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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。

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

メニュー

20160311 19:46:12みそむーおでん @misoni_2013

さて、当選金付き商標を購入する作品があったが、それが派生したりした

20160311 19:46:30pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

模倣倣

20160311 19:46:52pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

倣倣

20160311 19:47:15みそむーおでん @misoni_2013

15号の編集後記をみると、皆藤さんが雑談しはじめてる。 
タンザニア料理食べました、と。 
天才算数塾で出しててそれが人生初めての味でおいしく、、、 
これ以降新・方法に関係ないことを書いてる、、、

20160311 19:48:04みそむーおでん @misoni_2013

皆藤さんが編集者最後の号としては、16号 
あ、皆藤さんが仁義無き戦いにハマりそれのこと書いてたり、、、

20160311 19:48:15みそむーおでん @misoni_2013

さて、21号を読みましょう

20160311 19:49:09みそむーおでん @misoni_2013

最初に謝ってくる人、つまり新・方法をあんまりしらないので、最初の言葉でごめんなさいとか。 
知らないと言ってしまう人とか、後は頼まれた寄稿なのに個人的に興味ないとか

20160311 19:50:08みそむーおでん @misoni_2013

突然依頼するのだが、賛同関係ないし、自由に書いてくれ、新・方法について書いてくれたそれでよい。エッセイ

でも論文でもよく、600字にまとめてほしい、、、のだが、オーバーすることもある

20160311 19:50:39みそむーおでん @misoni_2013

豊島康子さんに依頼した時は圧倒的にオーバーしてしまい、続きはWEBに、と。大相撲のことをずっと書いてい

た

20160311 19:51:02みそむーおでん @misoni_2013

著しく短いことはこれまでない

20160311 19:51:12みそむーおでん @misoni_2013

19号と27号を見る

20160311 19:51:57月世界婦人@3/29美學校 @saqrako

「新・方法」の釈明会見みたいなトークイベントに来てて凄くおかしいのだが会場で実況ツイートしてらっしゃるみ

そにさんが別のイベントの実況ツイートもしててこわい

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

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

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

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

「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

リアルタイムランキング 8分5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

動物好き必見！全国の動物園アカ

ウントまとめ
20

グラビア見放題！  #グラドル自画

撮り部
24

食べ歩きするひと 32

いち早く最新トレンドを知れるかも？！

ファッション雑誌公式アカウントまとめ 7

まるでアクアリウム！？全国の水族

館アカウントまとめ
30

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 19:52:41みそむーおでん @misoni_2013

この2つは機関誌自体を作品っぽくしよう、と 
アランという言語プラグラムは、何か言うと学習し適切な回答するのだが、これに寄稿を依頼した

20160311 19:54:40みそにこみおでん @no9noon

桜子さんにも怖いものがあるとは…

20160311 19:54:43みそむーおでん @misoni_2013

shiriはアップルプログラムでガチガチに固められてるが、アランはけっこう自由で、会話プログラムがどれが良

いか色々探したが、これがちょうど良かった。 
そういえばパープルームにもアランくんいる

20160311 19:54:49pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

新・方法機関紙19号のALAINが壊れかかっている？

20160311 19:55:44みそむーおでん @misoni_2013

次に、アポ無しで路上にいる鑑定士の人に鑑定してもらったものを寄稿として載せたもの

20160311 19:56:17pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

平間「パープルームにもアランいますね。」

20160311 19:57:19みそむーおでん @misoni_2013

自分たちでは予知できない外部により作品をつくる、というようなていであった。 
各自も占ってもらったが、それはボツにして今まで使ってない

20160311 19:57:43みそむーおでん @misoni_2013

先の新・方法大個展において占いの結果も展示した

20160311 19:58:53みそむーおでん @misoni_2013

元新・方法の中ザワヒデキが現在NADiffGALLERYで展示をしているがそこに出してる作品がソースと実行で、

機関誌に発表した作品だ。

20160311 19:59:38みそにこみおでん @no9noon

中ザワさんが作品解説中です #同時に行こう pic.twitter.com/fsL0p87t9v

20160311 19:59:55みそむーおでん @misoni_2013

機関誌発表のemail作品は縛りがあり、皆藤は入った当初大変苦労しつつ作っていた。しかし方法主義に縛ら

れて作ってない人もいるが、中ザワと馬場は禁欲的に作っている

20160311 20:00:04みそむーおでん @misoni_2013

馬場さんの作品みてます

20160311 20:00:34みそむーおでん @misoni_2013

重層的数字行列など

20160311 20:02:02みそむーおでん @misoni_2013

馬場自身はルールガチガチなのだが、平間さんと皆藤さんはそうでもなく、、 
バイナリデータ表示  第1番などをみてます

20160311 20:03:29みそむーおでん @misoni_2013

平間さんは何種類かある、と？ 

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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基本的にはずっと無作品。 
タイトルだけあってそれ以外何も作らない、と。 
無作品「昇順で並べられた十進記数法で用いる十種類のアラビア数字」

20160311 20:03:36みそむーおでん @misoni_2013

012345678910

20160311 20:03:51みそにこみおでん @no9noon

梅津「みそにさんがいないから…実況が…」 #同時に行こう

20160311 20:05:37みそにこみおでん @misonikomioden

みそにこみおでんいますよ RT @no9noon 梅津「みそにさんがいないから…実況が…」 #同時に行こう   
@parplume

20160311 20:06:09pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

無作品の変遷について解説聞いてる。

20160311 20:06:35みそむーおでん @misoni_2013

平間が「無題」作品やってるのは 
作品があって「無題」というタイトルがあるが、その逆をやる、と

20160311 20:06:56みそむーおでん @misoni_2013

80年以内人類以外全部滅亡 
これは筒井と松澤宥をいっしょくたにしたもの

20160311 20:07:07みそむーおでん @misoni_2013

そのうち解説すら無くなる

20160311 20:08:50pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

平間「貴大ってどう書くんだっけ？」

20160311 20:08:53みそむーおでん @misoni_2013

方法主義と平間貴大 
アルゴリズムを作品に影響させる、というかアルゴリズムだけの作品。 
アルゴリズムは計算方法と言っても良いし数の列。

20160311 20:09:08みそむーおでん @misoni_2013

方法主義と平間貴大  
方法主義はアルゴリズムを作品に影響させる、というかアルゴリズムだけの作品。 アルゴリズムは計算方法と

言っても良いし数の列。

20160311 20:09:52みそにこみおでん @no9noon

みそにこみおでんはいまぁす！ twitter.com/misonikomioden…

みそにこみおでんいますよ RT @no9noon
梅津「みそにさんがいないから…実況が…」

#同時に行こう  @parplume
2016年3月11日 20:05

   1   

3月11日うそにこみらいおん  
 @no9noon
梅津「みそにさんがいないから…実況

が…」 #同時に行こう

みそにこみおでん  
 @misonikomioden

20160311 20:10:38みそむーおでん @misoni_2013

アルゴリズムと作品のバランスをちゃんと保たないといけないのが方法なのだが、それすらいらない、アルゴリズ

ムだけで良いというのが平間である。 
アルゴリズムは文字で表すことができ、そこから出来上がったものが作品なのだが、アルゴリズムだけで良いは

ずで、

20160311 20:11:54みそむーおでん @misoni_2013

そこで、「タイトル」と「作品」、それは一対一の関係だが、それを文字のタイトルだけ、そこでタイトルだけが作品と

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 ..
18pt

自分に合った表現媒体・表現形式（自ツイートまと
め）

5pt

ブリューゲルの絵画に描かれた悪魔がコミカル過ぎ
てジワジワくると話題に「どこで何を間..
4pt
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してできあがる

20160311 20:12:12pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

(平間さんの字が汚すぎて読めない。)

20160311 20:12:33みそむーおでん @misoni_2013

方法主義を見た時は、まさに、それをやってるはずだ、とおもいきや、よくよく見ると、違う。アルゴリズムと作品の

上手くバランスを保ってて、それはおかしく、ものとかいらないでしょう、と

20160311 20:13:14pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

普通の方法主義⁇

20160311 20:13:25みそむーおでん @misoni_2013

ひらま表 pic.twitter.com/dsP7h0rhR6

20160311 20:13:44みそにこみおでん @no9noon

毎度おなじみ循環史観の表です pic.twitter.com/3by9jLVpr1

20160311 20:14:40pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

隣の部屋から快楽的な音楽が聞こえてきます。

20160311 20:15:17みそむーおでん @misoni_2013

平間さんの「無作品」の個展があって、予想通り行くと何もない。価格表には無作品＝幾らと書いてあって、ブチ

切れそうな。 
GALLERYが許してすごいな、と

20160311 20:15:25pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

皆藤「皆で歌いますか」

20160311 20:15:51みそむーおでん @misoni_2013

無作品という作品は伝統的でなく、キャンバスもないし、塑像でもない、タイトルだけでできる。だからこそ実際の

展示会場を使ったほうが良い、と

https://twitter.com/fightpanda/status/708249156758806528
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梅津庸一「ラムからマトン」トークイベント  「ラムnightマトン」黒瀬陽平（美術家/美術評論家）× 梅津庸一［実況］ 29pt

「新・方法  大個展  ～日曜大工～」at space dike 29pt

新・方法  ａｔ  ＮＡＤｉｆｆ  Ａ／Ｐ／Ａ／Ｒ／Ｔ 19pt

 

関連する商品を設定

 

コメントがまだありません。まとめの感想を最初に伝えてみませんか？

20160311 20:16:07みそむーおでん @misoni_2013

平間さんもそうだが、皆藤も言葉に寄ってくる

4.2万いいね！

ツイート     0   10いいね！ 8 お気に入り

あわせて読みたい

いま話題のおすすめまとめ

新感覚のループも

の。『君と時計と塔の

雨  第二..

 13826 view

84pt

PR

「よし、神絵師の動画

を参考にして絵を描こ

う！..

 152099 view

1784pt

PR

遠慮をしているとプロ

になれない？！  お

金をと..

 9169 view

74pt

アート

【備忘録】ソープにい

ってきた。(参)

 68405 view

439pt

ログ

人類消滅XX万年 
～ウサギの文明～

 3414 view

272pt

アート

『フェイクニーハイ』を

嘆く男性陣の“太もも

段..

 50135 view

1136pt

ファッション

コストコで美味しそう

なクラッカーを買った

→開..

 52741 view

523pt

写真

この小学生の算数の

問題成り立ってる？

展開図..

 121694 view

2176pt

数学

コレだったのか！ 『千
と千尋の神隠し』で父

親..

 112243 view

3394pt

グルメ

『非常識な建築業界

「どや建築」という病』

（光..

 6516 view

71pt

デザイン

長谷川豊アナ「吹き

替えに声優ではなくタ

レント..

 81321 view

3823pt

映画

小6の妹の『薬物をや

らないかと誘われた

時の断..

 174463 view

8609pt

雑談

コメント

オススメまとめ

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

6227pt  

「死ぬくらいならサボローぜ！」一枚の二次創作イラ
ストに寄せられた共感の声

3477pt  

Windows7のPCの電源をつけっぱなしで外出し
て帰宅した結果→「Windows..
2886pt

[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  

高卒社会人一年生（もうすぐ二年生）に「重さ」と「面
積」と「体積」とは何かを教えている。

6886pt

中2の時にクラスで起きた『傷害事件』→学校や親
へ抗議し解決するまでの実に見事な流れ..
3557pt

糖質･脂肪をカット!燃焼+代謝ＵＰで理想の

体型を手に入れる！

Sponsored

はい、どうぞ！10万円あげます！ネット手続

きで毎月10万円！！

Sponsored

みんなの新着コメント

すごいなコストコ。
コストコで美味しそうなクラッカーを買った→開けた瞬間の…

@izanamu >IQが20違うとアポは取れない。 …
「視聴者の会」の討論要求が『無視された(逃げた)』という…

眺めた感じ同属嫌悪でしか無い印象なんだけど、…
有名人が一人のファンを失う過程。

まとめを更新しました。一時的に誰でも編集可能…
#薔薇食RRまとめ

まとめを更新しました。 多少修正
第2回 LiSA_LT

何度「謝って」も？煽っての間違いじゃなくて？

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

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

現代の忠犬ハチ公!?  ユ

ーザーの帰りを待ち続けて

いた健気な「Wii Fit」が泣

ける…！ 

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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