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『THE TASTE OF RICE FLOWER』
ザ テイスト オブ ライスフラワー

観客賞は『ザ・テイスト・オブ・ライスフラワー』のペンフェイ監督。

少数民族であるダイ族の女性が、故郷に戻り娘との絆を取り戻そうとする物語。ペンフ

ェイ監督は、パリの映画学校、Institut International de l’Image et du Sonの映画コ

ース卒業。 2006年に中国へ戻り、ツァイ・ミンリャン（台湾）の作品の助監督として働

く。 彼の長編デビュー作『UNDERGROUND FRAGRANCE』が2015年のヴェニス・デ

イズ部門で初上映され、2016年1月にはフランスで公開。 『TASTE OF RICE FLOWER

』は2作目の映画になる。

The International Competition Audience Award goes to Director Pengfei’s “THE 
TASTE OF RICE FLOWER”. It is a story about a woman from the Dai ethnic minority 
group, who returns to her home village and tries to rebuild the relationship with her 
daughter. Director Pengfei graduated in Films from the Institut international de 
l'image et du son (Paris, France). In 2006, he returned to China and worked as the 
assistant director of Tsai Ming-liang (Taiwan). His debut feature “UNDERGROUND 
FRAGRANCE” was premiered in 2015 Venice Days and released theatrically in France 
in January 2016. “THE TASTE OF RICE FLOWER” is his second feature film. 

栄えある第５回なら国際映画祭2018ゴールデンSHIKA賞受賞者は『

ザ・スナッチ・シィーフ』のアグスティン・トスカーノ監督に決定! 

年老いた女性を傷つけてしまった主人公が、罪の意識にさいなまれ

行動を変化させていく姿を描く。トスカーノ監督は1981年生まれ、

アルゼンチンのトゥクマン出身。国立トゥクマン大学で演劇、映画

テレビについて学ぶ。演劇および映画作品で、自ら役者と脚本家、

監督をこなす。長編処女作『THE OWNERS』は、2013年の第52回

カンヌ映画祭批評家週間にてプレミア上映され、特別賞を受賞。

2014年には同作でアルゼンチン映画批評家協会による銀のコンドル

賞を処女作部門で受賞。『THE SNATCH THIEF』は監督の長編第

２作目。

The fifth Golden SHIKA Award goes to THE SNATCH THIEF directed 
by Agustín Toscano! 
The film depicts a criminal who injured an old woman and seeks a 
way to change his life from a sense of guilt.    
The director Toscano was born in 1981 in San Miguel de Tucumán, 
Argentina, and was educated at the National University of Tucumán 
in theater, filmmaking, and television arts. He actively works as an 
actor, screenwriter, and director. His first feature film THE 
OWNERS had its premiere in the 52nd  Semaine de la Critique 
Cannes 2013, and was awarded the Special Mention from the Jury. 
The film was also awarded the Silver Condor Award for Best First 
Work by the Association of Cinematographic Reporters of Argentina. 
THE SNATCH THIEF is Director Toscano’s second feature film. 

Here, in Nara, we were asked to pick up just one film and 
it was difficult as there were many more films that we 
liked and considered for the award. But since there must 
be just one, we decided to honor a film that matched the 
expectations we had as a jury: we looked for freshness, 
originality, coherence, and we had in mind all the time 
that films are made for an audience. And awards have the 
primary role to recommend a film for an audience. But, as 
strange as it may sound as a piece of advice coming from 
a Jury, remember that, as filmmakers, you don’t make 
films for awards. You make films to bring us your stories, 
to express yourselves, to introduce us to your way of 
seeing the world and of understanding cinema as an art 
capable of making people think. Congratulations to all of 
you and remember that the most important thing is to 
move on and make your next film.      CRISTIAN MUNGIU 
                  

審査員長コメント
COMMENTS FROM JURY PRESIDENT

『THE SNATCH THIEF』に決定 ！

INTERNATIONAL COMPETITION インターナショナル  コンペティション

ここ、奈良では私たちはたった一つの作品しか選ぶことがで

きませんので、我々審査員の期待に添う作品を表彰すること

に致しました。私たちは新鮮さ、独自性、一貫性を作品に求め、

そして何より観客のために作られているどうかを念頭に置い

て作品を選びました。受賞作品は観客にお勧めできるかが最

も重要です。しかし、それは審査員からアドバイスをもらう

ようで、おかしくもあります。これだけは覚えておいてくだ

さい。あなた方は賞のために作品を作ってなりません。

あなたのストーリーを届けるため、あなた自身を表現するた

め、あなたの世界の見方を紹介するため、そして映画は人々

に考えさせることができる芸術だということを伝えるために

作品を作ってください。皆様にお祝いを申し上げます。そし

て、最も重要なことは前に進み、また次の作品を生み出すこ

とだと忘れないでください。    ( クリスティアン・ムンジウ )



ゴールデンKOJIKA 賞& 観客賞 / Golden KOJIKA & Audience Award

工藤  梨穂監督『オーファンス・ブルース』に決定 ！

Director Riho Kudo’s "ORPHANS BLUES" awarded!

審査員特別賞/ THE JURY AWARD

NIFF ユース審査員プログラム 長編部門 

ベルリナーレ・スポットライト‐ジェネレーション

学生部門最高賞に輝いたのは、工藤梨穂監督「オーファンズ・ブルース」。

なんと、観客賞とのダブル受賞となった。

記憶を保つことのできない主人公の、悲しみや絶望のなかに差し込む光を描く。

本作は、工藤監督が京都造形芸術大学の卒業制作として2017年に撮影・制作。

ＰＦＦアワード2018でグランプリを獲得。

ORPHANS BLUES, directed by Riho Kudo has been awarded both the 
Golden KOJIKA Award and the Audience Award of the NARA-wave Stu-
dent Film Competition!
The film focuses on the light shed on the sadness and desperation of a 
young woman who suffers from short memory. Director Kudo made 
this film in 2017 as her graduation work at Kyoto University of Arts & 
Design. This work was awarded the Grand Prize at PFF (Pia Film 
Festival) AWARD 2018.  

サンナ・レンケン 
Sanna Lenken

『MY SKINNY SISTER』
マイ スキニー シスター

ユース審査員部門ベルリナーレ・スポットライト‐ジェネレーション　クリスタルKOJIKA賞はサ

ンナ・レンケン監督『MY SKINNY SISTER』が選出。本作は監督の初の長編作品。レンケン監督

はスウェーデン、ヨーテボリ生まれ。ストックホルムの国立映画学校、Dramatiska Institutetや

デンマークのEuropean Film Collegeで映画制作を学ぶ。『MY SKINNY SISTER』は第65回（

2015年）のベルリン国際映画祭でクリスタル・ベア賞を受賞した他、他の映画祭でも数々の入賞を

果たしている。

The NIFF Youth Jury Program Berlinale Spotlight-Generation Crystal KOJIKA Award goes to director 
Sanna Lenken’s “MY SKINNY SISTER”. Born in Gothenburg, Sweden, Sanna Lenken studied at the 
National Film School, Dramatiska Institutet in Stockholm and at the European Film College in 
Denmark. Her first feature film “MY SKINNY SISTER” won the Crystal Bear Award at the 65th Berlin 
Film Festival amongst other awards in numerous film festivals from all over the world.

アンダース・ヴェルター 

Anders Walter

『HELIUM』
ヘリウム

クリスタルKOJIKA賞短編部門はアンダース・ウォルター監督「ヘリウム」が選出。

本作は監督３作目のショート。短編『Den Talende Kuffert』『9 Meter』本作『ヘリウ

ム』のほかに、ミュージックビデオを数多く制作し、グラフィックノベル"SOLAS 1&2"も

出版している。

The NIFF Youth Jury Program SSFF & ASIA selection Crystal KOJIKA Award goes to Director Anders 
Walter’s “HELIUM”. This is the director’s third short film. Aside from his short films “Den Talende 
Kuffert”, “9 Meter” and “HELIUM”, he has created numerous music videos, and has published the 
graphic novel, “SOLAS 1&2”. He received the Academy Award for Best Live Action Short Film at the 
86th (2014) Academy Awards.
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イネス・デ・リマトレス

INÊS DE LIMA TORRES

今回学生部門で審査員特別賞を獲得したのは、ポルトガルのEscola Superior de 

Teatro e Cinema出身のイネス・デ・リマトレス監督「DE MADRUGADA」。

主人公と兄弟が、祖母のもつ避暑地で過ごす、不思議な体験を描く。

The Jury’s Prize for NARA-wave goes to Portugal’s Escola Superior de Teatro e Cinema 
graduate, director Inês de Lima Torres’ “DE MADRUGADA”. This is a story of the 
mysterious experience of the main character and her siblings as they spend time at 
their grandmother’s summer house. 

『DE MADRUGADA』
デ・マドゥルガーダ

クリスタル KOJIKA 賞 /Crystal KOJIKA Award クリスタル KOJIKA 賞 /Crystal KOJIKA Award

NARA-wave 学生監督部門

 
     
     
     
   

      
     
  

The NIFF Youth Jury Program Berlinale Spotlight-Generation

NIFF ユース審査員プログラム 短編部門 

SSFF & ASIA セレクション
The NIFF Youth Jury Program SSFF & ASIA selection

”４日間ご拝読有難うございました。”


