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マルシェ開催!!
ならまちセンターコミュニティー広場

なら国際映画祭ならではの
国際色豊かなマルシェが集まります。
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特定非営利活動法人 なら国際映画祭実行委員会お問い
合わせ

http://twitter.com/naraiffnaraiff
http://www.facebook.com/naraiff

■ twitter
■ facebook

TEL 0742-95-5780  http://www.nara-iff.jp/

【主催】NPO法人なら国際映画祭実行委員会  
【後援】奈良県、奈良市、奈良市教育委員会、奈良女子大学、
          駐大阪・神戸米国総領事館、駐大阪・大韓民国総領事館 韓国文化院、
          ブリティッシュ・カウンシル

● 電話予約
　☎0570-02-9999（24時間受付）
　※公衆電話や発信者番号非通知、一部携帯電話・PHS・IP電話は受付不可

● インターネット販売
　http://t.pia.jp/ ※パソコン、携帯共通
● 店頭販売
　サークルＫサンクス、セブン-イレブン、ホテルサンルート奈良、
　啓林堂全店、チケットぴあのお店　

当日券 購入場所
● ならまちセンター、ホテルサンルート奈良、奈良女子大学・講堂

前売券 購入方法 1,000円

P コード

1,000円
2,500円
2,500円
1,000円

1,300円
3,000円
3,000円
1,300円

前売チケット発売中

465-705
553-365
240-142
553-366

映画鑑賞1回券
松田美由紀朗読会
NO AGE LIVE
スパイスアーサー702

種類 前売 当日

託児所あります。（ならまちセンターのみ）

※各上映、1時間前から整理券を配布いたします。

上映スケジュール

奈良女子大学
講堂

ホテル
サンルート奈良
桜の間

椿井小学校

春日大社
感謝・共生の館

ならまちセンター
2F 市民ホール

ならまちセンター
2F 多目的室

ならまちセンター
コミュニティー広場

猿沢池

Screening Schedule □ 新人コンペ作品　■ NARAtive作品　◆ 招待作品　● 企画上映作品　★ 尾花座　◇ NARA-wave作品　○ ワークショップ　☆ イベント

※各プログラムごと完全入替え制です。 ※開場は原則として各プログラム上映開始の15分前です。 ※上映時間に質疑応答の時間は含まれておりません。 ※このプログラムは変更されることがあります。

☆ 19:00～21:00   アートナイト 

クロージングセレモニー
19:00～

『The Swimming Pool』
『40 Days of Silence』
『騒音の騒音』

□ 11:00
□ 14:00
□ 17:00

☆ 20:00

『The Night』
『NARAtiveメイキング』
『Men Who Saved the World』
『Liar’s Dice』

□ 11:00
■14:00
□ 17:15
□ 19:40

★ 10:30
★ 14:30
★ 16:30

★ 19:30

☆ 14:00 / 17:00
● 19:00

『Still Life（原）』
『騒音の騒音』
『ひと夏のファンタジア』
『Macondo』
『The Swimming Pool』

□ 10:30
□ 13:00
■ 15:15
□ 18:00
□  20:30

『40 Days of Silence』
『PAPILIO BUDDHA』
『アゲンスト 8』
※上映後トークディスカッション

□ 10:00
◆ 12:30
☆ 15:30

『街の灯』※野外上映
びえんな～ら

● 17:00

『茄子 アンダルシアの夏』● 19:00 『ピンチクリフ・グランプリ』● 19:00

『Men Who Saved the World』
ワークショップ作品上映
※上映後対談
『Liar’s Dice』
『The Night』

□ 10:30
○ 13:30

□ 17:00
□ 20:00

『Macondo』
『Still Life（原）』
『番場の忠太郎 瞼の母』

□ 11:00
□ 14:30
◆ 17:30

13［土］ 14［日］ 15［月・祝］

『寿』
『傷』
『ふざけるんじゃねえよ』
『萌動』
『故』
『夜の温度』
『沖縄 / 大和』
『神农车垭』
『晴れ女』
『終わりのない歌』
『呼応』

『祖谷物語-おくのひと-』
『大佛さまと子供たち』
新進気鋭作家短編特集
『瘡蓋譚』『おりんとごさく』
『幕末太陽傳』

春日大社奉納上映
『四つのいのち』

★ 10:30
★ 13:00
○ 15:30
★ 17:00
★ 19:30

『イージー・ライダー』
『ある精肉店のはなし』
ワークショップ作品上映
『俺たちに明日はない』
『里見八犬伝』

★ 10:00
○ 11:50
★ 13:20
★ 17:00

『eatrip』
ワークショップ作品上映
『きっと、うまくいく』
スパイスアーサー702

◇ 10:15
◇ 10:40 
◇ 11:40 
◇ 13:00
◇ 13:30
◇ 14:30
◇ 16:00
◇ 18:10
◇ 18:55
◇ 19:55
◇ 21:30

『子供の特権』
『神农车垭』
『萌動』
『終わりのない歌』
『寿』
『呼吸』
『傷』
『夜の温度』
『ふざけるんじゃねえよ』
『サルビア』

◇ 10:30
◇ 11:15
◇ 13:30
◇ 14:00
◇ 15:35
◇ 16:00
◇ 16:50
◇ 17:45
◇ 19:10
◇ 20:20

『沖縄 / 大和』
『故』
『子供の特権』
海外学生招待作品(予定)

◇ 10:30
◇ 13:00 
◇ 14:00
◆ 15:30

16:00 レッドカーペット 　17:00 オープニング　 17:30 オープニング特別上映「NARAtive2014」 
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No Age ライブ

ある精肉店のはなし

☆ 11:00

11［木］ 17:00 ～松田美由紀  朗読会～
H 元興寺〈前夜祭〉 A 奈良県新公会堂

12［金］

レッドカーペット
クラブ会員
10,000円

お知らせ
本祭
特典 なら国際映画祭では

レッドカーペット会員を募集しています。
会員になると
●12［金］オープニングプレミアム上映観覧！
●映画祭期間中の映画が見放題！
●レッドカーペットを歩ける！
●シネマテーク年間パスもついている！

お問い合せ
お申し込みは コチラ

なら国際映画祭 検索

自転車発電上映会 春日大社 奉納上映

空飛ぶ紙芝居「スパイスアーサー702

食を生業とする、野村友里監督が、『食
べるということこそ、生きること。人生と
は食べる旅』をテーマに、『人』と『食』の
つながりを描いた作品。

〈監督〉野村 友里
〈出演〉浅野 忠信、UA、森岡 尚子
日本 / 2009 / 78分 / カラー

eatrip

玉梓 (たまづさ) は、妖怪の首領として蘇
り、館山城に攻め入り、里見家は滅ぼさ
れる。伏姫の体から飛び散った、八つの
霊玉を持った八剣士は、静姫のもとに集
まり、玉梓の野望を砕くため、戦いを挑む。

〈監督〉深作 欣二
〈出演〉薬師丸 ひろ子、真田 広之、夏木 マリ ほか
日本 / 1983 / 136分 / カラー

里見八犬伝

スペインの自転車ロードレース、ブエルタ・
ア・エスパーニャを舞台に、主人公が解雇
の危機や、かつての恋人と兄の結婚という
複雑な思いを抱きながらも、プロロードレー
サーとして「仕事」に取り組むさまを描く。

〈監督〉高坂 希太郎
〈声の出演〉大泉 洋、筧 利夫、小池 栄子
日本 / 2003 / 47分 / カラー

茄子 アンダルシアの夏（アニメ）

山奥に住むひと組の夫婦、おりんとごさくに待ち受ける、
儚く鮮明な運命の日々。ハイブリッド次世代型人形劇。

〈監督〉河村 翔太
日本 / 2014 / 19分 / カラー

おりんとごさく《人形劇》

弱冠16歳高校生の初監督作品。ある夜、夫は妻の瘡蓋
（かさぶた）を食べる。次第に夫は罪悪感を、妻は快感
を感じるようになる。

〈監督〉上野 遼平
〈出演〉花岡 芙喜子、加門 功、上田 正
日本 / 2013 / 39分 / カラー

瘡蓋譚－カサブタタン－

徳島・祖谷を舞台に、都会からやってき
た若者と人里離れた大自然の中で暮らす
人々の交流を通し、大地に根ざして生き
ることの尊さを描いた長編作。

〈監督〉蔦哲 一朗
〈出演〉武田 梨奈、田中 泯、大西 信満
日本 / 2013 / 169分 / カラー

祖谷物語ーおくのひとー

椿井へ行こう

尾花座復活上映会

新進気鋭作家短編特集

©Vinod Chopra Films Pvt Ltd 2009. All rights reserved

自転車発電で映画をみよう！
子供も大人も一緒になって楽しめる体験型上映会！！

奈良市立椿井小学校の
校庭で映画上映！
体育館で参加型ミュージカルを開催！

無料

16mm

無料

13［土］ 10:30

13［土］ 16:30

奈良・東大寺。非公式の観光案内で生計を立
てながら、戦地から帰らない父の消息をラジオ
放送で探し続ける豊太（岩本）の生きる姿を描
く。戦災孤児たちの安らぎの場所として夢想さ
れる奈良の大仏さまをはじめ、子どもたちが仏
像と交感する姿を描く。

〈監督〉清水 宏
〈出演〉岩本 豊、硲 由夫、久保田 晋一郎
日本 / 1952 / 85分 / モノクロ

大佛さまと子供たち 13［土］ 14:30

マリファナの密輸で大金を得たキャプテ
ン・アメリカとビリーは、バイクで無計画
なアメリカ横断の旅に出たが、途中留置
場に入れられる。そこで出会った弁護士、
ハンセンと意気投合する。

〈監督〉デニス・ホッパー
〈出演〉ピーター・フォンダ、デニス・ホッパー
アメリカ / 1969 / 94分 / カラー

イージー・ライダー 14［日］ 10:30

クライドは刑務所から出所してきたばかり
のならず者。彼が田舎町のウェイトレスで
あるボニーの母親の車の周りをうろつき、
それをボニーに見咎められるところから物
語は始まった。

〈監督〉アーサー・ペン
〈出演〉フェイ・ダナウェイ、ウォーレン・ベイティ
アメリカ / 1967 / 112分 / カラー

俺たちに明日はない 14［日］ 17:00

出張旅行で飛行機に乗り込んだファルハーンの
携帯電話に行方知れずだった大学時代の親友が
戻ってくるという連絡が入る。フライトを取りやめ、
約束の場所に駆けつけると、そこに現れたのは親
友ではなく、その親友を目の敵にしていた同級生
だった。

〈監督〉ラージクマール・ヒラニ
〈出演〉アーミル・カーン、カリーナ・カプール　
インド / 2009 / 170分

きっと、うまくいく 15［月］ 13:20

15［月］ 10:00

14［日］ 19:30

大阪府貝塚市で7代にわたり家族で牛を
育て屠畜を行い、自営の精肉店で販売す
る一家を追ったドキュメンタリー。いのちあ
るものが肉となり食卓に届くまでの行程を
つぶさに見つめながら、“生の営み”の本質
を浮き彫りにしていく。

〈監督〉纐纈 あや
日本 / 2013 / 108分 / カラー

　
はなぶさ

14［日］ 13:00

13［土］ 19:00

南イタリア・カラブリア地方を舞台に、
人間、動物、木、木炭という四つの命を
通して、この世に生きるすべての命のつ
ながりを紡いだ映像詩。第63回カンヌ
国際映画祭をはじめ世界各地の国際
映画祭で高い評価を受けた作品。

〈監督〉ミケランジェロ・フランンマルティーノ
〈出演〉ジュゼッペ・フーダ、ブルーノ・ティンパノ
 　　   ナザレノ・ティンパノ
イタリア・ドイツ・スイス / 2010 / 88分 / カラー
配給：ザジフィルムズ

四つのいのち

©Vivo film,Essential Filmproduktion,
Invisibile Film,ventura film.

13［土］ 17:00

時は幕末、文久2年(1862年)の品川宿。金
持ちを装って遊郭旅籠の相模屋で豪遊した
佐平次は、金がないのを若衆に打ち明ける
と、居残りと称して相模屋に長居を決め込み、
遊郭に出入りする人々のトラブル解決など八
面六臂の活躍をする。

〈監督〉川島 雄三
〈出演〉フランキー堺、左 幸子、南田 洋子
          石原 裕次郎  ほか
日本 / 1957 / 110分 / モノクロ

幕末太陽傳 13［土］ 19:30

15［月］ 17:00

自転車修理工のレオドルは、ピンチクリ
フ村の高台でアヒルのソランとハリネズミ
のルドビグと一緒に暮らしていた。ある
日、新聞に、元弟子のルドルフが、スー
パーカー「ブーメラン・ラピド号」でレース
に出場するという記事が載っているのに
気が付く。

〈監督〉イヴォ・カプリノ
ノルウェー / 1975 / 88分 / カラー 
日本語吹替版

ピンチクリフ・グランプリ（人形アニメ） 14［日］ 19:00

©1977 CAPRINO FILMCENTER A/S. 
ALL RIGHTS RESERVED

主人公は浮浪者の男である。男はある日、街角で
盲目の花売り娘と出会い一目惚れしてしまう。彼
女は落とした花を拾ってくれた男がタクシーで
去っていったと勘違いし、その男が金持ちの紳士
と思い込む。その夜、浮浪者の男は妻と別れ自殺
しようとした富豪を助け、友達になる。しかしこの
富豪は酔っぱらった時には浮浪者のことを思い
出すが、素面の時は忘れてしまう。

〈監督・出演〉チャーリー・チャップリン
アメリカ / 1931 / 87分 / モノクロ

街の灯 19:00

©  Roy Export Company Establishment.

©2009スタイルジャム

紙芝居
ライブ

©1969 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.

©1967 A Warner Bros. Entertainment Inc. 
All Rights Reserved

©1983角川ヘラルド映画

謎解きミュージカル「大仏を救助せよ!!」
1回目14:00
2回目17:00
上演時間約60分

〈出演〉
飯田 惣一郎、中元 志保、花岡 芙喜子、吉田 ともえ、山中 美里 ほか

奈良の大仏の爆破計画が密かに遂行されている。
それを阻止すべく特派員とともに大仏の爆破回避に向けての
ミッションに挑む。ミッションをクリアした先には新たなミッショ
ンが待っている…。

●予約・問い合わせ先
〈メール〉bien.nara1300@gmail.com
〈電話〉080 3501 3236（飯田）
※定員に達し次第締切りとなりますので
   お早めにお申し込みください。

参加・体験型エンターテインメント

企画上映06

14［日］  　  椿井小学校

@ 体育館

今から約100年前、奈良初の映画館だった「尾花座」が、
跡地であるホテルサンルート奈良・桜の間に復活！

野外上映

13［土］・14［日］
 　  ならまちセンターコミュニティー広場

明年、第60次式年造替を迎える春日大社。
20年に一度行われるこの行事に際し、
映画を奉納上映いたします。

13［土］  　  春日大社 感謝・共生の館

前売：1,000円
当日：1,300円
Pコード：553‐366

ユニークな語り、生の音
楽、宙を舞う紙芝居。こ
れは紙芝居を超えた紙
芝居です！今回はフラン
ケンシュタインをベースにした新作や、新
機軸・影絵紙芝居も公演予定。懐かしく
も新しい世界をお楽しみください。

「スパイスアーサー702」を除く

一条高校生制作短編上映（上映&舞台挨拶）
各種会員証ではご入場いただけません

入場料1,500円

ワークショップ
作品上映05

国境を超えた
ワークショップ作品

Grand Voyage 大いなる航海

2013年12月、ジュネーヴ芸術デザイン大学 (HEAD)とな
ら国際映画祭が共同で実施した映画制作ワークショップ。
スイス・台湾・日本から14名の学生が参加。奈良市田原地
区に約1ヶ月間の合宿を行いながら、短編11作品を制作。
田原という固有の土地で、多様な感性を持った若き映像作
家たちがそれぞれに観て感じたものとは。

10歳。1/2成人式を迎えた子どもたちが、
20歳になった自分へのメッセージを映像に込めました。
参加した小学４年生と河瀨直美先生が発表します。

Workshop Supervisor

HEAD ディレクター
Jean Perret
ジャン・ペレ

Workshop Director

映画作家
河瀨 直美

KAWASE Naomi

ワークショップで制作された秀逸作を上映。
参加生徒や指導にあたった豪華講師陣と共に

この取り組みを振り返ります。

自分の知らない未来へ
10年後の自分への手紙

パネリスト

こども映画教室
発表会

Documenting Our Locals, Seeing Our Universe

14［日］13:30 ホテルサンルート奈良
13［土］・14［日］・15［月］

上映 対談

D

F B EB

9/12▶13▶14▶15 ［土］ ［金］［日］［月・祝］

なら国際映画祭 3rd

※料金は当日会場でお支払いください。
※入場料は全て春日大社式年造替の
　桧皮代として、奉納させていただきます。
※上映後、春日大社参拝と献灯を
　していただきます。

上映 献灯参拝

平成27・28年春日大社 第六十次式年造替にむけて

ならまちセンター ・
市民ホール

無料

河瀨
直美

こども 上映 トーク× ×

Workshop

02

有料 500円当日券のみ

Workshop

01

No Age Profile

音楽で紡ぐ映像記録された記憶の旅

スペシャルLIVE in なら国際映画祭
記憶の蔵 / 奈良の記録～過去の記録の投影・未来の夢の陰映～

映像+
ライブ

LA出身のデュオバンド、No Age。 
世界から注目を浴びる彼らの音楽に合わせるのは、
なんと、1900年初頭の奈良の風景。
映し出される猿沢池、興福寺52段…。
今も変わらない奈良の宝物。

そんな奈良とアートを結ぶ。
なら国際映画祭だからこそ実現できたスペシャルライブ。

ロサンゼルス出身のDean SpuntとRandy Randallに
よる バンド。音楽やアートの境界にこだわらない自由な
パフォーマンスを実施。映像や映画とのコラボレーション
作品も多数。映画：THE BEARにライブで音楽を演奏
するパフォーマンスは好評を呼ぶ。シアトル国際映画祭、
NY MoMA、ICA Londonなどでも演奏。

時　間　20:00～21:30
会　場　ならまちセンター・市民ホール
入場料　前売：2,500 円 / 当日：3,000円（Pコード：240‐142）

13日
(土) 

参加した生徒を迎えてふりかえります。

各種会員証ではご入場いただけません



第4回




