【音楽本賞】
今年度、 第 12 回 CD ショップ大賞 2020 より実施。
昨年発売された音楽、 インタビュー ・ 対談 ・ 自伝、 ノンフィクション、 伝説、 物語、 小説、 科学本を対象とします。
教則本や雑誌は除く。 音楽への接し方は様々。 音楽をテーマにした優れた本もたくさん紹介されています。
「聴く」 を益々楽しくさせてくれる音楽の本を選びます。

【店舗名 / 氏名 / 本のタイトル / 作家名 / 出版社名 / 選考理由】
■HMV&BOOKS SHIBUYA 鏡味陽子

■ディスクユニオン神保町店 仲

1. 『私は私のままで生きることにした』 キム ・ スヒョン（ワニブックス）

1. 『日本のピアノ 100 年 ピアノづくりに賭けた人々』 前間孝則 著 ／岩野裕一 著（草

「BTS のメンバーが愛読していたことにより話題になった一冊。 アーティストの姿勢やポリ

思社）

シーがこのような形で日本のファンにも伝わったことは、 社会的にとてもポジティブな現象

「ピアノづくりから見た日本の近代化を詳細にたどり、 戦後ついにＳ・ リヒテルやＧ・ グー

で、 未来への希望を貰った気がします。」

ルドが愛用するピアノをつくりあげた人々を活き活きと描いた初の本格的物語。」

2. 『新装版あちらこちらぼくら』 たなと（ホーム社）

2. 『シュトックハウゼンのすべて』 松平 敬著（アルテスパブリッシング）

「BL コミックスですが、 実在する CD や本が作中にたくさん登場します。 学生時代の貪
欲な音楽との出会いを思い出させる名作です。」

3. 『文藝 2019 年冬季号 【特集】 詩 ( うた )・ラップ・ことば』 / いとうせいこう、町田康、

3. 『太神楽 寄席とともに歩む日本の芸能の原点』 鏡味 仙三郎 著（原書房）

尾崎世界観など（河出書房新社）
「雑誌は駄目なのに申し訳ありません。 文芸誌でこのような特集を組まれるのは単純に面
白いことですし、 ヒップホップが奥深いジャンルであることを改めて認識させられました。」
■ディスクユニオン 石曽根幸介

■ディスクユニオン新宿中古館 ・ ブックユニオン新宿店 須藤 謙一

1. 『英国音楽とあのころの話』 小出亜佐子（DU BOOKS）

1. 『新蒸気波要点ガイド』 佐藤 秀彦著（DU BOOKS）

「伝説的な存在として名前だけは知っていたミニコミ誌の全貌が明らかに。 ネットの無い時

「その名の通りつかみどころのなかったヴェイパーウェイヴの実態を捉え 2010 年代ラストに

代に情報をどのように集めていたのか︖資料的としても一級品だと思います。」

書籍というフォーマットに落とし込んだのは素晴らしい功績だと思います。」

■DU BOOKS 中井真貴子

■ディスクユニオン 稲葉将樹

1. 『誰がボン ・ スコットを殺したか。 モンスターバンド AC/DC と、 70 年代ロック ・ シーン

『英国音楽とあのころの話』 小出亜佐子（DU BOOKS）

の光と影』 ジェシー ・ フィンク（DU BOOKS）

「日本の音楽シーンに大きな影響を与えた渋谷系。 その原点には、 素人のインディペン

「全世界で不滅の人気を誇る AC/DC のカリスマ ・ シンガーは、 その頂を掴む直前に亡く

デントな同人誌と、 好きな音楽を伝えたいという気持ちがあり、 そんな小さなサークルの

なった。 そして、 その直後、 彼への追悼アルバム 『バック ・ イン ・ ブラック』 は、 空前の

盛り上がりを、 貴重な写真や資料とともに当事者が丁寧に綴った、 画期的な内容でし

大ヒットとなった。 これまで日本ではあまり知られてこなかった AC/DC と言うバンドの裏話

た。 読んだ人が自分も何かしたい（楽器が弾けなくても）︕と思わせてくれる本。」

や、 70 年代ロックシーンの闇が事細かに描出された傑作。 AC/DC の聴き方が変わります。」
2. 『内沼映二が語るレコーディング ・ エンジニア史 スタジオと録音技術の進化 50 年史』

■ディスクユニオン JazzTOKYO 伊藤一樹

内沼映二（DU BOOKS）

1. 『落語レコードの世界』 伊藤一樹（DU BOOKS）

「60 年代から現在にいたるまで、 エンジニアという立場で日本の音楽シーンを牽引してき

「レコード ・ ブームが到来し、 音楽をレコード聴くことが再評価されているが、 レコードは

たレジェンド ・ 内沼氏による録音の歴史。 貴重な資料とともに、 分かりやすく技術の進

音楽を聴くためだけのものではない。 音楽の入っていない 「非音楽レコード」 は数多くリ

化やその歴史を伝えてくれる。 石川さゆりさんへのインタビューをはじめ、 ミュージシャンや

リースされた。 そんな中から、 演芸のレコードに焦点を当てた画期的な本が出版された。

関係者のコメントも◎。」

サイズの大きいレコードならでは、 着物の質感まではっきりとわかるニッチなレコード・ジャケッ
ト集だ。 演芸の楽しみ方、 そして、 レコードの楽しみ方の幅が広がる好著である。」

3. 『プリンス写真集 A PRIVATE VIEW』 アフシン ・ シャヒディ（DU BOOKS）
「ファム（プリンスのファン）のことを考えて、 丁寧に作られた写真集。 素顔を感じられる
印象的なオフショットが多数掲載されており、 著者であり写真家であるアフシン氏が執筆し

2. 『河内音頭』 鷲巣功（P ヴァイン）

たエピソードの数々にはプリンスの人柄を感じさせるあたたかさが満ちている。」

「大阪と言えば、河内。 河内と言えば河内音頭。 名前は何となく知っていても、どういっ
た音楽なのかよくわからないという人は、これを読めば一発。 関東在住の身でありながら、
数十年に渡って河内音頭を愛し続けた著者による、 河内音頭本の決定版。 読めば

■ディスクユニオン新宿中古館 ・ ブックユニオン新宿店 宇多田

河内音頭を聴きたくなり、 聴けば体が踊りだす。 日本には最高にグルーヴィーな音楽が

1. 『安アパートのディスコクイーン トレイシー・ソーン自伝』 トレイシー・ソーン（P ヴァイン）

あったという、 新鮮な驚きと感動が味わえます。」

「自伝としての無類に面白く、 その時代の空気感も伝わってくる。 現行音楽シーンの DIY
精神にも通じる姿勢やフェミニズム的視点などを含みいま読む本として推したい 1 冊。」
■TOWER RECORDS 渋谷 松倉 聡美
『僕の平成パンツ ・ ソックス ・ シューズソングブック』 松永良平（晶文社）
2 『リズムから考える J-POP 史』 imdkm（株式会社 blueprint）

「松永さんの NO MUSIC NO LIFE な青春エッセイですが、 音楽と共に過ぎ去った

「リズムという観点で探ることで、 これまでの J-POP 史では取りこぼしていたようなアーティ

自分自身の平成の思い出もなんだかじんわりとよみがえってくる、 そんな 1 冊です。

ストも掬いあげ、 論じるところにフレッシュさがある。 ほぼ同年代の著者に共感する点も多

本誌に登場する曲の数々あらためてあれこれ聴きしたくなりました。

かったため。」

