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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。

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

メニュー

20160311 23:04:15みそにこみおでん @no9noon

中ザワ「あまくんがほしい」梅津「みそにさんがほしい」両方「交換しようそうしよう」

20160311 23:04:38みそにこみおでん @no9noon

梅津「まったく未練がないんだけど！」

20160311 23:08:58みそにこみおでん @no9noon

にこあま、今度は細川さんがゲスト！ pic.twitter.com/jD3og5yvXw

20160311 23:14:36山崎(個展3/5〜3/13QG&S) @zakiyamabun

一番心配やったトークショー無事終わりました。ほんまヒロさん岡野さん、今日の周りのみんなに感謝です。楽し

くありがたい話ができて良かったです。ありがとうございました。 #きみのグリーン 
pic.twitter.com/DcaxqOzNc7

20160311 23:35:30アラン @alanmiura91

@H_ASOS シードラさんは僕が書いたほうがよかったかもしれませんね。

20160311 23:58:02踊れ @H_ASOS

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

ポケモンにする気のないポケモン名前パズル
「ポーンニキ」「スシロー」「ブラタモリ」

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 6分20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

話題のイベントから新商品まで気に

なるコンテンツはここをチェック！
21

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

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

メンズ ファッション  コーデに迷ったら

とりあえず見よ！
4

休日に行きたい！オススメミュージア

ム
16

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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@alanmiura91 あれなに会場で配ったなにか？

20160312 00:02:13アラン @alanmiura91

@H_ASOS そうです 
トークイベントのお土産として作ったパープルーム周辺の相関図です。

20160312 00:15:48踊れ @H_ASOS

@alanmiura91 研ぎすましの余地ありですな

20160312 00:40:13ひらまっちょ @qwertyu1357

pic.twitter.com/vkJePCMOwf

20160312 00:59:09あんどー @yumi_ando_

中ザワさんと梅津さんふたりとも、美術史の語り方がそれぞれの独自の仕組みの中の説明だから、噛み合って

るような、混ざり合わずに横滑りしているような、変な会話だな。

20160312 01:08:44あんどー @yumi_ando_

@H_ASOS @alanmiura91 ごめんなさいー！(>_<)

20160312 01:11:45あんどー @yumi_ando_

相関図は 
名前入れ忘れてしまいましたが、梅津さん、アランくん、あまくんに編集を協力してもらいました！ 

みんなありがとうございました！

20160312 01:33:02ひらまっちょ @qwertyu1357

HAKUJUJI

20160312 01:34:39ひらまっちょ @qwertyu1357

今日イベントだったみんな、おつかれさまでした！

20160312 02:00:08ひらまっちょ @qwertyu1357

今日は分裂したみそにさんのトゥギャり楽しみですね。

20160312 02:01:06ひらまっちょ @qwertyu1357

無平間 twitter.com/misonikomioden…

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 

763,721pv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…
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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

 

関連する商品を設定

新・方法トーク終わりました！#同時に行こう

2016年3月11日 21:24

   2   1

みそにこみおでん  
 @misonikomioden

20160312 02:34:17ひらまっちょ @qwertyu1357

今日はみそにこみおでんが優勝

20160312 02:36:33ひらまっちょ @qwertyu1357

字が来たなくててへへσ(^_^;)

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..

 13795 view

84pt

PR

コレだったのか！ 『千
と千尋の神隠し』で父

親..

 111066 view

3332pt

グルメ

デザイナーさんがゲ

ーム会社から言われ

た「男性..

 63749 view

1191pt

ゲーム

コストコで美味しそう

なクラッカーを買った

→開..

 52641 view

521pt

写真

人類消滅XX万年 
～ウサギの文明～

 3298 view

269pt

アート

初心者の

Photoshop加工は

プレデターが..

 16201 view

175pt

デザイン

4pt

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  

カラヴァッジョ展→トーハク

2pt

第５回JCAユースクワイアコンサート感想

13pt  

オススメまとめ

江戸時代の来日外国人の文献に見る日本

1588pt  

コストコで美味しそうなクラッカーを買った→開けた
瞬間の何コレ感がスゴイ「これ何用!?」
523pt

【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！」←..
1734pt

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。

6888pt

「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

3478pt  

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..
3559pt

「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

食べたモノも今ある余分も徹底リサイズ！大

人のサプリダイエット

Sponsored

みんなの新着コメント

早川程突っ走っちゃった人は、反省して考えを改…
脱原発運動の「差別」との決別

|_･)  えっ！？これ表現規制の話だったの！？
不快なのでTwitterに18禁の二次創作を公開して欲しくな…

叙勲なんて公務員メインなんだから特別公務員(…
【全文読んでも】 安倍総理が待機児童問題で「叙勲」を肯…

@mtomo0222 解決させる意思が連中にあれ…
「『保育園落ちた』の署名を渡したママはブランド品の抱っ…
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