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反魂香　舟（左）、反魂香　高尾（右）　2017
Han-gon-ko Boat, Han-gon-ko Takao
西方寺 [ 東京 ]　音を含むヴィデオインスタレーション、ダブルチャンネル (5:04min. loop)

CREDIT
- Video
Play writing by Umeda Yutaka and Kinto Minami
Video installation, performance and sound by Kinto Minami
camera and technique adviser　by Yamagata Issei
crew Okamura Yuka and more.

INFO
2017 年 3 月 26 日 ( 日 ) ‒ 3 月 30 日 ( 木 )
キュレーション : 黒瀬陽平 ( 美術家、美術批評家 )、井戸博章 ( 彫刻家 )
参加アーティスト : 井戸博章、梅田裕、金藤みなみ、鈴木薫、永山伸幸、村上直史
公式ウェブサイト：   http://chaosxlounge.com/wp/archives/1983

主催  カオス * ラウンジ
「反魂香 - 再演」にて展示した作品です。

Photo:rhythmshift



みなみと遊女の本当の浄土　2017
performance tour the real pure land for Minami and Yujo
新宿ツアー [ 東京 ]　ヴィデオインスタレーション (37:40min.) を含むパフォーマンス (1:30hour.)
In the late Edo era Naito Shinjuku story told by performance on the theme of a prostitute who herself threw down the  river "Tamagawa" .
Inside the video, the backward walking is reversely replaying, it looks as though it is being dragged by the doll, not as if dragging the bone doll.

CREDIT
- Performance
2017, performance（90:00min）,costume/fablic,bell,wire,novel and illustration embroidery by Kinto Minami, Novel binding by Kazuyuki Yamamoto, Photo by Araigosaro
- Video
Video installation,performance,voice by Kinto Minami, sound and video adviser　by Yamagata Issei, camera by Tomotoshi, crew Ogaya Kaai and more.

INFO
2017 年 3 月 3 日 ( 金 ) ～ 3 月 5 日 ( 日 )
小説販売形式でチケットを入手し、始まるツアー形式のパフォーマンス。全十回。
3日（金）…夜20:00～ ,夜 23:00～　 4日（土）…朝11:00～ ,昼 15:00～ , 夜 20:00～ ,
夜 23:00 ～  5 日（日）…朝 11:00 ～ , 昼 15:00 ～ , 夜 20:00 ～ , 夜 23:00 ～
公式ウェブサイト :   http://www.maturinoatoni.jp/03_sugamo_shin.html
archive website: http://kintominami.com/works/pilgrimage.html
review by Kobayashi Taiyo 『「逆再生」の中に現れる身体』
https://note.mu/yan_a_gawa/n/nf94ff25817e4

主催  まつりのあとに実行委員会
ゲンロン カオス * ラウンジ 新芸術校　上級コースの、成果展示の連動企画展示です。
　

◀物語の≪聖地≫を巡るツアー形式のパフォー
マンス（左）。最後に、自室を模した部屋で、
逆再生の映像作品を見る（右）。
Photo：新井五差路



Photo by Araigosaro



新しい歯　（BOYS LOVE - 花 - パフォーマンスより）　2017
The new teeth, from performance of BOYS LOVE flower  2017
野方の空白 [ 東京 ]　パフォーマンス及び音を含むヴィデオインスタレーション、シングルチャンネル (1:47min. loop)

CREDIT
- Video
Play writing by Kinto Minami
Video installation, performance and sound by Kinto Minami
camera by tomotosi,performance in video by Kobayashi Taiyo
Location adviser by Unno Rintaro

INFO
2017 年 8 月 25 日 ( 金 ) ‒ 3 月 30 日 ( 木 )
主宰 : 相磯桃花
参加アーティスト : 相磯桃花、 三毛あんり、 金藤みなみ、 町田ひろみ、 小宮麻吏奈
公式ウェブサイト： https://blankof5304.tumblr.com/

「BOYS LOVE - 花 -」にて展示した作品です。



Performance, the new teeth
2017, performance by Kinto Minami
Photo by Motoha Iijima



Mask 14　2016
Mask 14
音声含むダブルチャンネルヴィデオインスタレーション（2:00min., 13:00min. ）、
ファブリック（布に糸等　420×530 × 35mm）

マスクシリーズは、2009 年から続けています。
モデルから「自分の顔の好きなところと嫌いなところ」を聞き、好きな色や素材を聞きながら 「醜い自分をデコる様に」マスクを作成します。
Mask14 の Carol は、映画が好きで美しいと感じていることや、娘と自分の口元が似ていること、フランスからアメリカに移住してきて、歯の矯正が美しさにかかわって
くることなどを話してくれました。 

CREDIT
- Video
play writing, video installation and sound by Kinto Minami
model by Carol and Kinto Minami

INFO
2016 年 1 月 15 日～ 2 月 3 日
女子美術大学ガレリアニケ [ 東京 ]
女子美術大学ガレリアニケ学芸員セレクション　にて展示した作品です。
学芸員　西鍛治 麻岐
website: http://joshibinike.tumblr.com/
archive: http://kintominami.com/1909/



detail of Mask 014, Double channel video installation including sound(2:00min., 13:00min. ), fabric/strings on cloth 21×24×3.4(cm)

play writing, video installation and sound by Kinto Minami
model by Carol and Kinto Minami
photo by Shinsuke Kikutake



Mask 19　2016
Mask 19
音声含むダブルチャンネルヴィデオインスタレーション（2:00min., 8:40min. ）、
ファブリック（布と糸　410×180×80mm）

マスクシリーズは、2009 年から続けています。
モデルから「自分の顔の好きなところと嫌いなところ」を聞き、好きな色や素材を聞きながら 「醜い自分をデコる様に」マスクを作成します。

CREDIT
- Video
play writing, video installation and sound by Kinto Minami
model by Stephanie and Kinto Minami

INFO
2016 年 1 月 15 日～ 2 月 3 日
女子美術大学ガレリアニケ [ 東京 ]
女子美術大学ガレリアニケ学芸員セレクション　にて展示した作品です。
学芸員　西鍛治 麻岐
website: http://joshibinike.tumblr.com/
archive: http://kintominami.com/1909/



Mask 30　2016
Mask 30
音声含むダブルチャンネルヴィデオインスタレーション（0:50min., 10:00min. ）、
ファブリック（アクリル糸に針金、羽等　32×24×24mm）、パネルにオイルバー (515×728 mm)

マスクシリーズは、2009 年から続けています。
モデルから「自分の顔の好きなところと嫌いなところ」を聞き、好きな色や素材を聞きながら 「醜い自分をデコる様に」マスクを作成します。
Mask 30 listens to Mr. Sasaki, who is the minimalist who has the minimum amount of things.He threw the camera and Regrets. 
It is a work withMr. Sasaki wears.

CREDIT
- Video
play writing, video installation and sound
 by Kinto Minami
model by Sasaki Fumio and Kinto Minami

website: http://joshibinike.tumblr.com/
archive: http://kintominami.com/1909/



イスラエルから来たコロッケのピタパンが変身したイギリスの象徴としてのウサギの故郷としての月が破壊されてでき
た成分が月である地球の輪を眺めることができる地球　2016
The ring with the Earth which made by the moon/ The moon was broken/ The rabbit lived in the moon/ The rabbit which 
transformed into the coroquette from Israel

INFO
2016 年 10 月 6 日～ 10 月 10 日
ナオナカムラ [ 東京 ]
イスラエルから来たコロッケ　にて展示した作品です。
ディレクター　中村奈央
アーティスト　金藤みなみ、Gili Lavy
website: http://naonakamura.blogspot.jp/2016/09/gililavy.html
archive: http://kintominami.com/2320/



《title》Project Achela,To discontinued line  《year》2012
《material》C-print
《size》117.5×83.1(cm)



novel cover and the back cover
2017, novel and illustration embroidery, strings on the cloth,297×210 ( mm )  by Kinto Minami
Novel binding by Kazuyuki Yamamoto



かつてあったこと　2013
Things that happened in the past
インスタレーション

「かつてあったこと」は弱々しく、後続者によって消されます。
これは、1970 年代に鉱山鉄道で栄えたシャッター街に佇む今は廃業した貸本屋『夢屋』を使った変化し続ける作品です。
私は棚が店の奥の寝室にまで増殖している事を個人の趣味を色濃く感じて面白いと感じ、このような状況にフィクションを交えた作品を作りたいと思いました。まず、
鷹巣市の住民の個人的な話が書かれたテキスト（図 2・図 3）がランダムに配られます。文末には配置を動かす指示があります。後続者は、指示と配置を見て他者の過去
の行動を感じます。指示書と言う未来を示すものが、過去に行われた状態で示される事で、時間を混在させます。時間を組み替える事は関係性を組み替える事だからです。

INFO
2013 年 10 月 4 日 ～ 10 月 27 日
旧夢屋 [ 北秋田市 ]
website: http://zero-date.org/2013/?p=360
ゼロダテ美術展 2013　にて展示した作品です。



逆流する　2013
Reflex 
あをば荘　ヴィデオインスタレーション（5:00min）

日頃見慣れた身体がもつれるような感覚について。
この作品はパフォーマーが川の上流へと歩いていると見せかけた逆再生のヴィデオ（図 2）と指示による鑑賞者の体験で構成されます。鑑賞者は最初に「あなたはボウル
に水を汲む」「あなたは赤い道の上を後ろ向きに歩く」という指示を受けます。ヴィデオの中で、パフォーマーが歩く様子に被せて「あなたは歩いている」というようなテロッ
プが入ります（図 3-5）。

「あなた」という主語は身体の所有権を混乱させます。

CREDIT
- Video
Play writing, Video installation, performance and sound by Kinto Minami
camera by Okamura Emiko

INFO
2013 年 9 月 21 日 ( 土 ) ～ 11 月 10 日 ( 日 )
あをば荘 [ 東京 ]
website: http://awobasoh.com/archives/538
個展　THE DOUBLE KISS すみだがわ　キスするふたつ　にて展示した作品です。
ディレクター　岡村恵未子



六本木ヒルズを守る一族　2016
Clan to protect the Roppongi Hills
パフォーマンス、布に糸、紙にアクリル絵の具

INFO
2016 年 12 月 17 日 ( 土 )～ 12 月 18 日 ( 日 )
blanClass[ 神奈川 ]
Live Art 月イチシリーズ［岸井戯曲を上演する。#4］　にて行ったパフォーマンス作品です。

戯曲　岸井大輔　

website: http://blanclass.com/japanese/archives/20161217/
archive: http://kintominami.com/exhibition/2445/


