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人ならぬもの―鬼・禽獣・石

廣瀬玲子 Hirose Reiko［編］／本間次彦 Honma Tsugihiko ／土屋昌明 Tsuchiya Masaaki
四六判／264頁／予価（本体2400円＋税）／ISBN978-4-588-10032-1 C1310／2015年12月刊‼
人は人をどのようなものだと考えてきたか。人が行うこの自己規定は，裏を返せば「人ならぬもの」を規定することである。人ならぬ
ものとは，人に及ばないもの，そして人を超えたものだ。人間世界を規定する条件を論じた第１巻に続き本巻は，鬼（＝死者の霊）
・
多彩で
禽獣
（＝動物）
・石を手がかりに，幽霊に出会う話，動物の報恩譚，動物が人に化ける話，霊薬となる石や，もの言う石などの多彩で
不思議な物語とともに，人を超えた豊かな文化の営みを論じる。
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0006 石から生まれたのは誰か
0007 塗山氏が石に化したのはなぜか
0008 巨石と女性
02 黄石公
0001 隕石の持つ意味
0002 黄石公と張良の師弟関係
0003 黄色い石の神秘化
0004 黄石公と張良と道教
0005 張道陵の神話と張良・黄石公
0006 石が書いた本
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各紙で話題沸騰中‼ジン・ワン『石の物語』
中国を代表する3つの物語『水滸伝』
『西遊記』
『紅楼夢』はすべて「石」から始まる‼

『朝日新聞』を皮切りに，法政大学出版局ジン・ワン『石の物語』
（2015年1月）が各紙で紹介されております。石伝説の
豊穣な広がりや石がそなえる神通力を介して，中国文化の基調音に眼を開かせてくれる雄編です‼
各紙で話題沸騰中！
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