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世界視点でまとめられた、日本デザイン史の新しいテキスト

日本のデザイン 1945–
 
ナオミ・ポロック Naomi Pollock｜河出書房新社　　2020年11月上旬発売！

建築家。ハーバード大学出身。1988年文部省の奨学金を得て東京大学原広司研究室で修士論文を執筆。
著書に『藤本壮介建築作品集』『Made in Japan』『 Jutaku』など。
2020年11月上旬発売予定。ただいま誠品生活日本橋にて好評ご予約受付中。

はたして日本デザインは、“ 優雅で感傷的 ” なのか？
戦後世界を席巻した日本デザインは、果たして“普遍”と“特殊”の間で何を表現し、
何を達成したのか。参照すべき同時代のデザイン・工芸・手仕事に精通した海外の
執筆者が総括した決定版「日本デザイン史」完成！
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新しい「自分らしさ」の追求
日々刻々と変化する私たちの日常。そんな中でも、そんな時だからこそ、
自分にとって一番大切なものは何か、「自分らしさ」とは何か、考えてみたい。

クリティカル・デザインとは
なにか？
 
マット・マルパス｜ビー・エヌ・エヌ新社

大量生産と大量消費の奔流に弄ばれてき
た前世紀の影響から脱し、その在り方に
楔を打つこと。それがクリティカル・デ
ザインの意義だ。それは同時に私たちの
生活に当然の否を突き付ける。ただ与え
られ、満足し、思考せずに生きることは
もはや許されない。既に直面する“未来”
を変えられなければ、次の “現在” は迎
えられない。

自分の仕事をつくる
 
西村佳哲｜ちくま文庫

リ・デザインとはつまるところ「毎日
こんなもんで、まいっか」という妥協や
諦めをやめること。当然そこにはある種
の労苦が伴う。多くの人々がこの労苦と
怠惰の喜びを秤にかけ、そして後者を選
び取る。しかしこのままというわけには
いかないのだ。強制されるのではなく主
体的に始めること。何を？あなたの仕事
を！充実した日々を！

直しながら住む家
 
小川奈緒｜パイ インターナショナル

暮らしを創るということ。中古住宅を郊外に購入
し、自分で気に入るようにあちこちリノベーション
をする。庭が、台所が、階段が、手洗いが、姿を変
えていくたびに自分の生活も変化してゆく、自分が
望む形に。それは人生をその手で掴み取ること。初
心者でも、忙しくても、できることはたくさんある
し、やらないなんてもったいない。

一汁一菜でよいという提案
 
土井善晴｜グラフィック社

毎日の献立を考えたり、時間をかけて調
理するのはなかなか難しい。だが、毎
日の食事をそんなに豪華にする必要はな
い。日本の食文化の原点である「一汁一
菜」の食事の型を本書は提案する。毎日
食べても飽きないご飯と味噌汁と漬物。
これさえ用意すればいいと考えれば、食
事に関するストレスからは解放されるか
もしれない。

「好き」を追求する、
自分らしい旅の作り方
 
auk｜誠文堂新光社

新型コロナウィルス禍によって奪われた
楽しみは多い。中でも、海外旅行はその
最たるものだろう。しかし、今こそ、次
の旅行を完璧なものにするための貴重な
準備期間である。
何より大事なのは、自分の「好き」をと
ことん追求すること。さあ、この本で、
妄想の旅にレッツゴー！

Fluence:
The Continuance of Yohji Yamamoto
 
TAKAY｜Damiani

優れたデザイナーによる衣服を身に着ける行為は、
単にその人物の身体に快楽のさざ波を起こすのみな
らず、必ず空気中を伝播して場とその場にいる他
者にその影響を及ぼし、ある種の “雰囲気” とし
てそこに何かが残り続ける。人生を変える山本耀
司の服を纏った表現者たち。それを撮るのは、あの
TAKAY。
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サガレン
 
梯久美子｜KADOKAWA

“サガレン” とは「樺太」のこと。実は鉄道オ
タクだった著者が、念願の樺太鉄道に乗って島
を縦断したエッセイ風紀行ルポルタージュ。旅
をしながら、かつてここで何があったのか、ま
た、この地を訪れた人物達について思いをめぐ
らせていく。宮沢賢治が亡き妹トシの魂を探し
た樺太旅行の行程を辿る第二部は、新しい宮沢
賢治論と言っても過言ではない。

持続可能な魂の利用
 
松田青子｜中央公論新社

著者初めての長編小説。女の子は弱くあれとい
う日本の若い女性を縛りつける固定観念への怒
りに満ちた書である。ネットでの誹謗中傷、当
然のように消費されるアイドル、体が極端にデ
フォルメされたアニメの中の少女たち。こうい
ったものに慣れてしまった社会は、相手が心を
持った人間であるということが分からなくなっ
ているのではないか。現代日本の闇を鋭く描く。

セヘルが見なかった夜明け
 
セラハッティン・デミルタシュ｜早川書房

著者は弁護士からトルコ国会議員になり、大統
領選に出馬したが落選し、現在はテロ行為に加
担した罪で服役中。だが、刑務所内で書かれた
本書に政治色なはく、詩情溢れる短編集に仕上
がっている。中でも、名誉殺人について描いた
短編「セヘル」は、根強く残る男尊女卑の因習
に対する痛烈な批判とも読める。こういった作
品がトルコ本国で広く読まれているのは意義深
いことである。

13－ハンセン病療養所からの言葉
 
石井正則｜トランスビュー

ハンセン病は、恐ろしい伝染病であるという誤
った考えのもと、世界各地で隔離されてきた病
である。かつて日本に 13箇所存在した療養所周
辺の風景写真と入所者の詩23篇、国立ハンセン
病資料館学芸員の解説を収録。詩や絵画や音楽
を通して、外の社会との交流を希求し、社会を
つくり変えていこうという意志を持ち続けた関
係者の思いが深く伝わる 1冊である。

星に仄めかされて
 
多和田葉子｜講談社

ドイツで小説を書き続ける多和田葉子の最新刊
である本書は、三部作の二作目とされている。
デンマークに留学中に母国が海に沈んだHiruko
は、自分と同じ母語を話す者を探す旅に出て、
国境、人種、言語の壁を軽々と飛び越え、出会
う人たちと自由に連帯する。彼らはコロナ後の
世界のあるべき姿のように思える。同じ人間、
分かり合えないことはないという著者の信念が
伝わってくる。

格差は心を壊す  比較という呪縛
 
リチャード・ウィルキンソン　ケイト・ピケット
｜東洋経済新報社

今、世界中に広がる格差、それは人々にどうい
った影響を与えるのか。この本では格差が広が
ることにより、人々は社会的地位に固執し、そ
れによって現在の地位から引きずり落される不
安を抱え、心の病が増加していくと分析してい
る。500を超えるデータから、これからの日本
の抱える問題が直視できる良書。

あの本は読まれているか
 
ラーラ・プレスコット｜東京創元社

冷戦下のソ連において、反体制的とみなされ禁
書とされた、ボリス・パステルナークの『ドク
トル・ジバゴ』をソ連国民に知らしめるべく、
CIAの秘密作戦が始まった！
文学の力で世界を変えようと挑んだ女性たち
と、体制に負けず『ドクトル・ジバゴ』を書き
上げたボリスを支えた恋人オリガの奮闘を描い
た傑作エンターテイメントである。

適応的市場仮説
 
アンドリュー・W・ロー｜東洋経済新報社

MIT金融学教授の著者は本書で、金融経済学に
おいて現在の支配的な理論である効率的市場仮
説に対して、進化生物学を基にした適応的市場
仮説を唱える。これは経済や金融を一つの生態
系として捉え、その中で様々な特徴を持った投
資家が利益を求め競い合うことで、もっとも適
応したものが勝者として生き残るというもの。
刺激的な論考であり、読み物としても秀逸。
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designの原点
描くというところからデザインは始まります。
アイデアを書き留めるのに最適な鉛筆とノートを持ち歩いてみませんか。

日常生活革命
変化していく日常生活を「Redesign」し、気持ちを明るくする商品をご提案いたします。
暗い気持ちを吹き飛ばし日本を活気付けましょう。

まもり、ととのえ、あそぶ。
私たちの生活様式は、否応なく新しいものへ変わっていきます。失われた今までの日常を再生するためのステップと
して、「まもる」こと、「ととのえる」ことが必要ではないでしょうか。もちろん「あそび」心も忘れずに。

ポンピン堂
守袋
江戸時代の人々がお守りや護符を
入れ、懐中に忍ばせたという守
袋。伝統的な縁起柄を改めてリデ
ザインしました。お数珠や印鑑、
飴やガジェットなどお好きなもの
を入れてお使いください。
7/9～ 8/6
2,750円（税込）

ポンピン堂
型染め本縫い小座布団
伝統的な江戸座布団の製法で、
職人が仕立てた小座布団です。
小ぶりですが、中綿を標準量の
2倍近く詰めた特別仕様で、
クッション感覚でソファや椅子
の上に置いてお使いいただけます。
7/9~8/6
6,600円（税込）

エス・アイザックス商会
BLACKWING 840
書き心地抜群のBLACKWING鉛筆。
カリフォルニアの海岸線をイメージした限定品。
1本 418円 　1ダース 5,016円（税込）

デザインフィル
誠品書店30周年限定
MDノート
30年と掛けた 30㎝のノート。
3,036円（税込）
使いやすいA5サイズ。
2,772円（税込）
A5サイズノート用のカバー。
3,036円（税込）

FD Style  手のひらサイズの薬味用調理道具セット
薬味用スライサー＆グレーターセット。
必要な時、必要な量だけ用意でき、そのまま食卓に置いてもちょうどいい。
保存容器にもなる受け皿付きでコンパクトに収納できる優れもの！
7/1～ 7/30　各 4,950円（税込）

村の菓子工房  野菜のカリカリ
『みんなで一緒に、同じお菓子でおやつの時間』がコンセプト。
卵・乳製品・小麦粉・白砂糖を使わない野菜で出来た焼き菓子です。
食制限のある方、健康志向の方、お子さまにもおすすめ！
7/1～ 7/30　各 388円（税込）
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➀DAYLILY 
いつも持ち歩きたいデザインの、
和漢植物由来の粉末状サプリ。

Asian Super Powder
全2種類
pre moon smooth
pre party tint
2,030円（税込）

➁注染手ぬぐい にじゆら 
ひんやり冷たい氷の山に動物たち
が集まって、ゆったりしたり遊ん
だり。注染ならでの「ぼかし技法」
で染められた氷の山はまるで本当
のシロップが、かかっているかの
様な仕上がりです。暑い夏の日も
楽しく過ごせそうな、お部屋飾り
にぴったりな１枚です。

かき氷イチゴ
1,760円（税込）

➂阿原（ユアン）
心を落ち着かせる芳香「フィトン
チッド」を含み、森林浴のような
リラックス効果があります。
（販売期間 6/26～ 7/31）

ヒノキアロマスプレー
2,750円（税込）

工場十貨店
工場さんに眠る試作品や訳あり商品など
を買いやすい価 格でご提供いたします。

7/10～ 7/26
蔵出し十貨店

meta mate
「家飲み」をRedesign。
ステンレス二層構造なので
保温保冷効果が抜群で氷も長持ち。
家飲みを美味しく、楽しく！
7/1～ 7/31
二重ビアタンブラー 370ml 

ダイヤモンドカット
7,700円（税込）

L&Co.
7月の誕生石である赤色が美しいルビーは、
時代を超えて愛され続けてきました。
自分へのご褒美に、大切な人への
プレゼントとしても最適。
7/1～ 7/31
バースデージュエリー
ネックレス 39,600円（税込）
リング 40,700円（税込）
ピアス 51,700円（税込）

➄THE ALLEY
アッサムベースのフルーティーな
ジアレイオリジナルブレンド。
お茶を見て、飲んで、味わって、
癒されて。「癒し」のお持ち帰り
を提案します。

ロイヤルNO.9
タピオカミルクティー
 M550円 　L660円（税込）

➃P.Seven 茶香水
台湾限定の香水がアロマオイルで登場。
全4種類

BALABABA・
FLOWER OF LIFE
9,460円（税込）10ml 
ANIMISM 11,880円（税込）10ml 
茗アロマ 13,750円（税込）10ml

➅猿田彦珈琲
牛乳と混ぜるだけ！
おいしいカフェオレをお気軽に
お楽しみいただけます！

猿田彦珈琲の
カフェオレのもと
無糖／加糖／Decaf

993円～（税込）

❶

❹

❷
❺

❸

❻
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富錦樹台菜香檳
（フージンツリー）
フージンツリーの人気メニューを中心に
台湾料理を少量ずつセットで楽しめる
おひとり様ランチセット。
（写真はルーローハンセット）

フージンツリー
テイスティング・ランチ
1,980円（税込）

王德傳
（ワンダーチュアン）
最も親しまれるフレーバーティーです。
台湾の新鮮な花を摘み取り、昔ながらの
手法で、花と茶を積み重ねて、
静かに香りを炊き込めます。
7/1～ 7/31
ジャスミンウーロン
フレッシュティー
669円（税込）テイクアウト

郭元益
（グォユェンイー）
パイナップルケーキを革新的に進歩させ、
伝統的なパイ生地に、甘味と塩味を合わせた
餡のパイン菓子。
（7月に「オーダーメイド」ご注文のお客様へ
特別価格で提供いたします）
7/1～ 7/31
ミニパイナップルカスタード菓子
5個入り 1,242円（税込）
8個入り 1,987円（税込）

ヒビ、泡、切子、様々な個性を持つ「透明」を
用意いたしました。

7/1～ 7/31 透明硝子 | 2,500円（税込）～

〈ワークショップ〉
この夏のおともに、風鈴を製作してみませんか。
透明をベースに、自由に模様や泡を入れることもできます。

期間限定 7/11～ 8/31
「風鈴づくり体験」4,400円～（税込）

所要時間｜ 30分
開催時間｜ 12:00～受付開始
お引渡し｜ 5日後
お申込み｜ TEL 03-6225-2871

※開催時間は変更となる可能性がございますので、事前にご予約いただくことをお勧めします。

吉田直隆
私の作品で、誰か一人でも、

日々の生活の中で「癒し」や「楽しい」
時間を過ごして頂けたら幸いです。

普段は近くで見ることが出来ない日本橋玻璃工房の職人たちによる作品の数々をご購入いただける機会です。ぜひお楽しみくださいませ。

Pop-up Store　日本橋玻璃工房はなれ　期間限定/展示/販売

佐川恭介
誰かの心を掴む、感情を揺さぶる
ことができる作品を作りたい。

という想いを込め、制作に臨んでいます。

高山奈緒
光と空間と風を感じるような

美しくて綺麗なもの。をコンセプトに
日々、制作活動を行っています。




