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4.2万いいね！
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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。

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

misonikomioden  725 view  0 コメント
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1

メニュー

20160311 19:06:13みそむーおでん @misoni_2013

新・方法WEBサイト 
7x7whitebell.net/newmethod/ind…

20160311 19:06:21アラン @alanmiura91

梅津さん×中ザワヒデキさんのトーク 日本の美術史の分断と循環 始まりました。 
pic.twitter.com/dbNSqmWXfg

20160311 19:06:22みそにこみおでん @no9noon

トーク始まりました。他己紹介しあっています。  #同時に行こう pic.twitter.com/S0fMwouajh

20160311 19:06:38みそむーおでん @misoni_2013

ここにはメール配信した文章がそのまま掲載されており、 
日英併記。

20160311 19:06:53あんどー @yumi_ando_

梅津さんと中ザワヒデキさんのトークが始まった。 pic.twitter.com/OGhk92Hmed

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 4分25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


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う笑う

しかない

5

UP


ランキングの続きを見る

ひたすらハリネズミに癒される～お

疲れ気味のあなたへ～
11

フルーツやチョコが盛りだくさん！パ

フェが食べられるお店まとめ
11

かき氷 16

落語家まとめ。東西に700人いると

いわれる噺家のTwitterをまとめま

した。

84

トゥギャッター美術館！  陶芸作家さ

んまとめ
8

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 
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20160311 19:07:25みそむーおでん @misoni_2013

email配信作品を配信していて、最新が松井茂の作品をつかったものだが、分かりにくいので、他にヨットなど 
7x7whitebell.net/newmethod/sai…

20160311 19:08:10みそむーおでん @misoni_2013

email作品発表以外にも展示やイベントに呼ばれて発表したりする。 
昨年には新・方法大個展を行った。 
三ノ輪のspacedike

20160311 19:08:52みそむーおでん @misoni_2013

新・方法  大個展  ～日曜大工～ 
7x7whitebell.net/newmethod/wee… 
7x7whitebell.net/newmethod/wee… 
レポートは木村なお

20160311 19:09:25みそむーおでん @misoni_2013

新・方法主義宣言をそのまま全部プリントアウトしたり、パフォーマンスの映像を流す、また、椅子を作ったり

20160311 19:09:50みそにこみおでん @no9noon

「ラムからマトン」は作品集だが、7割がテキスト。同世代でつるみたくなかったが、そうなってしまった。

20160311 19:09:55pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

美学校なう。

20160311 19:09:56みそむーおでん @misoni_2013

パフォーマンス映像はyoutubeにも記録としてアップしてある

20160311 19:10:07みそむーおでん @misoni_2013

今流れてるのは紅白歌合戦です

20160311 19:10:22みそむーおでん @misoni_2013

お知らせのテキスト、画像、映像という流れで記録を残している

20160311 19:11:04みそむーおでん @misoni_2013

新・方法は断絶があるが、前身として方法がある。 
参考としてそれもリンクされている 
記録他とは、togetterとか、メールお知らせとわけてあるものとか、ustreamなど

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 
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20160311 19:11:21みそにこみおでん @no9noon

分断と循環とはなんでしょうか？ #同時に行こう pic.twitter.com/yI4Ivix7eX

20160311 19:11:39みそむーおでん @misoni_2013

email配信直後にツイートで配信のお知らせをtwitterで行う。 
そのまとめをtogetterで行っている。 
イベントのまとめなどもある

20160311 19:11:46みそむーおでん @misoni_2013

機関誌を見たい。

20160311 19:12:11pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

(リアルみそには後ろにいる、、はずなんだけど、どーやってるの？)

20160311 19:12:12みそむーおでん @misoni_2013

現在最新の48号 
7x7whitebell.net/newmethod/bul…

20160311 19:12:34みそむーおでん @misoni_2013

巻頭言、寄稿者、各自の作品というながれ 
以前は毎月だが今は隔月となっている

20160311 19:12:47みそむーおでん @misoni_2013

大まか流れはこれで、これから詳細を話す

20160311 19:13:30みそむーおでん @misoni_2013

さて、何者か何を目指すのか、それを3人で語りたい 
昨日の夜Skypeで話し合いながらしてないしカンペなんてないし、ね

20160311 19:14:00pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇
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⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇

20160311 19:14:32みそむーおでん @misoni_2013

さて、新・方法の概要について 
2010年、中ザワ、平間、馬場により結成 
新・方法主義を標榜 
その後中ザワが抜け皆藤が入る。 
web作品を機関誌で発表、毎月から隔月発行となり、日英併記、と

20160311 19:14:47みそにこみおでん @no9noon

梅津さん、作品解説中です。 pic.twitter.com/Xzy8AjNmOP

3月12日 カカオ豆苦行WS re:Li @名古屋

12pt

【生の発見】 福間健二 #k2fact138
16pt

【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
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20160311 19:15:42みそむーおでん @misoni_2013

背景として方法主義について 
方法は2000年に中ザワ、足立、松井により結成、足立が抜け三輪が入った。方法主義を掲げるもの。2003年
解散。 
美術の形式、それへ還元する、フォーマリズムだが、 
美術、詩、音楽が並立したまま成立するものだ

20160311 19:16:43みそむーおでん @misoni_2013

そのルール、それは方法だ。 
ババ抜きをしていても、それぞれ美術家は美術、音楽家は音楽、詩人は詩をしたまま成立する。 
しかし、総合芸術とは峻別する。

20160311 19:17:46みそむーおでん @misoni_2013

筆者）カンペ読んでるのでちょっと追いかけきれません。あとで配布あるのかと思います

20160311 19:17:54みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「梅津さん自身が謎めいてますよね」 
梅津「どこまで説明していいのか…」

20160311 19:19:20みそむーおでん @misoni_2013

あきらめました

20160311 19:20:57みそむーおでん @misoni_2013

作品は同語反復であるということ

20160311 19:21:58みそむーおでん @misoni_2013

筆者）新・方法は非人間的に戯曲のよう語っています

20160311 19:23:24みそにこみおでん @no9noon

まさとが中ザワさんのシミュレーションをしてたとは…

20160311 19:28:41みそむーおでん @misoni_2013

新・方法主義、の第一宣言、 
a=b
b=c
c=d
という形式にしいたと思いきや、それが徹底された構造でないことに今更気づいた

20160311 19:29:34みそにこみおでん @no9noon

梅津「回収される…抵抗しないと」 
梅津「やはり分断ですね」

20160311 19:31:19pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

新・方法主義宣言の5年目にしての真実が明かされました。

20160311 19:33:53みそむーおでん @misoni_2013

筆者）カンペ読んでるのを隠さないくらいにめっちゃカンペ読んでる。

20160311 19:34:33みそむーおでん @misoni_2013

筆者）ひらまさんが発言してるというていなのに、そこ読み間違えてるだろという感じで訂正をする馬場さん
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20160311 19:36:39みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「信用ならないなぁ」

20160311 19:40:15みそむーおでん @misoni_2013

さて、総論が終わったので、各論としてそれぞれの作品を見ていきたいと思います。

20160311 19:40:37みそむーおでん @misoni_2013

email機関誌ではなかなか反応ないのでこの機会にいろいろ話してしまいたい

20160311 19:42:09みそむーおでん @misoni_2013

さて、21号小田寛一郎、22号山本桜子（ダダイスト）、などを見たい。 
同じ人に何度か頼むこともあれば、田中が連続することを狙ってたりしたりした

20160311 19:42:57みそむーおでん @misoni_2013

あ、2011年に中ザワと入れ替わる形で皆藤が入るが、それまでも機関誌の編集をしていた。 
けっこう皆藤さんの趣味な感想も書いてあったりして雜誌っぽい感じもあった

20160311 19:43:06みそにこみおでん @no9noon

主にパープルーム予備校第一期生 安藤裕美から見たパープルーム相関図 pic.twitter.com/p1oIEJrYyQ

20160311 19:43:21みそむーおでん @misoni_2013

編集後記だと、寄稿者の解説とか、その他関連するイベントのお知らせとかも書いている

20160311 19:43:57みそにこみおでん @no9noon

洗脳→→→→→ pic.twitter.com/9MBRmtmPe3

20160311 19:44:35みそむーおでん @misoni_2013

さて、他に模倣法という存在もいる。 
新・方法の模倣をした模倣法。 
いしいかえとseiさん

20160311 19:45:02みそにこみおでん @no9noon

パープルーム相関図に載るとは…☆ミ

20160311 19:45:34みそむーおでん @misoni_2013

当時はseiさんがウグイス嬢をしていて、指示通りの台本をそのまま読むのが好きだそうで、してもらっていた。 
そのうち自らも新・方法をまねる模倣法もすることに
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