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ブックトーク２０１８ 関連図書展示

解題『欲望する ｢ことば｣ : ｢社会記号｣ とマーケティング』

ことばが市場を創る、
そんな不思議を考える。

ブックトークは、講師が自身の著書をもとに講演し、皆さまと交流するイベントです。
女子力、加齢臭、草食男子、婚活、美魔女、おひとりさま、イクメン、インスタ映えなど、どこからともなく
現れて一般化した「ことば」。それらはどのように生まれ、どのようなプロセスを経て社会に定着していくの
か。なぜ人は新しい「ことば」を求めるのか。人々の潜在的欲望をあぶり出し、世の中を構築し直すことばの
ダイナミクスに経営管理研究科の松井剛教授が迫ります。

本展示では、ブックトークで紹介する本および講師が硬軟織り交ぜてリストアップした関連図書を紹介します。

解題『欲望する ｢ことば｣ : ｢社会記号｣ とマーケティング』

ブックトーク２０１８

ことばが市場を創る、
そんな不思議を考える。

6/21
17:15-19:00

（16:45開場･受付）

木

講師

松井 剛 教授

(経営管理研究科)

会場 附属図書館会議室（時計台棟１階）

定員 50名（参加無料 学外の方も参加できます）

参加申込 下記のページまたはQRコードからお申込みください

https://hrs.ad.hit-u.ac.jp/v33/entries/add/118
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