


桜が散り、新緑が芽吹き、過ごしやすい季節となりました。４月から環境が変わったという方も、

そろそろ新生活に慣れてきた頃ではないでしょうか。今回のFirst Friday Tokyo（FFT）は、ゴール

デンウィークの真っただ中の開催となりますので、静かでゆったりとした時間をお過ごしいただき

たいと思っております。ところで、この「ゴールデンウィーク」という言葉、和製英語だというのはご

存じでしょうか。１９５１年頃に当時の映画業界が集客目的に作り上げた言葉で、これにより、連休

の過ごし方のひとつとして、家族で映画を見に行くというイベントを日本中に浸透させました。

最近では、交通や情報の発達により、人々の娯楽も多岐にわたっています。ゴールデンウィークの

１日を、コートヤードHIROOで心豊かに過ごして頂くのもひとつの方法ではないでしょうか。
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title: 399行の小説
※写真は製本前のものです。
media: A4変形、408ページ、上製
year: 2016年

title: 新しい小説『Let Me Entertain You PARTⅡ』のためのプロット
media: カンバスにアクリル　size: 670×1300mm
year: 2016年

title: 新しい小説『女の一章』のためのプロット
media: カンバスにアクリル
size: 1330×1880mm
year: 2016年

title: 新しい小説『個人主義の限界』のためのプロット
media: カンバスにアクリル
size: 1400×1650mm
year: 2016年

―久しぶりの個展だそうですが？

川崎昌平（以下SK）：2009年以来ですから、7年ぶりですね。アー

ト作品を人前で展示するという意味でも、2011年に3331 Arts 

Chiyodaで開催された「ART STRUCTION」にキュレーター兼作

家として参加したのが最後ですから、5年ぶりです。

―その間、何をされていたんですか？

SK：出版業界で働いていました。もともと2007年に『ネットカ

フェ難民』を書いた頃から表現手法のひとつとして「文章」を使っ

ていたんですが、震災以降かな、執筆をしながら編集者としても活

動するようになり、今もフィルムアート社という出版社で勤務して

います。

―編集することと書くことは全然違うものなんですか？

SK：ゴールの形態が書籍であるとすれば、目的は同じです。編集者

も著者もよいものを世に出したいと思ってがんばっている。ただ

著者が自分の思考をベースにしながら文脈をつくっていくのに対

して、編集者は個々の文脈をさらに大きな文脈の中に織り込んで

いく作業をする必要があります。私が編集という行為に興味を

持ったのも、その部分に理由があり、ひとりで書いていると見落と

しがちな視点や気づかない視野と出会いたかったから……だと

思っています。出会いたい理由はもっと明白で、より多様な言葉の

在り方を考えたかったからですね。世の中にはまだまだいろいろ

な言葉が必要でしょうし、かつ求められているはずですから。

―今回のタイトル『文間への憧憬』もそうした言葉への想いが

込められているんですか？

SK：そうですね。「文間」は耳慣れない言葉かもしれ

ませんが、要するに文章と文章を接続する、

不可視の部分を意味する……文法用

語というほど体系的に整理

されてはいませんが、

日本語における一種の思想だと私は考えています。例えば【A：今

日は忙しい。】という文に【B：だから私は嬉しい。】という文が続い

たとします。このAとBの間に、あるいは前後に存在する読者の意

識が、文間の正体です。「忙しいのに嬉しい？　ひょっとするとこ

の私氏は売れない作家で、最近ようやく仕事が増えてきたのか

な」とかね、読み手はイメージするでしょう？　そんなふうに思考

を育む風景を芽生えさせるのが文間の役割です。

―確かにその2行を読むといろいろ考えちゃいますね。

SK：読み手がいる以上、どこにでも文間は発生します。ただ書き手

がこの部分を意識してコントロールするのはとても難しい。言葉

を削ればよいというものでもないですし……大江健三郎の初期

の小説のように徹底した情景の描写から大量に沸き立つ文間も

あれば、志賀直哉のように書き尽くしつつも最小限に抑えた文間

を読者に饗す書き手もいます。反対に尾崎放哉などは言葉の量を

切り詰めることで膨大な文間を表現するタイプです。どちらが上

ということはなく、どれも優れていて、おもしろい。

―そのおもしろさを表現するのが今回の目的？

SK：現時点では文間の存在をより多くの人に知ってもらおうとい

うのが目的です。書籍というメディアだと制約が多くて、こういっ

たテーマで文章を用意しにくいんですね。複製を前提とするメディ

アですから、一定以上の読者が必要になり、一定のページ数がな

いと書店に置けず、流通させるためにはそれ相応の書き手が求め

られ……という具合でフォーマットに縛られますから。その点、

アートならつくり手の思考を自由な方法で相手に届けることがで

きますし、今回のような思考実験も堂々とできます。もちろん、その

分だけ鑑賞者の解釈の自由度も跳ね上がりますから、それに応え

られる強度と懐の広さのある作品が求められるわけですが……

がんばります（笑）。

―がんばってください（笑）。今後の活動の予定は？

SK：今年は夏までに2冊、『小幸福論』（オークラ出版）と『はじめて

の批評』（フィルムアート社）という私の単著が出る予定です。それ

からまだ版元が見つかってないんですが、『デザイン不要試論』と

『不関係性の美学』という本を出したいなと考えています。あとは

……単発で終わらないよう、アート作品も継続してつくりたいです

ね。フォーマットのある業界とない世界を並行して歩みたいという

のが今後の目標です、転ばないように気をつけながら。

川崎昌平
1981年生まれ、埼玉県出身。東京藝術大学大学院美術研究科修了。作家・編集

者、東京工業大学非常勤講師。アートと社会の接合が主な研究テーマ。主な著書

に『ネットカフェ難民』（幻冬舎、2007）、『若者はなぜ正社員になれないのか』

（筑摩書房、2008）、『自殺しないための99の方法』（一迅社、2015）、共著に

『これからのメディアをつくる「編集デザイン」』（フィルムアート社）などがある。

編集者として働きながら、作家として精力的に著作を発

表している川崎昌平。書くことへのこだわりや、これから

先の未来にあるものなどを語ってもらった。



日比野克彦
アーティスト、東京藝術大学先端藝術表現科教授、東京藝術大学美術学部長、岐阜県美術館館長

1958 年 岐阜市生まれ、東京藝術大学大学院修了。1982年 日本グラフィック展大賞受賞、1995年ヴェ

ネチアビエンナーレ出品。 近年は各地で地域の人々と制作を行い、社会でアートが機能する仕組みを追求

し、受け手の力に光を当てるアートプロジェクトを展開する。主なアートプロジェクトとして「明後日新聞社

文化事業部／明後日朝顔プロジェクト」「海底探査船美術館プロジェクト 一昨日丸・ソコソコ想像所」「アジ

ア代表日本」など。2012 年 「ぎふ清流国体、ぎふ清流 大会」において総合プロデューサーを務め、2014

～2015年 日本財団アール・ブリュット美術館合同企画展「TURN/陸から海へ(ひとがはじめからもってい

る力)」、2015年みんなの森ぎふメディアコスモス開館記念事業「みんなのアート」、岐阜県美術館「アートま

るケット花は色の棲家」を監修。平成27年度芸術選奨文部科学大臣賞（芸術振興部門）受賞（2016）。

日時：5/6(金) 18:30～19：45 　　　　  場所：ウッドデッキ（1F） ※18:00開場／入場無料／ご予約不要

川崎昌平（司会進行）と菊地良太、松井克文、森山泰地の4人、

ゲストに日比野克彦氏を迎え、コートヤードHIROOガロウでトークイベントを行います。

ABOUT GUEST

トークイベント『尊景』

KANA KAWANISHI GALLERYでの菊地良太展を皮切りに、順次4箇所にて、展覧会『尊景』が2016年

4月27日（水）より6月4日（土）に渡って開催されます。菊地のセレクトした自身を含む4名のアーティス

トがそれぞれ「尊景」というテーマの元に、環境の内と外の関連性に着目し、またそこに敬意を払うそれ

ぞれの作風を最大限に活かしながら、「個展」の枠組みの境界線を押し広げる展覧会の開催となります。

《尊景》© Nana Mori 

1.菊地良太 『尊景』　2016年4月27日（水）～6月4日（土）
KANA KAWANISHI GALLERY　（東京都港区南麻布3-9-11）

2.川崎昌平 『尊景̶文間への憧憬』　2016年5月6日（金）～5月28日（土）
コートヤード HIROO ガロウ　（東京都港区 西麻布4-21-2）

3.松井克文 『尊景̶世界のデュナミス』　2016年5月14日（土）～5月25日（水）
CC4441 THE GALLERY　（東京都台東区鳥越2-10-9）                      

4.森山泰地　『尊景地水』　2016年5月20日（金）～6月1日（水）
BLOCK HOUSE B1 GALLERY　（東京都渋谷区神宮前6-12-9）

展覧会 『尊景』 総合会期: 2016年4月27日（水）～ 6月4日（土）

Deportare Yoga Special Lesson

講師：マキノカオリ
KPJAYI 正式資格指導者level.2、日本女子体育大学卒

業、2児の母。初めての出会いから大好きが止まないア

シュタンガヨガ。以来、よりよい人生のエッセンスとして

練習の経験を重ねる。

2008年よりインドマイソールのSri.K.Pattabhi Jois 

Ashtanga yoga instituteでSharath Jois師の継続修行を

続け、正式資格指導者level.2として認められる。東京池

袋 極真会館総本部での早朝マイソールクラス、UNDER 

THE LIGHT YOGA SCHOOLを中心に、日本各地、海外

でも日本人に限らず外国人にもアシュタンガヨガをシェ

アしている。また恵愛病院でのマタニティヨガ、産後のヨ

ガクラスは８年にもなる。長年練習されている方から初

心者、カラダの硬い方まで、相手の意識や呼吸を観て的

確に指導する才能に非常に優れている。また、今ここに

ある人生に喜びをもてるヨガ指導は、ヨガとともに生き

てきた、自身の経験の全てである。

日時：5/6(金) 19:00～20:30　　  場所：コートヤードHIROO スタジオ
料金：会員は無料、非会員は１名様3,000円（税込）
（男女共に参加可能）※ヨガマット、タオル、水はご用意しています。

インドの楽器を使い、呼吸にフォーカスしたクラス





ヨガスタジオ Deportare Yoga Special Lesson
講師：柳本和也
日時：6月3日 19時00分～20時30分

4歳から少林寺拳法やサッカー、1994年頃サーフィン

を始め、日々のライフワークとなる。サーフトリップで

何度も訪れているバリ島でヨガに出会い、悩みであっ

た腰の冷えや怪我の多さから解消され、ヨガの素晴ら

しさに目覚める。帰国後、アシュタンガヨガの権威であ

るケン ハラクマ氏に師事。IYCティーチャートレーニ

ング修了。

ヨガ指導の他、日本各地で様々なイベント・ワーク

ショップ等にも積極的に参加し活動中。また、日本各地、

海外でKazuya Yanagimotoによるリトリートも開催。

http://kazuyayoga.com/

LA PUNIENI × HOSHINO
世界にあなただけの靴（期間限定受注会）

1 : 熟練の職人、伊勢丹で婦人靴をオートクチュール
にてつくり続けて来た戸部由紀夫が接客を致します。
2 : 90種類のサイズ展開を常備しております。19セン
チから26センチまで、Aワイズから5Eワイズまでを幅広
く取り揃え、かつベースとなる木型を熟練の職人が調
整することで無限に近いサイズ展開をご提案致します。
3 : イタリアトスカーナ地方から最上のベビーカーフ、
高級エナメルからお好きなお色、ヒールの高さ、木型
をお選びいただきお仕立てを致しております。　

お問い合わせ先
info@lapunieni.com

1F ガレーヂ

撮影：表恒匡

NEXT
3F ガロウ 相澤安嗣志 個展

Self do, Self have
相澤は自身の原風景である自然との共生をもとに独自の自然

観を通して作品制作を行っています。

本展では、メインワークでもある錆や磁力などの自然界の現象

を用いた作品を中心に構成されます。

錆という現象を人間が自然界に与える影響の象徴としている

一方、地球の成り立ちとしての存在意義も含ませており、更には

磁力を用いることによって我々が意識的に知覚できない自然の

恒常運動の可視化やモノの存在という概念の考察を試みます。

PROFILE
1991年神奈川県出身。2011年多摩美術大学

美術学部絵画学科日本画専攻入学、2015年多

摩美術大学美術学部情報デザイン学科メディア

芸術コース卒業。大学卒業後すぐに自身初とな

る個展を開催。錆や磁力といった現象を用いた

作品を制作している。「現代芸術復興財団アート

アワード第二回CAF賞」入選。

「“FUTURE CULTIVATORS”PROGRAM」大賞受賞。

www.atsushiaizawa.com




