
すきなみち

1 宮武外骨 著 半狂堂  1927（昭和2） 本

高円寺デモ

2 紙（1枚）

3 原発やめろ!!!!!!デモ 原発やめろ!!!!!!デモ 紙（1枚）

4 山下陽光 ［発行年不詳］ 紙（2枚）

高円寺シリーズ

5 松本哉、二木信 編 河出書房新社　2008 本

6 夢眠ねむ 著
マーキー・インコーポレイティ

ド　2016
本

7 岡啓輔 著 筑摩書房　2018 本

8 新しい骨董 作 2018 手ぬぐい

9 新井英樹 著 KADOKAWA　2018 マンガ

10 佐藤宗盛 編 佐藤宗盛　2016 本

11 HIROMIX 写真 ロッキング・オン　1996 写真集

コンパネの上の本

12 森岡督行 著 晶文社  2014 本

13 野中モモ、ばるぼら 編著 誠文堂新光社　2017 本

14 ［著者不詳］ ［発行年不詳］ FANZINE 発行地：イギリス

15 MIMIB 制作 ［発行者不詳］［2000］ ZINE

16 Ryota Shinagawaほか［編］ ［発行年不詳］ FANZINE

17 ガンジ&ガラメ［作］ ［発行者・発行年不詳］ VHS

18 雨宮まみ 著 幻冬舎　2017 第3版 文庫本

19 雨宮まみ、岸政彦 著 ミシマ社　2016 本

凡例

・出品番号、タイトル、著編者等、発行所及び発行年、形態、備考の順に記した

・追加展示したものは、出品番号に*を記した

・本企画に際して熊本市現代美術館が制作したものは、形態に**を記した

・特に記載のないものは、全て山下陽光蔵
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「新しい古本」作品リスト

会期：2019年7月10日（水）—8月25日（日）

会場：熊本市現代美術館 ギャラリーIII

企画協力：山下陽光「途中でやめる」主宰、「新しい骨董」メンバー

『Return of サイケデリック武勇伝 大柴陽介物語』

『HIROMIX-Girls Blue』

『荒野の古本屋』

『日本のZINEについて知ってることすべて

    同人誌、ミニコミ、リトルプレス―自主制作出版史1960~2010年代』

『THe VERY LAST of MORE NOiSe』

『すきなみち 一』

最新杉並區明細地圖

4・10デモコース

宮武外骨と高円寺（『NOPPIN新聞』より）

『素人の乱』

『まろやかな狂気―夢眠ねむ作品集』

『バベる！ 自力でビルを建てる男』

蟻鱒鳶ル保存会

『セカイ、WORLD、世界』

『TOONICE』

『fake two A: No More Flipper’s Guitar!』

『宇宙王子サンパクガン　最終話  サンパクガン、宇宙へ…』

『女子をこじらせて』

『愛と欲望の雑談』（コーヒーと一冊8）



20 ブレイディみかこ 著 筑摩書房　2017 文庫本

21 ロマン優光 著 コアマガジン　2016 新書

22 岸政彦 著 朝日出版社　2015 本

23 杉田成道 著 扶桑社　2010/07 雑誌

24 Stephen Kelen 著
Hale & Iremonger, Pty. Ltd.

1983
本

25 毎日新聞社［編］ 毎日新聞社　1985 雑誌

26 高橋昭博 著 筑摩書房　1978 本

27 吉川清 著 筑摩書房　1981 本

28 千葉市美術館［ほか］ 編
千葉市美術館

2015 第3版
展覧会カタログ

29 福住廉 著 ［福住廉］［2009］ 複写（9枚）

30 福住廉 著 BankART1929　2008 本

31 中崎透、金子由紀子 編
青森公立大学国際芸術センター

青森（ACAC） 2014
記録集

32 丸山茂樹 監修 広学図書　1986 文庫

反インターネット

33 山下國夫 ［2019］
自家製グラフ用紙

（6枚）

34 大柴晏清 著 一粒書房　2018 自費出版本

 97* 下道基行 編 新しい骨董　2019 ZINE

机の上の本

35 枯松神社祭実行委員会 ［編］ ［2014］ 冊子

36 ムンシ ロジェ ヴァンジラ 著 聖母の騎士社　2012 本

37 ムンシ ロジェ ヴァンジラ 著 聖母の騎士社　2015 文庫

38 赤瀬川原平［ほか］著 新潮社　1988 本

39 花田菜々子 著 河出書房新社　2018 本

40 土屋敦 著 NHK出版　2016 新書

41 どついたるねん ［写真］ ［発行年未詳］ ZINE

42
アビー・ホフマン 著

小中陽太郎 共編
都市出版社　1972 本

43 鉄人社［編］ 鉄人社　2002/08 雑誌

44 松尾スズキ スーパーバイザー 太田出版　2009/03 雑誌

45 向井透史 著 右文書院　2006 本

46
リチャード・マグワイア 著

大久保譲 訳
国書刊行会　2016 本

47 ヨーガン・レール 著 PARCO出版　1983 本

『花の命はノー・フューチャー DELUXE EDITION』

『間違ったサブカルで「マウンティング」してくるすべてのクズどもに』

『断片的なものの社会学』

「願わくは、鳩のごとくに――六十過ぎの子育て記」『en-taxi』vol. 30

I REMEMBER HIROSHIMA

『ニッポン40年前』（毎日グラフ別冊）

『ヒロシマ、ひとりからの出発』

『「原爆一号」といわれて』

『赤瀬川原平の芸術原論展 1960年代から現在まで』

「駆け抜ける衝動――飯田裕之の原始落語」

『今日の限界芸術』

『シュプールを追いかけて』

『日本はきもの博物館』

山下父による競馬新聞

『おおしばじいじの童話小説集』（お話シリーズ）

『いいね！も、リツイートも諦めた！　この男、インターネネットが大嫌い！　2

年温めていよいよ公開！　感想は口伝かチラシの裏にお願いします！

新しい骨董初のインターネット禁止ルポルタージュ！』

枯松神社祭

『村上茂の伝記』

『村上茂の生涯―カトリックへ復帰した外海・黒崎かくれキリシタンの指導者』

『京都おもしろウォッチング』（とんぼの本）

『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった

1年間のこと』

『家飲みを極める』

『たからもの』

『この本を盗め』

『裏モノJAPAN』2002年8月号

『本人』vol. 09

『早稲田古本屋日録』

『HERE』

『ヨーガン・レールのテキスタイル』



48 山下陽光［著］ ［山下陽光］［2008］ 冊子

49 香山哲 著 ドグマ出版　2018 マンガ

50 樺沢紫苑 著 大和書房　2017 本

51 神田昌典 著
フォレスト出版

2011（新装版）
本

52 水野敬也 著 文響社　2015 本

未来のコンビニ

53 松本哉 2001 新聞（号外）

54
石丸元章、海猫沢めろん、漢 a.k.a.

GAMI、菊地成孔 著
東京キララ社　2018 ZINE

55 橋本倫史 写真・文 2013–2014 ZINE

56 橋本倫史 取材・写真・文 2017–2018 ZINE

57 橋本倫史 取材・撮影・文 2018 ZINE

58 新宿区ダンボール絵画研究会 編
スワンプパブリケーション

2005
本

希望の本（このくらいの厚みがちょうどいい）

59 ラショウ、香山哲 著 ドグマ出版 香山哲　2018 ZINE

60 香山哲 著 2017 ZINE

61 圏外地獄 著
［圏外地獄こと成田清ことタ

ム］［発行年未詳］
ZINE

62 圏外地獄 著
［圏外地獄こと成田清ことタ

ム］［発行年未詳］
ZINE

63 ボギー 著・デザイン ボギー　2018 ZINE

64 小指 著 2017 第2版 ZINE

65 小指 著 高野プロダクション　2019 ZINE

66 片岡メリヤス 著 ［2017］ ZINE

67 pha 著 2019 ZINE

68 Sanae Miyamoto 著 ［2016］ ZINE

69 ［著者不詳］ ［円盤］［1973/2017］ ZINE

70 田沼正史 著 加美出版　1985 文庫本

新しい古本

01 こんちゃす
付録：ブログ「場所っ

プ」2019年5月31日

02 町中華油ビッチョリ
付録：ブログ「場所っ

プ」2019年3月11日

03 50個書くのは無理と毎日思っているんですが、書く時間が

増えることで見る時間が減るのでとても健康によい

付録：「大竹伸朗」ブ

ログ『34店長山下陽光

日記』

04 67歳で黄色が好き
付録：ブログ「場所っ

プ」2016年11月18日

『水銀柱』

『脳のパフォーマンスを最大まで引き出す 神・時間術』

『非常識な成功法則』

『たった一通の手紙が、人生を変える』

『貧乏人新聞 街頭版』創刊準備号

『読ム、チョロイズム』

『すこし低い孤高』

『香山哲のファウストI』

『圏外地獄労働散文拾遺I 膣内的体験』

『圏外地獄労働散文拾遺II 神待ち百二十日あるいは淫蕩掲示板』

『呑み屋のはなし』

「ヴァイナル文學選書」01–04

『SKETCHBOOK』vol. 001–006

『月刊ドライブイン』vol. 01–10, 12

『不忍池界隈』vol. 01–05

『新宿ダンボール絵画研究』

『宇宙人の食卓』

『夢の本』

『日本ロック史』

『創作』

『悪阻音頭 つわりびーつ』

『夜のこと』

『片岡おへんろ』

71 『新しい古本』

山下陽光 著

II 編

石井克昌 デザイン

新しい古本　2019 ZINE



05 コインパーキング文学
付録：新面白いこと79

〜88

面白いこと1000

72 山下陽光 著 2013 巻物**

手に入れる道順

73 2019 絵本**
初出：ブログ「場所っ

プ」等

74

ハインリッヒ・マリア・デンネボ

ルク 作、ホルスト・レムケ 絵

柏木美津 訳

佑学社　 1978 絵本 熊本県立図書館蔵

小林信彦 怪物がめざめる夜をヤフオク、メルカリ、日本の古本屋、アマゾンで35冊買った話

75
小林信彦 著

平野甲賀 装丁
新潮社　2001 梱包された古本

牛丼を無茶苦茶美味しく食べるラジオ

山下陽光、ダダオ 出演 2019 mp4（0:41:30）

山下陽光、林央子 出演 2019 mp4（1:00:00）

 98* ［ダダオ デザイン］ 2019 ZINE

TERUの「のり弁」

77 TERUさん GLAY プレジデント社　2019/05 雑誌 個人蔵

78 IKEA 販売 ふた付き保存容器

ケースの中の本

79 「ジアザーマガジン21」編集部 編 ブロンズ社　1973 雑誌

80
日本謄寫藝術院技術部 著・製版

日本謄寫藝術院印刷部 印刷

宮川良

1939（昭和14） 第3版
本（ガリ版） キントト文庫にて購入

81
日本謄寫藝術院技術部 著・製版

日本謄寫藝術院印刷部 印刷

宮川良

1939（昭和14） 第3版
本（ガリ版）

古本酒場コクテイルよ

り進呈

今から15年前、大竹伸朗さんに「既にそこにあるもの」を文庫化させて下さいと直談判した話

82 大竹伸朗 著 新潮社　1999 単行本 個人蔵

83 山下陽光 著 2004/2019 冊子**
初出：ブログ「34店長

山下陽光日記」

84 大竹伸朗 著 筑摩書房　2005 文庫本 個人蔵

本屋の隣の喫茶店

85 本ほか

76

「牛丼を無茶苦茶美味しく食べるラジオ」 #01 福岡 松屋新店 山下陽光、ダダオ

『既にそこにあるもの』

本棚の本

本41冊、雑誌15冊、ZINE ／冊子5冊、グッズ3点

『謄寫印刷新教本』

『既にそこにあるもの』

「大竹伸朗」

『謄寫印刷新教本』

『怪物がめざめる夜』35＋5冊

『なまけもののくにたいけん』

『手に入れる道順〜絵本編〜』

面白いこと1000

『ニッポン若者紳士録』

71 『新しい古本』

山下陽光 著

II 編

石井克昌 デザイン

新しい古本　2019 ZINE

「牛丼を無茶苦茶美味しく食べるラジオ」 #16 日暮里 山下陽光、林央子

『牛丼を無茶苦茶美味しく食べるラジオ』 #01 福岡 松屋新店 山下陽光、ダダオ

「のり弁をつくり続けて"三段"に行き着きました。僕の成長の証でもありま

す。」『danchu』2019年5月号

IKEA 365+



86 山下陽光 著 2019 紙（3枚）**
初出：ブログ「場所っ

プ」

87 山下陽光 著 2019 紙（3枚）**
初出：ブログ「場所っ

プ」

88 山下陽光 著 2019 紙（1枚）**
初出：ブログ「場所っ

プ」

89 山下陽光、来館者［ほか］著 2019年7月10日– 書き込みノート**

いつまでも生きていたい日記

90 宮本信 著 2014年9月29日−現在 日記**

VOIDコダマの香港デモガン見日記

91 VOID児玉 写真 2019 写真（10枚） 個人蔵

92 VOID児玉 著 2019年6月11日–7月1日ほか 日記**

93 ベスト 個人蔵

半年分のギリギリアウトな手書きの日記

 99* リサちゃん 著 2018年10月6日–2019年6月18日 日記 山下陽光 寄託

NOPPIN 新聞

94
山 下 陽 光 、 小 笠 原 慶太 、小 林誠

［編］
2001–2002、2006 日刊新聞

Secondhand Book｜文字の等価交換

 100* 雑誌 熊本市現代美術館旧蔵

新しい古本［新書版］

102* 山下陽光 著 ○○○○○○　2019 自家製新書**

あなたからあなたへめぐるめくるめくるめく本の旅

95 山下陽光 著 タバブックス　2017 本 個人蔵

隠された本

96 ポルノ・SEX ［作者不詳］ ［制作年不詳］
自 家 製 ス ク ラ ッ プ

ブック

 101* 「新しい古本」［トーク＆ワークショップ］告知 山下陽光 著 2019 紙（1枚）**

2019.08.16*

『バイトやめる学校』3冊

［無題］

『NOPPIN 新聞』1–275号＋276号

雑誌約15タイトル約200冊

○○○○○

かつてのインターネット掲示板

いつまでも生きていたい日記

［無題］

日記及び追記

反射ベスト

ココ見てますかねサカキョ？

坂口恭平が見てる前提で書く最近の面白かったインターネット！

月刊射手座新聞

古インターネット屋さん始めます。


