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3331 GALLERY ♯040 3331 ART FAIR recommended art ists  

大久保あり 個展「パンに石を入れた17の理由」開催のご案内

■開催概要
□展覧会名：3331 GALLERY #040 3331 ART FAIR recommended artists 
　　　　　　大久保あり 個展「パンに石を入れた17の理由」

□会　　期：2020年1月5日（日）～1月26日（日）会期中無休

□会　　場：3331 Gallery（〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14  アーツ千代田 3331 1階 104）

□時　　間：10:00 - 19:00 ＊最終入場18:30

□主　　催：3331 Arts Chiyoda

2019年12月12日

PRESS RELEASE

□WEB：https://www.3331.jp/schedule/005010.html

　　

この度アーツ千代田 3331では、2020年1月5日（日）～1月26日（日）の会期にて、3331 ART  FAIR  2019でレコメン

ドアーティストに選出された大久保ありによる個展「パンに石を入れた17の理由」を開催する運びとなりました。

大久保は自身の経験や空想を元に物語を紡ぎ、それにまつわる絵画、オブジェ、テキスト等をインスタレーション

として構成します。金属、石、写真、平面や立体による展示空間と共に示された物語は、日々の出来事や自身の手

によるオブジェクトと向き合う彼女の冷静な眼差しを通し、それらがその場に据え置かれるまでのいきさつを想像さ

せてくれます。

「パンに石を入れた17の理由」と題した自作の短編小説とそれにまつわるオブジェや写真からなる本展では、過去の

展示でも登場している「石入りパン」が創られた歴史を読み解いていきます。現実とフィクションが混在する空間をそ

っと撹拌するかのような大久保の行為は、どのように鑑賞者を引き込み作品に介入させていくのでしょうか。

つきましては、本展をぜひ広くご周知頂きたく、何卒ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

Ar i  Ookubo  “ P a i n  d e  c ampagne  a u  d e s  p i e r r e s  |  石入りカンパーニュ”（2019）

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】 3331  Ar ts  Ch iyoda  |  アーツ千代田 3331
〒101-0021  東京都千代田区外神田6-11-14    TEL：03-6803-2441（代表）   FAX：03-6803-2442

E-MAIL：pr@3331 . jp   （展覧会担当：米窪／広報担当：稲葉）　URL：https : / /www.3331 . jp

□料　　金：無料
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石入りパンは会期中にも焼かれ、誰かに食され、食べ残された石は積まれてゆきます。パンを口にした瞬間、人は物

語の中に入り込むための鍵を得るのかもしれません。このトークでは、芸術学・批評・アーカイヴ理論などを手がける

上崎千氏と共に、「パン」という事物についてそれぞれの観点からお話いただきます。

「本」は大久保にとって大事なモチーフであり、同時に、展示にまつわる「おはなし」が収録された作品そのものでも
あります。2018年より始動した、大久保の作品を書籍化するプロジェクト『Undocumented』のグラフィックデザイン
を手がけ、今回の個展のために製作される冊子「Undocumented #5 『パンに石を入れた17の理由』」の装丁も担当
するグラフィックデザイナー・小池俊起氏をゲストに迎え「本」をテーマに対談形式によるトークイベントを行います。

＜ゲストプロフィール＞

1989年生まれ。書籍を中心に印刷物のデザインを手がける。近年の仕事に、『本

を、考えてみた』（アーティストブック展実行委員会、2017年）、『池内晶子｜Akiko 

Ikeuchi』 （gallery21yo-j、2017年）など。

ギャラリートーク「パンにまつわるはなし」
日 時：1月26  日(日)  18 : 00 -19 : 00

ゲスト：上崎 千 (芸術学)

ギャラリートーク「本にまつわるはなし」
日 時：1月18  日(土)  18 : 00 -19 : 00

ゲスト：小池俊起（グラフィックデザイナー）

＜ゲストプロフィール＞ 1974年、神奈川県伊勢原市生まれ。「コンセプチュアル」

と呼ばれる芸術と「キュレーション」と呼ばれる非芸術のあいだで生じている分化

・脱分化・再分化のプロセスに関心がある。最近の著述に『比喩と抽象』『国立国

際美術館ニュース』（2019年）など。都内在住。

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】 3331  Ar ts  Ch iyoda  |  アーツ千代田 3331
〒101-0021  東京都千代田区外神田6-11-14    TEL：03-6803-2441（代表）   FAX：03-6803-2442

E-MAIL：pr@3331 . jp   （展覧会担当：米窪／広報担当：稲葉）　URL：https : / /www.3331 . jp

■ 会期中のイベント（予約不要・参加無料）　

■ 展示内容

大久保が書いた短編小説「パンに石を入れた17の理由」と、それにまつわる事物（石入りパン、食べ残された石、

出来の悪い陶板、老婆のモノローグ、婿入り道具、石入りパンのレシピ、一族の写真、書物）などからなるインスタ

レーション作品を発表します。会期中、大久保自身によって石入りパンは新たに焼かれ、誰かに食され、食べ残さ

れた石は会場に積まれていきます。
＊短編小説「パンに石を入れた17の理由」は、石入りパン研究者によって、パンに石を入れた理由が解明されながら、同時に石

入りパン発明者のファミリーヒストリーが紐解かれるお話。

また、本展開催にあわせて新たな書籍も発行します。大久保は、グラフィックデザイナーの小池俊起と共に自作を

書籍化するプロジェクト『Undocumented』を2018年に始動し、これまでに「I'm the Creator of This World, 

You're One of the Materials Existing in the Universe 『私は世界を司る あなたは宇宙に存在する要素』」

(2018)を『Undocumented #7』として、「LOVE LETTERS」(2019)を『Undocumented #2』として制作しました。

今回は、「パンに石を入れた17の理由」を『Undocumented #5』として新たに書籍化します。

初日1月5日（日）18:00-20:00にはオープニングパーティーを行います。



■ 作家プロフィール　

■ 展覧会によせて
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2019    個展「Love Letters ( 石の手紙 )」NADiff a/p/a/r/t（東京）

             グループ展「引込線/放射線」第 19 北斗ビル、旧市立所沢幼稚園（埼玉） 

2018    個展「I’ m the Creator of this World, You’ re One of the Materials in the Universe」スプラウト・キュレーション（東京）

              個展「WHITE CUBE is EMPTINESS」ガレリア・フィナルテ（愛知）

2017    個展「十和田奥入瀬プロジェクト〈まちなか美術館〉『東の熊、青い森の幽霊』」旧エースカメラ店舗（青森）

             グループ展「本を、つくってみた ARTIST BOOK EXHIBITION SENDAI⇄TOKYO」NADiff a/p/a/r/t（東京）、TURNAROUND（宮城）

             グループ展「引込線」所沢市旧給食センター（埼玉）

             グループ展「MERZ」ハギワラプロジェクツ（東京）

2016    個展「BLACK CIRCLE is NOTHINGNESS」ガレリア・フィナルテ（愛知）

             グループ展「富士の山ビエンナーレ 2016」静岡県静岡市、富士市、富士宮市の各所（静岡）

2015    個展「クリテリオム 90 大久保あり『美術館の幽霊』」水戸芸術館（茨城）

             グループ展「われらの時代_ポスト工業化社会の美術」金沢 21 世紀美術館 ( 石川 )

2014    グループ展「Re: 送っていただけませんか?」500m 美術館 （北海道）

2013    グループ展「Blue Valentine」XYZ collective（東京）

大久保 あり

パンから小石が顔を覗かせている。小石は誤って混入したようには見えず、また誤って飲み込んでしまうほど小さく

もない。小石の選び方や入れ方に誤りがなければ、誤った食べ方も防げるといったところだろうか。いずれにしても

小石は食べられないのだから、「石入りパン」が小石を避けて食べるパンであるというところまでは察しがつく。たと

えば「野趣」など、わざわざ気の利いた語を添えずとも、「石入りパン」はパンとして十分に受け容れられる見た目で

あり、私にはむしろ、石の入っていないパンよりも美味しそうに見える。

ところでパンの焼成温度や焼成時間の調整にはそれ相応の理由があり、自家製の酵母を用いる理由も明白であり、

生地に菊練りを施す理由にも、菊練りが陶芸の技法から食の技法へと転用された理由にも、その練り方が「菊」と呼

ばれる理由にも必然性がある。それらの理由は多かれ少なかれ、私たちがパンの外側＝表面や、内側＝中身にそれ

ぞれ期待している食感に帰結する。

しかし「石入りパン」を特徴づけている「第三の食感」は、パンの外側や内側の食感「のどちらでもなく、これらの中間

にも属さない感覚」の領域に属していると「私」は言う。その領域とはつまり、「理由」が温存されたり、秘匿されたり、

新たに生じたり、見出されたり見過ごされたり見失われたり、見誤られたり、すり替えられたり、覆されたり、疑われ

たり、信じられたりする、そういう領域のことであり、それは凡そ「理由」と呼ばれるものが事物や営みの起源あるい

は副産物として想起される（言い換えれば、「理由」が上手く仕上がったり焦げついたり、膨らんだり萎んだり、必要と

されたり避けられたりする）第三の領域なのである。

̶ 上崎 千（芸術学）
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