
外島貴幸キュレーション「ヌケガラ（OFF）とマトイ（ON）〈正体を隠すこと（ON）とそれ
を脱ぎ捨てること（OFF）の、あいだにあるものを教えなさい〉」
O,1、2人 ( 外島貴幸 +吉田正幸 )、木下令子、小宮りさ麻吏奈、関真奈美、鄭梨愛、辻可愛、
ミルク倉庫 +ココナッツ、眞島竜男
-
2021年 10月 16日 (土 ) - 11月 14日 (日 ) 11:00-19:00  月火祝 休廊
* 新型コロナウイルス感染予防の観点より、来場者の密集を避けるため入場制限を行う場合がございます。
-
タリオンギャラリーでは、「ヌケガラ（OFF）とマトイ（ON）〈正体を隠すこと（ON）とそれ
を脱ぎ捨てること（OFF）の、あいだにあるものを教えなさい〉」展を開催いたします。是非と
もご覧下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

本展は、「抜け殻、あるいは身にまとうこと」「正体を隠すことと脱ぎ捨てることの、あいだ」をテー
マとした展覧会であり、大喜利です。
抜け殻とは、かつて自分であったもの、または自分以外の何かであったものであり、 表面の模
造や、異物としての過去でもあります。また、身にまとうこととは、同一性の再編、変形、何
か別のものになる行為などを意味します。ここで言う大喜利には、展覧会名があらわす題目に
ついて参加作家が考え、作品として展示するというプロセスが含まれています。それは、所与
の条件に対して即興的に答えを出すという展覧会の成り立ちを可視化することで、アーティス
トと作品、展示と企画といった関係性に、一種の機知と批評性をもたらすための方法論でもあ
ります。そもそも大喜利という言葉は、近世歌舞伎においては主な公演の終わった後に、即興
芸や喜劇を披露する等の締めの演目のことを指していました。本展の関連イベントとして、
O,1、2 人 ( 外島貴幸 + 吉田正幸 ) によるコント公演「↗○∞○+ ～夏の終わり編～」の配信も
予定しています。
お題に答えること、脱皮すること、なにかをまとうこと、「ON/OFF」を切り替えること。つまり、
本展で焦点化されているのは「行為 ( のフォーム )」でもあります。結果物として展示される作
品だけではなく、その過程における行為性、あるいは行為としての作品に意識を差し向けるこ
とで、美術にとってのパフォーマティヴィティの問題系も浮かび上がることになるでしょう。
どうぞご期待ください。
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O,1、2人（外島貴幸 +吉田正幸） | 公演 " THE PERFECT STRANGER vol.0 " | 2013 | 撮影：中川周



外島貴幸　Takayuki Toshima

2004 年 B-semi Learning System of Contemporary Art 修了。 美術や演劇、パフォーマンスなど。吉田正幸と
のコントユニット「O,1、2 人」の 1 人。 笑いを軸に、美術やテクスト、コントなどを用いた探求と実践。
近年の主な展示に第13回恵比寿映像祭「E-MOTION GRAPHICS 映像の気持ち」 東京都写真美術館 (2021/
東京)、「いっちふいっち」野方の空白 (2017/東京)、 ポリ画報 vol.4「Fools rush in where angels fear to tread. 
(しらないくせして)」 TABULAE (2016/東京)、「無条件修復 UNCONDITIONAL RESTORATION」milkyeast 
(2015/東京)、石川卓磨キュレーション展「長い夢を見ていたんだ。」TALION GALLERY (2013/東京)など。
近年の主な公演に、Whales + けのび 「予兆 名絵画探偵 3」(主演、主宰:高橋永二郎+羽鳥嘉郎、TPAM フ
リンジ 2018 参加作品)blanClass (2018/神奈川)、「背中を盗むおなかɅリプライズ」(コント、パフォーマンス、ジ
ェンダーチェイシング) blanClass (2017/神奈川)など。

O, 1、2人　O,1,2nine

2011年11月29日結成。コントグループ「テニスコート」の吉田正幸と、美術家の外島貴幸のユニット。
1人でできることを2人でやったり、2人でできることを1人でやったりする。 主な上演に「フロムカトリ」
TALION GALLERY (2020/東京)、「井田田回回田田土」 blanClass (2019/神奈川)、「ミルクイースト パブナイ
トɎイン・タヴァン・エールハウス」 milkyeast (2015/東京)、「長い夢を見ていたんだ。」 TALION GALLERY 
(2014/東京)などがある。

外島貴幸 | 「背中を盗むおなか ~リプライズ」公演風景 | 2017 | 撮影 :blanClass

「O,1、2 人」公演風景 | 2012 | 撮影 :blanClass



木下令子　Reiko Kinoshita

1982年熊本県生まれ。2003年武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業、2009年武蔵野美術大学大学院造形
研究科美術専攻油絵コース修了。 
近年の主な個展に「潜像」GALLERY crossing (2021/岐阜)、「kontor × Reiko Kinoshita」style department 
(2021/東京)、「憬」crossing (2019/岐阜)、「夕べがあり、朝がある 」LOOP HOLE (2018/東京)、「日のふるまい」
HAGISO (2017/東京)、「ゆるやかな仕掛け」switch point (2017/東京)、「日のなかの点 」清須市はるひ美術館 
(2015/愛知)など。 主なグループ展に「エマージング・アーティスト展」銀座蔦屋書店 (2021/東京)、「Painters + 
Collection 2021」なかた美術館 (2021/広島)、「うつす」木坂美生/木下令子 二人展 Second2.(2020/東京)、 
Spring Fever」駒込倉庫 (2017/東京)、「ECLIPSE 日伯交流展」サン・カエターノ市立美術館 (2014/サンパウロ
)、「ダイチュウショー -最近の抽象- 」 府中市美術館市民ギャラリー(2013/東京)など。

小宮りさ麻吏奈　Marina Lisa Komiya

近年の主な展示に「荒れ地のアレロパシー -5人のキュレーターによる現代美術展覧会-」 MITSUKOSHI
CONTEMPORARY GALLERY (2020/東京)、「超たまたま１７」 小金井アートスポット・シャトー２F 
(2020/東京)、コ本や Selection Vol.01 コ本や (2019/東京)、個展「-ATCG」 TAV GALLERY (2019/東
京)、「REBORN ART FESTIVAL 2019」網地島 (2019/宮城)、「始末をかく」 BUoY (2018/東京)など。
主なプロジェクトに、「小宮花店」 (2016-2017/経営)、「野方の空白」(2016-2018/運営)、「繁殖する庭」
(2018-/運営)など。

木下令子 | 面（おもて） | 2020 | アクリル、サテン、パネルス | Φ60cm

小宮りさ麻吏奈 | オーラル・スクリーニング | 2021
人工膣、モニター、カメラ、マスク | 12×7×19cm

撮影＝Toru Sakai



関真奈美　Manami Seki

1990年東京都生まれ。2013年武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。 
主な個展に「敷地|Site」武蔵野美術大学 gFAL (2019/東京)など。 主な展覧会・イベントに「船は岸に辿り着け
るのか」TALION GALLERY (2021/東京)、「記録係 vol. 羽島市勤労青少年ホームを記憶し記録する 1 日」
 羽島市勤労青少年ホーム (2019/岐阜)、 「入れ物 # 観察」blanClass (2019/神奈川)、3D ミニプリント展覧会
「ビヨンド・マテリアライジング」 多摩美術大学アートテーク (2018/東京)、「記録係 vol. ポリネシアンじゃダメ
ですか ?」 TALION GALLERY (2018/東京)、「PJB」BankART Studio NYK (2017/神奈川) 「乗り物 # 鑑賞」
引込線 2017 (2017/埼玉)など。

鄭梨愛　Chong Ri Ae

1991年生まれ。2018年朝鮮大学校研究院総合研究科美術専攻修了。
近年の主な展示に「平成美術：うたかたと瓦礫(デブリ) 1989-2019」京都市京セラ美術館 新館東山キューブ
(2021/京都)、「VOCA展2021 現代美術の展望ー新しい平面の作家たち」 上野の森美術館 (2021/東京)、「プン
クトゥム：乱反射のフェミニズム」 BONUS TRACK、本屋B＆B (2021/東京)、「NITO01」~「NITO07」アート 空
家／二人、 (2020~現在継続中/東京)など。

関真奈美 | Pause と Pose | 2018 | 3Dプリント出力物、転写布、モニター、積み木、ぬいぐるみ
130×110×70cm | 撮影：須田行紀

鄭梨愛 | Island drawing_2 | 2021 | ビデオ | 6分 37秒



辻可愛　Kaai Tsuji

1982年長崎県生まれ。2006年東京工芸大学芸術学部デザイン学科卒業。2009-2012年、四谷アート・ステュ
ディウム在籍。
近年の主な個展に「節むす穴むす」スタジオ35 分（2019/東京）、「ちるちり」TABULAE（2018/東京）、「ぶつけた
小指」Studio 35 minutes（2014/東京）、「どろどろの触手」WISH LESS gallery（2014/東京）、「階段下の声／あ
の床の冷たさ」waitingroom（2013/東京）など。近年の主なグループ展に「Reflection」$UW�ð�-D]]�0·V（2018/東
京）、「I Say Yesterday, You Hear Tomorrow. Visions from Japan」Gallerie delle Prigioni（2018/イタリア）、「
小さな家が見る『Vampyr（吸血鬼）』」TABULAE（2017/東京）、「Fools rush in where angels fear to tread.（し
らないくせして）"TABULAE（2016/東京）など。

 | 

ミルク倉庫+ココナッツ　mirukusouko + The Coconuts

2015年結成。東京都拠点。
近年の主な個展に「ミルク倉庫＋ココナッツ｜東京計画2019 vol.4｜scratch tonguetable」�JDOOHU\�њＭ (2019/
東京)、「Chewing Machine チューイングマシーン」 S.Y.P Art Space （2017/東京）、「家計簿は火の車」 3331 
GALLERY （2016/東京） など。近年の主なグループ展に「ab-sence/ac-ceptance 不在の観測」岐阜県美術館 
(2021/岐阜)、「タイムライン 時間に触れるためのいくつかの方法」 京都大学総合博物館 (2019/京都)、
「TRANS ARTS TOKYO 2017」東京都千代田区内商店など（2017/東京）、「清流の国ぎふ芸術祭 Art Award 
IN THE CUBE 2017 —— 身体のゆくえ」岐阜県美術館（2017/岐阜）、「TRANS ARTS TOKYO 2016」東京都
千代田区内商店など(2016/東京)、「Self-Reference Reflexology」milkyeast （2016/東京）など。

辻可愛 | ちるちり | 2018 | 撮影：川原卓也

ミルク倉庫＋ココナッツ |「東京計画 2019 vol.4 ミルク倉庫＋ココナッツ　scratch tonguetable」
（企画：藪前知子）JDOOHU\�њ0での展示風景 | 2019 | 撮影：森田兼次



眞島竜男　Tatsuo Majima

1970年東京都生まれ。1993年ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ美術科卒業。1997-2000年、スタジオ食
堂参加 。2000-2004年、BゼミLearning System of Contemporary Art専任講師。
近年の主な個展に「Dance of the Day」TARO NASU（2018/東京）、「無題（Live Die Repeat)」TARO NASU（
2015/東京）、「レオナール・フジタ×眞島竜男」鳥取県立博物館（2015/鳥取）など。近年の主なグループ展に
TPAM2019 「山と群衆（大観とレニ）/四つの検討（TPAM 2019 version)」 blanClass (2019/神奈川)、「Identity 
XIV curated by Mizuki Endo - 水平線効果-」 nca | nichido contemporary art (2018/東京)、「糸島国際芸術
祭 糸島芸農」糸島市 (2016/福岡)、「岡山芸術交流 2016  Development/開発」岡山天神神山文化プラザ 
(2016/岡山)、「PARASOPHIA 京都国際現代芸術祭」 京都市 (2015/京都)など。

眞島竜男 | 今日の踊り | 2018 | TARO NASUでの展示風景 | 撮影：岡野圭
©Tatsuo Majima, Courtesy of TARO NASU



ー
本展覧会に関しまして貴誌・貴社にてご紹介いただけますと幸いです。掲載用写真の貸出、
ご質問などございましたら、下記お問い合せ先までご連絡くださいますようお願い申し上げま
す。

[ 展覧会概要 ]
展覧会名  　外島貴幸キュレーション
　　　　　　　　　　　  「ヌケガラ（OFF）とマトイ（ON）
　　　　　　　　　　　〈正体を隠すこと（ON）とそれを脱ぎ捨てること（OFF）の、
　　　　　　　　　　　   あいだにあるものを教えなさい〉」
アーティスト　　              O,1、2人(外島貴幸+吉田正幸)、木下令子、小宮りさ麻吏奈、
                                                  関真奈美、鄭梨愛、辻可愛、ミルク倉庫+ココナッツ、眞島竜男
会期   　2021年10月16日(土) - 11月14日(日) 11:00-19:00
   　定休日：月・火・祝日
会場                               TALION GALLERY  東京都豊島区目白2-2-1 B1
企画                               外島貴幸、上田剛史 (TALION GALLERY ディレクター)

[ 注意事項 ]
ご来場の際には、以下の点についてご協力をお願いしております。
最新の情報はギャラリーWebサイトtaliongallery.com にてご確認ください。

・展示室内の密集を避けるため、入場制限を行う場合がございます。
・発熱、せき等の症状がある方はご来場をお控えください。
・マスクの着用とカウンター設置の消毒液のご利用をお願いいたします。

[ お問い合せ ]
TALION GALLERY 広報担当
Email: info@taliongallery.com  Tel/Fax: 03-5927-9858
171-0037 東京都豊島区目白2-2-1 B1  URL: www.taliongallery.com


