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■美術家 梅津庸一＆中ザワヒデキと考える日本の美術史の分断と循環 
場所：青山ブックスクール 
日時：2016年3月11日 (金） 
http://www.aoyamabc.jp/culture/umetsunakazawa/

■特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回「新・方法  ｔａｌｋｓ  ａｂｏｕｔ  新・方法」ゲスト：新・方法 
場所：美学校 
日青山ブックスクール時：2016年3月11日（金）19：00～ 
http://bigakko.jp/opn_lctr/omega/029
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美術家梅津庸一＆中ザワヒデキと考える「日本の美術
史の分断と循環」／宥学会・遊学塾 「新・方法  ｔａｌｋ
ｓ  ａｂｏｕｔ  新・方法」ゲスト：新・方法  #同時に行こう

2つのトークイベントのまとめと #同時に行こう した記録。今日まで面白い状態であると思います。

パープルーム   循環史観   梅津庸一   青山ブックスクール   宥学会   中ザワヒデキ   美学校   同時に行こう  
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1

メニュー

20160308 13:42:55皆藤将 @kaido1900

美術家 梅津庸一＆中ザワヒデキと考える 
日本の美術史の分断と循環 
aoyamabc.jp/culture/umetsu… 
特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回「新・方法  ｔａｌｋｓ  ａｂｏｕｔ  新・方法」ゲスト：新・方法 
bigakko.jp/opn_lctr/omega… 
#同時に行こう

20160309 19:25:14みそむーおでん @misoni_2013

#同時に行こう 
というハッシュタグが生まれました

20160310 01:12:14中ザワヒデキHidekiNAKAZAWA @nakaZAWAHIDEKI

Le Luxe I  (1907) 
Le Luxe II (190708) 
smk.dk/en/visitthem…

20160310 11:05:16青山ブックスクール @ABC_culture

【梅津庸一さんよりプレゼント！】3月11日の梅津さん×中ザワさんのトークレクチャーに参加された方に梅津さ

んより「パープルームペーパー」最新号をプレゼントいただけることになりました。トークと合わせてお楽しみに！

aoyamabc.jp/culture/umetsu…

20160310 19:05:20美学校 @bigakko

明日開催！ 
【3/11】特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回 
「新・方法 talks about 新・方法」ゲスト：新・方法 
多数の展示・パフォーマンスを行ってきたグループ「新・方法」が自身の活動と作品について語ります。 
19時スタート。参加費1500円。

20160310 20:26:31ART DIVER 細川英一 @eiichiHosokawa

いよいよ明日。→【講座】3月11日 (金)19時～ 『ラムからマトン』刊行記念企画 美術家 梅津庸一さん＆中ザワ

ヒデキさんと考える「日本の美術史の分断と循環 」aoyamabc.jp/culture/umetsu… …  梅津さんと中ザワ

さんのありそうでなかった対談。楽しみです。

20160310 21:53:04こうょし らむかな @shokoootake

あ•し•た！おまちしてますー。 

『ラムからマトン』刊行記念企画 美術家 梅津庸一さん＆中ザワヒデキさんと考える「日本の美術史の分断と循

環 」aoyamabc.jp/culture/umetsu

トゥギャトピ！ 
編集部がオススメまとめをピックアップしてお届け中

 18時17分更新

持ってる画像で棋力高そうな画像
知ってる人は知ってる、将棋の深い世界が

廃校になった小学校が博物館に大変身！
スゴイ数の天体望遠鏡です

自分で着物の帯を結んでみよう
難しくない「片挟み」の結び方

スピノサウルスクソコラグランプリ
突然発生、謎の大喜利とクソコラグランプリ

「黒死病はウイルス性出血熱だった」説
黒死病＝ペストじゃなかったかもしれないという謎

アイスランドの厳しくも美しい大自然
名前の通りとにかく氷が沢山、でも自給率は高いらしい

かんたんに美味しい紅茶を淹れる方法
豪華なティーセットなんていりません、淹れ方が大事

リアルタイムランキング 17分15秒前更新

とある会社の「給料以外で会社に出

勤しようと思わせるものは何です

か？」に対する社員たちの回答が…

1

UP


不快なのでTwitterに18禁の二次

創作を公開して欲しくない人たち

2

DOWN


コレだったのか！ 『千と千尋の神隠

し』で父親が食べていたプニプニの

料理と思しきモノ

3

UP


「見る回数によって内容が変わる」web漫画に

革命をもたらす仕掛けに鳥肌が止まらない

4

DOWN


プライベートのホリエモンを取材したTBS記者を

援護する人

5

UP


ランキングの続きを見る

新作チェック！ネイル画像いっぱい

ガールズチャンネル
51

【癒】ペット 大好き飼い主さんアカウン

ト
19

おそ松さん（グッズ情報、セリフ、妄

想なんでもまとめ）
16

自分の悩みがどうでも良くな

る！！  宇宙関連アカウントまとめ 41

イベント情報満載！遊園地・テーマ

パークの公式ツイッター
10

チャンネルをもっとみる

今月は23066はてブされました!あなたはもうチェックした?

 

人気のチャンネル 

注目まとめ 今週の人気 新着まとめ 花粉と震災 今週のトゥギャジン 簡単！ まとめ作り方動画
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20160310 22:29:42みそにこみおでん @misonikomioden

【3/11】特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回「新・方法  ｔａｌｋｓ  ａｂｏｕｔ  新・方法」ゲスト：新・方法 
bigakko.jp/opn_lctr/omega…  #同時に行こう

20160310 22:31:19みそにこみおでん @misonikomioden

2016年3月11日 (金) 芸術を学ぶ『ラムからマトン』（ART DIVER）刊行記念企画  美術家 梅津庸一＆中ザ

ワヒデキと考える  日本の美術史の分断と循環 
aoyamabc.jp/culture/umetsu… 
#同時に行こう

20160310 22:31:30みそにこみおでん @misonikomioden

同時に行かねば・・・・

20160310 22:40:03あんどー @yumi_ando_

パープルームペーパーとスペシャルフリーペーパーを編集中

20160311 02:05:39馬馬 @shogobaba

今日はこれです。 twitter.com/bigakko/status…

3月のイベント3
【3/11】特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回
「新・方法 talks about 新・方法」ゲスト：新・

方法bigakko.jp/opn_lctr/omega…
多数の展示・パフォーマンスを行ってきたグ

ループ「新・方法」が自身の活動と作品につ

いて語ります。

2016年3月3日 17:11

   3   2

美学校  
 @bigakko

特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回「新・方…
ゲスト：新・方法  3月11日（金）19:00〜  参…
bigakko.jp

20160311 02:06:04ひらまっちょ @qwertyu1357

はいー twitter.com/bigakko/status…

明日開催！

【3/11】特別講座「宥学会・遊学塾 」第29回
「新・方法 talks about 新・方法」ゲスト：新・

方法

多数の展示・パフォーマンスを行ってきたグ

ループ「新・方法」が自身の活動と作品につ

いて語ります。

19時スタート。参加費1500円。

2016年3月10日 19:05

   2   1

美学校  
 @bigakko

20160311 02:09:49皆藤将 @kaido1900

今晩の講座ためのスカイプ会合終了。新・方法主義についてかなり突っ込んだ話をすることになりそうです。 
twitter.com/shogobaba/stat…

今日はこれです。

twitter.com/bigakko/status…
2016年3月11日 02:05

   3   2

馬馬  
 @shogobaba

みそにこみおでん @misonikomioden
みそに  コレクター みそむーおでん

（@misoni_2013)は実況ツイート用の別アカ

ウントです。

フォローしている 

763,713pvページビューの合計

まとめ

18pt   美術家梅津庸一＆中ザワヒデキと考え…

13pt    中ザワヒデキ文献研究「滅失絵画十…

4pt   中ザワヒデキ文献研究「メ芸受賞作品集…

441 

お気に入り

460pt   村上隆×三潴末雄『芸術と金』

156pt   国際シンポジウム「現代美術をコレク…

5131pt   イラストレーター・中村佑介氏による『…

13 

コメント 147 

フォローしている 4 

フォローされている 11 

アップデート 

「アート」の注目まとめ

【筋肉フェチとむっちり贅肉フェチの戦い】筋肉ムキ
ムキの女性を描くミケランジェロに対..
70pt  

日本のVR展雑感

2pt

人類消滅XX万年  ～ウサギの文明～

269pt  

3月12日 カカオ豆苦行WS re:Li @名古屋

12pt

【ドキドキぼーいず#06『じゅんすいなカタチ』】感想
ツイートまとめ

6pt  

「アート」の新着まとめ

【ドキドキぼーいず#06『じゅんすいなカタチ』】感想
ツイートまとめ

6pt  

【失われた“オモシロガルの剣”を求めて】～
SPARKS GO GO ～ ヒカシュー..
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20160311 02:14:09皆藤将 @kaido1900

#同時に行こう #ギャーテーギャーテー

20160311 02:14:35皆藤将 @kaido1900

七針のライブも行かないと 
#同時に行こう

20160311 11:28:44青山ブックスクール @ABC_culture

【本日3/11！当日券あり〼】

『ラムからマトン』（ART DIVER）刊行記念企画 
美術家 梅津庸一＆中ザワヒデキと考える 
日本の美術史の分断と循環 
aoyamabc.jp/culture/umetsu…

20160311 12:28:52みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］2016年3月6日［日］17:00  19:00 「実行篇」 
出演『メインストリーム』編集部（我々団） 
／ 新・方法（平間貴大、馬場省吾、皆藤将）／ 中ザワヒデキを記録撮影した動画を公開します。→

20160311 12:29:43みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］の記録動画は四本あります。詳細は各動画の解

説を確認ください。本動画は許可を得た上撮影し公開しております。（何かあれば対応致します）→

20160311 12:29:57みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」1／4 
youtu.be/Vp3F0rwCJm4 
#ソースと実行  →

20160311 12:30:30みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」2／4 
youtu.be/gaZH2ZH4dWU 
#ソースと実行  →

20160311 12:30:49みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」3／4 

1pt

これから見事なパスタになるなんて！飯テロイラスト
のメイキングが凄すぎる！

36pt  

【うでぃた】wolfエディタ2.10でゲーム作った時のメ
モ

68pt

中ザワヒデキ文献研究「滅失絵画十選、真夜中の
大原美術館展」2015年度第17回 2..
13pt  

【筋肉フェチとむっちり贅肉フェチの戦い】筋

肉ムキムキの女.. 2 users 

人類消滅XX万年  ～ウサギの文明～

オススメまとめ

コレだったのか！ 『千と千尋の神隠し』で父親が食
べていたプニプニの料理と思しきモノ

3332pt  

小6の妹の『薬物をやらないかと誘われた時の断り
方』がこれ以上ないくらいのヒドさでも..
8592pt  

不快なのでTwitterに18禁の二次創作を公開して
欲しくない人たち

6140pt  

『日本のオタク系クリエイターはどんな好条件でも海
外で仕事しようとしない』なぜ？→そ..
20558pt

[第四局] 囲碁界の魔王「イ・セドル九段」が人工知
能「アルファ碁」に初の勝利！驚き..
453pt  

【漫勉】藤田和日郎先生「萩尾先生、お机の上に、
大切な筆記具が見当たりませんが！」←..
1732pt

「クレカのキャッシング枠がなくなった汗」→誰

にもバレずに即日発行ＯＫ！

Sponsored

美味しいを我慢しない！食べる前に飲むだ

け！簡単カロリーカット

Sponsored

みんなの新着コメント
本当に無事で良かったよぉ(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ
ストーカーが悲鳴をあげ逃げていく追い払い方

@dendero_1981 「大阪市」「名古屋市」以外で…
「『保育園落ちた』の署名を渡したママはブランド品の抱っ…

新潟日報っておかしな報道部長が居たとこだね。…
「視聴者の会」の討論要求が『無視された(逃げた)』という…

まとめを更新しました。心のイタリア人男性が英霊…
字書きさんの心に潤いを注ぐ #字書きを褒めてくれるイタ…

@nekoneko965286 仕事を求めて人口の多い…
「『保育園落ちた』の署名を渡したママはブランド品の抱っ…

だから攻撃するなら百田のおっさんに言論で勝負…

編集部のまとめ
新機能！アカウントまとめの使い方はこちら
簡単に好きなツイッターアカウントをまとめてみよう

ツイッターの話題をいち早くお届け！ トゥギャッチ

散歩中に飼い主が暴風に

負ける→愛犬が「TMRごっ

こ」状態に…！ 

天から降臨？  ねこ型

UFO襲来？  宙に浮いた

（？）ねこが目撃される

見事な谷間！  漢のロマ

ンが詰まった「おっぱい」の

描き方が参考になる 

翼は使わないの…？  目

を疑いたくなる方法で床へ

下りるオウムが目撃される

「アート」の注目キュレーター カテゴリーを見る
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youtu.be/vd8d7I_BDxU 
#ソースと実行  →

20160311 12:31:11みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」4／4 
youtu.be/Q_L5IIvLuiA 
#ソースと実行  →

20160311 12:31:31みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」プレイリスト 
youtube.com/playlist?list=… 
※1／4～4／4の動画をまとめたプレイリスト 
#ソースと実行

20160311 12:32:26みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキ展「ソースと実行」［PERFORMANCE EVENT］では本日宥学会に招かれた新・方法が出演してい

ます。 
先に公開した動画のうち、3／4が彼らのパフォーマンス記録となり、4／4がトークの記録となります。 
本日の予習に見ていくと良いのではないでしょうか。

20160311 12:34:39みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキソースと実行  新・方法パフォーマンス 
twitter.com/misonikomioden…

古賀春江の偽作・贋作事情 1 user 

第５回JCAユースクワイアコンサート感想

3月12日 カカオ豆苦行WS re:Li @名古

屋
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美学校宥学会（ゲスト：新・方法）、青山ブックスクール中ザワ×梅津トーク、同日開催であり両方行きたい、、、そこで、、、

みそにこみおでんが #同時に行こう を実践しています

中ザワヒデキ展「ソースと実行」

［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」3／
4youtu.be/vd8d7I_BDxU#ソースと実行 
→
2016年3月11日 12:30

 YouTube  @YouTube

   1   1

3月11日みそにこみおでん  
 @misonikomioden
中ザワヒデキ展「ソースと実行」

［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」2
／4youtu.be/gaZH2ZH4dWU#ソースと

実行  →

みそにこみおでん  
 @misonikomioden

20160311 12:35:03みそにこみおでん @misonikomioden

中ザワヒデキソースと実行  新・方法とのトーク 
twitter.com/misonikomioden…

中ザワヒデキ展「ソースと実行」

［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」4／
4youtu.be/Q_L5IIvLuiA#ソースと実行  →
2016年3月11日 12:31

 YouTube  @YouTube

   1   1

3月11日みそにこみおでん  
 @misonikomioden
中ザワヒデキ展「ソースと実行」

［PERFORMANCE EVENT］「実行篇」3
／4youtu.be/vd8d7I_BDxU#ソースと実

行  →

みそにこみおでん  
 @misonikomioden

20160311 18:05:31みそにこみおでん @misonikomioden

私は美学校宥学会 新・方法talkabout新・方法の聴講に行きます #同時に行こう

20160311 18:08:43みそにこみおでん @no9noon

私は 芸術を学ぶ『ラムからマトン』（ART DIVER）刊行記念企画  美術家 梅津庸一＆中ザワヒデキと考える 
日本の美術史の分断と循環 に行きます aoyamabc.jp/culture/umetsu… 
#同時に行こう

20160311 18:13:10みそにこみおでん @no9noon

青山ブックセンターむかう #同時に行こう
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20160311 18:24:58みそにこみおでん @no9noon

表参道ついた pic.twitter.com/gJxiUMOy9X

20160311 18:26:13みそにこみおでん @misonikomioden

美学校向かっております #同時に行こう

20160311 18:30:12みそにこみおでん @misonikomioden

神保町つきました #同時に行こう pic.twitter.com/HjKKmjnFTk

20160311 18:33:24みそにこみおでん @misonikomioden

#同時に行こう pic.twitter.com/tv8uPSbw2W
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20160311 18:38:53みそにこみおでん @misonikomioden

美学校つきました #同時に行こう pic.twitter.com/c17qMqusdY

20160311 18:42:59みそにこみおでん @no9noon

看板 pic.twitter.com/AvrGxfuA3M
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