
Never reach the hometown, enough to home, sweet home.

名前 紹介本 テーマとの関係 コメント

芹澤

『トランスクリティーク
　　　　　　　カントとマルクス』
　柄谷行人
　岩波現代文庫（2010）

共同体と共同体の間で発生する交換過程のうち、相互扶助的
だが、共同体のような拘束はなく排他的でもないタイプにつ
いて、文藝評論家がその可能性の中心を問う。

原著は2001年に発行。90年代後半の柄谷の思考が「資本(資本＝ネーション＝ステート)の複合
体」を越えるための理念・想像力を模索する途上にあり、その具体・実践的アプローチとして
左記にある“アソシエーション”に可能性を模索していたことが理論的に描かれる。同実践の
顛末は周知のとおりだが、無縁社会や絆やコミュニティ・デザインが連呼される10年代に、繋
がり(方)を倫理的に模索する上で参照すべき点は多い。

Aさん
『縁は異なもの』
　白州正子・河合隼雄
　光文社知恵の森文庫（2007）

実際には会ったことのない人との「つながり」を感じてい
く、また今回この本を紹介することでさらに「つながり」が
できる、そんな想いで紹介したい。

「縁は異なもの、味なもの」の諺のとおり、鎌倉時代の高僧・明恵上人に魅かれそれぞれ本を
著した二人が、明恵上人が結んだ“縁”として、ここで対談している。時代を超えた人物を媒
体に人の縁ができ、そこから書籍を読んだ読者へと縁がさらにつながっていく、そんな不思議
な繋がりを読みながら感じることができる１冊。ヒトとのつながりを追体験する醍醐味に溢れ
ている。

Sさん
『ヒストリエ』
　岩明均
　講談社アフタヌーンKC

歴史の表舞台にたった有名人達のドラマが即、歴史の脈動と
して描かれていることと、岩明均独特の感情の希薄な、淡々
とした描写が相まって、人と人とのつながりが起こす妙を、
冷静に客観的に見つめなおすキッカケを与えてくれる。

紀元前4世紀、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に仕えた書記官エウメネスの波乱の生涯
を描いている作品。エウメネスは実在した人物で、著者は彼の残した書記(記録)から彼の人生
を再生し作品として仕上げている。『寄生獣』の著者としても有名な作者は、デビュー前から
本作の構想を温めていたという。「作中の人物にまるで自分を見るような思いがする」という
紹介者と登場人物の、内的・個人的なつながりも興味深く、読みたい気持ちに拍車がかかる。

Sさん

『平家物語
　　覚一本系高野本平家物語 巻9』
  杉本圭三郎(全訳注)
  講談社学術文庫（2004）

どんな関係性であろうと、その関係性をつなぐものは相手を
思う気持ちではないだろうか。精神的な支えとなるのは「何
か」「誰か」とつながっているということを認識できること
ではないか。生きる希望にもつながるものとして考えてみた
い。

この時代は、親子や兄弟が敵味方とに分かれ、血で血を争う世の中。そのなかで、乳母子（め
のとご）と呼ばれる同じ乳母で育った者同士が「死なば一所で」と交わした契り。兄弟以上の
関係とまで言われる乳母子の関係。武士の死に場所たる戦場で、敵味方入り乱れ、味方の軍勢
が激減し散り散りになる。この状況下で「死ぬときは同じ所で」という約束を果たすことは、
到底不可能に近いように思われる。しかし、この約束を果たしたのが木曽義仲と今井の四郎兼
平である。この両者の背景にあるものを読んでほしい。

Nさん

『リーディングス ネットワーク論
　　家族・コミュニティ・社会関係資本』
　野沢慎司(編・監訳)
　勁草書房（2006）

人と人とのつながりが、ある地域でどういった構造になって
いるか、援助を期待出来る相手に影響する因子が何かを実証
的に研究した。

ネットワークという概念を単なる比喩的概念ではなく分析道具として使用し、その分野におけ
る理論の転換と前進をもたらした7本の研究論文を収録。「小さな世界」「弱い紐帯」から社会
関係資本論までの必読論文を集めた一冊。紹介者が特に紹介したいのは第5章「コミュニティ問
題―イースト・ヨーク住民の親密なネットワーク」(バリー・ウェルマン)について。放送大学
で教材としても使用されており、数十年前の理論的なアプローチが、未だ十分には定着してい
ない点も含め、ひととのつながりの多様さとあいまいさ、複雑さの一端がつかめるのではない
か。

Oさん
『存在の耐えられない軽さ』(1984)
　ミラン・クンデラ
　河出書房新社（2008）

“キッチュ”とはなにがなんでも自分が受け容れられたいと
望む人間の俗悪さでもある。そこまでしても人とつながりた
いと思う人間の欲望がなにに起因するのか、それを嫌悪感を
持って眺めるサビナのポジションなどを通して、人生を眺め
る。

池澤夏樹個人編集による世界文学全集の１冊。優秀な外科医トマーシュは女性にもてもて。し
かし最初の妻と別れて以来、女性に対して恐怖と欲望という相反する感情を抱いている。彼は
二つの感情と折り合いをつけ、複数の愛人とうまく付き合うための方法を編み出し、愛人たち
との関係をエロス的友情と呼んで楽しんでいた。「プラハの春」賛同者への残忍な粛正、追
放、迫害、「正常化」という名の大弾圧の時代を背景にした4人の男女の愛と受難の物語。池澤
曰く「これが現代に生きる知的な人間の姿だ」と。

著者 グ ゼ す 問題提起や啓 動 行 デ 学

　　　　　夜さろん 第1夜　2011年12月16日(金)　　　テーマ：<ひととのつながり～サロン>

Yさん
『ラダック　懐かしい未来』
　ヘレナ・ノーバーグ・ホッジ
　山と渓谷社（2003）

農村の伝統的な暮らしの中における、人と人とのつながりが
とても美しく描かれている。

著者はグローバリゼーションに対する問題提起や啓発活動を行っているスウェーデンの言語学
者。ヒマラヤの辺境ラダック暮す少数民族のつつましくも豊かな暮らしとそこに襲い掛かった
近代化と開発の嵐。貨幣経済に頼らずに、ほとんどの生活を自給自足によってまかなっていた
集団を襲うグローバリゼーションの弊害。「わたしたちの中に貧困はありません」と胸を張っ
ていた青年が、わずか数年後に「貧しいラダックにはあななたちの助けが必要なのです」と援
助を懇願するする本書。ここで語られるのは儚く美しいもの（＝懐かしい未来）。

Yさん

『コミュニティデザイン
　　人がつながるしくみをつくる』
　山崎亮
　学芸出版社（2011）

3.11後、街の復興と一緒に、ひととのつながりやコミュニ
ティについて考えさせられる日々。そのヒントになるかもし
れないヒトに主軸をおいた街づくりなどの事例本。

いまや自分の身は自分で守るしかない。でも、ひとりでやれることには限りがある。そんなと
き、足元の母集団をどう想定し、具体的にどう関わっていくか。「ヒトとつながるゼッケン」
などユニークな試みで新しい協働のあり方を実践する著者は、新しくモノを作るよりも「使わ
れ方」を考えることの大切さに気づき、使う人達のつながり＝コミュニティのデザインという
独自路線を展開。社会の課題を解決するしくみづくりの達人が、その仕事の全貌を紹介するの
が本書。「デザインしないデザインがある」など箴言のようなメッセージも魅力的。

Hさん
『忘却の河』
　福永武彦
　新潮社（1964）

家族であっても、他者（身内）と本当に解り合えるのだろう
か？ その疑問をこの小説は深く読者に問いかける。

つながりの初源的・根源的なものである家族を命題とした小説。現在における「生」は過去の
体験（人とのつながり）と深い関係があるか、という時間に主眼を置いた問い。自分の生(罪)
でつながりのあった人が使者となったら罪の償いは可能か。魂の浄化とは何か、という罪の償
いに主眼を置いた問い。幾重にも張られた問いの多重構造によって、人とのつながりを複眼
的・俯瞰的に眺め、人間関係や深層心理に迫ることができる。

Kさん
『水源』(1943)
　アイン・ランド
　ビジネス社（2004）

絶対的な意味での自己中心主義者のひととのつながり。

60年以上前の小説だが本国・アメリカでは熱狂的なファンを持つ作家の代表作。これまで翻訳
されてこなかったのは、いわゆる“アメリカン・ドリーム”や“自由の国アメリカ”に象徴さ
れる米国社会の価値観が十分検討される余地がなかったこともあるが、なによりへヴィー級な
本書のヴォリュームによる部分も大きい。「全部読む必要はない。冒頭と最後の数十頁を読め
ばそれで十分わかる」とは紹介者の弁。我らが隣人アメリカ社会の典型的なな民主主義観・政
治観を窺い知る一助となること受けあい。

Kさん

『ブックストア
    ニューヨークで最も愛された書店』
  リン・ティルマン
  昌文社（2003）

「書店」という場でのさまざまなエピソードから、多くの人
の思いや情熱が伝わってくるから。
いいことや理想だけでなく、場を続けていくことの難しさを
教えてくれるところも魅力的な本なので。

ニューヨークに実在し78年から97年まで約20年間活動を続けた「本と仲間」という名の個性的
な書店についてのノンフィクション。この書店では作家による自作の朗読会を定期的に開催。
店内の雰囲気は友人のリビングルームのように家庭的。地元住民はもとより多くの文化人たち
からサロンのように親しまれていた。また同地区のホイットニー美術館との論争が起きたり
と、独立系書店だからこその自由と困難も併せて教えてくれる。人とのつながりを書店という
具体的な場から眺めることができる１冊。

まとめ

　2011年に朝さろんでとりあげた２つのテーマ《恋愛模様の変遷を考える》と《本を読む「私」》から、今回の夜さろんのテーマを選んだ。前者では自己と他者との交歓が、
後者では読書体験が書物を通じた他者との邂逅であることが、そのまま《ひととのつながり》であると考えた。
とはいえ漠としたテーマなのでどこまでも内包されるように感じるが、朝さろんでの２テーマ(６作品)の経験が自ずと選書の方向性に指針を与えていたように思う。このテー
マについて、自由な大人の解釈で参加者に本を１冊ご持参いただき、ひとりひとりからその１冊を紹介してもらうところこの夜の対話をはじめた。ブックリストを眺めている
と参加各位の問題意識に連関する点や、関心領域へのアンテナの構え方などさまざまな発見があった。
　
　【要旨】
・つながりの〈非対称性〉を注意深く見る。
　⇒家族とオフィス、家庭と市場、コミュニティとアソシエーション、というように一方の属性がもう一方の属性と異なる場合など、その差異に目を向けるべき場合がある。
・ひととのつながりを想起する局面とどのような対応をとってきたか。
　⇒また、今後どのようなつながりを期待するか。その期待の地平から、自身の望むつながりの輪郭を浮かびあがらせる。
　
　【まとめ】
　個人的には、理念としての“つながり”を常に批判的に再検討するための場（視座）を確保することが、つながりを具体化・実践していくときに不可欠だと考える。そのよ
うな場を併 持 と 複数性を意識 く とが“ なが ” 信頼性を高め く と なが な

もっとはなしたいこと、考えたいことがあれば教えてください。

うな場を併せ持つこと、複数性を意識していくことが“つながり”の信頼性を高めていくことにつながるのではないか。
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担当 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

開催日
19日 9日

(朝)8日
（夜）16日？

項目

a 朝さろん 芹
澤

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈成長と多面性の獲得〉（仮） テーマ：〈異郷としてのTOKYO〉（仮） テーマ：〈さまざまな無職の眺め〉

（仮）

夜さろん 夜さろん 夜さろん

b 朝さろん 芹
澤

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈成長と多面性の獲得〉（仮） テーマ：〈異郷としてのTOKYO〉（仮） テーマ：〈さまざまな無職の眺め〉

（仮）

夜さろん 夜さろん 夜さろん

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈成長と多面性の獲得〉（仮） テーマ：〈異郷としてのTOKYO〉（仮）

夜さろん

夜さろん

b 朝さろん 澤

【開催概要】＜朝さろん＞開催月の第2木曜日（但し1月は第3木曜日）
＜夜さろん＞開催月の第3金曜日（但し12月は第2金曜日）

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈成長と多面性の獲得〉（仮） テーマ：〈異郷としてのTOKYO〉（仮） テーマ：〈さまざまな無職の眺め〉

（仮）

夜さろん 夜さろん 夜さろん

夜さろん

テーマ：〈生き方としてのファッション〉 テーマ：〈成長と多面性の獲得〉（仮） テーマ：〈異郷としてのTOKYO〉（仮）

夜さろん

夜さろん

【年間テーマ】　（こんなことを考えてます）

　　　　　　　 ＜夜さろん＞開催月の第3金曜日（但し12月は第2金曜日）

　
　キーワード：

〈比較 きな も 比較〉 〈 〉 〈同時多発性〉 〈社交 複数性〉 〈「多様なるも を旅する〉 〈“ク カ ド（批評する友人）” 存在〉　　〈比較できないものの比較〉, 〈transversal/transpositional〉, 〈同時多発性〉, 〈社交の複数性〉, 〈「多様なるもの」を旅する〉, 〈“クリティカル・フレンド（批評する友人）”の存在〉

　アプローチ：
　　■ほんとうに想像力を使うことが必要なのは、「共感できるモノ（ヒト）」についてではなく、「共感できない（ヒト）」についてではないか。
　　■「他者の生の具体的な細部との想像上の同一化によってその感覚を得る」ための場として文学と、
　　　 「みんなで読み・考え・対話する、学びの場」としての朝さろんの、開かれたサードプレイスとしての関係性を掘り下げる。

■哲学カフェという活動自体もひとつの「サークル」だと仮定するならば 「サークルと学び」「なぜサークルを対象とするか」という問題系についても視野を広げる  　■哲学カフェという活動自体もひとつの「サ クル」だと仮定するならば、「サ クルと学び」「なぜサ クルを対象とするか」という問題系についても視野を広げる。
　　　　　　　＊
　　■“スナック夜さろん”みたいな、ただただ集まってお茶をのんでダベる企画も機会があったら不定期にやってみたい気がする（なんじゃそりゃ）。
　　　 参加者が１人でリラックスした時間を過ごせる時間や場所の在り方なんかについても話すような。
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