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“キビしい感じ”

HABON PAPER
Curation paper Sharing about the viewpiont of “mono-coto”

Habon な人々のモノコトの視点をシェアするキュレーションペーパー

CASAのはじまりとこれから
可変ハードル
結婚とは

見上げる街
シークレット・サンシャイン
フェイスブックへの勧誘

連載京都綺譚第六回「東本願寺・西本願寺」
photo by Shunta Fujiki
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デザイン

仕 事

「CASAのはじまりとこれから」
　琵琶湖からのさわやかな風が吹
く、夏 の 終 わ り の 夕 刻。CASA 
PROJECTの最初の作品「かさのいえ」
を持って、私は大学近くの公園に立
ち寄った。今見ると笑ってしまうよ
うなぐちゃぐちゃな縫い方だが、そ
の当時は「これは何か面白いことに
なるんちゃうやろか！？」と一人無
我夢中で制作した。
　公園で適当な場所を探し、「かさの
いえ」を吊るしてみる。勢い込んで中
に入ると…
「…すごい、想像以上にきれい。」
夕日を浴びたその空間は、自分で言
うのもなんだが、とても壊れた傘か
ら作られているとは思えないもの
だった。
　ふと気づくと、いつの間にやって
きたのか、ちっちゃな子が３人。なん
と、「かさのいえ」で遊び始めた。風で
不規則に動く傘の布。カラフルに光
る空間。それだけであの子たちは本
当に楽しそうに笑ってくれた。それ
まで大学の教室で図面をひいたり模
型ばかり作っていた私は、一歩外に
出ることの楽しさを、このとき初め
て知った。
　あれから５年。私は相変わらず、道
端で壊れた傘を拾ってきては、CASA
をつくっている。正直、自分でもこん

なに続くとは思っていなかった。始
めたからには廃棄される傘がなくな
るまで続けてやろう、というある種
の使命感の一方で、自分自身がただ
純粋にものづくりを楽しんでいるだ
けだったりもする。
　先日、府中市美術館で小物入れを
つくるワークショップを開催した。
参加者の多くは小学校低学年の子ど
もたち。縫う作業は極力減らして、工
作感覚で作れるものを考えた。好き
な傘の布を切って、のりで貼って、コ
ラージュする。子どもたちには迷い
がない。どんどんどんどん、つくりあ
げていく。そうして出来上がった作
品は、見ているだけでわくわくして
くる。
　私は相変わらず子どもたちからパ
ワーをもらい、そして彼らに負けま
いと、これからもCASAを作り続けて
いくのだろう。 

CASA PROJECT代表。デザイナー。
趣味は散歩をしながら壊れた傘を拾うこと。 

HOUKO

「可変ハードル」
　最近大企業からＩＴ系メガベン
チャーへ転職し多くの気づきを得る
ことができた。仕事内容はもちろん、
文化もビジョンも違うことがあった
んだけど、一番大きかった気づきは
自分が見えないバイアスに無意識の
内に縛られていたということ。転職
という環境の変化はその事に気づか
せてくれた。
　前職では某自動車メーカーのボ
ディ設計を担当し、タイ、インド、中
国等の新興国向けコンパクトカーを
設計していた。会社の中では新しい
部署で、部署の半数以上が海外の方
で構成され開発能力が低い反面、変
化も早く求められるコスト・品質水
準も相当高かった。当時は厳しい環
境で働いていると思っていたし、自
分自身をより追い込んで仕事をして
いたが、転職後の拷問研修は固まっ
ていた価値観を壊してくれた。
　まず、採用が業界未経験者の採用
だったため全員が全く知識の無い状
態だったのにも関わらず、教育ゼロ
で課題(といっても一言、｢○○をつ
くって下さい｣とだけ)と納期のみ与
えられ、研修がスタート。納期までに
全ての課題を突破しないと正式配属
無し、つまり実質クビという環境に
置かれた。更に、教え合い禁止、一秒

でも遅刻したらいかなる理由があろ
うと自宅に帰らされる、席が成績順
に並ぶ等、前職では有り得ないよう
な状況の連続。その有り得ないと
思った時に、｢何が有り得ないんだろ
う？｣と我に返って考えることがで
きた。
　「厳しい」ことだけでなく、全ての
物事は見えないバイアスを通して見
てしまい易い。特に、｢慣れ｣や｢思い
込み｣はかなり強力なバイアス力を
持っている。今後もチャレンジして
いくために、自分の中の｢厳しい｣と
いうハードルを圧倒的に高く設定
し、楽しんでやっていきたい。たとえ
厳しいと思った時があっても、｢本当
にそうだろうか？｣と良い意味での
猜疑心を持つようにしていきたいと
思う。
　全ては自分の中に設定するハード
ルによって変わるはず。ハードルの
高さは自分自身で変えられる。

2011年5月に「ＩＴを使ってものづくりの開
発期間を圧倒的に縮めたい」と志し、自動車
メーカーからＩＴ系メガベンチャーへ転
職。人興しを行う有志団体チームキャラフ
ルにて活動中。

内田 修平
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「結婚とは」
　国勢調査によると男性の生涯未婚
率は男性１９％、女性９％となって
おり、年々未婚晩婚化の傾向が高
まっているという。が、僕の周囲は尋
常ならざる結婚ラッシュである。こ
の１～２年で実に１０人の友人が法
的あるいは事実上の結婚を決めた。
　何事かと思ってヒアリングしてみ
ると「３０歳までには結婚したいと
思ってた」「落ち着きたい」「ミスっ
た」とのことだ。景気の悪化や終身雇
用の崩壊、女性の社会参画などが進
めば進むほど、法的拘束力を持つ結
婚への障壁は高くなるし、国勢調査
の数字はそうした世相を反映してい
るのだろう。しかし、こと僕の周囲を
見てみると実情は全く違う。もちろ
んミスったのなら仕方ないが…。
　僕自身はどうかと言えば、結婚願
望というものが皆無である。それは
「したくない」という消極的理由から
ではないし、「結婚は前時代的でダセ
え」とか「結婚すれば一人前の男」と
か思っているわけでもない。するも
しないも、良いとか悪いとかではな
いと思う。しかし考えてみれば不思
議ではないか。人はなぜ「わざわざ」
結婚という法的拘束力を持つ契約を

締結するのだろうか？
　合理的に考えてみよう。確かに共
働きであったとすれば家族を形成し
た方がダブルインカムやらで、個体
の生存確率は高まる。男性あるいは
女性のみが働き、どちらかが主婦(夫)
となる場合でも家に帰れば最愛の人
物が待っているというのは、仕事に
疲れた労働者にとって最高の癒しに
なる。だが、あえて、わざわざ婚姻契
約という縛りを設けることの答えに
はならない。同棲ではいけないのだ
ろうか？
　この１０人のうち、一人の女性に
結婚と恋人関係の違いについて訊ね
ると「同棲はなんというかー、ままご
となの！」と熱っぽく語られたが、分
かるようで分からない、分からない
ようで分かる、そんな感じである。
　これは非常に哲学的な問題だ。結
局未だにピンと来ていないのだが、
幸せオーラに当てられ、少しロマン
チックな気持ちになったりはしてい
る。

出版社勤務。普段は写真を撮ったり音楽聴
いたりしています。

星野 晃平

哲 学

写 真「今月のiPhone Snap」

「山の食卓」
山梨 大菩薩峰にて

「実り」
Farmer’ s  Market より

「大きな森の小さな風車」
神奈川 丹沢山にて

「開花 /準備」
馬来田コスモスロードより

「カラマツの森」
山梨 大菩薩峰にて

「夕日 /風」
外房黒潮ラインより

by Naoya Tochio

by Shunta Fujiki
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旅 行

映 画

「見上げる街」
　首が疲れる。香港を訪れて、まず
思った。土地が極端に少ない地域特
性のゆえ、住居や仕事場が上へ上へ
と積み重なっている。ただ、その積み
重なり方はどれも見たことないもの
ばかりで、到着してからしばらくは
空を見上げながら街を歩くことに
なった。
　まず、ビルの壁からは道路を覆い
被さるようにネオン看板がせり出て
いる。夜、幾重にも重なるその看板
は、あたかも頭上で浮いているかの
如く輝く。また板チョコ建築やポッ
キー建築があちこちに建っている。
日本では耐震を考慮して、高さに比
例して一定以上の幅も必要だが、香
港にはそれがないらしい。それ折れ
るでしょ？と思うくらい薄っぺらく
て細いビルが空高く伸びている。無
節操建築、と名付けたビルもある。世
界中のオシャレ建築のデザインを各
階層に散りばめたビルや、これでも
か！と金ピカに輝くビルを見つける
度に、無節操にもほどがあるぞ！と
突っ込んで歩いた。そんな中、一番見
上げたのは、香港人が暮らす高層ア
パートだった。日本と違い、基本的に
ベランダがない。だから室外機を置
くスペースも洗濯物を干す場所もな
い。でも香港は暑い、生きていれば洗

濯物は出る。
　ということで、みんな好き勝手に
それらを窓から出して暮らしてい
る。物干し竿がネオン看板のように
せり出し、どうやって取り込むの？
と思うほど窓から離れた場所で洗濯
物が干されているし、室外機はセル
フビルドで取り付けているから、水
は滴り落ちてくる。しまいにはベラ
ンダガーデンならぬ、ウォールガー
デンが作られて観葉植物などが置か
れている。その生活感が外にまで溢
れ出ているアパートの風景は魅力的
だった。厳しい生活環境の中で人々
が快適に暮らす為に編み出した術
は、見る側にとっても引き付けられ
るものがあった。
　香港に行った際は、足元のお店を
楽しむだけでなく、ぜひ空を見上げ
ながら歩いてください。首が疲れて
も大丈夫。至る所に各種各様なマッ
サージ屋もありますので。

某化学メーカーの経理G在籍。
好きなダムのタイプは重力式コンクリート
ダム。

岡崎 翔太

「シークレット・サンシャイン」
　予定調和という名の添加物に塗れ
たジャンクフードのような娯楽映画
も無論大好物ではあるのだが、今回
はテーマに合わせ敢えて主人公に "
厳しい " 映画を選んでみた。絶望の
淵に立たされた時、人は何にすがる
のか。この映画は、韓国版『ぐるり
のこと』であり、映画版遠藤周作の
『沈黙』である。
　息子ジュンと二人、亡き夫の故郷、
密陽に越してきたシネに、熱心にキ
リスト教への入信を勧める隣人。「先
生は目に見えるものだけを信じるの
ね」と言う隣人に、「私は見えるも
のも信じないわ」と言い放ったシネ
だが、最愛の息子を誘拐殺人により
亡くし、文字通り絶望の淵に立たさ
れた彼女を救ったのは信仰だった。
宗教により心の平安を取り戻し熱心
な信者となったシネは「敵を赦し、
敵を愛せ」という神の教えに従い、
悩み抜いた末に息子を殺した犯人に
"赦し " を与えることを決心する。刑
務所の面会室。息子の命を奪った男
と対峙するシネ。今まさに赦しを与
えんとするシネに、男は自分も塀の
中で信仰を持ったことを告げる。満

ち足りた表情で男は続ける。「神は
この罪人に手を差し伸べ、その懺悔
をお聞きになり、罪を赦したので
す。」自分が赦しを与えようとした
この男は神に赦されていた。既に赦
しを与えられている人間をどうやっ
て赦すことが出来ようか。信仰心が
強ければ強い程にその事実は彼女を
追いつめ、絶望させる。そして精神
のバランスを崩した彼女は、万引き、
姦淫、自傷行為と自らを裏切った神
への冒涜を繰り返していく…。
　イ・チャンドンが本作で宗教の内
包する構造的な矛盾や限界にかなり
深く踏み込んでいることは間違えな
い。しかし一方で彼は、神の存在や
宗教によって人が救われる事実を否
定してはいない。その証拠に犯人は
救われているではないか。この映画
の "厳しさ " は更にその先にある。
シネが赦しを与えるという行為に拘
泥したのは、詰まるところ己のため。
彼女が刑務所を訪れたのは、神と共
に生きる喜びを知った今、高みから
犯人を "赦してあげる "ことで、信
仰により救われた自分をより確かな
ものにしたかっただけではなかった

か。シネを慕うも「あなたは俗物だ」
と邪険にされ、それでも彼女に寄り
添おうとする愛すべき不器用男ジョ
ンチャンの何気ない一言が皮肉にも
核心を突いている。「心で赦せばい
いのに。それを刑務所まで行って会
うなんて。そんな必要あるの？」そ

う、俗物はシネ自身だったのだ。面
白い。 

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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食 事

文 化「フェイスブックへの勧誘」

人材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。
目黒区男女共同参画審議員。第二の故郷の
洪水を憂いている。

田鍋 圭助

　フェイスブック、このサービスを
利用しないことが厳しくなってき
た。同期飲みでのこと、同期旅行の詳
細を決めるやりとりをフェイスブッ
ク上で相談することが決まった。一
方、会社の同期でフェイスブックを
利用していないのは僕だけと同期皆
が知っている。にもかかわらず、幹事
は「ケースケね」という話。新手の
ネットワーク詐欺的な巧妙な勧誘。
うーん、厳しい。
　人に言われることがある、「よく他
人と一緒に住めるね、おれ（わたし）
には無理」。四六時中一緒にはいれな
いらしい。でもそんな彼、彼女もフェ
イスブックをやっている他人がどこ
で何をしているのか気になるってこ
とか・・・不思議だ。
　確かに違うコミュニティーの人と
やりとりするには便利かもしれな
い。「◯○の近況が知れるのは良いよ
ね」という声もある。確かに聞こえは
いい、でもさっぱりその良さはわか
らない。近況を知ることで例えば、
「◯○が息災に過ごしているのを
知って安心する」→戦時中ならいざ
しらずそんな心配？「近くにいるの
を知って会ってみる」→近くにいる
から会う、ってことは近くないと会
わない！？多少の屁理屈が入りつつ
も、何が良さなのかを考え、できるな

ら利用しないで済む理由を考えてい
た。
　最近、あるコラムで「本の感想の一
行目が変わってきた」という内容が
あった。どうやら、本の内容について
の感想でなく、「読みやすい」「読みに
くい」という感想が最初にきている
とのこと。理由は人の可処分時間（２
４時間）を多様化したコンテンツが
奪いあっているために、普段、触れる
コンテンツによって語彙、知識に偏
りが生じてしまって、そのためにあ
る小説、ビジネス書を読むときに普
段触れる機会が少ない様式に出会う
と、読みにくい、読みやすいが起こる
という。
　フェイスブックはたぶん読み易
い、アクセスしやすいコンテンツな
のだろう。時間の使い方が下手な僕
は、意識的にフェイスブックを利用
しないことで、可処分時間を守って
いるという大義名分をかかげること
にした。ただし、同期旅行を年末にひ
かえ、それもいつまでもつやら。

「今月のおすすめレストラン」
「銀座天龍 」

東京都中央区銀座 2-6-1

目黒区上目黒 2-10-8

「農家のおすそわけ　はな豆」

ザギンでシースーよりもザー
ギョーしたいアナタはここに
行ってください。
マダム達の長蛇の列を乗り越え
てからの肉汁はまた格別な味で
す。
そして、お腹いっぱい食べた後
の〆はお約束のニラそば。
一人じゃなかなか行けないので、
餃子好きのアナタ、連絡くださ
い。

( 本田 類 )

「あさひ食堂 」

東京都世田谷区池尻 3-3-2

池尻の住人が夜な夜な集う " あさ
ひ "
その中でも特に重要人物はカウ
ンターで飲んでいます。
妙に美味い緑茶ハイとポテトサ
ラダでわーわー言いながら
最後はパティシエが作るデザー
トで〆るのがオススメです。

え？
ここ、ホルモン屋さんですよ。

( 本田 類 )

中央区銀座 1-14-6

「カイバル」
山梨の農家のおばあちゃんの味に
惚れ込んだという店主がつくった
レストラン。農家から直送される
野菜は新鮮でどれも肉厚。オスス
メは里芋のコロッケ。外はカリっ
と中は里芋独特のどろっとした食
感。思わず追加してしまった。あ
とは椎茸の炭火焼。肉厚な身を片
面だけ焼き塩と酢橘で味付け。シ
ンプルながら最高にうまい。
気さくで親切な店主との会話を楽
しみながら食べていただきたい。

（杤尾 直也）

カレーと言えばインド。インドの
本格派カレーを楽しめるこのお
店。ランチセットを頼むと３種類
のカレーとナンとソーセージが
セットで頂ける。中でもエビのピ
リ辛カレーが激ウマ！！！エビの
甘さと香辛料の辛さが絶妙にマッ
チ。汗だくになるが癖になる味だ。
焼きたてのナンとの相性も抜群。
ランチにはちょっと高いが、
1,600 円でこのボリュームは大満
足。

（杤尾 直也）
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能登の研究所にとばされた大学院生の主人公
が淋しさと恋心をこめて友人・先輩・好きな
人に手紙を書きまくるお話。主人公があまり
にも不器用で、メインの恋文だった力がはい
りすぎちゃって投函できるものができない。
読んでても笑っちゃうものばかり。それでも
心は温かくなれちゃいます。さて、主人公の
恋は実るのか！？読んでみて下さい。

末松 佳子 「恋文の技術」
森見 登美彦
ポプラ社

多くの人に読まれているユーラシア大陸横断
の旅行記。バックパッカーのバイブルとも言わ
れている。「旅」とはこれほど面白く、奥深いも
のなのか・・・。そんなことを気づかせてくれ
た一冊。

山口 祐太 「深夜特急」
沢木 耕太郎

新潮社

“孫”をキーワードに、エッセイや写真や雑貸や
食事など、いろんなものを集めた日本で初めて
の（？）雑誌です。姉代わりに従姉に新しい命が
“実り”、一昨日赤ちゃんが生まれたのですが、
それもあってなんだか気になってよんでみた
本でした。孫からおじいちゃんおばあちゃんを
想う気持ち、おじいちゃんおばあちゃんが孫を
思う気持ちがたくさんつまっている本です。

松島 由佳 「孫の力」
小黒一三
木楽社

「裸でも生きる」シリーズとは別ver。今までの
Mother House の成長過程とは異なり、山口さ
んの内面を赤裸々に綴ったエッセイ。血の温度
が上がるとてもオススメな一冊！！

竹野 渉 「自分思考」
山口 絵理子

講談社

吉田 理恵子 「阪急電車」
有川 浩
幻冬社

リー 米田 樹里 「The Secret Life of Bees」
Sue Monk Kidd
Headline Review

「ビンタ」「目を覚ませ」という２つのフレーズ
が目に飛びこんできて、思わず手にとりまし
た。世田谷ものづくり学校（IID）で行われてい
る、「スクーリングパッド」の講義内容をまとめ
た本です。自分のやりたいことが、仕事となっ
て実を結ぶ。この本を読んでいると、自分も
やってやる！と意欲がわいてきますよ。

HOUKO 「ビンタ本 Schooling-Pad 」
 黒崎 輝男

幻冬舎メディアコンサルティング

今後の日本について国内外の経営者、大学教授
などの著名人が提言している寄稿集。震災後に
頭の中に浮かんだ疑問を解消してくれた、真に
「実りのある本」。何か行動にうつさなきゃと読
んだ後に思ってしまいます。そんな本！！

第12回は「実り」をテーマにHabonな人たちの オススメの本を集めました。 日本中の水田が黄金色に輝く9月は、収穫の秋を告げる季節です。
そんなこの季節に、実りに関する思いが詰まった18冊の本を紹介します。

花ヶ崎 恵美 「日本の未来について話そう」
マッキンゼー・アンド・カンパニー

小学館

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” に出会える新しいライブラリーの仕組み

Habon
とは

偶然乗り合わせた乗客の間で起こる様々な出
来事が、少しずつ交差していく、その１つ１つ
を自分と照らし合わせた時、すっと心に残る
（入る）本。

黒人が初めて選挙権を得た時代に、母を亡く
した少女リリーの「家族」を見つける話。白
人が黒人の中で自分の「答え」をみつけてや
すらぎや信頼をファミリーとして与えられる。
愛情や友情があたたかいストーリーです。

ニューヨークのコーヒーハウスで店員が殺さ
れた。不審に思ったマネージャーのクレアは捜
査に乗り出し・・・。香ばしいコーヒーの香り
と焼きたてのお菓子が頭の中に広がります。私
はこれでコーヒーに興味を持ちました。

西田 絵里子 「名探偵のコーヒーのいれ方」
クレオ・コイル

ランダムハウス講談社

実りといえば秋ですが、日本には四季それぞれ
の実りもあると思います。本書は、本所深川一
帯をあずかる岡っ引き、茂七が難事件を解決し
ていく歴史小説ですが、その一話毎に四季を彩
る「初もの」が登場します。それらは実際に作っ
て食べることができるもの（？）らしいので、も
しよかったら読んで、作って、食べてみては？

高橋 脩 「初ものがたり」
宮部　みゆき

新潮社
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余談…。これはHabonで借
りた本ならではかもしれ
ないけれど、私が借りたこ
の本には紹介者さんの付
けただろう付箋とその
ページには共感か、琴線に
触れた箇所が赤色えんぴ
つでアンダーラインが引
いてあって今回失礼なが
ら紹介者さんが不明に
なってしまったが彼がこ
の箇所にどのように感じ
ていたのか想像するのが
とてもおもしろかった！

星野 晃平 「思想地図β　vol.2」
東 浩紀、津田 大介

合同会社コンテクチュアズ

杤尾 直也 「夢を育てる」
松下 幸之助

日本経済新聞出版社

ヤノマミとは、アマゾンの奥地で暮らす先住民族
のこと。この本の原作は、NHKドキュメンタリー。
NHKのディレクターがヤノマミの集落に100日以
上滞在して撮影したものが土台となっています。
僕はその映像を見たときの衝撃が忘れられなく
てこの本を手に取ったけれど、本を読んでまた衝
撃を受けました。でもその衝撃は別個のもの。映
像も本も両方手に取ってほしい作品です。

吉田 亮介 「ヤノマミ」
国分 拓
NHK 出版

「ビジョナリー・カンパニー」＝「多くの人たち
から尊敬され長期的に反映している会社」とし
て、その会社に共通する要素を抽出し紹介して
いる本です。大きな組織から小さな組織まで非
常に参考になる部分が多く、実際に自分の立ち
上げた団体にも活用し、プロジェクトを成功さ
せることができました。第６章の「カルトのよ
うな文化」の内容はオススメ！

内田 修平 「ビジョナリー・カンパニー」
ジェームズ・C. コリンズ、ジェリー・I. ポラス

日経 BP社

「動物化するポストモダン」などで有名な批評
家の東浩紀氏が編集長をつとめる思想誌です。
震災という戦後はじめて日本人全体でリアル
に教有される出来事を、どう考えるべきなの
か、これからの日本についても考えさせられる
一冊です。

今の自分の会社の社長に勧められて手に取っ
た本。パナソニックの生みの親。知って入るけ
ど何をしたのか、どんな考えを持って起業した
のか間で知らなかった。今の自分の考え方に一
番と言っていいほど影響を与えてくれた大変
「実り」のある本。起業を考えていたり、仕事に
忙殺されそうなときに開いてみるコトをおス
スメします。

以前のHabon「ライトな本」で紹介された本。た
まには小説でも読むかと思い、軽いのを思って
手にしまたし。江戸時代の暦を作るという大事
業をまかされることになった渋川春海の話。彼
の本分は碁打ちで、趣味で算術、占星術を行っ
ています。それぞれ別の点だったものが、彼も
意図しなかった暦へと線でつながる様が面白
く、早く仕事終えて読みたいと思った！ありが
とう藤木君！！オススメです。

　筆者の歌人としての名前は知っていたもの
の、作品をちゃんと読んだことがなかったことと"
現実を体験"するテーマに惹かれて借りた一冊。
内容は"自分"以外の"みんな"が"ふつう"にしてい
るだろうと思われること(合コン、モデルルーム見
学、ウェディングの下見等々 )をやってみようとい
う企画をまとめたもの。
　個人的にメディアで流れている世間一般の行
事をすべてやっておくことはないとは思うけど、
(だって何を体験していようとしてまいと今自分
が立っているところが現実だから。)筆者の歳の
割に何もしてこなかったかもという焦りは誰の
心の中にもあるのだ。
　現実をバーチャルで体験すること自体矛盾し
ているが、嘘でも行動することでその気になれ
たり、それまでやってこなかった自分の弱い部分
と向き合わざるを得ない状況になっているのが
可笑しいような、でもけっして他人事ではないよ
うな不思議な感覚になったのだ。回を重ねるご
とに筆者の心の変化が起こることと、最後、実際
の筆者の現実に変化が出てくるところはちょっ
ぴり感動！

田鍋 圭助 「天地明察」
角川書店
冲方 丁

松本 絵里子

「現実入門」穂村 弘
第 9回 Habon “やさしい本”
推薦者：髙橋 脩

ＰＲプランナー。
プライベートでは背丈ほ
どの高さ大きさに、写真
に薄紙を乗せたような、
見えそうで見えない人を
いっぱい描く巨大イラス
トレーションの制作中。

　「描けなくなったとき？何もしない。遊んで遊
んで、遊びまくる。そうしたら急に描きたくなる
んだよ。」映画『魔女の宅急便』に出てくる絵描き
ウルスラもそう言っていた。いくら議論しても、思
いつく限りを書きなぐっても、アイデアが浮かば
ないとき。お風呂でぼーっと湯に浸かる。熱々の
コーヒーを飲む。布団の中で足指をもみもみす
る。眼鏡をキュッと音がするまで拭く。夕飯の下
ごしらえをする。そんなときにアイデアが浮かぶ
瞬間がある。
　このウルスラ直伝のアイデア術も、「アイデア・
ブック」内“創造性の4Ｂ”で紹介されている。お
堅いビジネス本には書いていなかったので嬉し
かった。
　しかしアイデアが舞い降りるまではとかく不
安になりがち。創造的に柔軟にアイデアを生み
出すためのヒントを、エジソン、アインシュタイ
ンなど偉人のエピソードも交えながら紹介する
この本を頼りにしたい。基本に立ち返るには十
分な話ばかりで、平易な語り口と北欧テイストの
イラストも、煮詰まった脳に息抜きをさせてくれ
るだろう。

山本 綾子

「スウェーデン式　アイデア・ブック」フレドリック・へレーン
第 10回 Habon “ライトな本”
推薦者：田鍋 圭助

1993年に発生した埼玉愛犬家連続殺人事件。その主
犯格である関根元に脅迫され共犯者となった男、山
崎永幸による手記であり、個人的に今年の劇場公開
映画としては暫定1位である「冷たい熱帯魚」のモ
チーフとなった作品。「異常者」の一言で片付けられ
ない、関根という男の強烈なキャラクターをはじめ
生々しい描写の数々は共犯者本人ならでは。文庫版
も含め絶版となっているが、図書館などで探してで
も読む価値あり。

岡崎 翔太 「共犯者」
新潮社

山崎 永幸　



とは、民衆の心の拠り所であり、
教育や文化の発信地であった。そ
れが信長以来の宗教弱体化政策や
戦後の経済成長信仰の蔓延により
その地位を失い、いまや現代仏教
を指して「葬式仏教」と揶揄する
声さえある。建物や庭園の美を愛
でるだけの寺院観光にはどこか抜
け落ちている点がある、それは信
仰と思想の交感である。熱気に溢
れる本願寺に立つと、ついそんな
ことを考えさせられる。
　なお、京都駅周辺で風情ある名
所を求める人は、東本願寺のさら
に東にある「渉成園」を訪ねてみ
るとよい。徳川家光が東本願寺に
寄進した、作庭家・石川丈山の手
になる名園であり、人も少ないた
めゆっくりと楽しむことができ
る。

連載「京都綺譚」

Recommend 3M おわりに

第六回　東本願寺・西本願寺
　今回は、東西の本願寺について
書こうと思う。それぞれ浄土真宗
の大谷派、本願寺派の本山として
双璧をなす。両寺ともＪＲ京都駅
から徒歩 10 分圏内に位置してお
り、観光としても立ち寄りやすい
名所だ。
　ところが、「厳しい」のである。
浄土真宗は日本最大の仏教宗派で
あり、さらに今年は親鸞上人 750
回忌の大遠忌法要の期間中。日本
各地の信者の方たちが、ツアーバ
スに乗って両寺に押し寄せる。広
い境内には案内のテントが建ち、
ご本堂にも大きな仮設の入場ゲー
トが据え付けられ、さながら万博
状態だ。広いご本堂の中にはぎっ
しりとパイプ椅子が並び、その様
子はある種の壮観なのではある
が、お寺に対して何がしかの「風
情」を求めて訪れる我々にとって
は、思わず「うーん、厳しいな…」
と呟いてしまう場所なのだ。
　だがここで、翻ってお寺本来の
意義を考えてみたい。かつてお寺

ツレがうつになりまして
Movie

　同タイトルの漫画を宮﨑あおいと堺雅人が名演技
で再現した映画。シュールな笑いをつくったと思う
ととても感動的なシーンになったりととにかく2人
の掛合いがうまい。それだけでも見る価値あり。教会
での結婚式も改めていいなと思わせる。カップルで
見るとよりドキドキしちゃいます。　　　杤尾 直也

「厳しい局面」
　先日、那須へ登山に行った。見渡
す限り紅葉で覆われた姥ヶ平の景色
は圧巻だった。が、その景色を見な
がら、3 年前に遭遇したあの厳しい
局面を思い出していた――。
　家族で姥ヶ平へ行った帰り道のこ
と。車を置いた駐車場まであと 30
分。山を登り始めて約 5 時間。尾
根から山腹の道を下っていた。その
時、先頭を行く姉が、突如猛ダッシュ
でこちら側に駆け上ってくる。「ク
マが、クマが道の真ん中で寝てる
…！」父、母、僕に、衝撃が走る。
家族４人、一目散来た道を駆け上る。
その距離、約 100M。生涯初めての
家族会議、山の中で開催。
　「来た道を戻るしかない。」父が言
う。正論だが避けたい案だった。そ
れだと駐車場まで戻るには、ゆうに
4 時間はかかる。あと 30 分で戻れ
たのに。そう思うと来た道を戻る気
力は湧いてこない。かといってクマ
がいる道を行く勇気もない。

　沈黙が、続く。今から４時間も歩
きたくない。でもクマには襲わるの
はまっぴら御免…じゃあどうすれば
いい？…ふと思った。
「クマじゃなければいいのに。」
クマじゃなければこの問題は解決す
るのに、と。「もしかしたら」との
考えで、父と僕、右手にサバイバル
ナイフを持ち、へっぴり腰になりな
がら目撃地点へ向かう。恐る恐るそ
の先に目をやると、やはり道の真ん
中に黒くて大きな物体が横たわって
いる！「おおっクマだ…！」逃げた
い…。だが震える足に力をいれ、目
を凝らして見みると、こちらにまっ
たく気づいてないのか、微動だにし
ない。
「…ん？クマ？ってか…岩？」
振り返ってみれば、やっぱり岩。で
もクマだと思い込んでいたあの時
は、まさかの岩。「厳しい局面こそ
前提を疑え。」クマ遭遇事件で得た
格言のご紹介でした。

建築、アートがつくりだす新しい環境
　　　　　　　　―これからの“感じ”

Museum

　今、情報化や都市化の進行によって新たな生活形
式やパブリックスペースが生まれている。その環境
変化に、建築家とアーティストはどのようにこたえ、
空間をつくっていくのか？その提案、実践を示す展
覧会。建築とアートがコラボした、ことばでは説明で
きない「これからの“感じ”」を体験できるはず。

吉田 亮介

Just Me / Brian Mcknight
Music

　大学時代にはじめて耳にした「U turn」でその歌声
に惚れ込みヘビーリスニングだったのですが、今作
は今までで一番いいです。適度な疾走感、メロウな歌
声にうっとりです。スタジオ録音とライブ盤の2枚
組。個人的にはライブ盤がオススメ。ちなみに11月
末にビルボードでライブ予定。    　　　　杤尾 直也

「“道”な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 07
同時発行

2012.01.07(sat) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 06

「キビしい感じ」

京都大学大学院博士課程在籍。現在の
研究テーマは「都市の様相の解読とそ
のデザイン方法」。

北 雄介
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