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映画祭もいよいよクライマックス。２３日には、奈良国

立博物館講堂にて、こどもたちが自ら映画を制作する

「ユース映画制作ワークショップwithこども映画教室」の

作品がお披露目されました。こどもたちが制作に励むメ

イキング映像の後に、「願いを届ける」をテーマに撮影さ

れた１５分の作品が上映され、特別講師である萩生田宏

治監督や、なら国際映画祭エグゼクティブディレクター

河瀨直美が解説を織り交ぜながら、こどもたちがワーク

ショップを通して感じたそれぞれの想いを語りました。

彼らがメイキング映像の中で見せた真剣なまなざしや、

大人顔負けな映像表現にはっとさせられるシーンもあ

り、未来のクリエイターたちに会場からは賞賛の声があ

がりました。

Now NIFF reached its climax.
On 23th, the works of the youths who participated in NIFF 
Youth Filmmaking Workshop were shown at Nara National 
Museum. After presenting the making-of documentary of 
the youth teams short films, their films with a theme of 
“delivering a wish” that youths had made were 
shown.Youths spoke their thought through the experience 
of workshop while a special instructor Koji Hagiuda and 
NIFF executive director Naomi Kawase offered commentary 
on their films.Their serious eyes in the first film stroke 
audience’s heart, and their through the films expressions 
were like that of adults.  Future creators received generous 
applause from the audience.

※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

グラムの上映開始の 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。
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□16:15~
  クロージング上映
　 （ゴールデンSHIKA賞受賞作）

　 Closing Screening
　  (The Golden SHIKA Award
　　Winning Film)

□15:00~
  クロージングセレモニー
　 CLOSING Ceremony

クロージングセレモニー

　□11:30~
　　カンヌ映画祭招待作品
　　  INVITATION FILMS FROM CANNES

カンヌ映画祭

招待作品

□10:00~
   あん
　Sweet Bean

特別上映

□10:00~
   ANTIGONA

NIFF過去受賞監督

最新作スペシャル上映

9.24
(  M O N . )

The first picture production experience of next-generation creators!!

The NIFF Youth Filmmaking Workshop - Presented by Children Meet Cinema
ユース映画制作ワークショップ with こども映画教室

※特別上映「あん」が

　急遽決定しました。

　事前に配布していた

　リーフレット等から

　変更されていますので、

　ご了承ください。
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奈良を楽しむ監督たち

自転車発電上映会

よく晴れた夜空の下、奈良市ならまちセンターコミュニティ広場で自転車発電

上映会が行われました。自転車をこいで発電した電気で、映画を上映する仕

組みです。22日が「ソング・オブ・ザ・シー 海のうた」、23日が「怪盗グルーのミニ

オン大脱走」。息を切らしながら、参加者全員でこぎ続け、最後まで完走しま

した。一生懸命スクリーンを見つめる方もいれば、力の限り自転車をこぐ方

も。それぞれ思い思いに楽しむ姿が印象的でした。奈良クラブと、バンビシャ

ス奈良の皆さまも応援に駆けつけていただき、終始大盛り上がりでした。

Under the open sky, we held two screenings at Naramachi Center 
Community Park. It was an event in which the films were projected 
with electricity produced by bicycle generators. The films were 
"Song of the Sea"on 23rd, and "Despicable Me 3"on 24th. The films 
were screened thanks to audience members busily taking turns on 
each of the bikes. Some of the cyclists included soccer players 
from Nara Club and a local basketball team Bambitious Nara, 
which helped make the screening a very lively event. 

21日から23日の3日間、奈良国立博物館なら仏像館西

側広場にて、ならアートナイトを開催。今年のタイト

ルは「銀幕の庭」。ジャングルジムのように組み立てら

れた構造物に映し出される、ノスタルジーを感じさせ

る思い出の名作たち。迫力ある映像とパフォーマンス

によって、夜の奈良を演出しました。

For three nights from 21st to 23rd, NARA ART 
NIGHT opened on the west side of Nara 
Butsuzo Kan of NARA NATIONAL MUSEUM.
Its title this year is “SILVER GARDEN.” 
Some shots from nostalgic premier movies 
were projected on a structural object built 
like a jungle gym. The night view of this 
section of Nara Park was ornamented with 
gripping scenes and powerful performances.

２３日の尾花座は、「地蔵とリビドー」に笠谷圭見監督が、「百円の恋」には、

劇中の音楽を担当した作曲家の海田庄吾氏が登壇。生演奏と効果音、観客

の拍手に合わせて紙が舞う「空飛ぶ紙芝居 スパイスアーサー７０2」、日韓関

係を考察したドキュメンタリー「かけはし」の４作品が上映され、どの作品も

超満員と大盛況。小さな尾花座がいっぱいになり、かつての映画館のような

盛り上がりを見せました。

Four films were screened at the Old Obana-za Cinema today. 
We welcomed director Yoshiaki Kasatani with the screening of 
"JIZOLIBIDO" and film score composer Shogo Kaida for "100 
YEN LOVE". Drawings were shown with live music being 
performed and claps from the audience applauded the "FLYING 
KAMISHIBAI by SPICE ARTHUR 702." The documentary on 
Japan-Korea relationship, "I AM A BRIDGE" was also screened. 
All four screenings were crowded with many people coming to 
watch. The Old Obana-za Cinema  was filled with excitement 
similar to the heyday of the former theater. 

なら国際映画祭招待監督・審査員は、トークイ

ベント、インタビューなど忙しい映画祭のスケ

ジュールの合間を縫い、奈良での滞在を楽しん

でいます。エクスカーションとして、ならまちの

寺院・十輪院で僧侶の朝のお勤めを見学したり、

奈良公園の鹿とふれあい、日本庭園を見学し日

本食を楽しんだりしています。「奈良は平穏で静

かで落ち着きます。なら国際映画祭で印象的な

のは、ボランティアのホスピタリティです。スケ

ジュール管理や通訳、様々なイベントなど、細

やかな配慮に感謝しています。また、世界各国

から集まった映画人たちとの交流も非常に貴重

です。時として孤独になりがちな監督業です

が、同業者たちとの交流を通じ、悩みや思いを

共有できるのは素晴らしいことです。」とのコメ

ントもいただきました。

The invited directors and Jurors are 
enjoying their time in Nara despite their 
busy schedule of attending screenings, 
interviews and other events. Their 
experiences in Nara include an excursion 
program, “Otsutome in the morning 
@Jyurin-in Temple,” where they observe 
Buddhist rituals by monks, feed deer in 
Nara Park, appreciate Japanese gardens, 
and sample local Japanese food. One 
director noted the quiet, serene and 
peaceful atmosphere in Nara, saying “I 
am impressed with the hospitality of NIFF 
volunteers, who take care of our 
schedule from arrival to departure, serve 
as interpreters, and provide various 
enjoyable programs. I am also enjoying 
communicating with people in the film 
industry from all over the world. It is 
great to share the experiences and 
difficulties in filmmaking that each 
director sometimes faces.”

Bike to Project Cinema
尾花座 復活上映会
The Old OBANA-ZA
Cinema Screening

ならアートナイト「銀幕の庭」
レポート①

Nara Art Night - Silver Garden

Shots of directors enjoying Nara

レポート② レポート③
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クリスティアン・ムンジウ

CRISTIAN MUNGIU

ファトマ・アル・リマイヒ

FATMA AL REMAIHI
俵  万智

MACHI TAWARA

映画監督 / Filmmaker

ルーマニア / Romania

私は、過去数年にわたり映画祭の審査員として、様々な作品と触れてきまし

た。この映画祭は若手監督たちのメッセージを発信し続けており、素晴らし

いことです。彼らのストーリーは今この世界で生きる私たちへのメッセージ

でもあり、国を超え類似性を見つけ、互いを理解することや関係性を深める

大切さを学びます。若手監督たちへの資金面の支援が大切だと言う意見をよ

く耳にします。しかし、それだけではなく、映画を制作するために必要な人

材や、ネットワークなど、お金以外のサポートも、彼らにとって非常に重要

だと思います。なら国際映画祭は、審査員と若手監督が対等な形で会話がで

きるので、非常にユニークで素晴らしいです。奈良は初めてなのでなら独自

の歴史や自然を感じながら街を探検したいです。

今回の4作は2018年度のカンヌ映画祭受賞作品

で、すべて短編です。

短編は小さな窓。俳句や詩と同じように、小さ

な中に大きな世界を想像させる力がある。そこ

から見える風景が自分とつながった時にふっと

広がる世界があります。カンヌ映画祭の受賞作

品の特別上映を通して、世界が今、どうあるの

かを見てほしいですね。

シネフォンダシオンは、若手作家の発掘目的で

学生時代に作られた作品が対象です。プロがで

きない発想を見たい。学生といっても、スト

レートに進学するのが主流の日本とは違い、海

外では兵役を終えてから進学したり、映画専門

の国立学校がある国などもあったりして30代

で学生になる場合もあり、作品のレベルが高い

です。それは、多感な時期に想いを温めながら

映画に沢山触れている若者が作っているから。

そんな人たちが最初に生み出す作品が、世界中

から出品されるのです。そこが一番の魅力で

す。

なら国際映画祭を通じ、若手監督を奨励し彼らの

映画をたくさんの人々に紹介できることは素晴ら

しいと感じています。この映画祭で選ばれた作品

がどのようなものか楽しみにしていますし、そこ

から彼らの若き想いを見つけ出したいと思いま

す。現在、技術の発展やインターネット社会がま

すます広がることにより、世界各国で映画に対す

る認識が変わってきています。様々な映画関係者

と話を交わすことは、常に大切であると思いま

す。そのため情報交換をするツールは発達し、過

去より便利になりましたが、一方で映画界に存在

する多様性や独創性を維持しなければなりませ

ん。今後、未来の映画に携わるのは今の若者たち

です。私たちがその映画自体の表現力を維持し続

けるだけでなく、映画界の多様性を受け継ぐこと

が大切でしょう。

Nara International Film Festival  offers a great 
opportunity for young directors to introduce 
their films to many audience. I am looking 
forward to watching their films and to discover-
ing their fresh voices and their originalities. 
The perception of cinema has wildly changed 
because of recent technologies and internet 
society. I think it is important to communicate 
with various people who are involved in cinema. 
Communication can be done more conveniently 
due to the technology, but what we have to do is 
to preserve diversity and originality. Young film 
makers will make difference in the future by 
engaging in cinema. We need not only to 
maintain the expressiveness of cinema, but 
also inherit its diversity.

For years, as a film Jury, I have encountered a wide variety of films. I 
appreciate and respect NIFF because it has been communicating the 
talent and enthusiasm of promising young directors, whose stories 
are messages to all of us living in this world, right in this moment. 
We can learn the importance of discovering similarities beyond 
national boundaries, understanding each other, and deepening our 
relationships. It is often said that financial support for young 
directors is important. Additional support such as personnel 
necessary for film production and nurturing networks are also 
essential for them. NIFF is a very unique film festival in that Jury and 
young directors are able to have discussions on a level playing field. 
This is the first time for me to visit the ancient city of Nara, so I would 
like to explore its unique culture and beautiful nature. 

私は映画制作のプロでも批評家でもありませんが、表現者の一人として今回

初めて、なら国際映画祭に参加させていただきました。なら国際映画祭は、

若手監督にスポットを当てておられますが、若手監督たちがいきなり世界を

意識するのではなく、自分のローカルやアイデンティティを軸に据えること

で、世界に繋がるものが生まれ、彼らの活躍の場が広がるのではないかと思

います。また、大阪出身の私にとって奈良は馴染みのある地域です。重要文

化財に囲まれる奈良は、多くの人が訪れる、“見られることに慣れている古い

都”というイメージが私の中にありますが、今回のようにクリエイティブな

方々が集まることで、新しい命が吹き込まれ、これまでに見たことのない奈

良の新しい顔が見られるのではと感じています。

 Although I am not a critic or a professional on creating movies, I 
decided to participate in the Nara International Film Festival for the 
first time as one expresser. Nara International Film Festival shines 
the spotlight on young directors, but because they can capture their 
identity and where they are living right now as an axis, they can find 
something to connect with the world and make it possible to broaden 
their field. Also, as a person born in Osaka, Nara feels very familiar 
to me. Filled with many important national treasures, I have the 
image of Nara as "an ancient capital used to being seen". I feel that 
with so many creative indivisuals coming together it will breathe new 
life in and allow us to see a new Nara. 

永瀬  正敏

MASATOSHI NAGASE
この映画祭に作品が選ばれるだけでも素晴らしいことなので、審査員とし

て、全員に賞をあげたいくらいの気持ちです。未来を担う若手監督の作品部

門なので、審査員として責任重大ですね。若者たちがどのようなことを考え

ているかということに、とても興味があります。普段、俳優として作品出演

するにあたって、制作者の想いが伝わったり、台本を読みどうしてもやりた

いと思える作品であれば、監督がアマチュアや巨匠であろうと関係なく出演

します。海外の学生映画でアシスタントをしている女性の作品に出たことも

あります。今回は奈良を観光する余裕はないかもしれませんが、これまでに

も何度も奈良を訪れており、奈良市写真美術館にて私の写真展も開催してい

ます。また改めてゆっくり奈良を楽しみたいと思います。

First, being chosen for this film festival is an honor. As a member of 
the jury, I want to give every director and film here an award. In this 
role, I feel a strong responsibility because these students bear the 
future of film industry. It is interesting for me to experience their 
ideas.  As an actor, I accept any offers as long as their scripts inspire 
me, regardless of directors’ career. For example, I joined a student 
film directed by a female assistant director.  This time, I won't have 
time to look around Nara. But, I have already visited here many times 
before, and I held my photo exhibition in Irei Taikichi Memorial 
Museum of Photography Nara City. I will come back and spend time 
here someday soon. 

These four short films from the Cannnes Film 
Festival are the Prize-winning works of the 
Short Film Competition and the studentfilm-fo-
cused Cinéfondation. 
Short film is like a small window. Like haiku and 
poetry, there is the ability to imagine a big world 
inside small. There is a world that expands 
when the something from the story connects 
with you. Through the special screening of the 
winning works of the Cannes Film Festival, one 
can see how the world is now. The purpose of 
Cinéfondation is to discover and foster young 
filmmakers’ talent and to encounterideas that 
professionals cannot come up with. All films are 
produced by students. Unlike Japan, there are 
national film schools in a number of countries 
overseas. Also, people in their 30’s and attend 
these schools, and they bring with them their 
experiences of travel, work and sometimes 
military service.  These people have also been in 
contact with films since they were young, and 
their connections to these films are very 
personal.  As a result, they blend their life 
experience with their passion for filmmaking to 
produce their films. 

Short Short Film Festival & Asia (SSFF & ASIA) and NIFF has built a 
relationship last 5 years. We have invited the filmmaker Naomi 
Kawase  to our workshop, and our members have been cast in her 
film, and vice versa. SSFF & ASIA also has a role of supporting young 
creators who are responsible for the next generation. I am very 
honored to be elected as a member of Juries of NIFF.
 Above all, I feel that only a creators' sincere attitude to make a film 
with an essential theme can capture people's hearts and minds.
A work made with cool editing effects or music which is acutely 
aware of winning the prize is easily seen through as something unfit. 
As jurists, we expect works which are full of the pure passion to 
express something that is important to their creators.

東野  正剛

SEIGO TONO
なら国際映画祭と、私たちが開催している「ショートショートフィルムフェス

ティバル ＆ アジア」とは５年程前から交流があり、河瀨さんにワークショップ

に出ていただいたり、河瀨さんの作品に出演させていただいたりもしていま

す。なら国際映画祭と同じく、次世代を担う若いクリエイターの支援をしてい

く映画祭ですので、審査員に選んでいただいたのは光栄です。クリエイターが

純粋なテーマで作り上げている要素が、人々の心を打つのではないかと思いま

す。かっこいい編集や音楽をつけて、いかにも賞を狙っているという作品は、

飾っているなと見透かされてしまいがちです。作り手が自分の心を開き、純粋

に観客に何かを伝えたい、ということが感じられる作品を期待しています。

Interview with Jury 
インターナショナルコンペティション／ International Competition

審査員インタビュー／ Interview with the Jury 
ナラウェイヴ／ NARA-wave

審査員インタビュー／

カンヌ映画祭
上映プログラムの魅力

審査員長 Jury President

ドーハ・フィルムインスティテュート

代表 / Doha Film Institute CEO

カタール / Qatar

審査員
Jury

小説家 / Novelist

日本 / Japan

審査員
Jury

俳優 / Actor

日本 / Japan

審査員
Jury

SSFF & ASIA フェスティバル ・

ディレクター / Festival Director 

SSFF & ASIA

日本 / Japan

審査員
Jury

実行委員会理事・カンヌ映画祭特別上映担当

としおかたかおさんに聞く

How to enjoy Invitation Films from Cannes

Takao Toshioka, the board member of the organizing committee, 
in charge of Invitation Films from Cannes Film Festival
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