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詩集装幀にむける
まなざし

第 18 回テーマ展示
「君に会ひたい。─中原中也の友情」
「君に会ひたい。」
と願う中也の多様な友情の表現

山口市民会館

NHK 交響楽団演奏会 山口公演

特別企画展

中原中也記念館

特集

全身で映画を浴びよ!!

中 也 詩 集とブックデザイン﹂

YCAM 爆音映画祭 2021

│

アート作品を鑑賞する目が変わる!

詩集には美しくデザインされた本がたくさんあります︒

山口情報芸術センター

「鑑賞ナビゲーターキャンプ 2021」

中原中也の詩集も個性豊かな装幀家たちによって
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中也の詩の世界観が表現されています︒

ピ ックアップ イベ ント

この夏︑中原中也記念館で中也の詩集と大正・昭和初期の

小野寺修二（演出家・パフォーマー）
（監督：パオ・チョニン・ドルジ）
「ブータン 山の教室」
佐藤佳代 『初恋日和』
8 月6日
「Apple Watch」礒部眞純（山口市民会館 職員）

〝 詩集の装幀 〟をテーマに企画展が開催されるということで

◎アーティストボイス
◎お先に試写しました
◎読書の窓
◎この日の出来事
◎ MY TOOL

企画担当者の菅原真由美さんにお話を伺いました︒

any 通信

そこからは大正︑昭和を生きた詩人︑装幀家たちの
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表現者としてのあくなきこだわりが見えてきます︒

「書物の在る処─中也詩集とブックデザイン」

﹁ 書 物の在る処

特別企画展

極上の N 響サウンドをお楽しみあれ

挾間美帆 m_unit Jazz Live

若きジャズ作曲家の指揮で魅せるジャズ・アンサンブル !
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岩井秀人インタビュー
ハイバイ
「ヒッキー・カンクーントルネード」
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イベントカレンダー

7 〜9 月

INFORMATION

とは、
ラテン語の「新芸術（ =ars nova ）」
と
「山口
（ yamaguchi ）」の頭文字を組み合わせた言葉です。
any（ エニー）
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なぜ 詩集の装幀 をテーマにした展示を

中也はどのようなところにこだわって詩

企画されたのでしょうか ?

集をつくったのでしょうか ?

年間を通して中也に関して様々な切り口

第一詩集『山羊の歌』では、詩の文字組

で企画展を行っているのですが、今回は

みに並々ならぬこだわりを持っていまし

中也の翻訳詩集の一つである『ランボオ

いている部分はあります。中でも版画家

詩集の装幀というビジュアル要素の強い

た。行間の空き具合によって、詩を読んだ

詩集
《学校時代の詩》
』についても教えて

であり抽象画家の先駆けともいわれてい

切り口で中也を紹介できればという思い

ときの間合いやリズムが変わってくる。自

ください。

る恩地孝四郎はたくさんの装幀を手掛け

から企画しました。あまり文学には詳しく

分の詩集を出す時に正しく作品を伝えた

フランスの詩人であるアルチュール・ラン

ていて、大正・昭和の代表的な装幀家とし

ないけれども、装幀やデザインが好きと

いという思いがあったのだと思います。中

ボーの翻訳詩集で、三笠書房から出版さ

てまず第一に名前が挙がる人物です。

いう人が、詩集のデザインをきっかけに

也自身が赤で修正を入れた校正刷りも

れた中也の初めての刊行物です。限定

大正 6 年に出版された萩原朔太郎の詩

中也のことを知ってもいいと思うんです

残っていて、そういった中也のこだわりが

300 部のとても美しい本です。装幀を担

では、版画家
集『月に吠える』
（p. 7 Fig. 1）

がら中也は実際に詩集という形になった
『在りし日の歌』は見ていないんですよね。

よね。逆に中也が好きという人の中には、

みえる資料も展示します。

当した秋 朱 之 介は当時三笠書房に勤め

の田中恭吉が挿絵と装幀を担当するはず

中也の詩集のことは知っていても、それ

装幀については、信頼できる人に任せて

ていて、その後も様々な出版社で限定本

でしたが、田中が亡くなってしまったの

を装幀した人が他にどんな本を作ってき

いたようで、友人の安原喜弘、青山二郎

出版に関わりながら、芸術的で美しい本

で、その遺志を引き継いで恩地孝四郎が

たかについてはあまり知らないという人

が担当するという案もありましたが、実現

づくりを目指した人でした。装幀に関して

装幀を手掛けることになります。これにつ

しませんでした。最終的に出版元が文圃

は、中也が秋朱之介に全てを委ねて出来

いて萩原朔太郎は「三人の芸術的共同事

どう

上がったものだったと思われます。

業でありたい」と言っています。ただ単に

もいると思います。そういう広がりも企画
展の中で感じてもらえるかなと思います。

堂 書店に決まり、同じ文圃堂から出版さ
れていた『宮沢賢治全集』の装幀を手掛

詩集を装幀してもらうだけではなく、自ら

けた高村光太郎の題字を中也がとても気

の作品世界が装幀を通じても表現される

に入っていたという理由から、高村に装

ことを望みました。1 冊の詩集が総合的な

これは中也の詩「白紙」の一節から引用し

幀を依頼することになります。

芸術表現の場となったという意味では画

ました。“装幀”を表した詩という訳では

一方、第二詩集『在りし日の歌』は中也没

期的だったと思います。

ありませんが、本をテーマにした今回の展

後に出版されたもので、
中也から原稿を託

また、大正末期から昭和にかけて1 冊 1円

示に合った言葉ですよね。本企画展の監

された小林秀雄をはじめとした中也の友

の廉価版の文学全集などを予約販売する

修者である詩人でブックデザイナーのカ

人たちが出版した詩集です。装幀は出版

という円本ブームが興り、本が大量生産さ

ニエ・ナハさんに考えていただきました。

の世話人も務めた青山二郎が担当しまし

れた時期がありましたが、その一方では、

「書物の在る処」という企画展のタイトル
がとても印象的ですね。
ブランク

中原中也『山羊の歌』

おん ち こう し ろう

あき しゅ の すけ

ぶん ぽ

装幀：高村光太郎

えんぽん

た。青山は昭和の時代、友人たちの本を中

中也が生きた時代の大正、昭和初期の装

素材や活字、
レイアウトなどにこだわり、数

心に数多くの装幀を手掛けた人物です。

幀はどういった特徴があるのでしょうか?

を限定した美しい本づくりを理想とする限

わ とじ ぼん

『在りし日の歌』にも青山の装幀の特徴と

日本の本はもともと和綴 本で、それが明

定本出版に取り組む小さな出版社が現れ

もいえる大胆な手書き文字や枠を使った

治になって洋装本が入ってきたことで装

ました。代表的な書店としては、
江川書房、

デザインが活かされていて、青山自ら傑作

幀という考え方も発展していきました。明

山本書店、野田書房などが挙げられます。

だったと語る自信作でした。ただ、残念な

治時代から名のある版画家や画家が文

この時代は、
もちろん装幀家もいるけれど

学の本の装幀を多く手掛けるようになり

も、
そのような理想を掲げた出版社が特色

ますが、それが大正、昭和の時代にも続

ある装幀を担っていくようにもなります。

装幀：秋 朱之介
アルチュール・ランボー／中原中也訳
『ランボオ詩集《学校時代の詩》』特製本

装幀：青山二郎
中原中也『在りし日の歌』

04

photo: 谷 康弘

わかる！ 【和綴本】 和綴本とは、和紙を用いて糸や糊で綴じる日本古来の製本様式で作られた本で、
キーワード

大きく分けて巻子装本、折本装本、草子本、冊子装本の 4 種類がある。明治時代に入って西洋から伝わった洋装本が主流となる。
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「中也詩集を装幀して」
（土）13:30 〜 15:30（予定）
2021 年 8 月 7 日
展示内の特別コーナーで中也の詩集を装幀したアーティス
トや詩人たちが、中也詩集を装幀してみて感じたことなどを
語る座談会。

オンラインワークショップ

「青山二郎の装幀術にまなんでみる」
（日）13:30 〜 15:30（予定）
2021 年 8 月 22 日
本企画展の監修者であるカニエ・ナハを講師に迎えてのオン
ラインワークショップ。中也の第二詩集『在りし日の歌』
を装幀
した青山二郎の装幀の技法をまなびながら、青山の図案やデ
ザインを使ってあなただけの表紙デザイン案をつくってみます。

ブックデザインの
世界を知る!
関連企画

オンライン座談会

特別企画展「書物の在る処─中也詩集とブックデザイン」
（木）〜 9 月 26 日
（日） 9:00 〜18:00（入館は 17:30まで）
2021 年 7 月 29 日
会場：中原中也記念館

Fig. 1

装幀：恩地孝四郎
萩原朔太郎
『月に吠える』
（個人蔵）

ワイカムシネマ連携

本をめぐる映画特集

（水）
〜 20 日
（月・祝）
2021 年 9 月 8 日
会場：山口情報芸術センター スタジオC

［入館料］一般 330 円
（275 円）
╱大学生 220 円
（165 円）
╱ 18 歳以下・70 歳以上無料
（

）
内は 20 人以上の団体料金

展示ではそういった装幀にこだわった詩

今はオンラインでも本を読める時代にな

集を中也の詩集以外にも見ることができ

りました。紙の本が持つ魅力はどこにあ

るのですか ?

るのでしょうか ?

展示の見どころとしては、中也の詩集を

昔は紙の本という形の中でのバリエー

装幀した高村光太郎、青山二郎、秋朱之

ションでしかなかったものが、今はオンラ

介による装幀本の数々、青山に関しては

インでディスプレイ上の文字を読むとい

貴重な直筆原画などの装幀関連資料も

うように、紙以外の形になって、選択肢が

展示します。この他に、近代に出版された

増えています。本には、
表紙、
扉や遊び紙、

装幀が美しい代表的な詩集を紹介しま

企画展の準備を進めるなかで、新たな発

花ぎれ、しおりなどの様々なパーツがあ

す。先に挙げた萩原朔太郎の『月に吠え

見はありましたか ?

り、紙質や色、活字によっても本の印象は

る』も見応えがありますのでぜひご覧く

一つ一つが発見ですね。装幀という一つ

がらりと変わってきます。1 冊の本に込め

ださい。

のまとまったテーマはありますが、当然な

られた多様な世界はオンラインでは得ら

ほかにも、現代の装幀家や詩人、資料修

がら装幀家ごとに世界があまりにも違う。

れないもので、
そういう世界を大事にした

こうした流れのなかで中也の詩集を見て

復家、現代美術アーティストがそれぞれ

全く異質なもので、
それぞれが深い森とい

いという人はいなくならないと思います

みると、
『ランボオ詩集
《学校時代の詩》
』

の視点で中也の詩集をデザインするとい

う感じです。秋朱之介であれば自分の美

し、大事にされて欲しいなと思います。

『山羊の歌』は限定本として出版され、山

う企画も行い、その作品を展示します。中

意識を隅々まで行き渡らせた丁寧な本づ

私自身も紙の本の佇まい、本という存在

本書店、野田書房から出された翻訳詩集

也の生きた時代といえば 100 年くらい昔

くり。青山二郎ももちろん自分の美意識を

自体に魅力を感じます。本が好きな人は

もあります。
『在りし日の歌』は昭和の一

になりますが、中也の詩は今も読み継が

貫いていますが、売れること、書店に置い

紙の手触りやモノとしての魅力や愛着、

時期に人気を誇った青山二郎の装幀で

れています。装幀においても中也の詩集

た時の見栄えも念頭において装幀を行っ

という気持ちがあると思います。今はオン

す。昭和初期の装幀史と照らし合わせて

を現代の感覚でデザインすることによっ

ていました。同時代の装幀家であってもそ

ライン全盛ですが、今回の企画展では本

みると、中也の詩集もまたその特徴を表

て、過去と今をつなぐこともできるのでは

れぞれの考え方があって、本の世界は広

そのものが持つ存在感を見て感じてもら

していることに気づかされます。

ないかと思っています。

くて深いと思いましたね。

えればと思います。

本にまつわる映画をワイカムシネマの担当者
がセレクト。
「つつんで、ひらいて」
「ブックセ
（本誌 p. 9 参照）
など4 作品を上映します。
ラーズ」

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

申込方法などの詳細はお問い合わせください。

PRESENT
特別企画展「書物の在る処
─中也詩集とブックデザイン」の
パンフレットおよび関連グッズを
プレゼントします。
【申込方法】ご希望の方は下記のプレゼント番号を
明記の上、住所・氏名・年齢・電話番号・e-mail 等の
連絡先、今号の「any」の感想をご記入の上、7 月31
日
（土）
までにハガキ
（当日消印有効）
・FAX・e-mail で
ご応募ください。
A 特別企画展「書物の在る処
●

─中也詩集とブックデザイン」
パンフレット（3 名）

装幀：広川松五郎

装幀：青山二郎

装幀：青山二郎

宮沢賢治『春と修羅』
（人首文庫蔵）

小林秀雄『 X への手紙』

小林秀雄『無常といふ事』

装幀：未詳
アルチュール・ランボー／中原中也訳
『ランボオ詩抄』

装幀：佐藤春夫
佐藤春夫『殉情詩集』

装幀：岡田龍夫

B まめほんセッ
ト（2 名）
●

萩原恭次郎『死刑宣告』
（前橋文学館蔵）

装幀：秋 朱之介

中也の詩集やノートがてのひ
らサイズに ! 中原中也記念
館で大好評の全 5 種類の小
さな本たちのセットです。

装幀：北原白秋

レイモン・ラディゲ／堀口大学訳
『ドニイズ』

北原白秋『思ひ出』
（前橋文学館蔵）

【あて先】〒 753-0075 山口市中園町 7-7
（公財）
山口市文化振興財団
「any vol.116 特集プレゼント」係

FAX：083-901-2216 e-mail：any@ycfcp.or.jp
※当選の発表は、発送をもってかえさせていただきます。
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◎まんじゅうを食べるシーンとか、すごくおいしそうで、えんぎがすごくうまかった ! （劇団うりんこ「はなのき村」より）
◎観ていただけなのにこちらの体までほてって不思議な気持ちです。（10 代女性 Co. 山田うん「コスモス」より）
◎知的好奇心を刺激される楽しい時間を過ごすことができました。（40 代女性 ホー・ツーニェン新作展プレトーク「京都学派と現代」より）
◎企画展を見終わった後に階段に展示されている四行詩を見ると心にくるものがありました。（20 代女性 企画展Ⅱ「中也の住んだ町─鎌倉」より）

◎情が深いというか寂しがりの愛情深さ、人を好きなのだろうなあという感じが痛いほど伝わってきて、涙が出る所がありました。
（30 代女性 テーマ展示「君に会ひたい。─中原中也の友情」より）

◎ VR 技術と、アート、哲学、歴史を合わせて、さらにそれを超えて俯瞰して見るような初めての感覚でした。（40 代女性 ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド̶虚無の声」より）
◎ SNS でつながる友人達との関係にも似てすごく共感できてよかった !! （50 代女性 テーマ展示「君に会ひたい。─中原中也の友情」より）
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あなたの
夏の楽しみは
何ですか ?

「びじゅチューン !」で
びじゅつに親しもう!

みなさ〜ん !! 世界の美術作品をアーティストの
井上涼さんの歌とアニメで紹介するNHK E テ

なんと山
レの人気番組「びじゅチューン !」が、
口にやってきますよ! 山口ゆめ回廊博覧会と

NHK 山口放送局の開局 80 年記念イベントと
して
「なりきり美術館」
が開催されます。

びじゅチューン ! ×山口ゆめ回廊博覧会
なりきり美術館
（金）
〜 8月22日
（日）
2021年 7月16日
各日 10 : 00 〜 18 : 00（最終入場は 17:30 まで）
会場：NHK 山口放送局 1 階ホール／
山口情報芸術センター スタジオ B
［料金］
無料（特設サイトより要事前申込）
［お問い合わせ］
山口市文化交流課歴史文化
のまちづくり推進室 TEL : 083-934-4155

8 6
月

いつでもどこでも 中也とともに
中原中也記念館で現在販売中のグッズに、
表紙に中也の詩のモチーフがちりばめられた
ブックカバーが登場しました。モチーフとなった
さて、
どの絵がどの詩をもと
詩は全部で 9 つ。
にして描かれているでしょう? クイズのように考
えてみるのも楽しみ方の 1 つかも。裏表紙に
は中也の帽子が ! 色はブラウンとネイビーの 2

ここでは、教科書で一度は見たことがある作品

色から選べます。なにかと気の抜けない日々が

が取り上げられ、絵に登場する人物や絵を描

続きますが、
こんな時こそゆっくりと本の世界に

いた人になりきる、
「なりきり」体験を楽しむこと

浸ってみては? いつでもどこでも持ち歩けるブッ

ができます。井上さんのポップな絵、奇想天外

特設サイト

クカバーで、中也と過ごす読書の時間をお楽
しみください。

な歌詞、
忘れられないメロディーがあなたの心を
わしづかみ。あわせて近隣の美術館や博物館
を巡り、作品を鑑賞すれば、
あなたのびじゅつ
「び
を観る目はきっと変わっているはず! この夏、

価格：各 800 円（税込）
色：ブラウン、
ネイビー
材質：木綿１１号帆布
サイズ：文庫本サイズ

じゅチューン !」の「なりきり美術館」でびじゅつ
がもっともっと楽しくなる!

©2019 ALL RIGHTS RESERVED

「ブータン 山の教室」
（2019 年／ブータン／ 110 分／カラー）
［監督］
パオ・チョニン・
ドルジ
［出演］
シェラップ・
ドルジ、ウゲン・ノルブ・ヘンドゥップ、ケルドン・ハモ・グルン

旅先で昼寝をする中也
（推定：昭和 7 年 8 月または昭和 10 年 7 月）

それもそのはず、実際にルナナの村の人々

か ? 今回ご紹介する作品は、世界で最も幸

が、村人として出演しているからなのです。ま

せな国と言われるブータンの映画です。第 93

た劇中に歌われる伝統歌「ヤクに捧げる歌」

は山口へ帰省中だった中也の元を高森が訪問。

回米アカデミー賞国際長編映画賞ブータン

は、私たちをブータンの広大な自然に引き込

その後、8 月 6 日に 2 人で高森の実家がある宮崎

代表に選ばれた作品でもあります。

み、人生の教訓を語りかけてくれます。大きく

東郷町へと向かい、
そのまま9 日までの 3 泊 4 日で、

ブータンの都会で働く教師のウゲンは、歌手

深呼吸をして、森林の香りに包まれるような

になりオーストラリアに行くことを密かに夢見

心地よさ、そして携帯電話のこともしばし忘れ

ています。しかしある日、標高 4,800メートル

る幸せを体感できる作品です。

の地に位置するルナナの村の学校に赴任す
るよう告げられます。ウゲンは村人たちに歓迎
されるも、現代的な暮らしから完全に切り離さ
れたことを痛感し、すぐにでもルナナを離れた

前原美織（YCAMシネマスタッフ）

小野寺修二

同じ空間で共振する、
その時間の贅沢さを改めて感じました。
方だなあと思っています。また 2020 年はコ
ロナ禍での公演だったのですが、カーテン
コール後に質疑応答の時間を設けました。
「こういう時間をこの半年待っていた」と
声を詰まらせお話しして下さった方がいらっ
しゃり、忘れられません。舞台作品そのも
photo: 鈴木穣蔵

のに目が向きがちですが、人と同じ空間に

2020 年に、10 年以上ぶりに YCAMを訪問

あって共振すること、その時間の贅沢さを

しました。最初に訪れた時も驚愕した芝生の
広さが、変わらず青々としていて懐かしく、植
物が与える印象の強さを思いました。あの余
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カンパニーデラシネラ「ドン・キホーテ」
2020 年 9 月25日･ 26日
ミゲル・デ・セルバンテ
スの小説『ドン・キホー
テ 』を舞 台 化。2017
年初演時の台詞を取
り入れた作品から、
コ
ロナ禍での上演をうけ
「ドン・キホーテ」
（YCAM、2020 年）
て台詞を一切省いた
photo: 田邊アツシ
演出表現に改変。観
客が想像力を膨らませながら作品の世界観に没入して
いく様子が見て取れた。終演後、急きょ実施したトーク
イベントでは、
カンパニーを主宰する小野寺修二氏から
作品に込めた思いを伺い、来場者からの質疑応答の
時間も設けられた。

1931 年に中也と詩人・高森文夫は知り合いすぐ
に意気投合、親交を深めます。翌年の 8 月初旬に

宮崎、天草などを巡る旅をしています。中也が藁の
上で寝転んでいる写真は、宮崎旅行の際に高森
が撮影した写真とされています。
「まるで他の遊星
から墜ちてきたようなこの男との一週間は随分と骨
が折れた」とのちに語った高森。人一倍恥ずかし
がりで物静かな高森と、個性の強い中也、正反対
な 2 人ですが、どこか波長の合うところがあったの

（水）
〜 26 日
（木）
2021 年 8 月 11日

でしょう。

※上映開始時間等はお問い合わせください。

会場：山口情報芸術センター スタジオ C

［料金］
一般 1,300 円

any 会員・25 歳以下・特別割引 800 円

のくったくのない表情が印象的な作品です。
パントマイムの動きをベースに身体性に富んだ作品を数多く発表するカンパニーデラシネラが、古くから
日本でも親しまれてきたスペインの小説『ドン・キホーテ』を舞台化。昨年秋、コロナ禍での上演となっ
た山口公演を、カンパニーを主宰する小野寺修二さんはどんな思いで迎えられたのでしょうか。そこに
は真摯に作品を届ける小野寺さんの姿が浮かび上がってきます。

親友・高森文夫と巡った九州の旅

突然ですが、あなたにとって幸せとはなんです

いと考えますが…。とにかく、村の子どもたち

（演出家・パフォーマー）

日

「ブックセラーズ」

any 編集長の

おススメ
1本
ワイカムシネマで
上映される作品の中から
any 編集長の
お気に入りをご紹介。

（2019 年／アメリカ／ 99 分／カラー）
［監督］D.W. ヤング
©Copyright 2019 Blackletter
Films LLC All Rights Reserved

上映日程

（水）
〜 20日
（月・祝）
2021年 9 月8日

世界最大の NYブックフェアの裏側から、本を探し、本を売り、本を愛するブックセ
ラーの世界を捉えたドキュメンタリー映画。業界屈指のブックディーラー、書店主、
コレクターや伝説の人物まで、個性豊かな人々が登場し、ビル・ゲイツが史上最高
額で競り落としたレオナルド・ダ・ヴィンチのレスター手稿など、名だたる希少本の
数々を紹介する、本好きにはたまらない作品。今夏の中原中也記念館・特別企画
展の連携企画「本をめぐる映画特集」で上映する。

「Apple Watch」
2 年前にダイエット目的で購入したApple Watch。
毎日、歩数やカロリー計算、心拍の機能を中心に

図書館で勤めて以来多くの本を読んでき

使っています。他にも、通話、LINE、音楽も聴けま

たのですが、真っ先に思いついたのはこ

す。多機能すぎて、まだまだ使いこなせてないのが

改めて感じました。その公演で、舞台道具

の本でした。小学六年生の女の子の初

難点ですが…。

の組み立て式机の脚が東京からの運搬

恋。好きになって、段々相手と距離が近

中に紛失するという狐につままれるようなこ

白、好きに歩いて良い感じ、目にするといつ

とがあったのですが、YCAM の舞台部の

も素敵なお題を与えられた気分になります。

方が工房で代替品をパパっと作ってくださ

他のどことも違う、発明と言える場所の使い

り、その格好良さも忘れられません。

小野寺修二

ONODERA Shuji

日本マイム研究所を経て、1995 〜 2006 年 パフォーマンスシア
ター水と油 にて活動。その後、文化庁新進芸術家海外研修
制度研修員として 1 年間フランスに滞在。帰国後カンパニーデ
ラシネラを設立。2015 年度文化庁文化交流使としてベトナムと
タイに滞在しワークショップと作品発表を行った。第 18 回読売
演劇大賞最優秀スタッフ賞受賞。

◎手紙の内容から、それぞれの胸の思いを感じられ、また、絆を感じ、温かい気持ちになれました。（50 代女性 テーマ展示「君に会ひたい｡─中原中也の友情」より）
◎中也の芸術と生活の葛藤が身につまされます。（企画展Ⅰ「中也、この一篇─『正午』」より）
◎信じてもらうことの大切さ。子育てにも言えますね。（劇団うりんこ「はなのき村」より）
◎度々歩いた鎌倉を懐かしく思いますが、中也にとっては決して住み易い土地ではなかったのですね。（70 代女性 企画展Ⅱ「中也の住んだ町─鎌倉」より）

最近は、健康維持とダイエットのためにジョギングを
することが趣味になりました。7 〜 8 キロを1 時間

づいていく様が甘酸っぱくて、
もどかしくて、

弱かけて走ります。これだけ走っても消費カロリー

キュンとします。半年間ほどの物語ですが、
彼女にとって生きてきて一番心が揺さぶら
れる時期だったのではないでしょうか。
枝廣紗耶（山口市立中央図書館

職員）

はたったの 300 キロカロリー。ですが、走り終わっ

『初恋日和』
佐藤佳代 著
2012 年発行／岩崎書店

た後の爽快感と夜のビールは最高です。元の木
阿弥か…。
礒部眞純
（山口市民会館

職員）

◎過去の知らなかった史実を最先端の方法で、楽しく、興味深く知る・見ることができた。自分でもさらに深堀りしたくなった。
（60 代女性 ホー・ツーニェン「ヴォイス・オブ・ヴォイド̶虚無の声」より）

◎音楽とダンス、ライティング、美術、そして何よりスキルの高いダンサーさんの踊り。すべてが祝祭感にあふれ、幸せな舞台でした。（50 代女性 Co. 山田うん「コスモス」より）
◎会いたい気もちが伝わってきた。（10 代男性 テーマ展示「君に会ひたい。─中原中也の友情」より）
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◎自分の考えていることを言葉で表すことが難しくて手が止まってたけど、みんなと話してると自分の本当の気持ち、思いの核を引き出すことができた。
（
「YCAM スポーツ共創実験スタジアム 2021」より）
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（ホー・ツーニェン
「ヴォイス・オブ・ヴォイド̶虚無の声」
より）
◎今を生きている者として、
未来の人間の小さな時間
（とき）
の一部になれてよかったと感じることができる体験でもありました。
◎オンラインながら、
とても楽しかったです ! （「第 6 回未来の山口の運動会」より）
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