲学とは一種の「病気」であると言っていた。普通の

ことが普通のこととして了解できなくなることを彼一流のやり方で表現したも

のだが、この本の著者も、この了解を深く共有しており、「実存的苦しみ」を

共有する者たちへ温かいまなざしをむけている。「退屈」と「孤独」を越え、「哲

学書を読む者たちの共同体」を目指す！

私たちはずっと気づかないまま『中世思想原典集成 精選』

を求めてきた

千葉雅也さん×綿野恵太さん『「差別はいけない」とみんな

言うけれど。』刊行記念対談 【前後編】アイデンティティと

シティズンシップ

論点・西洋史学

金澤周作（監修）、藤井　崇／青谷秀紀／古谷大輔／

坂本優一郎／小野沢　透（編著）

出版社：ミネルヴァ書房

ISBN：9784623087792

定価：本体 3,200 円＋税

　1948 年戦後の混乱期に京都の地にて創業。人文・社会科学の学術出版社です。HP：http://www.

minervashobo.co.jp　Twitter：@minervashobo

　あなたなら、どう考えますか？――本書は、古代から現代に至る西洋の過

去に関して、真実＝正解を求めて幾通りもの主張が戦わされている「論点」

だけを集めた 1 冊。「論点」に触れ、主体的に思考することで、歴史学なら

ではの醍醐味が味わえます。各項目は〈史実〉〈論点〉〈歴史学的に考察する

ポイント〉の 3 パートから構成され、語句説明やクロスリファレンスも充実。

世界史の知識がなくとも理解が進む工夫が満載です。

歪められた日本古代史を掘り起こす古代通史が完結 「古

代の地平を拓く」

井上雅人『ファッションの哲学』 着ている服があなたの「世

界のとらえ方」を表明する
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檜垣立哉（著）
出版社：筑摩書房
ISBN : 9784480099587
定価：本体 1,100 円 + 税

柿木伸之（著）
出版社：岩波書店
ISBN : 9784004317975
定価：本体 860 円 + 税

小野和子（著）
出版社：PUMPQUAKES
ISBN : 9784991131004
定価：本体 2,700 円 + 税

渡辺一夫（著）
出版社：講談社
ISBN : 9784065177556
定価：本体 1,500 円 + 税

木下ちがや（著）
出版社：大月書店
ISBN : 9784272211210
定価：本体 1,600 円 + 税

大貫恵美子（著）
出版社：岩波書店
ISBN : 9784000245425
定価：本体 3,000 円 + 税

カンタン・メイヤスー、千葉雅也（著）／岡嶋隆佑、
熊谷謙介、黒木萬代、神保夏子（訳）
出版社：青土社
ISBN : 9784791770847
定価：本体 2,200 円 + 税

馬部隆弘（著）
出版社：中央公論新社
ISBN : 9784121025845
定価：本体 900 円 + 税

ピーター・メンデルサンド（著）／細谷由依子（訳）／
山本貴光（解説）
出版社：フィルムアート
ISBN : 9784845914524
定価：本体 2,600 円 + 税

斎藤環（著）
出版社：日本評論社
ISBN : 9784535984653
定価：本体 2,000 円 + 税

栗田隆子（著）
出版社：作品社
ISBN : 9784861827518
定価：本体 1,800 円 + 税

前間孝則、岩野裕一（著）
出版社：草思社
ISBN : 9784794224293
定価：本体 1,200 円 + 税

ヴァルタ－・ベンヤミン　闇を歩く批評
■ 哲学・思想

ドゥルーズ　解けない問いを生きる

あいたくてききたくて旅にでる

ヒュ－マニズム考　人間であること

「社会を変えよう」といわれたら 

人殺しの花：政治空間における
象徴的コミュニケ－ションの不透明性

亡霊のジレンマ　思弁的唯物論の展開

椿井文書　日本最大級の偽文書

本を読むときに何が起きているのか―
ことばとビジュアルの間、目と頭の間

オープンダイアローグがひらく精神医療

ぼそぼそ声のフェミニズム

日本のピアノ 100 年 : 
ピアノづくりに賭けた人々

　ベンヤミンという思想家の魅力をどのように伝えればいいの

か。そんな難問を前にようやく登場した手に取りやすい入門書と

して、人文書売場で大きな力を発揮する一冊だと思います。戦

争とファシズムの時代に、言語、芸術、歴史の本質へと問いか

ける批評を繰り広げたドイツの思想家の哲学に是非触れてみて

ください。（シンガポール本店・藤本浩介）

　著者が考えるドゥルーズ哲学のエッセンスをかなり絞り込んだ

形で抽出し、ひと繋がりの文章として一気に語ってくれています。

広範な内容を含むドゥルーズ哲学の中で、特に生命哲学として

の側面が強調されます。短時間で読み切ることができ、ドゥルー

ズ入門者におすすめの一冊です。（シンガポール本店・藤本浩介）

　宮城県の村を訪ね歩き、民話を聞き記録する活動を 50 年以

上にわたって続けている著者。語り手と向き合った時間から受

け取った、ずっしりとした重みのようなもの。語られる物語が発

する、ともすれば語り手自身も気付かないような「声」までも受

け止めようとする著者の真摯な姿勢が、読み終えてからも強く残

る。（札幌本店・林下沙代）

　宗教改革の時代を手掛かりに「ヒューマニズム（ユマニスム）」

とは何かを探った仏文学者・渡辺一夫。苦難の時代に「それは

人間であることと何の関係があるのか。」と問いつづけた（非力

な）ユマニストたちの姿を描き出し、平易な文章の根底にある「主

調低音」が、一言一句をゆるがせにしません。（ゆめタウン徳島

店・大籔宏一）

　書名に対する直接的な答えが、この本の中に用意されている

わけではない。大まかな「展望」は示されるが、それは決して

ハウツー的なものではない。おそらく著者は、もっと具体的な

行動指針を書こうと思えばいくらでも書けたはずだ。それをしな

かったのは、信念にも似た謙虚さなのだろうと私には思われる。

（ゆめタウン徳島店・大籔宏一）

　戦時下の日本において桜が担った政治的役割を分析した意欲

的な一冊。日本人にとって身近な桜（日常性）が、戦時下の政

治空間（非日常性）において用いられることで生じる、為政者ー

民衆間のコミュニケーションの非対称性（≒不透明性）をテー

マとしており、深い考察に多くの気付きを与えられた。（京都営

業部・髙部知史）

　世界が現在のような姿であることに必然性は無く、明日世界

が全く違う姿になってもおかしくない。思考の外部にあるものの

実在を主張して「思弁的実在論」と呼ばれる潮流を代表するメ

イヤスー。この大胆な議論がどのように成立するのか。彼のエッ

センスが詰まった本書を手にとってみてください。（シンガポール

本店・藤本浩介）

　こんなハイクオリティな嘘の古文書も存在するの？と驚かされ

ます。後世の私たちが、「こうあってほしい」と願うところからい

つの間にか歴史が創作されてしまうとしたら、私たちも「嘘」の

担い手なのでしょうか。ドラマティックで面白い歴史を求めてし

まうのも考えものだと思わされる、けれど面白い歴史本。（本町

店・森永達三）

　本の中で描かれた事物を頭の中で思い描くという誰もがして

いるけれど共有困難な行為の内奥に迫る、いまだかつてない書

物。知的含蓄のあるテクストと、新たな想像に誘うフックあるビ

ジュアルの協奏によって、過去の読書の記憶とともに、自分の

脳も掘り起こされるような不思議な体験にハマれます。（書籍・

データベース営業部・野間健司）

　著者がオープンダイアローグに出会って以降の、「対話」をめ

ぐるエッセイや論文をまとめた一冊。臨床家としてのラカン派精

神分析からの転向の表明は少なからず衝撃でした。書評や対談

なども収録されていて、オープンダイアローグの重要ポイントが

はっきりとわかります。（書籍・データベース営業部・松野享一）

　自分のことを棚に上げず、でもいわゆる社会的な視野も手放

さずにい続けることは、時に相当な苦痛を伴います。本書は、

そうした営みを積み重ねてきた著者の 10 年余にわたる貴重な記

録。急かされるように「見たいものしか見ない」ようにしている（せ

ざるをえない）人にこそ、手に取ってほしい一冊です。（ゆめタ

ウン徳島店・大籔宏一）

　もとは西洋の楽器であるピアノが、いかにして日本で受容さ

れ、日本製ピアノが世界中で愛用されるようになったのか。複

雑な機構を組み上げる技術力の高さは勿論、調律をはじめとし

たサポートの高さも世界進出に大いに役立ったというエピソード

は、同じ日本人としてとても勇気づけられた。（京都営業部・髙

部知史）

　紀伊國屋書店が年に一度すぐれた人文書を紹介する「紀伊國屋じんぶん大賞」。じ

んぶん堂では、選考委員をつとめる書店員さんのコラムを連載中です。これまでに掲

載した記事から、おすすめの人文書を紹介します。（■ジャンル分類はコラムに合わせ

ています）

■ 歴史・社会

■ 自然・科学

■ 文化・芸術
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じんぶん大賞 2021 アンケート実施中！

詳しくは紀伊國屋書店ＨＰをご参照ください。

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1602033722/

じんぶん堂
出版社と朝日新聞社による、人文書の魅力を伝えていくプロジェクト。

参加社：明石書店、春秋社、晶文社、世界思想社、創元社、大和書房、筑摩書房、白水社、平凡社、ミネルヴァ書房、

朝日新聞社メディアデザインセンター

三浦哲哉（著）
出版社：みすず書房
ISBN : 9784622087816
定価：本体 2,700 円 + 税

松村圭一郎（著）
出版社：春秋社
ISBN : 9784393376034
定価：本体 1,900 円 + 税

イ・ミンギョン（著）／すんみ、小山内園子（訳）
出版社：タバブックス
ISBN : 9784907053277
定価：本体 1,700 円 + 税

中村桃子（著）
出版社：白澤社
ISBN : 9784768479797
定価：本体 2,200 円 + 税

中田梓音（著）
出版社：三元社
ISBN : 9784883034970
定価：本体 3,500 円 + 税

食べたくなる本

これからの大学

私たちにはことばが必要だ
フェミニストは黙らない

新敬語「マジヤバイっす」

スナックの言語学　距離感の調節

　気鋭の映画批評家・研究者である著者がテーマごとに料理の

本を論評した一冊。どの文章も、料理と料理本、料理研究家

への敬愛の念があふれており、読んでいるこちらも幸福になる。

とりわけ、『丸元淑生のクック・ブック』がバイブルである私にとっ

て、料理研究家の丸元に関する記述が素晴らしい。（書籍・デー

タベース営業部・松野享一）

　絶対的に正しいとされるものがないなかで、自分で問いをた

て、自分自身で答えを導きだす。学問とは文字通り、「問い方を

学ぶ」ものだと著者は説きます。「学ぶ」とはどういうことか。

著者の思考のプロセスをゆっくりとたどるように、じっくりと自

分の思考も活性化させながら、読みすすめることができる一冊

です。（札幌本店・林下沙代）

　韓国フェミニズムムーブメントの中で、「自分を、そしておたが

いを、蔓延する暴力から守る」ために書かれた本。女性たちに

護身術となる言葉を授けるべく、強者の言動に潜む矛盾と身勝

手さを暴きながら、容易くかき消される弱者の経験を丁寧にすく

い上げる、著者渾身の救済の書。( 中部営業部・小林翔太）

　「そうっすね。おもしろいっす」など、「です」を縮めて「っす」

と話す「ス体」を研究し、今まさに変わりつつある言葉の状況

を研究した本。これからも広がり続ける新たな日本語のまさに

「今」と「これから」を考えさせてくれる。「正しい日本語」にと

らわれがちな人にこそ読んでほしい一冊。（新宿本店・生武正基）

　著者がスナックを愛しているだけでなく、その場を成り立たせ

ている会話の妙を、印象論でなくきちんとした学術の言葉で分

析できているのが、今までの酒場本と一線を画するところです。

本書を片手に酒場へ繰り出してみると、会話が弾むかもしれま

せん。（書籍・データベース営業部・野間健司）

■ 教養


