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徳島国際映画祭
あわぎんホール

入場無料

見飽きてしまった海、何の変哲も無い山、
抜け出したかった街、すべては映画の舞台になる。

「vs東京」実践委員会

https://tiff.theater

JR徳島駅

バスターミナル

ポッポ街

新町橋

あわぎんホール
国道192号線

春日橋仁心橋

あわぎんホール 徳島市藍場町2-14（徳島駅より徒歩8分）会場

そごう

アグネスホテル徳島
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札幌国際短編映画祭について

ショートフィルムの可能性

徳島国際映画祭は札幌国際短編映画祭の協力のもと、国内外からバリエーション豊かな作品が揃っています。
札幌国際短編映画祭は昨年13回目を迎えた、世界から注目される映画祭です。

短いショートフィルム（短編）の中に、笑い、涙、喜び、
怒り、愛、人生など、様々なドラマが凝縮されている、そ
れがショートフィルムの素晴らしさです。
その魅力は長編作品に見劣りしない脚本・撮影・編集に
もあります。良質の作品を見てもらうことで、「長編映
画の短縮盤」ではなく、「ショートフィルム」というジャ
ンルがはっきりと存在することを伝え、その価値を共有
したい。SAPPOROショートフェストはこうした想いか
らスタートしました。
また、短編から長編に挑戦する監督達も多いことから、
新しい才能に出会える場としての映画祭の役割が、ま
すます重要になってきています。
子供たちの映像教育にもショートフィルムを活用し、小
学生を対象とした映像制作ワークショップや、小学生以
下無料のチルドレンプログラムや高校生以下を無料に
するなど、底辺の拡大にも努めています。

作り手と観客の距離が近い
自信作を携えて札幌にやってくる作り手たちに、敬意
と拍手で応える観客の存在。上映後の会場あちこち
で作り手と観客が気軽に会話を交わす光景は、映画
祭がショートフィルムを通じた国際文化の理解、人や
国との交流機会になっていることを実感できる瞬間
です。映画祭が文化を育み、街を元気にし、人を育てる
SAPPOROショートフェストの大きな目標がここに
あります。 

ユニークなエントリーシステム
札幌国際短編映画祭ではこれまでに2つの部門を展開
してきました。特にユニークなのが「フィルムメーカー
部門」という、1人の監督にフォーカスした、複数の作
品を紹介するエントリー方式です。1作品のみならず、
監督にフォーカスし複数の作品を紹介することで、
ショートフィルムの世界を「音楽のモデル」に近づけよ
うとする試みです。作品部門はシングルカットのような
もので、フィルムメーカー部門はアルバムのようなイ
メージです。

物語を紡ぐ上で重要な役割を担う舞台。パリ、ロンドン、ニューヨーク、東京。様々な街で、その個
性をふんだんに活かした映画が撮られてきた。「ローマの休日」はローマだからこそ撮れた映画であ
るし、「ロスト・イン・トランスレーション」は東京でしか描くことはできなかった物語ではない
か。そして、多くの役者たちは、日々舞台の上で芸を磨いている。空間的に、技術的に限定される舞
台の上で、限りない想像力を駆使して舞台をあらゆるものに見立てて、その中で芝居をする。照明や
舞台美術によって、その舞台は学校の教室にも見えたり、ニューヨークのスラム街にも見える。私た
ちが暮らすこの徳島もまた、映画の、役者たちの舞台になる。この映画祭に向けて徳島の各地で映画
が作られ、公開される。私たちの普段見ている日常の景色が、美しく、面白く、またはいやらしく映
画になって切り取られる。徳島という街は、元来「舞台」にふさわしい街だ。農村舞台、ジャズスト
リート、なにより阿波おどりというものは、徳島という舞台の上で、踊り手も観客もひとつになる一
大エンターテイメントではないか。映画祭が終わった後、あなたは気付くだろう。私たちは映画を撮
影するための舞台に立っているのだと。

この街は、映画の舞台
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ご挨拶 ゲスト紹介

「vs東京」実践委員会
会長

昨年から長編作品が加わってスケールアップし、

ますます好評を博す徳島国際映画祭、4年目とな

る今回のテーマは「舞台」。文化・伝統が息づき、

多彩なエンターテイメントが根付く、ここ徳島を

舞台とした数々の短編・長編映画を上映いたしま

す。「舞台」としての徳島の魅力、そして「舞台で

表現する楽しさ」を、改めて実感いただける本映

画祭を通じて、より深化した「創造・気づきの場」

徳島の可能性を是非、ご体感ください。

札幌国際短編映画祭
名誉委員長
山岸 正美

毎年春の訪れとともにやってくる、徳島国際映画

祭も今年で4回目。年々内容が充実してきている

ので、徳島に伺えるのを楽しみにしております。

昨年は徳島に大型台風の被害があり、北海道も

胆振東部地震で被害を受けました。被害に遭われ

た方々に笑顔と希望を取り戻していただくために

も、札幌国際短編映画祭2018から話題になった

作品をセレクトいたしました。ぜひ楽しんでいた

だければ幸いです。そして、映画祭を通じて相互

の交流が深まることを喜ばしく思っております。

福岡 利武 （映画監督）
徳島県阿南市出身。ＮＨＫドラマ部で演出やプ
ロデューサーを務めている。演出では大河ドラ
マ「龍馬伝」連続テレビ小説「カーネーション」
「ごちそうさん」「ひよっこ」など。プロデュー
サーとしては連続テレビ小説「あさが来た」や２
０１９年４月から放送予定の「なつぞら」がある。

向井 康介 （脚本家）
徳島県出身。大学在学中に山下敦弘と知り
合い、「どんてん生活」「ばかのハコ船」「リン
ダリンダリンダ」など、山下監督作において
数多くの脚本を共同で執筆。主な作品:「青
い車」「神童」「色即ぜねれいしょん」「陽だま
りの彼女」…ほか多数。

三好 昭央（脚本家）
徳島県板野郡出身。俳優として映画やドラマ
など映像を中心に活動後、脚本家に転向。
2013年アニメ「みにヴァン」で脚本家デ
ビュー。主な作品：「いとしのムーコ」「ウルトラ
マン X」「仰げば尊し」「ファイブ」…他多数。

菱川 勢一 （映像作家 / 写真家 / 演出家）
1969年生。渡米を経て1997年DRAWING 
AND MANUALの設立に参加。映画、写真、
TVCM、TVドラマを手がけている。主な仕事に
NHK「功名が辻」「八重の桜」「坂の上の雲」
「JAPANGLE」、NTTdocomo「森の木琴」、
AKB48「NO WAY MAN」。

明石 知幸 （映画監督）
徳島県出身。早大学卒業後の1982年にっ
かつ撮影所に助監督として入社。91年「バ
カヤロー４・YOU！ おまえのことだよ」にて
監督デビュー。94年「免許がない！」が大ヒッ
ト。プロデュース作品に「終わった人」（中田
秀夫監督）

蔦 哲一朗 （映画監督）
三好市池田町出身。「祖谷物語～おくのひと～」
で、2013東京国際映画祭「アジアの未来」ス
ペシャル・メンション、2014トロムソー国際
映画祭オーロラ賞（最高賞）、2016「林こず
えの業（わざ）」「蔦監督 高校野球を変えた男
の真実」公開。

長岡 マイル （映画監督）
映像作家・長岡活動寫眞代表。2010年に東京
から徳島県へ移住後、長岡活動寫眞を立ち上げ
て独立。山の中腹にある古民家で家族6人で住
みながら、ドキュメンタリーや広告映像を制作し
ている。『神山アローン』で2017札幌国際短
編映画祭にて最優秀ドキュメンタリー賞受賞。

長澤 雅彦 （映画監督）
『Love Letter』（岩井俊二監督）などのプロ
デューサーを務め、『ココニイルコト』（’01）で
映画監督デビュー。長編・短編・CMと多方面
で活躍するかたわら、山口県の徳山大学で教
授を務め、地域発信の映像作りにも力を注い
でいる。

（No Maps実行委員会 副委員長） 片岡 翔 （映画監督/脚本家）
監督として短編作品『くらげくん』がぴあフィルムフェ
スティバルで準グランプリを受賞したほか、７つグラン
プリを含む14冠を獲得。脚本家として、『町田くんの世
界』、ドラマ『I"s』、ドラマ『トーキョーエイリアンブラ
ザーズ』、『夏美のホタル』、『鬼灯さん家のアネキ』、『き
いろいゾウ』、『Miss Boys!』（前編/後編）、など。
2017年、小説『さよなら、ムッシュ』を発表。

小原 穣 （映画監督）
1981年神奈川県生まれ。慶応義塾大学卒後、株
式会社スプーンを経て DRAWING AND 
MANUALに参加。ジャンルを固定しない縦横無
尽の演出により数多くの映像作品を生み出してい
る。2016年初の映画監督作品として「桜谷小学
校、最後の 174日」を発表。2017年には２作目
の映画「ふたごとうだつ」を監督した。

山谷 博 （ＴＶプロデューサー）
札幌テレビ放送制作スポーツ局制作部次
長、バラエティ番組「熱烈！ホットサンド！」プロ
デューサー。制作部で多くの番組プロデュー
スを手掛ける。主に、バラエティ、音楽、旅番
組など。映画作品としては『花嫁の手紙』『聞
き込み』を初めてプロデュースした。

久保 俊哉 （メディアプロデューサー）
2006年から始まった札幌国際短編映画祭
をプロデュース。セミナー/ワークショップな
ども多数企画運営。クリエイターの人材育成
やコンテンツプロデュースを手がけるマー
ヴェリック・クリエイティブ・ワークス代表。
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第1会場（大ホール）
プログラム日程 プログラム日程

第2会場（大会議室）

3/8金
9:00

12:00

15:00

18:00

9:00

12:00

15:00

18:00

9:00

12:00

15:00

18:00

9:00

12:00

15:00

18:00

3/9土 3/10日 3/8金 3/9土 3/10日

オープニング
寿二人三番叟

宮原良仕子ライブ
Utaライブ

オープニング上映
「クジラの骨」

15:00

14:00

17:30

舞台挨拶

開 場

開 場
9:00

9:30

11:25

札幌国際短編映画祭
ナショナル＋北海道
プログラム

舞台挨拶
作品解説

11:15

13:25

札幌国際短編映画祭
インターナショナル
プログラム

13:30

14:30

スペシャルトーク

作品解説

15:00

17:05

特別招待作品

開 場

開 場

9:00

開 場 開 場
9:30 9:30

12:35

9:30

11:10

札幌国際短編映画祭
ファミリー&チルドレン

プログラム

作品解説

11:30

13:40

13:45

14:15

14:15

15:40

舞台挨拶

舞台挨拶

舞台挨拶

17:20

18:50

整理券必要※1

徳島セレクション1

特別招待作品

ミュージックビデオ
TIFFセレクション

「AWA TURN（仮）」
「ZIDORI」

「あの空の向こうに」
「あの空の向こうに～夏雲～」

「くだまつの三姉妹」

10:00

11:00

12:45

13:45

城東高校演劇部公演
「ソサエティー4.1」

演劇公演
贅沢貧乏

「みんなよるがこわい」
会場：5階 小ホール

11:15

11:45

14:00

15:15

高校演劇トーク

「テーマ:舞台」

15:30

16:30

徳島スペシャルトーク
「徳島映画制作の世界へ act.3」

札幌スペシャルトーク

特別上映
富澤たけし監督「聞き込み」

「未来の舞台人へ」

「波乗りオフィスへようこそ」

クロージング上映
「ドラムロール」

16:45

18:30

徳島セレクション2
「桜谷小学校、最後の174日」
「林こずえの業（わざ）」

「COCO TATTA～三味線娘の東京珍道中～」

14:25

15:35

15:50

16:20

徳島セレクション
バリアフリー上映

オープニング再上映

「ふたごとうだつ」

「クジラの骨」

10:00

11:00

徳島セレクション3
徳島県内PR動画

15:45

17:30

17:45

19:45

徳島セレクション
特別編

「あわうた（完全版）」

札幌国際短編映画祭
インターナショナル
プログラム

作品解説

舞台挨拶

11:15

12:45

地域動画
スペシャルセミナー

コマーシャルフォトプレゼンツ

13:00

14:10

台湾未来映画祭
舞台挨拶

舞台挨拶

舞台挨拶

※1： 3月8日（金）からの映画祭開催期間中に、会場受付にて配布します。なお、各日の配布枚数には限りがございます。　 ※全ての映画において、満席の際には入場できない場合がございます。また上映時間などは事情により変更する場合があります。ご了承ください。

5階 小ホール
にて開催

物語（story）のメディア展開の可能性
～テレビ／コント／映画／舞台～

小学生以下の方は大人の方と一緒に鑑賞することをおすすめします。

　　「司祭」 「ミスファイヤ」
「肝臓の大学」    「首席」
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オープニング
3/8（金） あわぎんホール 第1会場 15:00～ 3/10（日） あわぎんホール 第1会場 17:20～

クロージング

寿二人三番叟

オープニングライブ

オープニング上映

映画と舞台をテーマにした弾き語りライブ

宮原 良仕子（歌手）
熊本県出身・東京在住。大正昭和の歌謡曲を自らの色に染めギター弾き語りで唄い継ぐ。自称『へなちょこ弾語り』YouTube
チャンネルの登録数は9500人と全国的にへなちょこマニアが増えている。主にカバー曲を発表しており、多いものは視聴回
数が19万回を超える。2017年11月オリジナルアルバム「へなちょこジプシー」をリリース。

丹生谷清流座（人形座）
平成１９年度に開催された国民文化祭を契機として、平成２１年６月、那賀町内の青年
団が中心となり、地元農村舞台の活用による地域活性化や、伝統文化の継承を目的に
人形浄瑠璃座を結成。現在、座員は１4名。人形浄瑠璃遣い「勘緑」氏の指導のもと、各
種公演に参加。

福岡 利武（映画監督）
徳島県阿南市出身。ＮＨＫドラマ部で演出やプロデューサーを務
めている。演出では大河ドラマ「龍馬伝」連続テレビ小説「カー
ネーション」「ごちそうさん」「ひよっこ」など。プロデューサーと
しては連続テレビ小説「あさが来た」や２０１９年４月から放送予
定の「なつぞら」がある。

クジラの骨｜Whale Bone

福岡 利武｜Toshitake Fukuoka｜0:30:00｜ドラマ｜2019｜日本

徳島のごっつい南の小さな漁村に暮らす夫婦の物語。ふたり暮らしの夫婦は、ゆったりと
流れる時間の中で自由に暮らしている。海があり。魚を食べる。猫がいる。金はない・・・。そ
んなとき夫婦は、お遍路をしているという青年に海で出会うのだった。

Uta（歌手）
東京都出身。３才からクラシックピアノを始め、シュタイナーやコダーイといった豊かな芸術教育を受けながら幼少期を過ご
す。イギリスに音楽留学を勧められるも断り、日本体育大学に進学しスポーツ一筋の学生生活を送る。26歳で大分県に移り住
み、ふと思い立ちピアノ弾き語りで音楽活動をスタート。一昨年、初のオリジナルCD「さよならおっぱい」を全国リリース。現在
は子育てをしながら、保育園から中学校、そして高齢者大学まで、歌や絵本を届ける活動を行っている。昨年、世界的なJazz
ピアニスト小曽根真さんのコンサートにゲストシンガーとして招かれ、福岡シンフォニーホールにて歌声を披露するなど、活躍
は多岐に渡る。

舞台挨拶

井之脇 海 杉山 ひこひこ ともさと 衣

クロージング上映

小原 穣（映画監督）
1981年神奈川県生まれ。慶応義塾大学卒後、株式会社スプー
ンを経て DRAWING AND MANUALに参加。ジャンルを固定
しない縦横無尽の演出により数多くの映像作品を生み出してい
る。2016年初の映画監督作品として「桜谷小学校、最後の 
174日」を発表。2017年には２作目の映画「ふたごとうだつ」を
監督した。

ドラムロール｜DRUM'N'ROLL

小原 穣｜Yutaka Obara｜1:00:00｜ドラマ｜2019｜日本

人里離れた山奥に古民家ゲストハウスがオープン。どっからどうみてもただの家、こんな
ところに誰が来るのか、孫娘の心配とは裏腹に続々と集まる珍客たち。嵐の夜に山の灯り
が消えた後、人々は闇の中で本当の素顔をさらし始める。

舞台挨拶

稲川 実代子 工藤綾乃
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徳島セレクション 1

蔦 哲一朗（映画監督）
三好市池田町出身。「祖谷物語～おくのひと～」で、2013東京国際映画祭「アジアの未来」
スペシャル・メンション、2014トロムソ－国際映画祭オーロラ賞（最高賞）、2016「林こず
えの業（わざ）」「蔦監督　高校野球を変えた男の真実」公開。

AWA TURN（仮）｜ AWA TURN（draft）
蔦 哲一朗｜Tetsuichiro Tsuta｜0:35:00｜ドラマ｜2019｜日本

息子を連れて徳島に一時的に帰郷した佐和子は、地元で藍染めをする幼なじみのレキと再会す
る。徳島の自然と伝統に触れながら、佐和子は小学生の時に描いた2.8キロの壁画を町興しの
ために復活させることを決意するのだった。

舞台挨拶

小野 篤史（映画監督）
1982年北海道室蘭市生まれ。大学卒業後CM制作会社に入社。退社後、2本の短編映画と
ドキュメンタリー映画を監督。今作「ZIDORI」がオリジナル脚本3本目。

ZIDORI｜ ZIDORI

小野 篤史｜Atsushi Ono｜0:30:00｜ドラマ｜2019｜日本

川井くん、22歳大学生。無事就職も決まり春を待つ。時間がたっぷりある彼は自転車での日本
一周を計画するも、そこまでの気力はなく四国一周に変更する。旅の様子を撮影しアップする、
にわかYouTuber気取り。そんな川井が徳島県に入って来た。

舞台挨拶

あの空の向こうに
ANOSORANOMUKOUNI
川野 浩司｜Koji Kawano｜0:18:00｜ドラマ｜2017｜日本

鳴門市に暮らす亜海（あみ）と、高校時代に自転車部のチームメイトだった湊太（そうた）、洋斗
（ひろと）との思い出の中の淡い恋の物語。社会人となり、自分の将来に心を揺らす亜海の背中
を押したのは、亜海をめぐって恋のデッドヒートを繰り広げる二人の熱い心だった・・・。

舞台挨拶

川野 浩司（映画監督）
１９７２年、福岡県福岡市生まれ。２００１年テレビ朝日・セガによるドリームキャスト用実写
ゲームソフト「ｅｓ」（三上博史、釈由美子 主演）で監督デビュー。その後、PV・TVドラマ・
ファッションショーなど幅広いジャンルにわたり作品を手がける。

山下 リオ（俳優）
２００７年「三井のリハウス」１２代目リハウスガールに抜擢され、注目を集める。０８年「魔法
使いに大切なこと」で初主演。主な出演作は「武士道シックスティーン」（１０）、「ほしのふる
まち」（１１）、「はじまりのみち」（１３）、「シャニダールの花」（１３）、「セブンデイズリポート」
（１４）、など。２０１９年は「映画 少年たち」（3月29日公開）、「君がまた走り出すとき」、テレ
ビ東京「フルーツ宅配便」出演他。

あの空の向こうに～夏雲～
ANOSORANOMUKOUNI  ～NATSUGUMO～
川野 浩司｜Koji Kawano｜0:20:00｜ドラマ｜2018｜日本

夢を再発見した亜海。洋斗と湊太の淡い想い出に背中を押されライドイベントを企画。訪れた
高校生の岳と父親。ひそかに亜海を想う洋斗と夢を追う亜海。ペダルを踏み自分と向き合い想
いは重なっていく。

舞台挨拶

3/9（土） あわぎん ホール 第1会場 11:30～上映
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徳島の魅力がいっぱい詰まったPR動画を大特集。

徳島セレクション 2

舞台挨拶桜谷小学校、最後の174日
Sakuradani Elementary School, Last 174 Days
小原 穣｜Yutaka Obara｜0:40:01｜ドキュメンタリー｜2016｜日本

2016年3月31日をもって廃校となった、徳島・那賀町の桜谷小学校を舞台に、残された日々
を駆け抜ける最後の児童11人と教員たちの姿を映し出すドキュメンタリー作品。

林こずえの業（わざ）｜Forestry

蔦 哲一朗｜Tetsuichiro Tsuta｜0:29:57｜ドラマ｜2016｜日本

地元で、真剣に林業に取り組む若い女性「林こずえ」の日常生活をドキュメンタリータッチで
追いながら、彼女の心の葛藤、三好地域の自然美をリアルに描き、見る者の心に響くショート
ムービー。

COCO TATTA ～三味線娘の東京珍道中～
COCO TATTA
藤代 雄一朗｜Yuichiro Fujishiro｜0:36:22｜ドキュメンタリー｜2018｜日本

徳島に生まれ育った5人の女の子。地元の三味線教室で繋がった彼女たちが繰り広げる東京珍
道中の先には何があったのか？

酒蔵の三姉妹
蔦 哲一朗｜0:06:00｜2018

徳島県三好市にある酒蔵『三芳菊』の三
姉妹が、新酒を仕込んで“四国酒まつり”
で販売するまでを追ったドキュメンタリー
PR動画。

夏がくれた君との奇跡
AWA’S LIFE OUR LIFE
加登屋 寛、早瀬 志都加、松永 好史｜
0:02:41｜2018

徳島県阿波市の高校に通う女子高生、風花
（ふうか）がサッカー部のエース、大地（だ
いち）に淡い恋心を抱く青春ストーリー。

奇跡の恵み 阿波市 
加登屋 寛、早瀬 志都加、松永 好史｜
0:03:35｜2018

自然が生み出す奇跡の恵みと美しい光景、
そして何気ない日常の中にあるのどかな
風景。このおだやかに流れる時間の中で暮
らすあなたを想像してみてください。

移ろいに香る
くらしのまち いしい
山本 耕司｜0:12:55｜2018

石井町の素晴らしい自然・伝統・物産などを
映像にすることで広く町内外に発信するＰ
Ｒ動画。（秋・冬Ver.）

DANCE IN ANAN 
～燕～
松尾 佳典｜0:03:12｜2018

「私」に送られた手紙を読んで、故郷の景
色に思いをはせる。それぞれに「あの頃」
と「今」を重ね合わせながら観ていただけ
ればと思います。

ここはあなたの町
佐藤 全俊｜0:07:11｜2016

つるぎ町のいたってふつうの景色を１年間
撮影した記録映像に、この地域の自然や文
化を活かし生活する移住してきた２人のイ
ンタビュー。つるぎ町からあなたへの手紙。

Turn Up 徳島
徳島から生まれるITの未来へ
中川 貴史、中西 昌子｜0:02:23｜2017

徳島県へのIT移住転職を支援するプロジェ
クト「Turn Up 徳島」によるムービー。
徳島で活躍するITリーダーの声や、移住
後の生活を感じられるシーンより、新たな
徳島を目指す姿を描いています。

「四国の右下」４Ｋ動画
野村 朋子｜0:06:01｜2018

「四国の右下」に実際に移住された移住
者や地元住民等が「四国の右下」での暮
らしや働き方について臨場感を持って伝
えます。

OTSUKA
MUSEUM OF ART
岡田 玲央｜0:02:45｜2018

鳴門市にある世界初の陶板名画美術館
「大塚国際美術館」の紹介プロモーション
ビデオ。色彩豊かな展示作品と陶板の繊
細な質感を紹介。

TOKUSHIMA
H2 CHALLENGE
岡田 玲央｜0:03:15｜2018

究極のクリーンエネルギー「水素」の活用
が地球温暖化対策の切り札として注目さ
れる中、水素社会の実現に向けた徳島県
の取組みを紹介します。

3/9（土） あわぎんホール 第2会場 16:45～上映 3/10（日） あわぎんホール 第2会場 10:00～上映

徳島セレクション 3

徳島県内PR動画
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長岡 マイル（映画監督）
映像作家・長岡活動寫眞代表。2010年に東京から徳島県へ移住後、長岡活動寫眞を立ち
上げて独立。山の中腹にある古民家で家族6人で住みながら、ドキュメンタリーや広告映像
を制作している。『神山アローン』で2017札幌国際短編映画祭にて最優秀ドキュメンタ
リー賞受賞。

あわうた（完全版）｜AWAUTA

長岡 マイル｜Mile Nagaoka｜1:30:00｜ドラマ｜2019｜日本

東京で芸妓をしていた弓子は、流浪の果てに河原で倒れているところをバーテンの幸治に拾
われた。二人はお互いの傷を癒すように生活をともにし始めたが、弓子には抑えられぬ衝動が
あるのであった。

舞台挨拶

ふたごとうだつ ー 東京の姉 ー
Shooting and Flaming -going to Tokyo-
小原 穣｜Yutaka Obara｜0:32:24｜ドラマ｜2017｜日本

徳島で生まれ、東京へ巣立った双子の姉・陽奈。女優を夢見てやってきた東京の街で待ち受け
るのは思いもよらぬ数々の試練 。「うだつの街を守りたい」と、同じ思いを共有する、妹・紗弥と
協力し、女優の夢を、故郷・うだつを守ることができるのでしょうか。

ふたごとうだつ ー 徳島の妹 ー
Shooting and Flaming -staying in Tokushima-
小原 穣｜Yutaka Obara｜0:31:24｜ドラマ｜2017｜日本

徳島で生まれ、地元に残った双子の妹・紗弥。過疎化が進む故郷を守るため、猟師という職業を
選択するも、待ち受けるのは数々の試練。東京で壁にぶつかる姉・陽奈と、家族の思い出が詰
まった「猪鍋」をもう一度食べるために、猪を追って山に入る。

明石 知幸（映画監督）
徳島県出身。早大学卒業後の1982年にっかつ撮影所に助監督として入社。91年「バカヤ
ロー４・YOU！ おまえのことだよ」にて監督デビュー。94年「免許がない！」が大ヒット。プロ
デュース作品に「終わった人」（中田秀夫監督）

波乗りオフィスへようこそ
NAMINORIOFISUE YOUKOSO
明石 知幸｜Tomoyuki Akaishi｜1:48:00｜ドラマ｜2019｜日本

東京のIT企業経営者徳永は、エンジニア採用に困窮して、故郷・徳島県美波町に人材を求め
る。旧友や地元の起業家岩佐に助けられ、何とか採用にこぎつけ、町の活性化にも奔走する
ことに・・・美しい海とそこに暮らす人々に魅了された一人の男と仲間の心温まる物語。

関口 知宏（俳優）
1972年生まれ。大学卒業後の1996年、映画「あぶない刑事リターンズ」でスクリーンデ
ビュー。NHKの「鉄道の旅」シリーズで、日本列島のみならず、世界を旅し、その経験を絵
日記や著書を出版。講演活動も続けている。

3/10（日） あわぎんホール 第1会場 15:00～上映

特別招待作品

3/9（土） あわぎんホール 第1会場 14:15～上映

3/9（土） あわぎんホール 第1会場 15:45～上映

3/10（日） あわぎんホール 第2会場 14:25～上映

徳島セレクション
特別編

徳島セレクション
バリアフリー上映

舞台挨拶

舞台挨拶

長澤 雅彦（映画監督）
1965年生まれ。『Love Letter』(岩井俊二監督)でプロデューサーをつとめ、『ココニイルコト』で
監督デビュー。主な作品に『13階段』『夜のピクニック』『ドラマ24 なぞの転校生』など。

くだまつの三姉妹｜Three sisters in Kudamatsu

長澤 雅彦｜Masahiko Nagasawa｜0:50:00｜ドラマ｜2019｜日本

山口県下松市市制施行80周年記念作品であり、『恋』『10ミニッツ』に続く「くだまつの魅
力発信映画」の第三弾。日本三大奇祭のひとつ「きつねの嫁入り」を背景に、下松市に暮ら
す三姉妹とその家族の姿を、過去から現在そして未来へとつなぐ感動的な物語。舞台は老舗
の日本茶販売店。その主・松下亮造が病に倒れ、それを機に久しぶりに揃う三姉妹だったが、
松下家には一年前に父・亮造と衝突して家を出た長男がいた…。

整理券必要 3月8日（金）からの映画祭開催期間中に、会場受付にて配布します。なお、各日の配布枚数には限りがございます。

小学生以下の方は大人の方と一緒に鑑賞することをおすすめします。

音声ガイド、字幕により、目の不自由な方、耳の不自由な方にもお楽しみいただけます。
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山田 裕一郎 （ドキュメンタリー映画監督）
アメリカの大学院で映像を学び2011年、北海道にヤマダアートフィルム映像制作会社を
設立。最新作は車椅子ソフトボール日本代表チームのドキュメンタリーを完成させた。

奥山 大史 （映画監督／撮影監督）
短編作品が国内外の映画祭で多数入選。また長編映画「僕はイエス様が嫌い」は、第66回
サン・セバスチャン国際映画祭の新人監督部門に出品している。

片岡 翔 （映画監督／脚本家）
監督として短編作品『くらげくん』がぴあフィルムフェスティバルで準グランプリを受賞した
ほか、７つグランプリを含む14冠を獲得。脚本家として、『町田くんの世界』、ドラマ『I"s』、ド
ラマ『トーキョーエイリアンブラザーズ』、『夏美のホタル』、『鬼灯さん家のアネキ』、『きいろ
いゾウ』、『Miss Boys!』（前編/後編）、など。2017年、小説『さよなら、ムッシュ』を発表。

山谷 博 （TVプロデューサー）
札幌テレビ放送制作スポーツ局制作部次長、バラエティ番組「熱烈！ホットサンド！」プロ
デューサー。制作部で多くの番組プロデュースを手掛ける。主に、バラエティ、音楽、旅番組
など。映画作品としては『花嫁の手紙』『聞き込み』を初めてプロデュースした。

正装戦士スーツレンジャー
FORMAL WARRIOR SUIT RANGER
上田 慎一郎｜Shinichiro Ueda｜0:10:07｜コメディー｜2018｜日本

街で悪さを働く悪の怪人の前に私服を着た５人の男女が現れる。彼らの名は”正装戦士スーツ
レンジャー”。５人はスーツ姿に正装し、各々の職業を活かした技を駆使して怪人に立ち向かう。

ナショナル ＋ 北海道

夢 ｜DREAM

野上 鉄晃｜Tekkou Nogami｜0:08:14｜ドラマ｜2017｜日本

あの世へ行く前に、1日だけ過去のあの日に戻れるとしたら。あなたはいつを選ぶだろう。男は
死ぬまで愛し続けた人へ想いを告げるため、ある夏の（夢）をみる。

CHOREOGRAPHER ｜CHOREOGRAPHER 

山田 裕一郎｜Yuichiro Yamada｜0:17:51｜ドキュメンタリー｜2018｜日本

このドキュメンタリーは、現代におけるコンテンポラリーダンスの可能性を探る平原慎太郎の創
作過程を記録したものである。 

舞台挨拶

バイバイ、ホーホ ｜GOODBYE, HOHO

片岡 翔｜Shoh Kataoka｜0:18:06｜ドラマ｜2017｜日本

ホウキで飛びたいけど飛べない。家を出たいけど宅急便はやりたくない。て言うか部屋から出
たくない。魔女になりたいアーコが使えるたった一つの魔法は…フクロウのぬいぐるみ“ホー
ホ”と話せることだった。主演：HKT48 村川緋杏

舞台挨拶

TOKYO 2001/10/21 22:32~22:41
TOKYO 21ST OCTOBER
奥山 大史｜Hiroshi Okuyama｜0:11:45｜ドラマ｜2018｜日本

東京の回転寿司屋で寿司を食べている、咲子と和樹。その二人の会話を、写真で構成した切り
絵アニメによって淡々と描いていく。 / 学生作品

舞台挨拶

舞台挨拶花嫁の手紙 ｜Message From Bride

富澤 たけし｜Takeshi Tomizawa｜0:25:30｜コメディー｜2018｜日本

サンドウィッチマンのお笑い作品「花嫁の手紙」を映画化。ちょっとおっちょこちょいの花嫁が巻
き起こす結婚式での騒動を中心に、親子の愛情を描いたコミカルな作品。サンドウィッチマンの
あの「ショートコント」もちょっぴり散りばめられています。

3/9（土） あわぎんホー ル 第1会場 9:30～上映 作品解説

SSF2018 アミノアップ北海道監督賞

SSF2018話題賞

by 札幌国際 短編映画祭
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3/10（日） あわぎんホ ール 第1会場 9:30～上映

ファミリー& チルドレン
by 札幌国際 短編映画祭

作品解説

モリモリ島のモーグとぺロル ｜MOGU AND PEROL

合田 経郎｜Tsuneo Goda｜0:08:32｜アニメーション｜2018｜日本

モリモリ島に暮らす料理上手のモーグとくいしんぼうのぺロル。
ある日、思わぬことでケンカになって…。

おじいさんとりょうけん ｜THE HUNT

アレクセイ・アレクシーフ｜Alexey Alekseev｜0:05:36｜
アニメーション｜2017｜フランス

犬の代わりに、まちがえてウサギを狩りに連れて行った近視でお気楽なハンター。
はたして無事に帰れるか？

ガイコツ君とおとうさん ｜THE DEATH, DAD & SON

ヴィンセント・パラノ、デニス・ワーゲンウィッツ｜Vincent Paronnaud, Denis Walgenwitz｜
0:13:07｜アニメーション｜2017｜フランス
息子は父親の仕事「死に神」を継ぎたくなかった。天使になりたかった。
その夢が、大変な事件につながる。

もりのようせい ｜THE FRUITS OF CLOUDS

カタリーナ・コヘンコヴァ｜Kateřina Karhánková｜0:10:29｜
アニメーション｜2017｜チェコ 

暗い森の中に住んでいるフワフワ。食べ物は、地面に着くと果物になる不思議な種。
そんなある日、大発見が。／学生作品

まほうの箱 ｜WISHING BOX

ウェンリ・ジャン、ナン・リー｜Wenli Zhang, Nan Li｜0:05:26｜
アニメーション｜2017｜アメリカ

パイレーツと相棒のサルは、ついに宝の箱を見つけた。
それは願いをかなえてくれるまほうの箱だった。 / 学生作品

シーソー ｜SEESAW

チャ・ユギュン｜Yoo-kyung CHA｜0:09:39｜アニメーション｜2017｜韓国

友達がほしいの。でも、思ってたより難しいね。

おそうじロボ ｜SACCAGE

アレキサンドラ・ボッシュ＝ブレセンス、ジョナサン・ボイヤー他｜ISART DIGITAL｜
0:03:25｜アニメーション｜2017｜フランス

おそうじロボのサム。パリの街を清潔に保つため、危険も恐れず、
１枚のビニール袋を追いかける。 / 学生作品

ドロップス ｜DROPS

カールステン・キアルフ＝ホープ、サラ＝ジョイ・ユンゲン｜Karsten KJÆRULF-HOOP,

Sarah Joy JUNGEN｜0:04:49｜アニメーション｜2017｜デンマーク

雨粒は、太陽の下には出ずに雨雲を追いかけて生活していた。
でも太陽を恐れない若者がいた。

映画の妖精 フィルとムー ｜FILL AND MOO

秦俊子｜Toshiko Hata｜0:08:00｜アニメーション｜2017｜日本

ひとりぼっちで暮らす映画のよう精フィル。
突然現れた映画の種のムーにさそわれて、映画の旅が始まる。

おばあちゃんのはつひこう ｜PIONEERS

ベンジャミン・ベルノン、クレメンテ・クーバン他｜Benjamin BERNON,
Clémentine COURBIN & Others｜0:05:21｜アニメーション｜2017｜フランス

ソビエト連ぽう時代の宇宙開発。宇宙センターの中で、
密かに、宇宙計画を進めるおばあちゃんとエンジニア。 / 学生作品

SSF2018 最優秀美術賞

SSF2018 最優秀チルドレンショート賞

SSF2018 チルドレンショート賞 銅賞

SSF2018 札幌市平和賞

SSF2018 チルドレンショート賞 銀賞
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台湾未来映像発展協会とは、台湾の映画や発想を世界中より多くの人に見せていただきたいと活動し
続けている。成立してから今まで十回以上の独立映画祭、台北当代美術館2014、2015の青春映画
祭、そして台湾アニカップを通し、台湾でオリジナルアニメ作品を支えた重要な舞台となる。2017年
から「アジア太平洋映画祭」に27会員国の台湾代表として正式に招待された。

張 弘榤（映画監督）
台北出身、台湾芸術大学を卒業し、今は独立系ドキュメンタリー制作をしている。ドキュメンタ
リーを使い、様々な人々や世界を様々な視野から見たり、プロ野球、鯨類保全、刑余者、伝統
文化などのテーマを撮影。

徐 浩軒（映画監督）
1984年生まれ、台北出身、台湾大学経済学科を卒業し、歴史、芸術、文学に関心を持ち、こ
れまでドキュメンタリー制作に携わり、社会における不条理な現象を探究する。「ミスファイ
ヤ」は徐氏の監督デビュー作で、ひらめきは兵役に服する経験から生まれた。

司祭 ｜priestess

張 弘榤｜ZHANG,HONG-JIE｜0:21:10｜ドラマ｜2018｜台湾

名儀はネイリストでアイリストでもあり、月嬌は専業主婦である。色々な事情のため、彼女たち
は神の代弁者になった。この世界では性別を問わない。彼女たちは、使命と現実の衝突の中で
どう生きるのか。

ミスファイヤ ｜Misfire

徐 浩軒｜HSU, HAO-HSUAN｜0:23:55｜ドラマ｜2017｜台湾

明日設備検査なのに、なぜ砲弾が余った！？キャプテンは余った砲弾を隠せと命令したが、突拍
子もない兵士たちはやらかしてしまった。計画通りにいかず、キャプテンが怒ってしまう。どうす
ればいいの？

肝臓の大学 ｜GAN University

陳 冠廷｜CHEN, KUAN-TING｜0:09:03｜アニメーション｜2018｜台湾

臓器の世界では、「肝臓の大学」は全ての肝臓の目標である。卒業の条件は、真っ黒になるこ
と。黒いこそ正義の世界で、GANANは無事に卒業できるのか。この平和な大学の裏にどんな
暗い秘密があるのか。

首席 ｜Étoile

劉 珈妤｜LIU,CHIA-YU｜0:05:00｜アニメーション｜2018｜台湾

ダンサーのバイウェーは、常にライバルのアンチに対して恨みの気持ちと憎しみの気持ちを
持っている。その嫉妬は、彼女を醜い怪物にさせてしまい、狂わせたのだ。

3/10（日） あわぎんホール 第2会場 13:00～上映3/9（土）  あわぎんホール 第1会場 17:45～上映

3/10（日）  あわぎんホール 第1会場 11:15～上映

インターナショナル
by 札幌国際短編映画祭

作品解説

作品解説

ネガティブ・スペース ｜NEGATIVE SPACE

マックス・ポーター、桑畑かほる｜Max Porter, Kahoru Kuwahata｜0:05:30｜
アニメーション｜2017｜フランス

父に教わった僕のパッキングは完璧だ。だから気になる… 

３枚の楽譜 ｜THREE PAGES

ロジャー・ガリエピィ｜Roger Gariépy｜0:14:57｜ドラマ｜2017｜カナダ

次の誕生日には、友人知人を招待してピアノを聞いてもらおう。
私が出会った皆に感謝の気持ちを込めて。 

岸辺のウィンクルス ｜THE WINKLES

アリス・ヴィアル｜Alice Vial｜0:24:00｜ドラマ｜2017｜フランス

母親を早くに亡くし、父親のバーをずっと手伝ってきた30歳のゾーイ。
ある日、めまいと吐き気に襲われる。

思い出の先へ ｜REWIND FORWARD

ジャスティン・ストーンハム｜Justin Stoneham｜0:23:46｜
ドキュメンタリー｜2017｜スイス

亡くなった父が録画していた家族の映像。長い間、過去と向き合えなかったが、やっと今の母を
愛しいと思えた。

ニワトリとともに ｜TUNGRUS

リシ・チャンドナ｜Rishi Chandna｜0:13:58｜ドキュメンタリー｜2017｜インド

インド郊外のアパート。
ペットとしてニワトリを飼ってみたものの、これでは普通に生活できない。

渡橋恐怖症の男 ｜GEOFF

マイケル・ラウズ、ウィル・ケニング｜Michael Rouse, Will Kenning｜0:19:56｜
ドラマ｜2017｜イギリス

渡橋恐怖症の男。だから通勤も独自の方法で。
ある日、彼の恐怖症を改善しようと、彼女が一計を案じる。

SSF2018 最優秀アニメーション賞

SSF2018 最優秀撮影賞 

SSF2018 グランプリ（作品部門）

台湾未来映画祭
by 台湾未来映像発展協会

舞台挨拶

SSF2018 最優秀男優賞

SSF2018 最優秀脚本賞 

SSF2018 最優秀ドキュメンタリー賞

小学生以下の方は大人の方と一緒に鑑賞することをおすすめします。



2 1 2 2

昨年好評の地域動画スペシャルセミナー、今年もコマーシャル・フォト 統括編集長の川本康氏が、
いま注目の地域動画について解説します。今年は、ミュージカル風の作品を多数取り揃えています。

阿波おどり、農村舞台・・・、エンターテイメントが根付く徳島の
地で、最前線で活躍する３人が「舞台」をテーマにスペシャル
トークを展開します！

今年で３回目となる徳島出身のクリエイター
によるトークライブ。それぞれの視点で、舞台
徳島の魅力や映画制作について語っていた
だきます。

3/9（土） あわぎんホール 第1会場 13:45～上映

地域動画スペシャルセミナー
3/10（日） あわぎんホール 第2会場 11:15～上映

映画祭の魅力は、現場の声を聞くことのできるトークショー。
脚本家、映画監督による「テーマ：舞台」。札幌国際短編映画祭からは「物語のメディア展開の可能性」。
徳島出身のクリエイターによる「徳島映画制作の世界」。今年は３つのトークショーをご用意しました。

楽曲の宣伝を目的に作られるようになったミュージックビデオ。
今やその枠を超え、アーティストの世界観を表現した芸術作品として、

曲とイメージを統合した短編映画であると言われています。
徳島国際映画祭がセレクトした珠玉の映像を上映します。何が上映されるかは、当日のお楽しみです！

トークショー

3/10（日） あわぎんホール 第1会場 13:30～

ミュージックビデオ
TIFFセレクション

千葉県印西市
「印度じゃないよ、印西市」
香取 徹｜0:01:27｜2018

高松空港
「四国ネオ遍路」
石田 悠介｜0:03:56｜2018

宮崎県小林市PRミュージックビデオ
「田舎女子高生」
曽根 良介｜0:03:02｜2017

福岡県北九州市
「Are you happy？
 （コクラナイト）
 小倉繁華街PRムービー」
近藤 一彦｜0:04:30｜2018

福島県  
「MIRAI 2061」    
児玉 裕一｜0:07:40｜2018

沖縄県沖縄市
「チムドンドン・コザ」
小原 穣｜0:08:34｜2018

聞き込み｜The Legwork

富澤たけし｜Takeshi Tomizawa｜0：23：00｜コメディー｜2018｜日本

サンドウィッチマンのお笑い作品を映画化。ネタそのものは短い作品ですが、シリ
アスでアクションシーンもある刑事ドラマになりました。若い刑事の犯人を追い
詰める姿と、先輩女性刑事へのちょっぴり淡い恋模様。そしてサンドウィッチマン
の伊達さんのアドリブ満載の演技にも注目してください。

スペシャルトーク ｜

向井康介×福岡利武×菱川勢一

向井康介 福岡利武 菱川勢一

「テーマ : 舞台」

お笑いコントの短編映画化。映画のテレビドラマ化など、物
語(STORY）は、メディアの形を変えて進化する。小説やマ
ンガの映画化はもちろんの事、舞台にも展開する例も。そん
な魅力ある物語とその可能性についてゲストを交えトークし
ます！

3/9（土） あわぎんホール 第2会場 14:00～札幌スペシャルトーク ｜

特別
上映

久保俊哉×山谷博×片岡翔

久保俊哉 山谷博 片岡翔

「物語（STORY）のメディア展開の可能性 ～テレビ／コント／映画／舞台～」

3/9（土） あわぎんホール 第2会場 15:30～徳島スペシャルトーク ｜

向井康介×蔦哲一朗×三好昭央×福岡利武×岡崎森馬

蔦哲一朗向井康介 三好昭央 岡崎森馬福岡利武

「徳島映画制作の世界へ  act.3」

コマーシャルフォトプレゼンツ
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3/9（土） あわぎんホール 第2会場 10:00～

イベント
若手劇団「贅沢貧乏」の「みんなよるがこわい」、城東高校演劇部の新作「ソサエティー４．１」の上演のほか、

演劇について語るトークライブを開催！

演劇

城東高校演劇部公演
「ソサエティー4.1」
作 よしだあきひろ｜出演 城東高校演劇部員

すべてのものがデータ化され、付加価値をつけられ、繋がっていく技術は、日々の暮らし
を根本的に変えるらしい。狩猟社会が農耕社会になるように。音もなく進む、世界のあり
ようと、私。

3/9（土） あわぎんホール 第2会場 11:15～

高校演劇トーク
「未来の舞台人へ」
山田由梨×城東高校演劇部員
贅沢貧乏を主宰し、役者として映画・ドラマに出演するなど幅
広く活動する山田由梨さんが、上演が終わったばかりの城東
高校演劇部の皆さんと、演劇について語っていただきます。

3/9（土） あわぎんホール 5階 小ホール 12:45～（開場／12:35～）

演劇公演
贅沢貧乏「みんなよるがこわい」
作・演出 山田由梨｜出演 田島ゆみか 大竹このみ  青山祥子 平田薫

「世界の流れは、いつでも早くて、ついていけてない自分がとてもひとりだと感じたりす
る。そんなひとりの夜は大抵ろくなことにならなくて、ひどい気持ちになるものだ。ひど
い夜。でもそれも全部「虫」のせい。彼らに惑わされているだけなのだ。」
岸田國士戯曲賞ノミネート作家・山田由梨による、贅沢貧乏『みんなよるがこわい』。コミ
カルな会話劇で現代の若者が抱える問題に切り込んだ話題作が東京・横浜・海外ツアー
を経て徳島に初上陸!

徳島国際映画祭にはたくさんの徳島県のゆるキャラたちが大集合！
会場の外には県内人気店が出店！
コーヒー、パン、スイーツ、唐揚げ、焼きそば、たこ焼きなど販売！

ゆるキャラ大集合!

山田 由梨（劇作家/演出家/俳優）
1992年生。劇団贅沢貧乏主宰。立教大在学中の2012
年に「贅沢貧乏」を旗揚げ。主な代表作に『フィクション・シ
ティー』(2017年東京芸術劇場シアターイースト、第61
回岸田國士戯曲賞ノミネート)、『みんなよるがこわい』
(2015年初演、2017年中国3都市ツアー)など。
自身も役者として映画・ドラマ・CMなどに出演するほか、
エッセイや小説の寄稿など活動の幅を広げている。

Photo: Hako Hosokawa

Photo:Kengo Kawatsura
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＃youth｜youth Exposed

菱川 勢一｜Seiichi Hishikawa｜1:23:00｜ドラマ｜2018｜日本

幼なじみ6人のyouth。抱いていた夢と立ちはだかる現実のはざまで分かち
合う喜び、悲しみ、怒り、そして過去からの解放。四国徳島を舞台にした熱く
清々しい青春映画。

菱川 勢一（映像作家 / 写真家 / 演出家）
1969年生。渡米を経て1997年DRAWING AND MANUALの設立
に参加。映画、写真、TVCM、TVドラマを手がけている。主な仕事にNHK
「功名が辻」「八重の桜」「坂の上の雲」「JAPANGLE」、NTTdocomo
「森の木琴」、AKB48「NO WAY MAN」。

三原 光尋（映画監督）
1964年、京都府出身。大阪芸術大学芸術学部に在学中から映像制作をはじめ、地元関西を
舞台に数々の作品を制作。1994年、大阪市が文化の発展に寄与した者に与える「咲くやこの
花賞」受賞。主な代表作は、吹石一恵の名を一躍広めた「あしたはきっと…」（01）、「村の写真
集」（04）、「しあわせのかおり」（08）など。最新作は「広告会社、男子寮のおかずくん」。

村の写真集｜THE VILLAGE ALBUM

三原 光尋｜Mitsuhiro Mihara｜1:51:00｜ドラマ｜2004｜日本

美しい自然が豊かに残る徳島県の山間部を舞台に、一軒の古い写真屋の家族
を通して、父と子そして家族の絆を改めて感じさせる感動の物語。第８回上海
国際映画祭で最優秀作品賞、最優秀主演男優賞を受賞。故大杉漣さん出演。

舞台挨拶

前夜祭
3/7（木） イオンシネマ徳島

入場無料

3/ 7木
18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

「＃youth」

18:30

20:05

20:30

22:30

18:00 開 場

「村の写真集」

会長 徳島県知事
副会長 山中英生
委員 竹田聡 山田敏夫 渡辺裕士 河野さつき 加渡いづみ 床桜英二 近藤明子
 廣瀬圭治 青木正繁 住友真美 内藤佐和子 明石学 西村博 森本和代
 林俊明 山下徹 芝田和寿 小泉吉太郎 小原直樹 小笠原章 藤本晃市
事務局 渡邉峰樹 長谷川尚洋 岩野眞士 高木和久 板東純平 中村彬 谷泰作 川西沙也加

DRAWING AND MANUAL
菱川勢一  森口典孝  中島唯歌

Invisible Designs Lab
清川進也

オリジナル
栂岡圭太郎  神原幸子  山本祐也

RADIX Corporation
塚田一久　藤井康介　小野寺珠緒　藤森悠吾　吉田有希

徳島新聞社 
徳島県文化振興財団

徳島市長会　　徳島県町村会　　徳島県トラック協会

徳島大学　徳島文理大学　四国大学

「vs東京」実践委員会

協力スタッフ

共催

札幌国際短編映画祭（No Maps 実行委員会）協力

協賛

特別協賛

後援

山岸正美　久保俊哉　本間貴士　倉本浩平（No Maps | FILM）札幌国際短編映画祭

小学生以下の方は大人の方と一緒に鑑賞することをおすすめします。

舞台挨拶


