
2. As a director, I value the atmosphere on the set 
most. This time, we were a small group of six 
people, including actors, and since we had 
classmates, seniors, and juniors helping us, I really 
wanted to have fun making the film together.

3. This is the Nara International Film Festival’s 7th 
time running, and I really hope that you will keep 
going on. As for myself, I will be completing my 
graduation project at university, so I hope to bring 
my film here again two years from now.

ス ユー チュン監督
上映作品『豚とふたりのコインランドリー』
東京藝術大学

1「スタッフの皆さんが優しくて笑顔で毎日
頑張っている様子を見て、温かい映画祭だ
と思いました。何より大きい劇場で上映する
ことができて、映画を作る人にとって一番
幸せなことだと感じました。自分の作品を
上映した後に、別の会場で作品を見てくれ
た観客の方に声をかけられて、すごく好き
でした、と言っていただけたのには本当に
感動しました」

2「監督として、現場の雰囲気を一番大切
にしたいと思っています。今回、役者も含
めて６人という小規模な体制で、同級生、
先輩、後輩が手伝ってくれたので、一緒に
楽しく作りたいという気持ちが強かったで
す」

3「７回目ということで、本当にこれからも
続けていってほしいです。そして私自身はこ
れから大学の修了制作があるので、２年後
またこの場所に作品を持って来たいです」

Director: Yu Chun Su
"IIt’s not that pig’s problem" / Taiwan　
1. I felt it was a warm film festival, especially when 
I saw the staff working hard every day with 
kindness and smiles. I felt that being able to screen 
my film in a large theater was the happiest thing as 
a filmmaker. I was really moved when, after screen-
ing my film, I was approached by an audience 
member who had seen my film at another venue 
and told me that he liked it very much.

とが、本当にありがたい。またここに戻って
来て、次の作品を上映してもらえるようにこ
れから頑張ります」
Director: Hiromi Tanoue
"Barefoot" / Japan
　
1. This is the first time I have had my film screened 
at a film festival. I was anxious about what kind of 
place it would be, but I had the chance to talk with 
people who saw my film, and I learned that there 
are people who support the work of young filmmak-
ers. Moreover, watching films by directors who 
were also selected for the NARA-wave and talking 
with them encouraged me to continue making 
films.

2. I think there are many things that cannot be 
controlled in life, but each individual has to find 
their own way of living. When one does that, I think 
they cannot help but conflict with others. I myself 
have had the experience of being saved by 
watching a film at such a time in my life. That is why 
I want to depict people's earnest feelings and make 
something that will remain in the hearts of those 
who see them.

3. I am very grateful that my work, which is still far 
from completion, was screened and that it was 
seen by the public and others. I will do my best from 
now on so that I can come back here again and 
have my next film screened.

田之上裕美監督

上映作品『裸足』
映画美学校

1「映画祭で上映いただいたのは今回が初
めてで。どんなところなんだろう？と不安で
した。でも、観てくださった方とも話す機
会があって、若手監督の作品を応援してく
ださる方もいるんだなということを知ること
ができました。また同じ NARA-wave で選
ばれた監督の作品を観て、一緒に話をする
中で、これから私も頑張っていきたいと励
みになりました」

2「生きていると、どうにもならないことが
やっぱり多いと思うんですけど、個人個人が
自分の生き方を見つけていかないといけなく
て。そうすると衝突が起こると思うんですね。
私自身がそんなときに映画を観て、救われ
た経験があります。だからこそ人の切実な
気持ちとその情景を描き、観た人の心に残
るものを作りたいです」

3「自分のまだ拙い作品を上映していただき、
それを一般の人を含めて観ていただけたこ

中で、脚本で想像していたものを超える瞬
間がありました。それはとても貴重な体験
で、これからも映画を作っていきたいなと
思える、ひとつの収穫になりました」

3「今回はNARA-waveで参加させてもらっ
たんですけど、次はインターナショナルコン
ペで参加して、その先も長く長く映画作り
を続けていって、また戻って来られたらなと
いう風に思っています」
Director: Yuki Horiuchi
"All summer long" / Japan
　
1. I felt that it was a warm film festival because 
there are several venues within a 10 or 15-minute 
walk of each other, and the whole town is in the 
mood for the festival. There are various stores and 
many deer in the area. I genuinely enjoy this 
atmosphere.

2. I want to make films that I myself find interesting, 
and I've been thinking about what that is. In this 
film, I wanted to somehow capture the lives of the 
characters in the film that were not directly 
depicted in the film, or a fleeting conversation that 
gave a glimpse of what was in the background. In 
the process of actually discussing and creating the 
performances with the cast on the set, there were 
moments that exceeded what I had imagined in the 
script. It was a very valuable experience and one 
that made me want to continue making films in the 
future.

3. This time I participated in NARA-wave, but next 
time I would like to participate in the international 
competition. I hope to continue making films for a 
long, long time after that and come back again.

堀内友貴監督

上映作品『明ける夜に』
東放学園映画専門学校

1「歩いて 10 分とか 15 分の中に、会場が
何ヶ所もあって、街全体が映画祭のムード
になっているのが温かいなと思っています。
その中にはいろんなお店やたくさんの鹿が
いる。そんな雰囲気を純粋に楽しんでいま
す」

2「僕自身が面白いと思える映画を作りたい
なという風に思っていて。それが何なのか
をずっと考えています。今回の映画では映
画の中の人物の描かれてない人生だったり、
背景にあるものが垣間見える一瞬の会話
だったりを、どうにか映像にしたいと思って
臨みました。実際に撮影現場でキャストの
方と一緒に話し合いながら演技を作っていく

教えて監督！

9.23  FRI.
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NIFF2022

On-the-spot interviews for the young directors!

1 What is your impression of NIFF?

Go for it! The plaza in front of the Naramachi 
Center was bustling with activity, and I 
thought I saw children frantically turning the 
pedals of their bicycles as well as a screen. 
This is the annual project to generate the 
electricity needed for film screenings by 
human power, the Bicycle Power Generation 
Screening. It's a problem if you stop because 
if you do, the movie stops, too! The movie 
was “Wadjda," the story of a girl's struggle to 
fulfill her dream of riding a bicycle. Perhaps 
that is why the pedals seemed to be turning 
as if in support of her, creating a sense of 
unity in the place. Today's scheduled 
screening is "Sonic the Movie". Please check 
the official website for details as it may be 
canceled due to the weather condition.

　がんばれ～ファイト！ ならまちセンター
前の広場がなにやら賑々しい、と思った
ら必死に自転車のペダルを回す子どもた
ち、そしてスクリーンが。これは映画上映
に必要な電気を人力で生み出す恒例の
プロジェクト、自転車発電上映会だ。足
を止めると映画が止まってしまう、という
から大変。映画は『少女は自転車にのっ
て』が上映されていたけれど、これは少
女が自転車に乗る夢を叶えるために奮闘
するストーリー。だからか、彼女を応援
するようにペダルを回しているようでもあ
り、場内に一体感が生まれていたのでし
た。本日の上映予定作品は『ソニック・ザ・
ムービー』。 天候次第で中止の可能性も
あるので公式ウェブサイトでご確認を。

人気企画、自転車発電所。ペダルを止めるな！

1 『なら国際映画祭2022』の印象は？

2 What is most important to you as a director when making films?
２ 監督として映画を制作する際、最も大切にしていることは？

3 A message to NIFF !
３ 『なら国際映画祭2022』へのメッセージを！

Report

Popular project, Bicycle Power Plant.Don't stop pedaling!

Interview

映像の世界とのセッションは
表現の根本を気づかせてくれる。

　「私たち、琉球舞踊は舞台で上演します。
ですので、なかなか映像の世界と共同する
ことはありませんが、違うもの同士のセッ
ションは化学反応というか、新しい形で琉
球舞踊の世界を拡げることができたら良い
なと思っています。新鮮な気持ちになりま
すし、自分は一体なにをやっているのか？ 
と考えることで自分を振り返ることができ
る。表現の根本というか、そこに気づかせ
てくれます。この映画祭はスタッフさんやボ
ランティアさんの方たちが本当に熱心で人の
温かみを感じています。奈良は古代と現代
が重なっているようで、駅から歩ける距離
に奈良時代の世界が広がっている。時代を
ワープするような感覚が羨ましいですね」

琉球舞踊家 宮城茂雄
A session with the world of images makes 
one realize the fundamentals of expression.

We perform the Ryukyu dance on stage. 

Therefore, it is not easy for us to collaborate with 

the world of cinematography, but we hope to 

expand the world of Ryukyu dance in a new way 

as if a session between two different things is like 

a chemical reaction. It gives me a fresh feeling, 

and by reconfirming to myself, "What in the world 

am I doing?" I can reflect on myself; it reminds 

me of the fundamentals of expression. The staff 

and volunteers at this film festival are really 

enthusiastic and warm-hearted. Nara seems to 

be a place where ancient and modern times 

overlap, and the world of the Nara period is 

spread out within walking distance from the 

station. It is very special to experience a feeling 

like warping through time.

河瀨監督の映像作品とのコラボレーションで演舞を披露した宮城茂雄さ
ん。本映画祭ならではの斬新な異文化交流をどう捉えているのだろう？
Shigeo Miyagi performed a dance in collaboration with Kawase's film. How does 
he perceive the novel cross-cultural exchange unique to this film festival?Ryukyu dancer Shigeo Miyagi

撮影／森 麻衣子
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中で、脚本で想像していたものを超える瞬
間がありました。それはとても貴重な体験
で、これからも映画を作っていきたいなと
思える、ひとつの収穫になりました」

3「今回はNARA-waveで参加させてもらっ
たんですけど、次はインターナショナルコン
ペで参加して、その先も長く長く映画作り
を続けていって、また戻って来られたらなと
いう風に思っています」
!"#$%&'#()*+A")='#"+%-"
0B88)3+99$#)8'.60):)@454.
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4&6=# '**)# (6# ,3*# &)*&"# /# 9*62(6*1=# *6<-=# ,3(%#
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堀内友貴監督

上映作品『明ける夜に』
東放学園映画専門学校

1「歩いて 10 分とか 15 分の中に、会場が
何ヶ所もあって、街全体が映画祭のムード
になっているのが温かいなと思っています。
その中にはいろんなお店やたくさんの鹿が
いる。そんな雰囲気を純粋に楽しんでいま
す」

2「僕自身が面白いと思える映画を作りたい
なという風に思っていて。それが何なのか
をずっと考えています。今回の映画では映
画の中の人物の描かれてない人生だったり、
背景にあるものが垣間見える一瞬の会話
だったりを、どうにか映像にしたいと思って
臨みました。実際に撮影現場でキャストの
方と一緒に話し合いながら演技を作っていく
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マリ・アレッサンドリーニ監督
上映作品『サオリ』
アルゼンチン

1「初めて日本に来ましたが、文化や人々の
精神性にとても感動しています。そしてこの
映画とアートを奈良から発信しようという
ムーヴメントにアートとスピリチュアリティの
美しいつながりを感じ、感銘を受けました」

2「私の映画では、生きる力を与えてくれるも
の、人間の深い感情や自然とのつながり、解
放、そしてそこからどのように変化が起こるか
を表現したいのです。私 の映画はフィクショ
ンです。けれど、土地や 人々、歴史につい
てリサーチした分析を、 自分自身の心の声と
対話をさせ、登場人物 の感情に反映させてい
くので、現実と強い つながりがある作品になっ
ていると思いま す。また撮影地やそこに住む
人々に深い敬 意を持って撮影しています」

3「「現在」という今、自分がいる時点とつ
ながり、人々との出逢いと友情を喜び、幸
せを感じてください。」

!"#$%&'#()Y4#")B8$334.O#"."
0]4-'#"0):)B#6$.&".4
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劉波監督

上映作品『ただいま』
武蔵野美術大学

1「映画が楽しめる映画祭。世界の若い監督
たちがどんな映画を作っているのか、すごい
気になっているんですが、これまでなかなか
観る機会がありませんでした。だから、若い
監督の優秀な作品が観られるのはすごい嬉し
い。同じ学生の監督が奈良に集まるのはなか
なかない経験です。みんなで話し合って未来
を想像したのはとても美しい瞬間でした」

2「忘れてはいけない気持ちを一番大切にし
ています。例えば時代の激しい変化の中で、
変わっていく生活や建物など。今回の作品
は中学生の時の友達が亡くなったことを知
り、彼への心残りを感じている時に脚本を
書きました。今作はその友達へのプレゼン
トのようなもの。大事なものを忘れないよう
に映画を作っています」

3「スタッフさんが優しくて最高でした。ま
た来たい。映画祭を通じて、映画にすご
い関心持っている学生がいることを知るこ
とができました。話しかけてみたら、映画
に理解が深くて、すごく深く考えている。
そんな雰囲気だから『なら国際映画祭』
には若い監督が生まれるんじゃないかな？
と思いました。若い監督が評価されるよう
な映画祭にもっともっとなってほしいです」
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ローラ・ワンデル監督

上映作品『プレイグラウンド』
ベルギー

1「河瀨監督の映画の大ファンで『なら国
際映画祭』に来ることは私の夢だったので、
今回監督として参加できてとても嬉しい。私
はこれまでの人生で奈良のような、こんな
に穏やかな場所に来たことがないので驚き
ました。こんなピースフルな場所で沢山のス
タッフの方や監督たちと出逢い話すことがで
き、とても幸せです」

2「観客が自分自身を投影できるような映画
を作りたいと思っています。そのために撮
影に入る前には必ず題材に関わる取材をし
ます。例えば今回の映画では先生、子供た
ち、心理学者など様々な方に話を聞きに行
きました。また題材となる場所を訪れ観察す
ることで映画にリアリティを持たせ、観客が
自己投影できるようになる考えています」

3「皆さんが私の映画から自分へつながる何
かを感じていただけたら。小さなことかも
知れませんが…それが叶ったら嬉しい」
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レシア・コルドーネッツ監督

上映作品『プッシング・バウンダリー』
ウクライナ

1「ずっと来たかった日本に、自分の映画
で来られたことがとても嬉しい。サポートス
タッフや奈良という場所から、とても歓迎さ
れていることを感じます。短い滞在なので
土地を深く知ることはできませんが、文化や
歴史ある建物など、撮影する身として、ヨー
ロッパとは全く違う初めて見る景色を存分に
楽しんでいます」

2「登場人物との信頼関係をとても大事にし
ています。彼らとの確かな関係を築けなけ
れば良い映画にはなりません。今回の作品
ではそれぞれの登場人物と 3ヶ月ほど時間
を共にし、撮影中は自分が存在しないよう
な感じがするほど、選手たちの人生に入り
込みました。こういう撮り方ができるからド
キュメンタリーが好きなんです。自分自身の
世界が広げてくれますからね」

3「なら国際映画祭が持つ、並外れた、独
特な雰囲気を大切にし続けてほしいです。
映画祭を運営するのは、とても大変なこと
だと思いますが、がんばって続けてください
と伝えたい。今後ますます盛大に、何の障
壁もなくこの企画が続くことを祈って」
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ホービグ・ハゴピアン監督
上映作品『アンダーグラウンド』
フランス

1「初めての日本ですが、まずとても歓迎さ
れていると感じます。すべてにおいて準備
が整っていて正確。そして皆さんからの沢山
の優しさを受けています。昼夜通して穏や
かで、とても居心地が良く、様々なことがフ
ランスとは異なり、とても興味深いです」

2「例えば、今回の作品はドキュメンタリー
だったので、登場人物との関係性を縮める
ことが大切でした。彼らと一緒に映画を作っ
ていると思っているので、人間として真摯に
誠実に接して、少しずつ信頼関係を築いて
いきました」

3「まず、いろんな準備をし、とても親切に
してくださったスタッフの皆さんに感謝を伝
えたい。映画祭の作品セレクションも興味
深い作品ばかりだったので、とても有意義
な時間を過ごせています。映画祭を開くこ
とができたことに、おめでとう、ありがとう
と言いたい」
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プラサン・チャタルジー監督
上映作品『ドストジ～Two Friends~』
インド

1「歴史的にも関係が深い日本に来られて、
とても嬉しい。到着してからの数日、皆さ
んのホスピタリティのお陰で素晴らしい時間
を過ごしています。穏やかな土地柄と日本
人の礼儀正しさや親切心、勤勉さなど想像
以上で驚いています。また、この映画祭は
パーソナルで暖かい感じがして、とても居心
地が良いですね」

2「作品に希望を描きたい、希望がなけれ
ばならないと常に思っています。社会はピラ
ミッドのような構造になってしまっています
が、下の方にいる人たちにもチャンスはある
のだ、というヒントを想像上の人物と物語を
通して伝えたいと強く思っています」

3「『なら国際映画祭』のチームと、もちろ
ん（河瀨）直美へ、私はこの映画祭や人々
がとても好きになったので、どんな形でも
いいので関わっていきたい、と伝えたい。
南アジアの国々の作品をこの映画祭につな
ぐ…など、すでにアイデアを考えています。
ぜひよろしくお願いします（笑）」
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アポ無しの突撃インタビューにも関わらず、
快く答えてくれた監督のみなさん、サンキュー。
これからのご活躍を期待しております ！

撮影／ Kayoko Hoshi、森 麻衣子
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