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“ココロオドル”
丹沢で出会うもの
楽しい気持ちで踊れたらなぁ
オドレルヒトビト
ご多分にもれず、ふつう。
おどる町
Traveling hermit
iPhone Snap
オススメレストラン

連載京都綺譚第九回「枠」
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Last monthHABON“甘い”本

photo by Shunta Fujiki



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

2 / 8

趣 味

スポーツ

「丹沢で出会うもの」
　心躍る季節になりました。春にな
るとウキウキしてくるのは人の定
め。みなさんももう花見はしました
か？しかし花見は桜だけにあらず。
ライトアップされた桜をみながら賑
やかに宴会するのも良いけれど、僕
には山の花見の方が合っている。
　朝薄暗いうちから大きな荷物を抱
えて家を出る。これから出会うであ
ろう景色、動植物を想像し、最も心躍
らされる瞬間だ。心躍る瞬間とは想
像力によってもたらされるものだ。
きっと。
　横浜から相模鉄道、小田急線を乗
り継いで松田駅からさらにバスで４
０分。神奈川を見下ろす丹沢山塊の
山梨との境界、西丹沢。ここは僕のお
気に入りの場所だ。
　西丹沢はなんといっても水がキレ
イ。ブルーに澄んだ沢沿いをひとり
で歩く。水と風、葉の擦れる音、小鳥
の囀りが聞こえる。時には鹿に出会
うことも。山道を歩いていくと見慣
れぬ花々に出会う。苔から生えた小
さい花や、青、黄色、白など様々。そう
いう小さな花や植物を見つけるのも
山の花見の楽しみのひとつだ。そし
て家に帰ってから調べてみたり。
山頂でのオニギリとラーメンも楽し
みのひとつ。

　今、まさにこの季節はミツマタが
満開です。枝の先が三つに分かれて
黄色い花を咲かせるミツマタは和紙
の原料として知られる花だとか。５
月に入るとこのあたりはツツジがキ
レイなんだそうだ。
　そう教えてくれたのは帰りのバス
でお隣に座ったおばあさん。「今日は
ミツバ岳にミツマタを見に行ってき
たの。きれいだったわよー。」と話す
おばあさん。ふたりとも歩き疲れて
途中で寝てしまった。
「今どこっ！」とおばあさんに叩き起
こされ、「えーっと、駅はまだです
よ。。。」というやりとりも楽しい。
　そして、先日別の山でお会いした
おじさんから今度一緒に山歩きをし
ませんかというお誘いがあった。偶
然出会ったおじさんとまた山を歩
く。それを想像するだけで心が踊る
のだ。

福岡生まれ。仙台で学生生活を送り、現在建
築の設計事務所勤務。
絵をかくことと山を歩くことが好き。

藤木 俊大

「楽しい気持ちで踊れたらなぁ」
　ダルビッシュがアメリカに行って
しまった。日本ハムファン暦7年の自
分からするとかなり戦力的にダウン
してしまうので、残念な気持ち反面、
ここ最近の日本人大リーガーの評価
が下がってきてしまっているので、
ここら辺でガツンと日本人＆アジア
系パワーを見せてほしいという気持
ちもある。
　MLBよりアジア人が活躍しにくい
といわれているNBAでは、ダルビッ
シュよりいち早く、アジア系パワー
を炸裂させている選手がいる。
　台湾系アメリカ人の『ジェレミー・
リン』である。完全にノーマークな状
態から、約1ヶ月の間にスタメン、そ
してエースの地位を得た選手。
　注目度が高いニューヨークを拠点
とするニックスというチームに属し
ていることもあってか、今では、アメ
リカで「リンサニティ」という流行語
までできたぐらい。ニューヨーク・
タイムズも2面を割いて記事を載せ
た。
　チャンスを与え、その機会をもの
にすれば実力のあるものには最大限
の賛辞を与えるのもアメリカだから
であろう。
　一方、日本はどうだろう。
　たしかに優秀な選手には賛辞を贈

るだろう。ただ、それまでの過程が長
すぎる気がする。また、良いものは良
いとすればいいところを、ダメなと
ころばかり目が行き、なかなか認め
ない傾向がある気がする。人は根本
的に誰かに認められたり、褒められ
たりするために一生懸命色々なこと
をすると、自分は思っている。
　他人の良いところを見つけてそれ
を伸ばしたり、他人が期待に応える
ことを行ったら、評価して上げたら、
もっと良い世の中になるのになぁ
と。
　アメリカみたいに良いところは素
直に認め合っていれば、日本人もア
メリカ人みたいにリズムの乗って気
持ちよく踊っているんだろうなぁ。

北海道函館市出身のバスケ好きであり茶
人。ＩＴ関連の企業に勤務傍ら、中目黒界隈
の飲食店で、夜な夜な飲んだり食べたり、茶
道のワークショップを開催中。

Takemoto Tomoo
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暮らし

写 真

「オドレルヒトビト」
　「あなたは何か踊れますか？」―も
し突然にこんな質問をされたとし
て、回答に困ってしまう人ってたく
さんいるんじゃないでしょうか。
いったいこの世の中で踊る人ってど
んな人なんでしょう？
　まずエンターテイナーは踊れる。
マイケルジャクソンのようなKing Of 
Popからミュージカル俳優、ベリーダ
ンススクールの先生まで。
　次に子供。別にお願いなんてしな
くても、もういくらでもノリノリで
踊り狂ってくれる。生きるようにお
遊戯する小さな人たちである。
　それと沖縄のひと。老若男女問わ
ず人が集まれば宴だ何だで三線鳴ら
して踊りだす。もちろん沖縄に限定
されているわけではなくて、日本全
国に昔ながらの踊りとその伝統文化
の守り手たちが数え切れないくらい
にいる。地域コミュニティのハレ文
化を体現する人たちである。
　あとやっぱり都会にだって踊る人
はいる。都内某電気街にて一糸乱れ
ぬ集団演技を披露するA系な人たち
とか、夜な夜な眠らない街で酒と煙
草を肴にディスコする人たちとかで
ある。

　ダンスは人の七情六欲のあらわれ
…？いったい何が人々を踊りへと突
き動かすのか…？むずかしいことは
わからないけど、でもなんだか総じ
て『踊れる人』っていうのは、みんな
HAPPYな人なんじゃない？？
　踊りは非日常の入り口。踊りは他
者と共感するシンクロツール。音楽
が有っても無くても、踊っている人
を見ると、身体が勝手に血湧き肉躍
る。でも別に体が実際に踊らなく
たって、まずは心が躍り出せばいい
と思う。心が躍らないと、きっと体も
踊りださないのだろうし。…でもと
りあえず踊っているうちに心に火が
ついていつの間にか元気になっちゃ
うのかもね。
　心を亡くすと書いて「忙しい」、心
が生きると書いて「性（さが）」と読
む。さあ、忙しい日本の現代人よ、踊
れる準備をしよう。だってそれが僕
たちの性なんだから。

農園付きのシェアハウスに居住中。オープ
ンスペースづく り、ワークショップに興味
津津。“食” が紡ぐ縁や五感の躍動感をも大
事にしてゆきたいと考え、その表現方法を
模索中。

狩谷 俊介

「今月のiPhone Snap」

「黒白灰」

「露天風呂」
岩手県幸迎館の自作の風呂、気持ちいい

「赤白緑」

「妙義山」
山ではしゃぐこと、気持ちいい

「青白緑」

「花見」
目黒川のサクラ、気持ちいい

by Naoya Tochio

by Wataru Takeno
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暮らし

暮らし「ご多分にもれず、ふつう。」
　先日、友人のダンス公演を見に
行ってきた。その公演名は「ご多分に
もれず、ふつう。」。その名に似合わ
ず、それは全然ふつうではなく（何を
もって「ふつう」というのかはよく分
からないが）、普段芸術的な分野に縁
遠い自分としては、十分前衛的に感
じた。もちろん、専門的な視点も無い
ので、パフォーマンスの良しあしも
正直よく分からなかった。それでも
友人が活躍している場面を見るのは
心がおどる。とても楽しませてもら
い、自分も頑張ろうと刺激を受けた。
　気付けば季節は春、花粉が舞いお
どり、そして桜の花が咲き誇り、そし
て舞いおどる。花粉のせいで目カユ
カユ、鼻水ダラダラ、くしゃみクシュ
ン！！だとしても、やはり心がおど
る季節だと思う。新たな年度、新たな
環境、別れそして出会い。変化が多い
時期だからこそ、不安と同時にわく
わく感もあるのだろう。
　ダンスにしても、普段の生活上の
動きとは一線を画した動きである
し、心がおどる時も普段あまり起こ
らないシチュエーションのことが多
いだろう。そのように考えるとどん
な「おどる」であれ、「おどる」という
言葉は変化・非日常などとの相性が
いいのかもしれない。
　しかし、さりげない日常の中にも

「おどる」時は隠れているように思
う。道端に綺麗な花を見つけた時、何
気ない優しさに触れた時、物事に真
剣に取り組んでいる時、おいしいも
のを食べた時、冗談を言い合ってい
る時、楽しい夢を見た時。
　春、きっとおどりやすい季節、だか
らこそ沢山おどり、楽しんでいいの
だと思う。だけど、春でなくても、非
日常ではなくても、いつでも、どこで
も、どんなときでも、ご多分にもれな
いふつうの中にさりげない「おどる」
がきっとある。誰もがそんな「おど
る」を感じられる、そういう世界は
きっと素敵ですよね。

作業療法士。この 4 月から転職し、関わる
方たちが子どもから高齢者に一気に jump!!
「いやー、人って本当にいいもんですね～」
と思いながら、日々奮闘中。SSP(Sister 
School Project/ 姉妹学級プロジェクト ) メ
ンバー。

加勢 泰庸

「おどる町」
　空き地、 木造長屋、川と革のにお
い、路地園芸、どんつき、コインラン
ドリー、商店がまばらな商店街、高架
下、踏切、カンカンカンカンカン、空
き家、のら猫、子供、カラオケスナッ
ク、老夫婦の居酒屋、酒屋、6時閉店、
喫茶店、朝6時半開店、明治通り、 水戸
街道、交差点、交番、紫のママチャリ、
高校生、小学生、狭い道、二項道路、防
災、天水尊、青いタンク、水、水の出る
井戸、公園、京の島、しんちゃんち、長
屋通り、脇道、キラキラ橘商店街、
450m、マンモス、滑り台、グールグ
ル、メルヘン、爬虫類、蜂、隅田川、荒
川、堤防、ゼロメートル地帯、地盤、 空
き地、マンション、工事中、タワーマ
ンション、再開発、大家さん、おばあ
ちゃん、町工場、改築、無職、アトリ
エ、トントントントン、ご当地アイド
ル、休憩所、コッペパン、お祭、冬、桜
のつぼみ、サッカーボール、お母さ
ん、小学校、小梅、まっすぐな道、川向
こう、ひっそり、お屋敷、料亭、66、ど
んぶらこ、 運河、小川、橋、境界線、畳、
すすけた壁、ひしゃげた家、風呂なし
の家、銭湯、電気、おばちゃん、ヘビ
道、ハトの道、鈴木荘、タイル、 青いラ
イン、水のにおい、小さな図書館、夜
の読書、すこし昔の映画、駐輪場、
ボーリング場、トンネルを抜ける、屋

台、トタン屋根の居酒屋、アジアと中
華、宝探し、踏切、乾燥した風、大きな
団地、児童公園、ガレージ、 大家さん、
神社、文花会館、大工さん、建築家、開
かれた家、おいしいスコーン、コー
ヒー、カレー、氷屋、文房具屋、写真を
撮る、人、町の税理士、駅前のビル、屋
上、不良少年、東の向こうの方、奥へ
奥へ、川の間、三角地帯、北上する
レール、各駅停車、残された土地、都
市の幸、昔と同じ風景、今の記憶、
人々の歴史、進む進む。

不動産ディベロッパー勤務の傍ら、大学時代
の同級生と墨田区文花にて町工場
を改修したシェアアトリエ”float”を運営中。
http://www.facebook.com/float.info
本人も墨田区京島の築80年の長屋に移住し
たばかり。

筒井 佳樹
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食 事

文 化「Traveling hermit」

来日３年目の似非外国人。
血はベトナム＋日本＝１００％
語学は（英語≒日本語）＞中国語

リー 米田 樹里

I have to admit that I’ m a hermit. I 
can spend long vacations in my 
home doing practically nothing 
worth mentioning. Just reading in 
bed,  cooking comfort foods,  or 
watching movies will rob me of the 
stress or fat igue from the long 
workweek. The recent months have 
been intense hermit season for me 
as I’ ve been hit with homesickness, 
directing my energy away from the 
great traveling opportunities in 
Japan. 
Of course, there are times when I 
leave my shell dwelling to jaunt 
through the exotic sceneries of this 
country. I’ ll hop on the train to a 
place I’ ve only seen in pictures. 
Coming from California watching 
four seasons is amazing. Though 
beautiful, California probably has 
two seasons ‒ summer, and not 
summer. Snow in winter, cherry 
blossoms in spring, humidity and 
fireworks  in  summer ,  and  the  
gorgeous colored leaves in autumn 
are special treats that never fail to 
float my heart. 
My travels in Japan (which I’ m not 
sure to call as international or 

domestic) have been opportunities 
for me to recharge my energy. I’ ve 
never seen so many world heritage 
sights in one country, or in such a 
short  concentrated t ime.  Each 
location gives me a rush of emotions 
that cannot be expressed in words. 
Somehow, each travel manages to 
take my breath away, and then a 
rush of adrenaline that keeps my 
heart racing from awe.
A country with rich culture and 
history offer so many destinations 
that never shorten my must see 
places. Just one disappointment 
would be the lack of free vacations 
offered at my company, which limits 
my traveling opportunities.  Do I 
have any reason not to be here with 
a delighted heart?  No. But it would 
be much easier for the bank account 
and the weary traveler’ s soul if I had 
t h e  “ A n y w h e r e  D o o r ”  f r o m  
Doraemon. 

「今月のおすすめレストラン」
「神田まつや 」

東京都千代田区神田須田町１－１３

横浜市青葉区美しが丘 2-17-28

「赤坂一点張　たまプラーザ店」

お蕎麦がとにかくおいしいのは
勿論、長い歴史を感じさせる建
物、
常にお客さんで賑わっている店
内、その間を感じよく切り盛り
する店員さん・・
お店にまつわる全てが愛すべき
古き良き日本を感じさせてくれ
ます。
もう何度行ったか覚えていない
くらい通っていますが、いまだ
に飽きません。

( 石田 多朗 )

「カレーリーフ 」

東京都中野区東中野 3-1-2 阿部ビル 2F

以前東京カリー番長として有名
な水野仁輔さんが「カレーにな
りたい」という本の中で人生で
最も影響を受けたカレー屋とし
て挙げていたお店です。
ぜひとも事前予約が必要な「マ
ドラス・ミールス」を頼んでみ
てください！
一つのプレートにいろんな材料
が並び、それを指でかき混ぜて
食べる南インドスタイルの料理
なのですが、きっとカレーの概
念が変わるはず！

( 石田 多朗 )

横浜市青葉区青葉台 2-11-28

「KEEL’ S BAR HOUSE Aobadai」
海外から帰国したら、帰り掛けに
必ず寄るラーメン屋。空港からの
リムジンバスが発着するたまプ
ラーザ駅、そこから歩いて 5 分ほ
どのところに佇んでます。個人的
には、しばし離れていた「日本」
を思い出せてくれるラーメン屋。
もちろん、味も GOOD！一番の
オススメは「合わせらーめん」。
しょうゆとみそを合わせたスー
プ、美味です。本店は赤坂なので、
そちらでもどうぞ。

（山口 祐太）

ビールって、注ぎ方で全然おいし
さが違うって知ってましたか！？
居酒屋の生ビールしか知らないあ
なた、人生の半分以上、損してま
すよ。ここで飲むビールは本当に
美味い！ここでどんなに美辞麗句
を並べようとも、絶対に伝わりま
せん。あのスーバードライでさえ、
まったくの別物なのです。ぜひ一
度ご賞味あれ！ただし、他の店で
二度とビールを飲めなくなっても
知りませんよ…。

（山口 祐太）
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西田 絵里子 「くじらの彼」 
有川 浩

角川書店

松島 由佳 「まっくらな中での対話」 
茂木 健一郎 with ダイアログ・イン・ザ・ダーク

講談社文庫

今までさんざん“甘やか”されてきた私。親に対
して何かせねばと思ったときにふと目に入っ
てきたこの本。何といってもタイトルがいい。
“プレイ”として楽しむことで双方に良好な関
係を築こうとするすばらしい本である。実家に
帰るときの新幹線はこの本で決まり！

杤尾 直也 「親孝行プレイ」 
 みうらじゅん

角川文庫

何かとてつもなく大きなことが起きると、自分
の日常とは離れたような感覚で物事を見つめ
てしまうことがある。日常は続いていて、本音
はそこにリンクさせなければならないの
に・・・。そんな自分の考え方・想像力の甘さ
を気づかせてくれた一冊。

　いろんな場所でHABONをやってみよう企画(?)の一環で第15回HABONは
SHIBAURA HOUSEというワークショップスペースで行いました。総ガラス張りで１
Fだったので、通りすがりの人からすごく注目を集めての開催でした。また吹き抜け
のある大空間ということもあり、少し今までと違った雰囲気で行われました。
　バレンタインの時期でもあるということもあり、「甘い本」をテーマにHABONな
人たちのオススメの本を集めました。しかし、ふたを開けてみると”甘くない”とい
う切り口で持ってきた山口氏の「神様2011」や”甘やかされて”という切り口の杤尾
氏の「親孝行プレイ」など一言に「甘い」といっても捉え方はいろいろだなと改めて
気づかされ、嬉しくなった回でした。また恋愛を辞書形式で案内する「The Lover’s 
Dictionary」や哲学として「愛するということ」、恋愛小説の「くじらの彼」「スヌー
ピーの初恋物語」「ロングバケーション」 、イベントと一緒に楽しむ「まっくらな中
での対話」、甘い誘惑をしてくる「無印良品のふしぎ」、他者との関係性を探る「かか
わり方のまなび方」など、個性的な本がたくさん集まりました。
気になったものがあれば、ぜひ、HABONLibraryにお越し下さい。

山口 裕太 「神様 2011」
川上 弘美

講談社

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

作者があとがきにて「いい年した大人が活字で
ベタ甘ラブロマ好きで何が悪い！」と書くくら
い。６つの短編に共通するのは自衛隊が主人公
というところ。ミリタリ好きとラブコメ好きは
一度お試しあれ！

「ダイアログインザダーク」を知っていますか？光一
つ入らない、まっくらな空間を、目の見えない友達と
一緒に歩く、そんなイベント（？）です。魅力は色々
ありますが、子供のように、甘「え」ることの出来る、
子供の気持ちに戻れる、そんな場所だと思います。こ
の本は、そのイベントの魅力を、脳科学者の茂木さん
と、視覚障害の方達が語っている本です。でも、絶対、
イベント行ってから本を読んで下さいね！！

Love is not only sweet , but is also bitter at 
times. This book is a “dictionary” of words , in 
forms of short stories or episodes of love , 
relationship , and all the sweet and bitter 
emotions associated with Love.

リー 米田 樹里 「The Lover’ s Dictionary」 
David Levithan

Picador USA

タイトル通りです。しかし甘いだけでなく 
bitter sweet です。中身はいくつかのテーマで
短編集のような構成になっていて、チャー
リー・ブラウンの人生についての bitter sweet 
なぼやきが奇妙な癒しになります。

星野 晃平 「スヌーピーの初恋物語」 
チャールズ M. シュルツ ( 著 ), 谷川  俊太郎 ( 訳 )

角川文庫

狩谷 俊介 稲見 幸「愛するということ」 
エーリッヒ・フロム ( 著 ), 鈴木 晶 ( 翻訳 ) 

筑摩書房

「かかわり方のまなび方」 
西村 佳哲
筑摩書房

「愛、それは人間の実在の問題に対する答え」一
口に愛といっても、色々な形の愛がある。母性
愛、父性愛、兄弟愛、異性愛、自己愛、人類愛、博
愛、神への愛。そんな様々な愛の在り方を社会
科学的、人類学的、心理学的な側面から甘～く
科学してくれるのがこの本である。この本であ
なたも本能として持ち合わせた愛をしっかり
とした自分の言葉で噛み締めよう！

“甘い”本ということで本棚を見てみたけど、
テーマに合致する本があまりなかった為、“甘
い”ということを自分の中で改めて考えてみる
と、自分の“甘い”は受容されている状態かなと
思い至った。そこで今日は learning being とい
う人とのかかわり方、他者への理解や受容され
る場について書かれてあるこの一冊を紹介す
ることにした。
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僕にとっての甘い誘惑は、無印良品でのウィン
ドウショッピング。タグに付いている説明が良
いもんだからついつい長居してしまいます。

いわずと知れたあのロンバケです。北川 悦吏
子さんのものは甘いというよりも甘酸っぱい
ものが多いです。ビジネス書に飽きた際に気持
ちをかえたいとき、ちょっとしたデザート的
（！？）に読みます。そんな意味でも“甘い”。な
んやかんや絶対最後うまくいくでしょってい
うのも安心してみれるポイント。

本田 類 「無印良品のふしぎ」 
鵜久森 徹

ピエ・ブックス

　SHIBAURA HOUSEの設計は世界で活躍す
る建築家・妹島和世(せじまかずよ)氏。ガラ
ス張りの透明感、フロアごとに異なる床のか
たち、美しい曲線で描かれた階段。一歩足を
踏み入れるだけで心踊るような、とても楽し
い空間になりました。
　1Fはガラス一枚で仕切られ、街に溶け込む
ような「リビング」。ここはテーブルとイスが
設置された公園のような場所。誰でも無料で
利用できます。2Fと3Fは大きなテラスによっ
て立体的に繋がる「ラウンジ」で、落ち着いて
勉強や仕事ができるスペースです。4Fは映像
やウェブ、印刷物を手がけるスタッフが揃う
「ワークスペース」。撮影やイベント開催など
でも利用できます。　　　（HPより抜粋）
http://www.shibaurahouse.jp/information/

今回のHABONの為に、フライヤーを作成してみました。次回からもやるかもしれませんし、やらないかもしれません。よろしくお願い致します。　N.tochio

田鍋 圭助 「ロングバケーション」 
北川 悦吏子
角川文庫

フリーペーパー「R25」の巻末に月1回連載され
ているエッセイを集めた本です。高橋さんは
きっと言葉の語源に興味があって、強い人。世
の中で起きている政治もゴシップネタもス
ポーツも、言葉の語源をひもときながら、新た
な気付きを与えてくれます。世の中を見る際に
は切り口が必要という事を学びました。

吉田 亮介 「結論はまた来週」
高橋秀実
角川書店

Habon is Share book library system.
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「“ピクニック”な本」
次回のHabon

HabonPaper issue 10
同時発行

2012.05.27(sun) 　　　
　　          ＠未定

HabonPaper issue 09

「ココロオドル」
2012年04月14日　第1刷発行
発行所　中目黒ハウス901
連絡先　habonPJ@gmail.com　

杤尾直也　吉田亮介
田鍋圭助
Habonメンバー一同

Staff

リーはバンドを組むだの惚れた腫
れただのといった王道青春もので
あったが、台詞とともに、重なり
合いぶつかり合うことで情感を表
現する。汗が噴き出し湯気がたつ
ほどの彼らの暴れぶりは見るもの
を圧倒し、そして時に笑いを誘う
のであった。
　われわれはなぜ二本足で立って
いるのだろう。なぜ寝転んで会議
をしないのだろう。ヨーロッパへ
行けばレジ打ちの女性は大抵座っ
ているではないか。当たり前に思
われている枠を疑いそれを外した
ことで、あの演劇は尋常ならざる
雰囲気を獲得している。われわれ
のこの社会は、枠の上に枠を重ね
てできている。その枠が何かを見
出し、疑ってかかる―表現者とし
て、常にそうありたいと思う。

第九回　枠
　どうにも人の多いところを好か
ない性質なので、友人と街へ踊り
に出かけることなどまずない。
日々書生気取りをやりながら、「心
さえ踊っていればそれでいいや」
と独りごちている始末。ただ先日、
同居している踊り子から「演劇を
やるから見に来ないか」と誘われ
た。正直言って舞台芸術に興味は
ない。でもたまには街の空気を吸
うのもいいかと、出かけることに
した。
　しかしいきなり、舞台空間のつ
くりに面食らった。廃校の職員室
の四周に木で組んだであろう客席
が設けられ、中央には三メートル
角ほどの正方形がくり抜かれてい
る。これが舞台のようだ。時間に
なり照明が落とされると、客席の
下から舞台へと、演者たちがずい
ずいと這い出てきた。
　這いつくばったまま物語を演じ
るというのが趣旨らしい。怒れる
ときは暴れのたうち回り、悲しき
ときはそろそろと這い。ストー

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

「日々の変化」
　「目覚ましは、水平線から昇る太
陽です」。
　そんなキャッチコピーになるよう
なリゾートライフをここ 1 週間し
ています。場所は宮崎のシーガイア。
開業当時は世界最大の屋内型プール
として名を馳せたリゾートです。
　とはいえ仕事での滞在。海に行く
暇もなく、朝楽しんだら、次眺める
られるのは深夜真っ暗な海。十分に
リゾートを堪能するにはほど遠いけ
ど、発見もありました。
　例えば、海と空。
　毎日、景色が全然違います。同じ
晴れの日でも、沖縄のように真っ青
に見えて南国リゾート気分満点な日
もあれば、お台場の海のように薄い
灰色をした日もあります。
　同じものでも見る時間、見る日、
もしくは見る気分によって全然違う
のは自然ならでは。部屋にあるテレ
ビやベッド、カーテンはいつどんな

気分でみても同じように見える。当
たり前のことだけど、人間が作った
ものはあまり変化しないのは不思議
な感じもしました。
　でもそう考えると、人間がつくる
もので変化するものもあります。そ
の代表例が芸術の分野ではないで
しょうか。興福寺の阿修羅像は、口
元をきゅっと結んで、すこし下唇を
噛むような表情をしていますが、そ
の顔はあるときは悲しげに、あると
きは強い意志を持ったように、ある
ときは特に無表情に見えます。その
阿修羅像に惹き付けられるのは、
きっと自然でしか成し遂げられない
その変化を、人間の手で実現してい
るからなのかもしれません。
　10 年後のあるべき姿という時間
軸の長い変化を考える仕事をしてい
るときに気づいた日々の変化の共有
でした。

EXIT THROUGH THE GIFT SHOP
Movie

　グラフィティの謎の巨匠であるバンクシーが手が
けた皮肉たっぷりの映画。毎回、世論に問題を投げか
けるグラフィティを書き続けるバンクシーにとって
のストリートアートとは何かを垣間みることができ
る。グラフィティとは何か？落書きとアートの違い
を再認識するのにいい映画だ。
にしてもバンクシーかっこいいな～。

杉本博司 ハダカから被服へ
Museum

　「人類の衣服の歴史は人類の歴史そのものと同じ
ほど古い」（杉本博司） 人類の始まりから 20 世紀ま
で、人間と衣服の関係を杉本博司がカメラの眼を通
して探る展覧会。杉本氏自ら演出やデザインを手が
けた文楽の人形や能楽の装束ほかも展示し、杉本独
自の視点で「装う」ことの意味を問う。 

吉田 亮介

One Day At Home / sayCet
Music

　フランスのエレクトロニカ3人組sayCet。シンセサ
イザーが美しく奏でる音楽は、こわばった心をほぐ
してくれます。背景に流れる環境音も僕にはやさし
く聴こえます。思わず踊りだしたくなることはない
けど、徐々にぐっときます！！　　　　　　杤尾 直
也


