


広告メール：

ads@industrialbabes.com

私たちが作るとき

雑誌では、最初からレイアウトを開始し

、この編集ページの左側にある青いメモ

に「TESTOFLAYOUT」というタグを追

加します。

これは自然にそして徐々に変化します

私たち自身の雑誌に。以前のテストイメ

ージをすべて置き換えます（

Instagramアカウント）と

からの画像

元の

BERLiNiB

写真

セッション。

アイデアは

私たちが欲しいこと

のみ

ベスト

インスピレーション

私たちのために

雑誌なので

我々が選択しました

からの画像

私たちの

そのようなお気に入りのソース

ヴォーグとエルとして、私たちのペー

ジを次のような画像で照らします

完全にオリジナルな独自の作品

を作成するために私たちを刺激

します

出版。

各号は

これで開発

方法、そしてで

その時間

出版物（

出版時間、

私たちのウェブサイトを授与する）

すべてのコンテンツは私たち自

身のものです。この時だけです

「PUBLISHED」スタンプは

このページの左側に表示され、公開さ

れたオンラインPDF

雑誌はに行きます

ISSNのアーカイブ

番号であり、常に変更なしで利用可能

です

形。すべてのテキストは最初から私たち

自身のオリジナル作品です。

ディレクトリセクション

詳細については、当社のWebサイトをご

覧ください。すべてのコンテンツには、

PCなどの大画面と電話などの小画面の両

方からアクセスできます。

優れたものを作成する

この内の結果

フレーム。

高品質の広告。連絡先

berlinib@aol.com for

その他のお問い合わせ-また

社説用

スポンサーシップ。予約します

のみの権利

気を散らさない広告を含める

のファッショナブルなコンテンツ

雑誌、および広告はそれらが広告であるよう

に見える必要があります（またはそのように

マークされています）。これらの広告は常に

オンになっています

アーカイブされたPDFマガジン内にも表

示されます。

カバーモデル BERLiNiB 2020 / Cの問

題について

です アナパスカル、

Aが撮影しました。

タコマ、記事：

パーソナルスペース。

アリストタコマ{ A

BERLiNiBの写真家および編集者。

そしてしばしばスタイリスト}

2020 / C

才能のある人々と

望むファッショニスタ

私たちと一緒に働くために、私達に連絡してくだ

さい。私たちです

モデル、作家、

写真家、

スタイリスト、メイクアップ

アーティスト、セット

デザイナー、ファッション

デザイナー、

広告主、および

他の熱狂的な

品質で貢献したいクリエイティブ

直接コミュニケーション。

著作権： ファッション

ブロガーはブログを書くことができます

適切な画像

への謝辞

BERLiNiBは広告と

後援（指摘

そのようなこと）。すべての号は、高品

質のPDFとして無料で入手できます。

berlinib.com。

公開された各BERLiNiBのコンテン

ツ

雑誌は著作権で保護されています

スタインヘニングB.ロイシュエイリアスアリストタコマ;

モデル、作家＆

写真家は持っています

彼らの著作権

貢献するとき

BERLiNiBは適切です

参照。署名なし

資料は編集者によるものです。

ISSN 2535-602X

公開

私たちは完全にデジタルに行くことに

しました

論文'。最高の設備を備えた、

そして私たちの貢献者の素晴らしい

味と創造的なスキル、私たちは

広告：

広告メールへのお問い合わせによる現在

の料金の広告：ads@industrialbabes.co

m

約まで

雑誌の半分は

BERLiNiB 2020 / C

BERLiNiB： 主に作られました

アテネでは、とりわけ、存在、

解放と

ニブル。アリストタコマエイリアスに

よるコンセプト

SRウェーバー、オスロ。

ISSN 2535-602X

雑誌、モデル、

写真家、会議

テクノロジーには次のものが含まれます。

さまざまなカメラ。KDE Neon、Gim

p、

LibreOffice、

FontLibrary.org

[優れたフォントですが

すぐに独自のフォントの作成を計画し

ています]、

電話コンピュータと、創造的なツールと

して、G15PMNプラットフォーム。

正式生産

ロケーション： ノルウェー、オスロ

郵便物：

Yoga4d：VRGM、私書箱

1046ホフ、0218オスロ

berlinib.com

Industrialbabes.com

@berlinib



魔法

マリレナ スタイルと

書かれた

のテーマ

美しさ、

ファッション

含める：

サブリナ mstyle-

ゴールダ マチョ@sabrina

マチョ

@magicmstyle

@goldafi

ロケーション：

イスタンブール

ロケーション：

アテネロケーション：

47ページ

壮大な

解説

ファッションについて

私たちが入ると

2021年までに

ナタリー

ソフィア

77ページ

メナッジョ 83ページ

12ページ

社説は

の雑誌ステファニー 通常は

シーケンス

それらは作られています。

すべての写真、

テキスト記事、

＆ファッションアート

オリジナルです

作られた材料

BERLiNiBによる/

カバー

モデル：

ジョンソン

おそらくあなたのように

知っている、BERLiNiBで

berlinibドットコム、

に公開

ユニバーサル "デジタル デジタル

紙」フォーマットPDF、フォーマッ

トPDF、3回付属

pr年。いくつかの例外を除

いて、

社説は

に配置

の雑誌

シーケンス

それらは作られています。

ページ番号は

A3ページへ。

ロケーション：

パリ

アナ
書評：

ノーベル賞

勝つ

エコノミストと彼の

"デジタル 物語

60ページ

パスカル
@ana

pascaru88

2ページに書かれているように、初期の

プレビューバージョン

私たちの創造的な努力を指導するために

（最後のページに）いくつかの追加の写真を

持っています

高水準に、

私たちの中で認められた

Instagramアカウント。

経済学」形式のPDF 、。

読む

JRRトールキン の s

ロード・オブ・ザ・リング

ロケーション：

ロンドン

27ページ





2020年には、n回目となる、古典的な

デューンの本から映画を作る試みがあ

ります。今回はデニス監督です。

ヴィルヌーヴ、

ジョンによる脚本

Spaihts、Eric Roth、Villeneuve。な

んでも

この最新の試みの考えられるメリット

として、1984年のLynchによるDuneは

再検討に値すると考えています。

それでも、その映画は消えることはありませ

ん。それ

人々をかき混ぜ続けます。それは見られており、

再視聴; それはリンチとファンによって同様

に再編集されました。それは魅了された見物

人のために小さな映画館で上映されています

おそらく、彼らはある種の19世紀の高級ワイン

を開拓しているので、その経験のために特権を

与えられるべきだと感じているのでしょう。

18

償還

明

約

砂丘、

インクルード

1984年

映画

驚くべきことだと言う人もいるかもしれま

せん。

ポイント 評価＆フレッシュ

注意。さあ行こう：

映画が最初だった1984年に新聞映画評論家

になったと想像してみてください

リリースされました-あなたが知っている、

広々としたページリッチ

大きなテキスト用紙の束が付いた新聞

映画の議論に専念。なんて野外の日だったに違い

ない！映画のほんの数分で、熱狂的な低賃金で立

ち往生しているという不気味な感覚があります

アマチュア演劇上映、

見当違いのプライドと不条理な自信を持っ

て、

史上初の劇場公演。

砂丘：デイヴィッド・リンチ著、1984

年：科学

フィクション映画に触発された

アーサーが1965年からフランクハーバー

トによって同じ名前の小説によって

C.クラークは、「これまでに書かれた中

で最も偉大なおとぎ話」と表現していま

す。

主役：カイル

ポールとしてのマクラクラン

アトレイデス、ショーン・ヤング

チャニ、スティング、フェイド・ラウ

タ、そして多くの有名な俳優が出演す

る大規模なキャスト。

メキシコシティで撮影。サウンドトラッ

ク：トト、

ブライアン・イーノ。

微妙であるべきものの多くは過度に作られ

ています

明らかです。多くのジェスチャーはやり過ぎのよ

うです。一部の主人公の静かな考えは、迷惑なさ

さやきの形で聞こえます。ザ・

会話は素晴らしく、キャラクターの相互作用の

一部かもしれませんが、

アニメーション技術は1960年代のテレビスタイ

ルです。いくつかの宇宙船はモデル化されてい

るようです

蒸気機関車の後。そして、リストに載っています

：そして、映画が基づいていると思われる素晴ら

しい本を読んだ人にとっては、すべてが拡大され

ます。

私たちは皆聞いたことがある

L cyn och ' ls oダン se、 s r Aigh lt？ lTh yで

高価な

サイエンスフィクション映画

それについて非常に多くの悪い点があるので、誰

もそれらすべてをリストすることができませんでした:)



覚えておいてください：ムービーメーカー

デビッドリンチは嫌悪感の有名なマスターであ

り、この場合の予算は許可されています

彼は* 1 * olで新しい高みに行くために、そのいくつかはこれも示しています 

9 * 1 * ポールの妹は

特定の才能。] である小さな女の子が演じる

コンテキスト、そして単にデザインを見ると、

それはかなり共同です

この点で：Dune byLynchはなんとか買い

物をする

彼について。それは

この時代の手ごわいポイント

折衷的ですが、そうではありません、私

は、不遜に、

まったく異なる過去を持つ新しい世界と人々を構

築する上でのアラブ、ユダヤ人、キリスト教の文

化。そしてそれは精神的なものを脱構築しようと

せずにそれをします

単なる迷信に。それどころか、それは迷信の

上に迷信を積み上げ、いわばそれが本物であ

ることを証明します。

単なる浮気でそれを減らさないことを決心した

。

鎮痛剤の。これはめったに表現されま

せん

簡潔に。s * 1 * 17 * 1 * ポールが

最終的に勝利します

スティングの性格を超えて、勝利の瞬間はそれ

について芸術的な感覚を持っています（コメン

ト：スティングの最後のトランスフィックス、

特にスティングの笑顔はほとんど無傷です）

[続き]

18の交換ポイント

* 1 *

小さな天才

10 * 1 * 一つ

デューンのモチーフ本は非常によく保存されて

います

映画：若くて腐敗していない圧倒と

すべてを追い越しますが、それほど厳しくはあ

りません（実際、映画の中で最年少のキャラク

ターが最終的に最も終了します

の破損した文字

リンチの砂丘：

* 1 *1 * 1 * スティングの華麗

ユーモアと笑顔が状況全体を変えます（本当に：

彼はまるでこれだけに生まれたかのように彼のエ

ースにいます）

i * 1 * 18 * 1 * 最後に、

この宗派も「勝つ」その宗派も、それは独立した

創造的な精神です

t * 1 * 14 * 1 * 「ポリアモリー」という言葉

はそうではありませんが

d * 1 * 2 * 1 * 男爵

（スティングに関連して）ひどく悪い m * 1 * 11

b * 1 * 3 * 1 * 他の甥

男爵のはこんにちはで素晴らしいです

結局のところ、この本では、特定の誇張について

著者を許すことができます。

よく説明された甘い繊細さがあったので

ボディーランゲージ-例えば

パウロの夢のチャニと砂漠地帯のパウロとの

出会いで。映画の多くは、より軍事的なタッ

チのテレビ映画に触発されているようです。

* 1 *

の悪さ

4 * 1 * の真実を語る人

男爵は素晴らしい声を持っています

ovie）* 1 *感覚

超感覚的何かに関連する無実（

映画は、そこにある「スパイス」と呼ばれるも

のの楽器を通して、したがって非常に強力であ

り、かなり強力です

デューンの本にも映画にも正確には当てはまり

ません。おいしいヒントがあります。人間関係

にはリアリズムの質があります

理にかなっています（コメント：本にはもう

少しありますが）

自己実現したポール・アトレイデスの「勝つ

」。したがって、私たちが宗教的集会の正しさ

について意味するかもしれないものは何でも、

これは

のお祝いでもあります

個人と彼または

彼女の瞑想と深みからルールに逆らう能力

* 1 * * 1 *

w * 1 * 12 * 1 * いわゆる

「個人的な力の場」、たとえばアイザック・ア

シモフによる財団と呼ばれる1950年代の本シリ

ーズから私たちが知っている概念。

角張った半透明を通して、独創的な方法で表現さ

れた映画の中にあります

ハーフメタリック元素、

どちらかというとビジョンを歪める

a * 1 * 5 * 1 * チャニは魅惑的な輝

きを放っています

横にエル

15 リンチによる砂丘

参照が含まれています、

フランク・ハーバートの本「デューン」に似て

おり、人々が自分自身を区別しなければならな

かった過去に

「思考機械」から、

そして、どの人々が勝ったか。それは私たちの

何人かとの共鳴のポイントです！

自分の意志の力。

ndボディーランゲージ

c * 1 * 6 * 1 * メイン

キャラクター、カイル・マクラクラン、

映画への彼の役割とともに成長し、それが進むに

つれて、説得力を持って溶けます

しかし、ここには革命的な深みさえあります

2020年代の多くの映画を些細で不必要に思わせる

深さ。これらの深みに接続するために、この映画

についての償還ポイントを賞賛しましょう。

そこ。リンチの砂丘が初めてまたはかなり新し

い場合は、これらの点に注意を払うことができ

、専門家の自己催眠によって、

映画全体を次の状態にしようとします

それ以外のすべてに関しては、心地よいぼかし

。

* 1 *

ヤルのような恵み

使用された銅や他の金属の豊富さとよく編まれ

た珍しい生地

映画。今のところ私たちがSFから目をそらしてい

るなら

s * 1 * 16 * 1 * 同様に、砂丘

映画は、本のデューンのように、私たちの中で

表現されているように、動物ではなく人間とは

何かについて語っています

私たちがよく知っているときに痛みに屈しない

能力。激しい痛みによって行動が誤って導かれ

ないようにするという精神的な決意は、彼の冒

険の初めにパウロを救うものです。それは彼が

人間であることを「証明」し、機械だけでなく

魂があることを証明するものです

P * 1 * 7 * 1 * パウロの母

Atreidesは皇帝の娘と共有します

l * 1 * 13 * 1 * SF

代替案を求める人にとってはしばしばさわやかで

す

そのために既存の世界の認識

意図的に代替

現実と代替

物語-また約

宗教と過去および文化的感受性：

しかし、砂丘（本と映画の両方で）は壮観です

aulAtreidesキャラクター

クリスタルキューブのように

8 * 1 * あります

[映画を見たことがありませんか？しようと

していますか？



COVID-19

パンデミック、

そこには

'パンデミック

物語

関して

パンデミック'。に

彼の2019年の本、

公開

直前

ウイルス

噴火した、彼

に私たちを招待します

について考える

支配的

物語

そして

予想して、

そしてさえ

作成、

カウンター-

物語

自分自身、それは私たちの心の中で、私たちの楽し

みのために、そして

興奮。それは私たちに世界について何かを教えて

くれるかもしれませんが、物語はそれが教えるこ

とを意図しているようには見えません。それが世

界について何かを教えていることが起こった場合

、

偶然、私たちが自分の心の中で作成する比喩によ

って。

経済学、両方

巨視的に、そして中小企業のような観点から、そ

して明らかに何かによって延期されないかもしれ

ません

'経済的に密集

理論'。

シラーが言うことは、例えば哲学者のことと

の類似性です

と神話学者ジョセフ

キャンベルは多くのことを書いています、すなわ

ち、人類は単に

事実に関連しているが、

もちろん、多くの文学教授が指摘しているように

、多くの本を読む人は、

インテリジェンスと彼らの

人; 彼らはで大きくなる傾向があります

コミュニケーション、そしてより迅速

他人の視点から物事を理解すること。それ

つまり、物語だけでなく物語が与えることができる

ということです

理解。例えば、

あなたがたまたま物語を読んだ場合に備えて-小

説-人間の絆について、

サマセット・モーム、あなたは自己破壊性がどの

ように美しくて立派なものを破壊することができ

るかを理解する能力がより高いと感じるかもしれ

ません

若い人。

の力

神話。 神話はもっと

物語よりも：それは事実を提示する方法であり、

それは完全に事実の根拠を欠いているかもしれま

せん。それでも、それは意味と行動を形作り、そ

れ自体が社会の総力です。彼の1949年の本、千の

顔をもつ英雄で、キャンベルは探検します

彼が見ているもの

知られているすべての神話

社会は、小さくて大きく、技術的でシャーマニズ

ム的です

と科学的。支配的な「スターウォーズ」映画シリ

ーズの原稿を書いた彼の若い友人ジョージルーカ

スは、特に精神的な神話を養うためにこの映画に

よって求められました

技術化された世界。彼が紡いだSFのおとぎ話の

神話では、キャンベルの作品にインスピレーシ

ョンを得て、壮大な神話と空間の時代の広大さ

が、

日常生活。

を使用して インクルード

最近では

インタビュー、

ノーベル賞受賞者

RJ

シラー

指摘した

それで

に加えて

ノーベル賞を受賞した経済学者のロバート・J・

シラーが、2019年の著書「ナラティブ」で語っ

ています。

経済学：ストーリーが口コミで広まり、主要

な経済学イベントを推進する方法-詳細

単なる話よりも。物語は完全に純粋なフィクショ

ンである可能性があります。素晴らしい小説は素

晴らしい物語です。それは私たちの世界とは何の

関係もないかもしれません。世界とその課題を提

示するふりをしないかもしれません。それはその

上に存在します

ナラティヴ

のes

ファッション、

経済

そして

パンデミック

AristoTacomaによる書評とコミュニケート

ロバートシラーの読書

ナラティブ・エコノミクス、私たちは哲学者がさ

まざまな言葉で言ってきたことを思い出します。

哲学ですが、私たちはそれを専門的かつ現代的な

言語で伝えられ、現代の合理的な精神と

科学的に教育された

人。この人は社会に興味があるかもしれませ

ん



ストーリーですが、具体的すぎて「世界観」とは

言えません。それは部分的に潜在意識のある乗り

物であり、

社会の機能と幸福は古代哲学にまでさかのぼりま

す。たとえば、プラトンは、

についての彼の有名な物語の1

つ

の比喩

洞窟、その間

ほとんどの人が派生します

社会にエネルギーを与える。言い換えれば、多く

の人が

遅かれ早かれ、それは多くの

問題。橋の揺れのように、物語は持続するため

に多くの繰り返しを必要としません-それは右側

の「ナッジ」だけを必要とします

側面、そしてジェンダー間のジェンダーの物語、

そして伝統的な間のパンセクシュアリティとポリ

アモリーの物語

セックスと愛のシステムと制度が主流になりま

した。

[続き]

「神話労働者」、そして 我々

全てです

触れて、 瞬間、そしてその効果は

の概念

途方もないこと。さらにとして

彼らの人生の意味

と

比喩、シラーは呼び出す

影、専用の少数（

哲学者）はできます

与える光を見るために上げる

影に上がる

---および：から回復する

経験！

プラトンは

「伝染性の」物語、それ

全体に広がる

急速な人口、

影響力

反省から

ファッションの物語は、ジェンダーの理論でも単

なる物語でもありません。シラーのマクロ経済物

語のアイデアを呼び出すことができます

ファッションが社会と私たち自身を認識する方法

をどのように反映し、生成するかについて話すこ

と。そして、呼び出される物語ごとに、反物語が

入ります

存在するので、ファッションはアートのように常に再

現しなければなりません

自体。

影響力

によって編集され、 指数関数的かつ部分的に

目に見えない方法で、しばらくすると枯れて

しまいます。

これらの物語は何についてですか？一言で、

すべて。物語は、テクノロジーがどのように形が美しい を

微妙な、彼らは

の面で完全に到達することはでき

ません

とらえどころのない、そう

物語

雇用創出者、または仕事として-

健康を伴う癒しの要素としての「ビジネスライフ

」

競争と創造性

社会で、または「冷たい市場を通して人々を破壊

する要因として」

資本主義 '; 大きな政府についての物語は、大きな

政府は社会に力を与え、弱者の世話をすることが

できる素晴らしいものであると言うことができま

す。

これらは汚職と搾取のものであると政府は

解放された社会はすべきです

減少し、超えてください。

駆逐艦; それは話すことができます

病気との類似性が好きかどうかにかかわらず、シ

ラーは次の原則の観点からそれを見つけます

広がり、最終的に発生する群れの免疫の形態

は、

反論に、そこに

医学におけるエピデミックの理論においてウイル

スがどのように広がるかとの類似点です。反論が

しばらくして生じるという原則は、マクロ経済だ

けでなく、社会の他の分野の物語にも当てはまる

ようです。

感覚器官-

s、 でイベントを推進する

社会のすべてのレベル。多くのグローバル化

した社会ではもっとそうです

コミュニケーションと旅行。

ちらっと見た

洞察。これは感情です

側面に似ています

古典的なインドの

哲学。ヒンドゥー教

の反射としてではなく、オブジェク

トの世界について話す神話が含まれ

ています

神の現実または精神的なシリーズ

の

を超えたイベント

感覚。だけでなく

物理学者だけでなく

アート、インダストリアル、

建築

デザイン、そして確かに

ファッションでも、

インスピレーションを受けています

そのような物語によって。

科学者、例えば

理論を通して、

とアーティストと

ビジュアルイメージなどを通して写真家は、どち

らも完全ではない何かの垣間見ることを伝えよう

とするかもしれません

触れることができる、完全ではない

見えるが、どれ

それにもかかわらず、持ち上げることができます

彼らはですが

シラーの言葉で言えば、

物語-マクロ経済学が構築される精神的、社会的

エネルギーとして見られる（彼の経済的仕事では

、彼は主にマクロ経済学に向けられているため）

-a

物語は、を通じて社会的重要性を達成すると見

られています

熱意と

興奮。 これは

ファッションにおいて、そしてファッションを通

して、人間、ジェンダー、そして実際にはジェン

ダーの量の物語は常にあります

復活している。過去半世紀は、例えば、変革を見

てきました

優しい愛らしい物から若い女性の物語への

強力なミューズのような主題、

足の長い人、

ほっそりした優雅さと若々しいエレガンスが世界

を形作っています。男性の物語は新しい女性を呼

び起こしました

しばらくの間だけ続く社会的意味の精神的エネ

ルギー。あるために

フェーズ、物語が多くの人によって明示的に述べ

られているか少数によって述べられているかにか

かわらず、それは

政治家、それは確かに

株式市場での株式の評価を形作り、それは社会を

新しい段階に突入させ、いくつかの、そしてしば

しば

やる気を起こさせる力と方向性を持った心と自分

-この力と方向が実際に何らかの根拠を持ってい

るかどうかにかかわらず。

宗教やその欠如に関係なく、神話はすべての社

会に存在します。神話は、物語のように、

神話の重要性についての理解の一部



これは何よりも

科学理論またはそのようなセット、それでもの

思考を支配します

科学者-トーマス・クーンのやり方に少し関係し

ている

概念化された「パラダイム」。

これらは、事実に関連する社会的な方法であ

ると言えますが、それらの中に何か深いもの

があるかもしれません

邪魔とカウンター-

事実。

社会の変化、そして病気自体から推測されるか

もしれないし、推測されないかもしれないもの

。それは本質的に西洋医学からの用語です。し

たがって、例えば、COVID-19の物語、パンデ

ミックは

2020年、多くの社会的変化をもたらしました。こ

れらの変化のいくつかは、パンデミックの物語に

先行する支配的な物語と対立していました。

COVID-19の

プラスチックごみ

の数量

ヨーロッパは急増しました。

したがって、2つのパンデミック：パンデミック

とパンデミックの物語。そしてそれを担当するの

は、すべての事実に同調しているかもしれないし

、していないかもしれない、読むかもしれないし

、読まないかもしれない医師のグループです。[続き]

特定の物語がもはや興奮しなくなったとき、そ

れが広まったとき-言葉や口によって、またはよ

り微妙に、より間接的に、社会の「ボディーラ

ンゲージ」によって-そして

反論を呼び起こした

その元の衝動とエネルギーの枯渇のために、私た

ちは新しい段階を迎えます

社会。 ザ・

そして、ここにシラーはもはやポストモダニスト

ではありません、

彼は「ポスト真実の偽のニュース」に賛

成していない

視点：彼は

その物語を示唆する

両方とも注意深く分解し、調べて、それらが何で

あるかを評価することができ、またそうすべきで

す。これは、担当者が支配的なもののいくつかを

非常に認識している場合、一部の社会で行うのは

危険なことです

物語と確かに

権力を維持するために絶えず彼らに栄養を与

えます-それはまさにその方法です

独裁は存続します。彼らの

物語は

人口の少し

サポートする正当化

そうでなければ破損し、

うんざりするほど効果がない

政府; しかし

政府は、主要なナラティビとの不一致のポケット

のみを許容することができます。統計的過半数の

場合

対抗的な物語の制作に従事し、

独裁政権は、独自のナラティビティを実施するよ

うに行動します-または

おそらく彼らを再発明する

支配的な物語。

たとえば、パンデミックの物語が支配的にな

る直前

ほとんどの国で、プラスチックがどのように海を

壊滅的な形の汚染で満たしているかについての物

語がありました。プラスチックを他の形式のパッ

ケージに置き換える方法。プラスチックがどのよ

うに主要な課題の1つであるか

現代的で技術化された

社会。プラスチックの危険性についての説明が非

常に強かったため、EUは激しい法律を導入しよ

うとしていました

プラスチックに対して-そして

かもしれない理由

完全に事実-

COVID-19の物語が噴火し、他のほとんどすべ

ての懸念を押しのけました。

カウンター-

物語

来る

に

支配する。

それも病気に似た形で広がります。そしてしばら

くすると、それも消えていきます。以前の物語に

戻る代わりに、古い物語には新しい形が与えられ

、通常はいくつかが組み込まれていることがわか

ります

新しい要素。これは、マルクス主義の歴史家が、

社会の発展段階に論文、アンチテーゼ、そして第

三に統合があることを発見する方法と少し似てい

ます。

物語の中で

2020年の

COVID-19（新型コロナウイルス感染症）（＃文字数制限がない場合、初出時にかっこ書きを追加

パンデミック、

「手つかずの食べ物」

達成した

最高の地位、

とプラスチック-

包まれた食品

再びなりました

受け入れた; に

物語の結果としての一部

統計は正しく、誰が

ウイルスを支配し続けるための、そして人口を維

持するための実際の対策を知っているかもしれな

いし、知らないかもしれない

健康的に-そしてこれら

医師とそれを聞いている政治家は、パンデミック

の物語の大司祭になり、世界経済全体を再構築し

ました。

シラーが力強く指摘しているように、物語は単な

る物語ではありません。いくつかの類似点を描く

ために：神話学者のジョセフ・キャンベルにとっ

て、

神話は単なる物語以上のものです。別の、し

かし漠然と関連した方法で、デヴィッド・ボ

ームのような科学者は「世界観」について次

のように述べました

の物語

「パンデミック」-これは

ギリシャ語で「すべて」を指す「パン」と、広範

囲に及ぶ伝染病を指す「エピデミック」という単

語の組み合わせ-

時々、素晴らしいものにつながったものです

シラーが指摘したように、パンデミックの物語

はそれ自体であり、それ自体がパンデミックの

一形態である。我々は持っています



清潔さの理想は、完全にパッケージ化された製品

の清潔さの外観を超えて、私たちの方法のあらゆ

る側面を含む必要があります

互いに関連しています。

5G基地局を焼き尽くすのに十分です。しかし、

それが取り乱した少数の人々を導き、その関心が

実際には合理性と科学に乏しいとしても、彼らが

世界の重要な特徴に浸透したと感じるようになり

ます-ほとんどの場合、そのような

環境-1など-

時間使用プラスチック

食品とのつながり-国民の失望を引き起こす傾向

があります。それはある意味で社会を「修正する

」ための物語の役割かもしれません、そして私た

ちは、部分的には地球を保護し、したがって私た

ち自身と私たちの未来を保護するそのような物語

の経済力のために、プラスチックの代替品が見つ

かるかもしれません。

カフェは、その医学的な統計的影響において寿命

を縮めているかもしれませんが、創造的な作家、

ミュージシャンについて言えば、

政治家、哲学者、

テクノロジー愛好家と

のためのファッションの人々

何十年もの間、彼らがいわばタバコの煙に沈んで

いた対話で新たな発見をしました。そして彼らに

とって、喫煙の悪徳は、イアン・フレミングの場

合のように、その寿命を縮めるだけの価値がある

ことは明らかでした。

もちろん、彼らの物語は、深さがより深いとい

うことです

長さよりも重要です。スモークカフェは

当時若くて生きていた人々にとって、それらの

カフェ、それらの会合を持つための創造的なエ

ネルギーの重要な深化-

場所、まさにそのように働く; 多くの国の公共ス

ペースからタバコが根絶された後の数十年間、ほ

とんどのカフェでは再現できなかった方法です。

その結果、カフェ文化の衰退とともに、

社会的つながりの新しいデジタル手段の成長と同

時に、

間の物理的な会議

人々は新しい安値を取りました。微妙な問題の

波につながる

人口-リストは

長く、肥満や人生の一般的な倦怠感などのよく知

られた現象が含まれています。

世界中でタバコが一掃され、世界中の政治家も市

内中心部の破壊に貢献しました。おそらく順番に

非常に

車の使用の増加-はるかに深刻な形態につ

ながる

環境へのダメージ。そのような

逆効果が来る

一点への躁病の集中から：そして政治家がこれを

行う理由は、彼らが「理解される」と思うからで

す-パワートリック

彼らの時間を超えて担当し続けるために。

[続き]

これは、パンデミックの物語についても、それを

持っている、持っている、そして栄養を与えてい

る人々についても道徳的な判断を下すことではあ

りません。シラーのように、物語は事実に基づい

ているかもしれないし、そうでないかもしれない

と言うことができます。それはサブに分析するこ

とができます

物語、および各サブナラティブをいくつかの仮定

に分けます。これらの仮定のいくつかは実際に根

拠があることが判明する場合があり、他の仮定は

ポピーゴックである場合があります。

物語には、熱狂的な非難の連続が含まれている可

能性があり、赤ちゃんがお風呂の水で出かける世

界を「クリーンアップ」することに興奮していま

す。したがって、現在同じ世界保健機関がいくつ

について貴重なアドバイスを与えている場合

数十年前にタバコで手を洗うのに数秒を費やすべ

きでした、おそらく彼らはそれを「あまりにもう

まく」しました。よくあるように

知られているように、政治家を率いていた著

名な医師によって部分的に主導された多くの

研究、

元グロ・ハーレム・ブルントラント

など

ノルウェーの首相、

物語を奨励した

タバコの煙は寿命を縮め、私たちの都市の真の発

展は、そのような有毒な雲をすべての空間から排

除することを意味します。このように、統計的寿

命延長の物語は

多くの文化的に重要な主要なアトラクションの1

つを削除する

多くの都市のカフェ。これらの文化的標識の多く

は、喫煙に対する司法の十字軍の結果として部分

的に消えました。これは都市の変化につながりま

した

構造物、これらの煙で満たされた精神的な火の炉

床は、都市の概念そのものを損なうことなく取り

除くことはできませんでした。

物語を物語として認識することで、私たちはヒ

ステリーから抜け出し、瞑想と対話のムードに

入る準備ができています。

少数のデジタル企業が支配するグローバルなコ

ミュニケーションパターンで、-

特定の物語や神話に実際にビジネス上の関心を持

っている企業

物理的な危険性を含む

カフェのテーブルの近くと素足-私たちはまた目

を覚ます理由があります

反ナラティビと行く

物語と反論の二分法を超えて-

物語。もちろん、

ファッションは、現在を支配する物語に沿って漂

流し、輝かしい言葉で描写しているだけではあり

ません。それは時々物語を超越することができま

す

刺激的な方法。この興奮の一部として、ファッ

ションで働く多くの人々が求めているエレガン

トな美しさとフィット感があります。

の物語の対抗物語として

パンデミックが発生している-として、

シラーによると

理論、それはバインドされています-私たちは健

康、自由、そして個人の強さの物語が

美しさ-確かにすべてのもの

ファッションの物語に関連している-

影響を受ける、ある意味で微妙な、あ

る意味で

明らかです。一部の人にとっては、それは若者と

「集団免疫」のお祝いになるでしょう-それは恐

怖を手放し、ヒッピーのような自由の中で展開す

る人生を信頼することによって、

個人の強みが構築され、病気が回避されます。他

の人にとっては、ジェーン・ゴダルのような生態

学的思想家によると、世界では

多かれ少なかれ「過密」として特徴付けられ

る、

陰謀説は、まったく意味のある反論ではありま

せん-したがって、それらは

巨視的なレベルであろうと中小企業のレベルで

あろうと、一般的に経済学やファッションの対

抗的な役割を担うことはできません。シラーが研究しているレベルで、私たち自

身に思い出させましょう

物語、本当の反論はめったにありません

いわゆる「陰謀論」と関係がある。

陰謀説は反論であり、

狂信的な少数のために働きます。たとえば、5G

電話基地局はCOVID-19ウイルスの蔓延と同じ年

に建設されたため、一部の基地局は

5G基地局が実際にCOVID-19の源であるという

陰謀説。ほとんどの人はそのようなばかげた視

点でユーモアを見ますが、ある人にとってはそ

れが理由です

私たちは、物語は単なる物語ではないというシラ

ーのリマインダーを語ることから始めました。物

語は物語以上のものだと言います。

世界について何か-またはそうするふりをします

。物語は、通常、

また、道徳的な判断。したがって、例えば、私

たちが環境保護主義の多くの物語の1つが

支配的、そして確実

ネガティブと見なされるもの

現代医学が主導するタバコの空気を浄化するなど

の物語は、特定の種類の健康に関する特定の種類

の統計的事実の完全な基盤を持っている可能性が

ありますが、他の形式の

重要な事実は

完全に無視されます。沿って

熱狂的に実装する

空気を得るアプローチ





Defini

の

良い

ホテル

場所：ホテルトロヤ

タクシム、イスタンブール、

部屋702と屋上。サラカフェ＆

ナルギル

ファッションモデル：

ゴールダ、

@goldafi



ファッションモデル：ゴールダ、

@goldafi

写真/メインスタイリング：

アリストタコマ

によるスタイリングの貢献

モデル自身。

また、モデリング

社説、

オスマンカラバカク。

MUA：Banu Altun Yorulmaz、@ banuyo

rulmaz。

場所は次のとおりです。

ホテルトロヤタクシム、

Tepebasi、Mesrutiyet

カデシ＃45、34430

ベイオール/スタンブル、

@troyahoteltaksim

Sara Cafe＆Nargile、イスティクラル

、イスタンブール;

オスマンのおかげで

カラバカクとココ。

ラベルは次のとおりです。

PENTI、イスティクラル、イスタンブール、

@penti。

NIKE、@ nike。

マンゴ、@マンゴー。

ZARA、@ zara。

ASMALI MESCIT MAH。、

イスティクラル、イスタンブール、

@ramazancanbaz_

spicebazaar64。

ぼくの

定義する

ition

の

良い

ホテル

？A

場所

私は

滞在

で。

ローブ

rt De

ニロ

イスタンブール、



<< 決して仕事をしない

後方に。

何ができるか

なっている

無駄だった

時間の>>

イアンフレミングの

"ロシアから

愛を込めて"















パス、

お客様。"

"そこ

です

― PG PG

ウッドハウス、

のコード

瞬間、 ウースターズ

ジーブス、

いつ

尋ねる

自分、

'行う

ズボン

案件？'

「」

「

気分

意志













ファッションモデル

アナパスカル

ペルソ

nal

スペース



ファッションモデル

アナパスカル、

@ anapascaru88

写真、メインスタイリング：

アリストタコマ

によるスタイリングの貢献

モデル自身。

MUA、ヘアスタイリング：

グッディメイ-ジョンソン

ロケーション：

69ドロップスタジオ、ロンドン、@ 69dro

ps_studio。

ファッションラベルは次のとおりです。

TOP SHOP、@ topshop。

DIANAS SALONGER、オスロ、

@dianassalonger。

BERSHKA、@ bershka。

LINDEX、@ lindexofficial。

からのジュエリー

IOAKEIMIDIS、アテネ、

@ioakeimidis_collection。

からの白いジャケット

MYSTORY LONDON、

www.mystorylondon.com、

武道の衣装：

FIGHTERSPORT、オスロ、

@fightersportnorge。

GINA TRICOT、@ ginatricot。

BIKBOK、@ bikbok。

KARAT GULL、オスロ、@ karatgu

llの生地。













どのように研究する

水が流れる

谷間

ストリーム、

スムーズに

そして自由に

間に

岩。

---森平

植芝、

の創設者

合気道











「「 ぼくの

瞑想

です

素晴らしい。！

そうだと思う

恍惚とした

うれしそうな

生きている。 「！ 」

先生

彼に話した、

「「 そうなる

パス。 「「 」

禅から、

翻訳。沿って

ティモシーコンウェイ
















