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「音の借景」
　せっかく DIY な HabonPaper なん
で、どこの雑誌にも載らない音楽を
推薦しようとしていたところ、ちょ
うど梅雨の季節になったので、雨の
音にしましょう。
　日常的すぎて気づきにくいんです
が、雨音は音楽として聴くと本当に
素晴らしいです。そのままでも十分
良いんですが、ここでは雨を使った
「音の借景」をご紹介します。
　日本庭園なんかでよく言われるあ
の「借景」です。同じ要領で雨音を
上手に使ってみましょう。雨が降っ
ているときに部屋で静かな曲を小さ
な音でかけてみてください。聴こえ
るか聴こえないかくらいの本当に小
さな音が良いです。そして窓を少し
開けて外の雨音と混ぜてみる。雨と
音楽の境目がわからないくらいのバ
ランスにするのがコツです。これだ
けで「音の借景」の完成。次に雨音
と音楽を一緒に聴いてみてくださ
い。音楽は当たり前ですが、雨音も
良く聴くとずーっと細かく豊かに変
化し続けているのが分かります。
　その二つが合わさると音のシャ
ワーのような雨音の中に、静かな曲
がうっすらと佇んでいる状態になり

ます。音に集中して耳でその感覚を
捉えたときには、すでに不思議に心
地いい空間が生まれているでしょ
う。普段と異なる感覚のおかげで、
いつもの空間が別ものに変わる…。
分かりやすく例えれば色眼鏡をかけ
るようなものですね。
　ちなみに雨に合わせるのは音楽で
なくていいんです。例えばテレビや
ラジオにザーッとノイズの出るチャ
ンネルがありますよね。あのノイズ
をすごく小さい音で鳴らして同じよ
うに雨と混ぜてみるんです。こちら
も心地のいい音の響きが生まれま
す。
　雨とテレビというあまりにも日常
的なモノが、その組み合わせ方や自
分の意識次第で不思議な空間を生み
出す道具やきっかけにもなりえる。
こういうテクニックを使って梅雨の
ような嫌な季節も少しでも楽しく過
ごせたらいいなと思います。

作曲・編曲・選曲家 
東京芸術大学大学院音楽文化学在籍。アカ
デミックな作曲を研究しながらも、テレビ
番組や展覧会の音楽など他分野でも活動中。

「ヒラメキカフェ」
　PUBLIC HOUSE に通い始めたの
は、披露宴でやる余興の打ち合わせ
がきっかけだった。「駅から近いし
空間も広いから、みんなで集まりや
すいよ！」友人のこの一言以来、他
の集まりでも使うようになり、最近
では毎週のように PUBLIC HOUSE の
ランチを食べている。
　確かに駅から近い。というより渋
谷駅新南口の改札直結。空間も広く
6 人以上の席も楽々確保。打ち合わ
せにはもってこいの場所だ。ただ一
番の魅力は、ここで打ち合わせをし
ていると「それ、いいね！」という
アイデアがポンッ！ポンッ！と生ま
れてくることかもしれない。披露宴
の余興も、みんなの特技を活かした
インパクトあるものが生まれたし、
友達のおばあちゃんにプレゼントす
る写真集を作っているときも、おば
あちゃんを中心にしたきれいなス
トーリーが出来上がった。
　茂木健一郎さんは「ひらめきが生
まれやすい環境とは、脳がリラック
スできる状態のこと」と言っていた。
優しい店員さんがたくさんいるパブ
リックハウスは、まさにそんな雰囲
気が漂っている。

　ランチとコーヒー 1 杯で 6 時間席
を占拠しても笑顔で対応してくれる
し、写真を机いっぱいに広げて立ち
上がりながら話していてもお叱りひ
とつ受けない。それどころか穴あけ
パンチまで貸してくれる。なんと居
心地良いカフェ。
　PUBLIC HOUSE とは「大きな家」
の意。コンセプトは「ひとつ屋根の
下で大きな食卓をみんなで囲み、食
を通じて自然の恵みに感謝し、明日
を語り合い、新しい未来が生まれる
場」。新しい未来、生んでます。良
いアイデア、閃いてます。
この大きな家を借りて、いつか
Habon や写真展を開催してみたい。
そんなヒラメキも生んでしまうカ
フェ、またランチを食べに行こう。

石田 多郎

ビジネスコンサルティング会社在籍
シェアライブラリー「Habon」共同主宰
Sister School PJ メンバー

吉田 亮介
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「声に出して読みたくない英単語2011」
　優しさと厳しさとはコインの裏表
のようなものだと言われている。
厳しさに優しさを見出したとき、人
は感謝の心で一杯になるが、優しさ
が厳しさへと豹変したとき、人はそ
の衝撃にただただ慌てふためくしか
ないのである。そして、つい最近、
久方ぶりに、その豹変ぶりに僕を恐
怖と衝撃のどん底においやったもの
がある。それは、英語の Lの発音 [l]
だ！！！！
　ここで、ハテナとおもった皆様、
そのリアクションはとても正常なも
のである。Rは難しいけど Lは優し
いんじゃないの？と。僕もつい一月
前まで、Lにこの上ない信頼感と安
心感を感じ生きてきた。が、意外や
意外そんなこはなかったりする。
　では早速だが、まずは友人もしく
は、恋人を呼んで来て頂きたい。
そして、彼を前にして、大きな声で、
語尾の Lをしっかり意識して、出来
うる限りネイティブ風に、以下の３
つの英単語を発声して頂きたい。
さんはいっ！
① cool　② pool　③ hotel
ムッフフフーどうでしょうか？きち
んと最後まで発音できましたでしょ
うか？クーやらプーやらと、Lの存

在をさらりとなかった事にしていま
せんか。ホテゥル、ア、エヘヘ、テ
ヘみたいな感じで、笑いでごまかし
ていませんか。しっかり発音しよう
とすればするほど、ケツの穴がむず
痒くなるような気恥かしさはありま
せんか？？？そう、日本語のラリル
レロと同じ超親日家の発音よ！と教
えられてきた優しい Lは、単語の末
尾についた瞬間、日本人をコンマ５
秒で窮地に追い込む、とっても厳し
いお方に豹変するのだ。
しかも、Lは日本語のラリルレロと
いうイメージが脳内にしみついてい
るので、正確に発音しようとして、
耳慣れない音を発するすること、そ
して、そのへんてこな音を聞かれる
ことが、この上ない気恥かしさを感
じさせるのだ。恐ろしや、優しさの
裏返し。デンデン。
追記　人前で hotel cool pool をネイ
ティブ風に言わせるというバツゲー
ムを今度どこかでやってみたいな。

起業家。
シェアハウス向け不動産仲介サイト「シェ
アノサイト」主宰。住まいとともに新しい
ライフスタイルをプロデュース。

「振り返る場所」
　初めての場所に行くときは、いつ
も緊張する。慣れない地図を見たり、
待ち合わせに遅れたらどうしようと
緊張したり、少しだけ憂鬱になって
しまう。
　一方で、濃い時間を過ごした場所、
例えば、今も親好が続く友達が出来
た高校などは、数年ぶりに訪れても、
通学路にあった看板や乗り込む車両
まで覚えていたりするし、駅につい
た瞬間にすっと自分を受け止めてく
れるような、そんな温かい気持ちに
なる。
　この春、仕事を変えようか迷って
いた時も、お気に入りの旅行先と大
学のキャンパスに足を運んだ。過去
に見た景色と今見る景色の変化の
分、同じように自分も変わっている
のかと問いかけてくれたり、過去に
そこでした失敗を思い出させてくれ
たり…。本を読んだり人と話すのと
同じように、気づきの多い時間を過
ごすことが出来る。
　どんなときにどんな気持ちでそこ
を訪れても、自分を受け止め、今の
自分をも応援してくれるような気が
する” やさしい” 場所だ。
まだ構えたばかりの私の新しい働く

場所も、いつかみんなみとってのそ
んなところになったらいいと、慣れ
ない通勤路を歩いている。

各務 泰紀

起業家　コンサルタント
NPO法人 クロスフィールズを設立準備中。
企業・行政から NPO 等非営利セクターに
出向する「留職」プログラムの開発・販売
を行う。

松島 由佳
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様々な物事や価値観が目まぐるしく変化する
今、逆に必要なのは変化しないものを見つめる
ことだろう。小泉文夫は、日本を代表する民族
音楽学者。亡くなって 20 年ほど経つが、そも
そも音楽とは、人間にとってどういった意味を
もつのか．．．変わることのないテーマを扱う彼
の言説がその意味をなくすことはない。専門書
が多い中、YMO との対談など分かりやすい入
門書としてオススメ出来るのがこの本デス。

今回は「変化」をテーマに Habon な人たちの
オススメ本を集めました。今、世の中の至る
所で変化を迎えています。中東ではソーシャ
ルメディアを活用したデモによる独裁政権の
崩壊。東日本大震災によるさまざまな生活の
変化。そんな大きな変化が起きているときだ
からこそ手に取りたい、そんな１３冊の本を
紹介します。

石田 多朗 「音の中の文化」
小泉文夫
学習研究社

考えるとは何かを考える哲学書。考えるため
には問いが必要で、問いを作るためにはどう
すればよいかということなどが書いてある本。
変化の兆しはまずいままで当たり前に思って
いたことに疑問を持つこと考えることからは
じまるかなと思って…。今日はこの本を選び
ました。

大石 香

第 8回 Habon　「変化な本」
（2011 年 4月 17 日 ）

「始めて考えるときのように」
野矢 茂樹

PHP エディターズグループ

江戸の妖怪図鑑。
変化（へんげ）：お化け、幽霊、妖怪の総称。

岡崎 翔太 「画図百鬼夜行全画集」
鳥山 石燕
角川書店

New Books of Habon Library 

本をシェアすることで、自分の興味の一歩先にある
“オススメの本” と “人” に出会える新しいシェアの仕組み

Habon
とは
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「風がはこぶもの」
最近、仕事がはかどる。はかどって
いる気になっているだけかもしれな
いが、そう感じさせるほどオフィス
の環境が気持ちいいのです。そう、
この時期になると僕のオフィスは“フ
ルオープン” になる。扉や窓すべて
を開け、外気をふんだんに取り込む。
エアコン入らずの会社なのです。
風通しがよいオフィスはとても働き
やすい。公園で働いているように、
常に新鮮な空気が流れる。そうする
と風に乗っていろんなものが運ばれ
てくる。お昼になれば近くのランチ
の香りが届くし、蝶が舞い込んでく
るときもある、雨の前には独特のに
おいと空気の重さを持ち込んでくる
（このにおいが僕は特に好きなのだ
が…）。こうやって時間が経つのを
敏感に感じ取れる。これが僕には心
地いい。
　なにもオフィスだけで感じるわけ
ではない。自転車に乗っているとき
もまちの風を感じるし、車に乗った
ら必ず窓を開ける。そういえば中目
黒ハウスも高い位置にあるからか風
通しがよく、僕の部屋の窓は４月ぐ
らいから常に開いた状態になってい
る。その場所のもつ独特の雰囲気ヤ

ジ感の変化を風に乗って運ばれる情
報とともに感じているのだろう。
　また風にはちがう意味もある。革
新を求めるとき人はこういう。「新
しい風を !!」。なぜ風に例えるのだろ
う。気持ちを一新してくれるという
潜在的なイメージがあるからだろう
か？それとも空気が動くところには
面白いことがあると思い込みがある
のだろうか？
　とにかく、風を感じるのはとても
気持ちいい。新しい風になるもの気
持ちいい。そして環境にもやさしい。
なので、新しい風を求めるでも、登
山にいって都会にはない風を感じる
でもいい。皆さんも一度、目をつむっ
て風について敏感になってみてはい
かが？

建築設計事務所勤務　建築家
シェアライブラリー「Habon」共同主宰。
中目黒ハウス 901 の住人。

杤尾 直也
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コペル君という男の子と、そのお父さんがわ
りのおじさんの問答を通して、生きるってど
ういうコトなのか、どんな気持ちを持って生
きるべきなのか、ということを、じんわり心
の中から考えさせられた、そんな本でした。
ちょっと古い本ですが、ぜひ “変化” の時に
読んでください。

松島 由香 「君たちはどう生きるか」
吉野 源三郎
岩波書店

The story of younger sister that was brought of 
life to keep her older sister alive. I read this 
book after I had surgery and it made me think 
of life why we exit in this world.

リー 米田 樹里 「My Sister’ s Keeper」
Judi Picoult

Simon + Schuster Inc.

本の中で紹介されているサイトがきっかけで
自分の人生の方向性が大きく変わった 1 冊。
人との出会いと同じように、本との出会いも、
人生を変えるぐらいの力を持つことを改めて
感じさせられた。

加瀬 泰庸 「新卒無業」
大久保 幸夫

東洋経済新報社

タイトル通り人を動かす（協力してもらう）
ときに何を気をつけるといいかが事例豊富に
書いてあり読みやすい。社会人への「変化」
の際に参考になりました。コミュニケーショ
ンに躓いてるなと思った方はぜひ。

田鍋 圭助 「人を動かす」
Dale Carnegie

創元社

ツイッターやフェイスブックの登場により”
つながり” による情報のやりとりがされるよ
うになった。東北大震災においてもいち早く
状況を伝えたのは TV やラジオではなくツイッ
ターだったという。このような時代において
何が自分にとっての「いい情報」なのかを教
えてくれる一冊。僕らが Habon で実現したい
コトがここに書いてある。変化の時期を迎え
た今、まさに読むべき本。

杤尾 直也 「キュレーションの時代」
佐々木 俊尚
筑摩書房

何の夢もとりえもなかった作者が「山」と出
会った事で、挑戦すること、願い続けていれ
ば夢はかなうことを、命をかけて伝えている
本です。仕事で迷った時、前向きにしてくれ
た本！

押野見 操 「NO LIMIT 自分を超える方法」
栗城史多

サンクチュアリ出版

新卒で入社した会社が倒産するきっかけと
なった 2008 年の金融危機。そのきっかけが
起きた理由を知りたくて手にした本。読んで
みると 1970 年代以降の日本を含めた世界経
済変遷の総まとめ。金融危機のルーツを知る
為には 70 年代まで遡る必要がありました。あ
る時点の選択は、より時が経てば経つほど、
より大きな変化をもたらすのかもしれない．．．
と思わされた一冊。 

吉田 亮介 「経済危機のルーツ」
野口 悠紀雄

東洋経済新報社

動物と一緒にいることで、おこる “心” と “身体”
の変化の謎がわかるハズです…。動物が好き
な方は納得いくハズ…。

永岡 由香 「ペットの力～知られざるアニマルセラピー～」
マーティ ベッカー , ダネル モートン

主婦の友社

変化は過去と現在が違うから気付く。未来を
知りたければ、過去を知ること。インターネッ
トマガジンは、毎日読むと気付きませんが、
本になることで、変化を測ることが出来ます。
10 年分の GIGAZINE をまとめて読みたいアナ
タは必読です。男子がワクワクする内容が満
載のオンラインの読み物も是非。
GIGAZINE 公式サイト→http://gigazine.net/

本田 類 「GIGAZINE 未来への暴言」
山崎 恵人

朝日新聞出版

私が柳美里へのイメージが一変した本。ネガ
ティブで否定的な中で、ギリギリを生きてい
る女性、という印象だったのが、この本の中
の彼女は驚くほどパワーにあふれている。失
くなる命と生まれる命の間で、一番生きるこ
とへのエネルギーが彼女から感じる作品です。

岡部 祥子 「命」
柳美里
小学館

New Books of Habon Library 



連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第二回　知恩院御影堂
　少し昔の話をしよう。私は高校
生だった。
　京田辺で入院している祖母の見
舞いを午前中に終えた私は、一人
京都へと向かった。銀閣寺あたり
からスタートし、哲学の道を下が
る。ちょうど桜の咲く前の平日
だったかしら、しかしその日は雨
だった。横殴りの雨風が強まり、
道行く人はほとんどいなかった。
私は靴もズボンもぐしょぐしょに
しながら、知恩院まで辿り着いた。
国宝として名高い三門もこの日は
傘の上。急な石段を一気に上り、
広場を斜めにつっきって御影堂に
駆け込んだ。
　ようやくの思いで堂内の畳に足
を投げ出すと、そこにはひとつの
世界があった。太い柱梁に支えら
れた空間は広く畳敷きである。奥
には鈍い金色に染まる仏壇がどっ
しりと構えており、薄暗い中でご
本尊はわずかに見え隠れする。賽

銭箱よりも向こう側では、袈裟を
着た僧侶たちが朗々とお経を読み
上げている。参拝者がお線香をあ
げる。外では雨が、しんしんと降
り続いている。私はいつまでも
座っている。その世界に包まれて
座っている。
　この空間は、実に私をやさしく
労わってくれたように思う。いく
ら読経をしてもわからなかった仏
様の有難さが、このとき、疲れ果
てた体にどっと染み込んでくるよ
うであった。

127時間
Movie

登山中の思わぬアクシデントで究極の選択を迫られ
た若き登山家アーロン・ラルストンのノンフィク
ション映画。山中で断崖に腕を挟まれた状態のまま、
生と死の間で 127 時間を過ごした登山家を襲う絶
望と希望を、圧倒的な映像で描く。命が尽き果てよ
うというとき、アーロンはある決断を下す。

「忘れ物も、悪くない」
「1000 円貸してもらっていい？」
最近、1 週間で 2 回もこんなお願い
をした。しかも会社の後輩に。生活
に困窮している、わけではない。1
回目は飲み会のとき、2 回目はタク
シーに乗ったとき、財布がないこと
に気付いた。「またやってしまった
…」どうやらオフィスの机の上に財
布を置きっぱなしにしてきたらし
い。後輩に支払ってもらい、帰りの
電車賃を借りた。2 回目の際、後輩
は「この人の下で大丈夫だろうか？」
と不安げな表情を浮かべていた。
その週末、お気に入りのショルダー
バッグを持って出かけようとする
と、部屋のどこにもバッグがない。
同居人に聞いてみても、「知らな
い！」とそっけない返答。仕方なく
違うものを持って出かけた。
その日会った知り合いに話をする

と、「2週間くらい前、エクセに行っ
たとき持ってたよ？でもまさかお店
になんかねぇ…」とのお言葉。お店
に確認すると「はい、お預かりして
おります！」とまさかの回答。横で
聞いていた知り合いは「ありえない
…」とあきれ顔だった。
日曜夜、つけ麺屋さんで「さすがに
気を付けよう…」と反省、気を取り
直し家路に向かっていると、背後か
ら「お客さ～ん！」と駆け寄る声。
振り向くとその右手には、見覚えの
ある iphone。さすがに僕は「自分
大丈夫か？」と顔が引きつった。
でも、息を切らして届けに来てくれ
た、かわいい店員さんは「間に合っ
て本当に良かった」と優しい笑顔。
その姿が印象的で「忘れ物も悪くな
い」と気持ちが吹っ切れたのでした。

驚くべき学びの世界 展
Museum

近年、世界最高水準の教育実践として注目を集め
ているレッジョ・アプローチ。そのレッジョが
2000 年以降取組んでいる最新の試みや現在進行
形のプロジェクトを紹介。レッジョらしい自由さ、
社会性、柔軟性に富んだものが紹介されています。

Into The Blue Again / The Album Leaf
Music

サンディエゴ出身の Jimmy Lavalle による The 
Album Leaf の４ th アルバム。最近、本を読むと
きにかける CD。日常に自然と入り込んでくる心
地よさがすごくいい。音楽の細部にやさしさが巡
らされている感じがすごくいい。

「ライトな本」
次回の!"#$%

HabonPaper issue 03
同時発行

2011.06.26(sun) 　　　
　　          ＠中目黒ハウス

HabonPaper issue 02

「やさしいじかん」

京都大学大学院博士課程在籍。
都市の様相の解読とそのデザイン方法
を研究中。京都にちょっと詳しい。

アクセス：京都駅より市バス 206 号系統　
「知恩院前」下車　徒歩 5分
法然上人 : 浄土宗の開祖。知恩院は彼の弟
子たちが建立した、浄土宗総本山。今年 10
月には没後 800 年の大遠忌法要が盛大に行
われる。

北 雄介
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Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”


