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映画をもっと知ってもらおうと2003年より開催している
﹁しまね映画塾﹂︒邑智郡邑南町を舞台に撮影された︑しま
ね映画塾でしか生まれない・出会えない短編映画9本を
一挙上映
バラエティーに富んだ作品はもちろん︑現役の映
画 人 や 豪 華 ゲスト による 講 評 や ︑ここ で し か
聞 け な い貴 重 な 映 画 の 話 は 映 画 に 詳 し く
ない方も楽しめる
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Shimane Film Festival closing event
Shimane Film Session 2015

2015

作品発表上映会

開場／13：00 開演／13：30
会場／邑南町健康センター 元気館
（島根県邑智郡邑南町淀原153-1）

入場無料

その他

豪華ゲ
スト決定
！

今後の
しまね映画祭情報
をチェック !!
ナビゲーター

錦織良成

（しまね映画塾塾長）

ゲスト

北川れい子
（映画評論家）

司会

おがっち

（フリーアナウンサー）

スペシャルゲスト

※出演者は都合により変更になる場合があります。

【お問合わせ】
しまね映画祭実行委員会事務局（島根県民会館）
TEL.0852 - 22 - 5502
http://www.cul-shimane.jp/eigasai/eigajuku/
しまね映画祭

検索

憑かず離れず、それが二人の
理想の距離感

Shimane Film Session 2015

上映作品リスト

忌念写真

恋人だった翼を事故で亡くした亮。だけ
ど翼は成仏していなかった！
？
憑かれてるけど、
とっても幸せな二人に、
修行僧の法月の怪しい影が忍び寄る。
翼のわがままと亮の想いが錯綜するゴー
ストラブコメディ。

（上映の順番とは異なります）
ドキュメンタリー班

●メイキング…栗本 有士・広沢 帆南
●スチール…金高 佑奈・木川 浩那・高橋 恭子

9作品すべてのチームを3日間にわたり追いかけ、熱気あふれる撮影現場の一瞬一瞬をとらえたス
チール写真を会場にて一挙展示。
また撮影の舞台裏を追いかけ、
その空気感が伝わるメイキング
映像も上映します。

監督・脚本／坂根 陽介 撮影／三宅 悠生
助監督／矢島 亜紀 録音／錦織 大護

今でもたぬきは化けるん??

遠くにいても伝わる想い。
きっと私も輝ける―。

金助たぬき

ココニイルコト

畑の作物を食い荒らす獣、年寄りをだま
す悪い奴、上京して連絡のとれない息子
など、
じいちゃん・ばあちゃんは、ひどい目
に遭うばっかり。
だが、たまにはひっくり返るようなことが
起こるかも。
監督・脚本／村上 英明
撮影／妹尾 和也 録音／森本 節子

東京での生活に疲れ、自分の居場所
を見失った綾香は姉・幸恵が暮らす邑
南町に帰省してきた。
久しぶりの再 会もつかの間 、ある日２
人はふとしたことで衝突をしてしまう。
お互いの 感 情がすれ違う中 、やがて
綾 香は姉の本当の想いを知ることに
なる――。

監督・脚本／大武 英樹 撮影／吉木 仁理
助監督／宮本 沙美 録音／恩田 修二

矢上高校を舞台にした青春群像劇

神社にまつわる古い言い伝え・
・
・
“手まりこ娘”が起こす伝奇ホラー

SELF
PORTRAITS

手まりこ娘

恵まれていない環境で自信を失いかけ
ている生徒、教師、保護者。それぞれが
互いに関わり合って、一歩ずつ前に進み
出すお話です。学校がこういう場であっ
たら良いねという希望も込めて。

監督・脚本／石倉 正 撮影／藤井 建太
助監督／岡田 充哲 録音／平田 碧

新人ライターの知佳は、初取材を理由に
恋人である年上の先輩ライター・山坂と
ともに邑南町の実家を訪れる。取材の
最中に、祖母が話したのは古い言い伝え
だった。それは、近くの神社にまつわる手
まりこ娘の話・
・
・。
それに興味を持ち取材
に向かう知佳と山坂の身に起こる手まり
こ娘の言い伝えとは・
・
・。

監督・脚本／金築 秀幸 撮影／大谷 辰夫
助監督／駒井 敏宏 録音／小松 佳穂

物語のある町へ旅に出る。
そこからまた、新しい物語がはじまる。

ひとりでいきてきたつもりだった。

花を植えた人

桃源郷の読書会

田舎暮らしを決めた読書会メンバーの
一人が、謎かけのようにして言い残した
“実在の桃源郷”。メンバーたちは数年後
にその地で読書会を行うことを決めた。
やがて、当日。待ち合わせ場所で他のメ
ンバーを待つのは二人だけ。二人のそ
れぞれのバッグには作者の異なる
『山椒
魚』
という小説が――。

監督・脚本／新田 隆 撮影／中村 晃司
助監督／五島 謙大 録音／能美 恭志

都会の会社で、
それなりのポジションで、
周りのこともそっちのけで働いてきた楓。
ある日、突然下された出向命令で島根県
の邑南町へ行くことに。今まで何も受け
入れようとしなかった楓だったが――。

監督／川島 幸子
撮影／高野 史哉

脚本／坂根 陽介
助監督／大谷 明日香

邑南町に巨大ハンザケ出現！
町を救うのは3人の女の子！？

あなたはきっと、恋がしたくなる。

めぐる

ハンザケ

日照り続きの邑南町に突如現れた巨大
なハンザケ
（山椒魚）
。水を求めてさまよ
うハンザケと町を救うために立ち上がっ
たのは、3人の小学生だった。町の人た
ちを巻き込んだ騒動が今始まる。

監督・脚本／岡 哲朗 撮影／桑原 弥
助監督／笹田 千尋 録音／中野 佑亮

監督・脚本／山口 智宏 撮影／川本 竜平
助監督／田辺 清鼓 録音／松本 明弘

会場への交通アクセス

R261

至三次市
美郷町

●田所郵便局

至北広島町

●瑞穂小学校

道の駅瑞穂●

舞台は邑南町。剣道一筋で恋をしたこと
がない高校２年生の葵。そんな葵が、
ファームステイのため都会からやってき
た大学生の亮太と出会う。
２人の距離が
徐々に縮まるなか、ある日、亮太が一枚
の写真を見せる。その写真にこめられた
思いとは…。

●主催：しまね映画祭実行委員会 ●共催：島根県文化団体連合会
●助成：しまね文化ファンド・芸術文化振興基金・公益財団法人ごうぎん島根文化振興財団
●後援：島根県教育委員会
●特別協賛：セコム山陰株式会社・セコムジャスティック山陰株式会社・松江フォーゲルパーク
●協力：邑南町・邑南町教育委員会・邑南町公民館連絡協議会・山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・日本映画俳優協会・
TSK山陰中央テレビ・TSKエンタープライズ・エフエム山陰
●協賛：朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・読売新聞松江支局・産經新聞松江支局・日本経済新聞社松江支局・中国新聞社・新日本
海新聞社・島根日日新聞社・共同通信社松江支局・時事通信社松江支局・NHK松江放送局・BSS山陰放送・日本海テレビ・島根県ケーブ
ルテレビ協議会・島根県公立文化施設協議会・しまねミュージアム協議会

邑南町健康センター 元気館
至安芸高田市

録音／岡本 佳子

芸術文化振興基金
助成事業

第13回 島根県民文化祭
共催事業

ごうぎん
島根文化振興財団
助成事業

