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Director Su-won Shin
NARA-wave judge

「12 年前、この映画祭には『Rainbow』とい
う作品で参加しました。審査を受ける側だっ
光栄です。審査基準は私の心を揺り動かす映
画。そして新しく独創性のある映画。劇場を
出ても心がザワザワする映画がありますがそ
撮影／森 麻衣子

ちょっと余談︒スウォン監督にゴダールの死について聞いてみると︒﹁生き様が映画になった︒その美しさに２︑３日は余韻に浸っていましたね﹂︒

たのですが今回は審査する側（笑）
。非常に

んな作品を選びたい。それに NARA-wave
は学生のコンペなので完成されないフレッ
シュさや何かを模索し挑戦している作品を選
びたい。もし若い監督にアドバイスするなら
絶えず情熱を持つことです。私はいつも制作

新しく独創性のある映画、

に入る前に、なぜ自分はこの映画をつくるの

心がザワザワする映画を。

か？を考え続けます。その問いに対して答え
NARA-wave の審査員、韓国のシン・

を見つけようとする情熱。その問いは人生に

スウォン監督はどんな作品を望んでい

対する問いでもあるからです。12 年ぶりにこ

る？ この映画祭に並々ならぬ思い入れ

の映画祭に来ましたが、やっぱりここでは鹿

があるようです。

が人のよう。不思議でなりません（笑）
」

Looking for inventive and original movies that leave a buzz in
your heart.
What kind of film is Korean director Su-won
Shin, one of the NARA-wave judges, hoping to
find? She seems to have a deep connection to
this film festival. “Twelve years ago, I participated in this festival with one of my films, Rainbow.
I was on the receiving end of judging, but now, I
am on the judging side. I feel very honored. My
judging criteria is mainly to find films that move
me, films that are inventive and original. Some
films leave you with a new feeling in your heart
when you leave the theater, and that's the kind of
film I want to choose. Besides, NARA-wave is a
student competition, so I want to select works
that are fresh and not finished, works that
explore and challenge something. If I were to
advise a young director, it would be to keep your
passion alive. Before starting a production, I
always think, ‘Why am I making this film?’ I
believe that having a passion for finding an
answer to that question is the same as thinking
deeply about a question about life. I'm at this film
festival again after twelve years, but the deer
here are still like people. I can't help but feel
strange (laugh).”
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世界中の学生が手掛けた映画、映

加藤雅也
Actor / Model

Masaya Kato

本映画祭の特別顧問を務める俳優の加藤雅也さん。映画界の未来を
見据える彼に今、
劇場で映画を「観ること」の大切さを聞いてみたい。
Actor Masaya Kato is a special advisor of the Nara International Film Festival.
He has been thinking about the future of the film industry, and we asked him
about the importance of watching films in theaters.

皆で観るからこそ楽しい

Watching films together.

像 作品を対 象にした作品のコンペ
国際映画祭』のオリジナルプログラ

nities for them to take a leap forward. This

ムでその狙いは「若手映画人の作品
をたくさんの方に観てもらいたい」
「飛躍するチャンスを作りたい」とい

「映画を配信で観る人が急激に増えた今こ

"Now that the number of people who watch

のは仏・英 語・韓 国、中 国、日本

そ、皆で劇場に行き、劇場で観たからこそ

movies via streaming has increased dramatical-

などから集まった全 11 作品。過去

楽しかった、という体験ができる何かがな
いか？と考え続けています。子どもたちは１
本の映画を見切る体力が少なくなっているよ
うに感じます。その為、授業に映画鑑賞を
取り入れられないか？と教育に携わる方とお
会いできる機会があれば、お話しています。
他国の映画を観ることで、おぼろげでも文
化や社会を学ぶことができると私は考えて
います。映画祭でも観る側の目線を鍛える
プロジェクトを設けているのはそのような背
撮影／森 麻衣子

景があります。素晴らしい映画でも観客が
いなければ映画界は衰退していきます。常
に映画界の未来を見据えて行動をしていき
たいと思います」

experience of watching a movie in a theater
enjoyable, particularly because we watch it with
others? I continue to think about this. I feel that
fewer and fewer children have the stamina to

の NARA-wave へ出品されたもの
には『カンヌ映画祭』など参加した
作品もあり、海 外 のフェスや映 画

watch and sit through one movie, so whenever I

ファンからも評価を受けている。今

have the opportunity to meet people in the

回、最優秀賞「ゴールデン KOJIKA

education field, I talk with them about whether we
can incorporate movie viewing into school

賞」にはどんな作品が 選ばれるの

programs. Even in a very vague way, children

か？ もちろん、どの作品が獲っても

and youth should be able to learn about their
culture and society by watching films from other
countries. This is the reason why we have a
project to train the young viewer's eye at the film
festival. Without an audience, the film industry
will decline, even for great films. I want to move
forward with an eye on the future of the film
industry.”

to the Nara International Film Festival and is
intended to encourage many people to see the

うもの。今回ノミネートされている

ly, is there anything we can do to make the

the world. This competition is a program unique

ティションだ。このコンペは『なら

The future as connected by film "experiences.”

映画 “体験” がつなぐ未来。

NARA-wave is a competition for film and
video works created by students from around

おかしくない作品ばかり。今回も奈
良 で 巻 き 起 こるシ ネマ の ニ ュー
ウェーブ、ぜひとも目撃ください。

works of young filmmakers and create opportuyear’s nominees were a total of eleven films
from around the world, including films from
France, the U.K., and South Korea. Past film
entries to NARA-wave have also participated in
the student section of the Cannes Film Festival,
and the NARA-wave program has been highly
acclaimed by festivals and film fans overseas.
The judges for this year are Director Shin
Soo-won and Mitsuru Murai, the former
chairman of the J-League. Surely, any of this
year’s films have the potential to win. Please
come and witness this new wave of cinema in
Nara!

（右上から反時計回りに）
『裸足』
『明ける夜に』
『Lock Up and Down』『アコーディオン』『ス

トレイ・キャット』『階段のふたり』『会者定離』

『ウォール』
『豚とふたりのコインランドリー』
『ア
ンダーグラウンド』

NARA-wave、11作品全レビュー
Reviews of all 11films from NARA-wave

レッドカーペットが開催された奈良春日野国際フォーラム﹁甍﹂︒その読み方は？

『アンダーグラウンド』

（監督 ホービグ・ハゴピアン / 2020 / フランス）

洞窟での治療を追うドキュメンタリー。
アルメニアの地下洞。老いて病を抱えた坑夫たちが

『階段のふたり』

（監督 井上朝陽 / 2022 / 日本）

結婚生活の裏に潜む本音とは。
久々に再会した幸智子と恵、そこで恵は幸智子が結

『会者定離』

（監督 リ ユウ / 2021 / 日本）

高敏さんの魅力に圧倒の 46 分。
３名のご遺体とそのご家族に向き合う献体コーディ

デイリーニュース編集部が、NARA-wave にノミネートされた全 11 作品を本気のレビュー ! 私たちにとっての非日常を捉えたドキュメン
タリーから、誰もが経験した（？）甘酸っぱい青春物語まで、多彩なラインナップ。あなたの心に刺さる作品はどれ？
The Daily News editorial staﬀ reviewed all eleven ﬁlms nominated for the NARA-wave! The lineup is diverse; from documentaries that capture the
extraordinary life for us, to sweet and sour romance that we all have experienced. Which ﬁlm moves your heart?

『ストレイ・キャット』
（監督 ユン・ソルビン / 2021 / 韓国）

思春期のもどかしさにキュンとなる。
父親の再婚で、同じ学校に通う歳の近い姉妹ができ

『アコーディオン』

（監督 エメットジャン・メメット / 2021 / 中国）

アコーディオンを巡る男の物語。
憧れのアコーディオンを手に入れるために稼いだお

『裸足』

（監督 田之上裕美 / 2022 / 日本）

生き方の選択を迫られる姉妹。
母と姉と３人で暮らす華は仕事の怒りを娘にぶつけ

次々にやってくる。なぜならここは、洞窟を利用した喘

婚していたことを知る。結婚生活に不満はないと話す

ネーター高さんを追うドキュメンタリー。献体について

たユン・スル。彼女の複雑な心境に触れ、「私にもこん

金を父に取られてしまう男。しかし、諦めずに周りを

る母と、そんな母に嫌気が刺している姉の間を取り持っ

刺激とは無縁の静かな暮らしと地中のミネラルが、人々

音が溢れてくる。階段を上り下りする度に変わる、ふた

た。彼女はなぜここまでやるのか？高さんの仕事ぶり

代の少女は世界で自分だけが不幸な気がするものだ。

はなく、互いのピンチを助け合う場面も。そして最後

華がどのように生きて行くか、出すべき決断とは。華

息の診療所だから。娯楽といえば卓球とギターだけ。
の体を徐々に回復させていく。洞窟の静寂が神秘的。
ここで暮らしてみたくなる。
（大阪府在住・50 代）

幸智子だが、彼女の家で話しているうちに幸智子の本

りの感情が繊細に映し出され、一言ひと言が心に刺さ
る作品。( 大阪市在住・22 歳・宮崎優斗 )

詳しく知らなかった私にとって、この作品は衝撃的だっ
に目が離せず、あっという間にエンディング。私はもう
彼女のファンだ。
（奈良市在住・40 歳・金子夕生）

“STORGETNYA”
Director: Hovig Hagopian / 2020 / France
A documentary about asthma treatment in a cave.

“The Two on the Stairs”
Director: Asahi Inoue / 2022 / Japan
The real story behind a happy marriage.

“May You Rest in Peace”
Director: Li Xiong / 2021 / Japan
46 minutes of the fascinating Ms. Gao Min.

One after another, old and sick miners arrive at an
underground mine in Armenia, a cave that is used as an
asthma clinic. The patients can only play table tennis and
guitar for recreation, but this quiet life, far from stimulation,
combined with the unique minerals the minerals in the cave,
gradually restore their bodies and health. The silence of the
cave is mysterious; it makes me wonder if I could live there.
(50s, Osaka Prefecture)

Sachiko and Megumi meet for the first time in a while, and
Megumi finds out Sachiko is married. Sachiko says she is
satisfied with her married life but, as they talk at her house, her
true feelings overflow. The emotions of the two are delicately
portrayed as they walk up and down the stairs, causing me to
think deeply about marriage. (Yuto Miyazaki, age 22, Nara)

This documentary follows Ms. Gao, a body donation coordinator who faces three dead bodies and their families. As
someone who did not previously know much about body
donation, this film was a shock to me. Why does she go to
such lengths in her work? I couldn't take my eyes off Ms. Gao's
work, and the film ends in the blink of an eye. After 46 minutes,
I am already a fan of hers. (Yumi Kaneko, age 40, Nara)

な繊細な時代があったなあ」と昔を思い出す。この 10

一歩踏み出せば変わる思春期のもどかしさは、切なくて
キュンとさせられる。（奈良市在住・40 歳・金子夕生）

巻き込み奔走する男。その過程で関わる人々に敵味方
に明かされる真実に観る者はツッコまずにはいられな
いだろう。
（大阪市在住 /22 歳）

ていた。しかしある日、姉は家を出て行ってしまう。
の心情を汲み取ることは容易ではなく、姉の決断も一
つの生き方だと思わされた。
（大阪市在住・22 歳）

“Stray Cat”
Director: Yoon Solbeen / 2021 / Korea
The frustration of adolescence makes my heart ache.

“ACCORDION”
Director: Emetjan Memet / 2021 / China
A man's story about an accordion.

“Barefoot”
Director: Hiromi Tanoue / 2022 / Japan
Two sisters must choose how to live.

After her father remarries, Yoon Seul gets a new sister, close
in age, who goes to the same school as her. Watching her
complicated feelings reminded me of my past and made me
think about how I used to have such sensitive times, too. This
teenage girl feels she is the only unhappy one in the world, like
many of us sometimes do. The frustration of adolescence,
which can be changed by taking a step forward, is painful and
aching. (Yumi Kaneko, age 40, Nara)

A man works hard to acquire the accordion of his dreams, but
his father takes the money he saved. However, the man
refuses to give up, and he scrambles onwards and gets others
involved. It does not matter if they are enemies or allies; they
help each other out when in need. The truth is revealed at the
end, and the viewers cannot help but be amused. (Resident of
Osaka City, age 22)

Hana lives with her mother and older sister and often steps in
during fights between the two; her mother releases her anger
from work on her older sister, and her older sister is fed up with
their mother. One day, however, her older sister leaves home.
How will Hana live her life now that her sister left, and what
decision will she make? It is not easy to understand Hana's
feelings, and the film offers both choices as valid ways of life.
(Osaka, age 22)

河瀨監督と朝食を。
若手監督たちと交流会。
Breakfast with Director Kawase.
Gathering with young directors.
映 画 祭４日目の
朝、N A R A - w a v e
の 学 生 監 督たちと
河 瀨 監 督 がホテル

『Lock Up and Down』
（監督 Minami / 2022 / 日本）

非日常も楽しんだ者勝ち。
ハノイに住む恋人宅で遭遇した 2 か月間に及ぶロッ

『豚とふたりのコインランドリー』 『ウォール』
（監督 ス ユー チュン / 2021 / 日本）

偶然の出会いと豚のぬいぐるみ。
コインランドリーで泣いている女性とたまたま居合わ

（監督 ジン・ジャオ / 2021 / イギリス）

ときめきの効力は続くのか？
中国から単身出稼ぎに来た主人公の女性は、勤務す

『ただいま』

（監督 劉波 / 2022 / 日本）

大切な思い出を取り戻す旅。
直人は突如途絶えたタクミとの思い出を取り戻すべ

『明ける夜に』

（監督 堀内友貴 / 2022 / 日本）

夏の終わりの群像劇。
8月31日。
「今日で終わる夏」
をテーマに、
一見奇妙で、

クダウン生活の記録。24 時間外出禁止の状況下でも、

せた男性。男性の洗濯物の中にあった豚のぬいぐるみ

る仕立屋に来た若い男性客と親しくなり、忘れていた気

く故郷を訪れる。なぜあのときの思い出は忘れること

それでいて大人の誰もが経験したことがあるような。そ

ない街、そこで暮らす人々。急遽カメラを回して、フラ

む二人の会話劇に、自分自身を投影してしまう不思議

強いと影が濃くなるように、マイナスにもなり得るのでは

我々も直人の目線で記憶を辿ることができる。あなた

は少し遅い、歯がゆく、甘酸っぱく、忘れられない群

窓を通して外の世界と繋がることができる。空、知ら
ストレーションが溜まる非日常を作品に仕上げた、監

督の楽しむ才能に脱帽。
（奈良市在住・40 歳・金子夕生）

がきっかけで、彼女の相談がはじまる。ワンカットで進
さを感じる。作品を通して何を伝えたいのか、何を表

現したいのか考えさせられた作品。
（京都府在住・20 代）

持ちを思い出す。ときめきは確かに活力になるが、光が

ないだろうか。彼女の今後が気になる、想像力を掻き立
てられる作品だ。（奈良市在住・40 歳・金子夕生）

ができないのだろうか。現在と回想を繰り返すことで

の霧がかかった記憶は実際に足を運ぶことで晴らすこ
とができるだろう。( 大阪市在住・22 歳・宮崎優斗 )

んな３つの物語が徐々に交差していく。青春と呼ぶに

像劇。１つ１つの物語と自身の過去が重なり、思い出
と向き合うことができる作品。
（京都府在住・20 代）

“Walls”
Director: Jing Zhao / 2021 / United Kingdom
Will the crush last?

“Hometown Lullaby”
Director: Liu Bo / 2022 / Japan
A journey to recover precious memories.

“All Summer Long”
Director: Yuki Horiuchi / 2022 / Japan
End-of-summer ensemble drama.

The director spends a record two months in lockdown living at
their girlfriend’s home in Hanoi. Despite being under a 24-hour
curfew, the film shows that one can connect with the outside
world through windows, where there is the sky, the unfamiliar city,
and the people who live there. Hats off to the director's talent and
for having fun, grabbing the camera, and turning a frustrating
situation into a work of art. (Yumi Kaneko, age 40, Nara)

A woman is crying in a laundromat and a man happens to be
there at the same time; a stuffed pig in his laundry triggers her
to start talking. This conversational drama between two
people, which progresses in a single cut, made me feel a
sense of wonder as I projected myself into their conversation.
This film made me think a great deal about the themes it
conveys and expresses. (Kyoto, 20s)

The protagonist, a single migrant woman from China, works at a
tailor shop. She becomes friendly with a young male customer
and remembers feelings she had once forgotten. While a crush
can certainly be a source of energy, it can also be negative, just
as strong light can cast dark shadows. This film stirs the
imagination and causes one to wonder what will happen to the
protagonist in the future. (Yumi Kaneko, age 40, Nara)

Naoto visits his hometown to recover his memories with Takumi,
who he suddenly lost all trace of. Why is it that we cannot forget
certain memories? By living in the present and recollecting, we,
too, can retrace our memories from Naoto's point of view. Our
foggy memories can be cleared by actually visiting the places
they took place. (Yuto Miyazaki, age 22, Osaka)

It is August 31. Following the theme "Summer Ends Today," the
film tells three seemingly strange yet familiar stories every adult
has experienced before. These three stories gradually intersect
and overlap with our own pasts, and we are able to walk through
our own memories through the film. (Kyoto, 20s)

すでに各国から集った学生監督たちが。テーブル
に耳を傾けていると（盗み聞き…）話題は各国の
撮影許可取りの違いや方法などなど。みんなの顔
を見ていると実りある意見交換の場になった模様。
奈良でのこの出会いが今後彼らの映画づくりのヒ
ントになるかも？ 和気藹々の交流会でしたよ〜。
One morning we got word that NARAwave student
directors and Director Kawase would be having a
breakfast meeting at the Hotel Ohana! When we
rushed into the room, student directors from
countries all over the world had already gathered.
While we were listening (eavesdropping?) to them
talk, the topic of conversation was the differences in
methods of obtaining filming permits in different
countries. By the looks on everyone's faces, it
appeared to be a very productive exchange. Could
this encounter in Nara give them ideas for their future
filmmaking pursuits? It was a congenial gathering!

表紙のタイトル部分

いらか

“It’s not that pig’s problem”
Director: Yu Chun Su / 2021 / Japan
A chance meeting and a stuffed pig.

う、という情報をゲット！ 急遽現場へ突入すると、

答え

答え

“Lock Up and Down”
Director: Minami / 2022 / Japan
One who can enjoy even an abnormal time wins.

尾花で 朝 食 会を行

デイリーニュースのつぶやき ﹃なら国際映画祭﹄のロゴマークは平城京遺跡から発掘された﹁軒先瓦﹂に八重桜をあしらったもの︒デイリーニュースのどこに載っているでしょう？？
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