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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。

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

メニュー

20160311 20:57:10pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

ジャンケン pic.twitter.com/SlIH4Pl2dn

20160311 20:57:27みそむーおでん @misoni_2013

ゲーテ座 
紅白歌合戦みてます

20160311 20:59:50みそむーおでん @misoni_2013

筆者）新・方法ひでえな、、、、、ｗｗｗ

20160311 21:00:25pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

紅白歌合戦 pic.twitter.com/HTjSEbntLx

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 3分31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

グラドル！ 36

AKB48 11

ポジティブすぎるアカウントまとめ 6

アニメ制作スタジオ 70

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 
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20160311 21:00:40みそむーおでん @misoni_2013

抜き打ちテスト 
中ザワが立教大学で講座をもっておりそこで、方法と新・方法の講義をしていたため、ゲストで呼ばれた。 
中ザワからは講義してくれてもいいし、実践してくれてもよい、と依頼があった。

20160311 21:00:55pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

抜き打ちテスト

20160311 21:01:29みそむーおでん @misoni_2013

そこで、大学だから試験をした。 
ちゃんと試験問題を作り、業者に発注して問題冊子を作った。 
むかし受けた受験問題が偶然あってそれを参照した

20160311 21:01:53みそにこみおでん @no9noon

梅津「純朴、牧歌的に、いい絵描くぞ～とやってる風に見えるかもしれないが、」中ザワ「見えない！！」

20160311 21:02:02みそむーおでん @misoni_2013

20分間テストして、最後に答え合わせをした。

20160311 21:02:41みそむーおでん @misoni_2013

コンセプトどおりだし当たり前すぎると言われるが、意外とお金かかる。 
印刷代かかるし試験問題は鉛筆や消しゴムとか、、、 
実験では実験用具も買って揃えた・・・

20160311 21:02:52pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

「抜き打ちテスト」って印字されてる抜き打ちテストって、、どうなん？

20160311 21:03:05みそむーおでん @misoni_2013

アノニマスやってからの山本桜子の寄稿を読みたい

20160311 21:03:06アラン @alanmiura91

僕は前から中ザワヒデキさんを白青のプレインズウォーカーだと思っていて、梅津さんとのトークを聞くとやはり

そうだと思いました。 
中ザワさんに感じることができた、法則や主義は白の属性で、操作や情報は青の属性です。

20160311 21:04:14みそむーおでん @misoni_2013

そこでは、山本桜子がアクセスしようとしたところ新・方法のサイトにアクセスできず、つまりアノニマスの攻撃をう

けて落ちたと、そう発言するが、もしかしたら本当なのかもしれない

20160311 21:05:27pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

新・方法サイトが本当にハッカーにやられてた⁈という裏話

20160311 21:05:52みそむーおでん @misoni_2013

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。
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高村健志（画家）さんの寄稿文を読むと、皆藤さんの質問作品に似ていますね。

20160311 21:07:31みそにこみおでん @no9noon

質疑応答中です pic.twitter.com/0sOk8xXHLd

20160311 21:08:43みそむーおでん @misoni_2013

質問「たしかに表面的には60年代にあったことを今やってる、とおもう。でも21世紀におけるアップデート 
皆藤「シュミレーション、は使いたくないんだけ、馬場さんは 
馬場「もう一度やっても良いはずで、そのツールを今のものを使ってるだけ。だから再来と思われても当然

20160311 21:09:17みそむーおでん @misoni_2013

馬場「確固たる芸術があったのが60年代ならば、今は、あーとというくらいの何でもありで、だからこそ反芸術と

してそれを権威付けしている

20160311 21:10:34みそむーおでん @misoni_2013

皆藤「ぼくはシュミレーション的として楽しい。新・方法という別の人格で作れるものよい。そこまで深くは考えてな

いかも

20160311 21:11:01みそむーおでん @misoni_2013

平間「平間「第一宣言出したとき、細かく見る想定と違ってて、、、どこまで無意味に行けるかを進めたところ今み

たら違ってた、でもそれ以降の宣言文はまだ有効で、ちょっとずつ変化してるといえるか

20160311 21:11:35みそむーおでん @misoni_2013

平間「第2宣言以降の無意味さが人の人格にインストールされると会話が不可能で、だから日常生活と新・方法

主義者の人格を切り分けないと活動ができない、と

20160311 21:12:10pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

馬場「僕はシミュレーション的芸術だけど他の2人は分からない」平間「僕も分かりません」皆藤「シミュレーション

として楽しんでいる」

20160311 21:12:18みそむーおでん @misoni_2013

馬場「ここでは芸術という言葉は使ってないが、真のところ芸術が前提であり、それもあり日常生活をするうえで

は真の方法主義者としては生活できない

20160311 21:13:54みそむーおでん @misoni_2013

質問「芸術という言葉はでてこないのだが、、、 
馬場「辞書を利用した第三宣言では使用されてしまっている。 
平間「とはいえ出てきても良い 
馬場「出てきても良いが僕は良くないと思う

20160311 21:14:49みそむーおでん @misoni_2013

質問「主義は完結するものか？ 
馬場「英語ではイズム。過去のアヴァンギャルド以降の未来派・ダダイズム等々の主義を使うことで運動の宣言

文があり運動の活動範囲を規定すること、それを採用している

20160311 21:15:32みそむーおでん @misoni_2013

皆藤「宣言と機関誌 
馬場「数人のグループで、過去を見ると自分たちで名乗ることがおうおうに多く、ある人から主義でなく趣味だと

言われたが、日常と切り分ける意味で主義としている

20160311 21:16:13みそむーおでん @misoni_2013

質問「苦手なものは？ 
平間「滝ですねえ、、、 
馬場「酒ですねえ、、、

74pt

【生の発見】 福間健二 #k2fact138
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20160311 21:16:51みそむーおでん @misoni_2013

解剖という作品つくるとき、飲み屋で煮物に日本酒がたまたま入ってて、突然馬場さんが顔をしかめ始めて、何

を言っても面白く無いと反応し始めた

20160311 21:17:17みそむーおでん @misoni_2013

何か新しい物をすることに対するアンチもある。 
一方、そのアンチとしてキャッチーなこともする。

20160311 21:17:54みそにこみおでん @no9noon

中ザワさんがともきくんの進路相談を受けています pic.twitter.com/lf2XliKYXQ

20160311 21:18:29みそにこみおでん @no9noon

梅津「危ない橋を渡って行った方がいい」

20160311 21:18:36みそむーおでん @misoni_2013

平間「しばりはある。クリスマスパーティを1月にするわけにはいかない。だからクリスマスパーティは12月にす

る。想定されている以外のことはできない

20160311 21:19:51みそむーおでん @misoni_2013

ジグソーパズルで、新しい絵をつくるとかはできない 
買ったジグソーパズルを組み立てるだけ。 
買うジグゾーパズルは自由に選んだが、真っ白とか選ばないし、ルノワールを選ばない、またラッセンも避けた。

20160311 21:20:27みそむーおでん @misoni_2013

美学校の入口に美学校の歴史を記述した作品もある

20160311 21:21:00みそむーおでん @misoni_2013

トランスアートトーキョーに美学校の歴史という作品も出した

20160311 21:21:14みそむーおでん @misoni_2013

終わり

20160311 21:24:20みそにこみおでん @misonikomioden

新・方法トーク終わりました！#同時に行こう pic.twitter.com/dD7n2e9lMI
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20160311 21:28:11みそにこみおでん @no9noon

トーク終了です。お疲れさまでした。 #同時に行こう pic.twitter.com/ebtsMycu67

20160311 21:43:35みそにこみおでん @misonikomioden

新・方法のみなさんお疲れ様でしたー #同時に行こう instagram.com/p/BC0Bpp4v99i/

新・方法のみなさんお疲れ様でしたー #同時に
行こう

misonikomioden •  3日前 フォロー中

いいね！5件 コメント0件

20160311 21:55:35pandaparuko＠3/24dike @fightpanda

美学校にDM置かせていただきました！ pic.twitter.com/aimWeicCfx
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20160311 22:01:11アイスカハラ @kuhonnouji

やはり、中ザワヒデキはエクリチュールの人だ。

20160311 22:15:15みそにこみおでん @no9noon

打ち上げ始まります #同時に行こう pic.twitter.com/6M1jwBULkA

20160311 22:18:06みそにこみおでん @no9noon

乾杯 #同時に行こう pic.twitter.com/K9JJ8KXWC5

20160311 22:31:34踊れ @H_ASOS

シードラさん入ってるのいいけど説明微妙やな twitter.com/no9noon/status…
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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

2016年3月11日 19:43

   4   9

うそにこみらいおん  
 @no9noon

20160311 22:42:13みそにこみおでん @no9noon

ごはん美味しいです #同時に行こう pic.twitter.com/kSpJ0864yM

20160311 22:42:48みそにこみおでん @no9noon

マトンパクチーきたーーーー！！！ #同時に行こう pic.twitter.com/mjAXsbXZQq

20160311 22:43:19中山いくみ @ikunuki

青山から帰って来た。みそにさんが各所で増殖していたー  わー

20160311 22:54:33みそにこみおでん @no9noon

にこあま配信中！ #同時に行こう pic.twitter.com/Poh5N6aMOW
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  フォローする  

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

20160311 23:01:47みそにこみおでん @no9noon

にこあまに中ザワさんゲスト出演！ #同時に行こう pic.twitter.com/MWhbPv7IRR

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

【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

【備忘録】ソープにいってきた。(参)
439pt

[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！」←..
1733pt

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

江戸時代の来日外国人の文献に見る日本

1588pt  

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。

6887pt

「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

オーラの色で運命は変わる。叶えたい復縁・

不倫・仕事・金運。初回診断無料

Sponsored

みんなの新着コメント

保育士の待遇改善・給料改善の一環として、叙勲…
安倍総理「叙勲において保育士や介護職員を積極的に評…

大規模な人口減少が起きると短期的には食糧価…
ペスト大流行にかかる謎

早逝した親類の火葬後、壺に入れる際骨がしっか…
火葬後の骨のことまで意識しているおばあちゃん達のネク…

何でわざわざ地方から東京までやってきて訴える…
「『保育園落ちた』の署名を渡したママはブランド品の抱っ…

@wakurata叙勲もらうほど長くつとめられないっ…
【全文読んでも】 安倍総理が待機児童問題で「叙勲」を肯…

クリエイターと一言で言ってもどんな分野になるか…

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

食べるよりも押したい!? 
豆腐が整列した麻婆豆腐

がiPadそっくり！ 

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 

「アート」の注目キュレーター カテゴリーを見る

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
 

ヘルプカテゴリー その他 まとめる
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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？

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..

 13795 view

84pt

PR

「死ぬくらいならサボ

ローぜ！」一枚の二

次創作..

 76171 view

3470pt

ライフハック

長谷川豊アナ「吹き

替えに声優ではなくタ

レント..

 81226 view

3822pt

映画

初心者の

Photoshop加工は

プレデターが..

 16201 view

175pt

デザイン

この小学生の算数の

問題成り立ってる？

展開図..

 121609 view

2176pt

数学

『非常識な建築業界

「どや建築」という病』

（光..

 6511 view

71pt

デザイン

コレだったのか！ 『千
と千尋の神隠し』で父

親..

 111066 view

3332pt

グルメ

表紙にぴったりな「溶

け文字」の作り方！ク

リス..
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