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※「しまね映画塾2016」
は
「第25回しまね映画祭」のプログラムです。

︵土︶

FILM
SESSION

撮影合宿

予期せぬトラブルにも屈せず、
それぞれの作品を見事に撮り終えた塾
生の皆さん。撮影にご協力いただいた雲南市の方々の温かさに何度も
触れた3日間でした。

︵日︶

6/19

しまね映画塾2016ガイダンス（シナリオ講座＆撮影体験）

しまね映画塾の入門講座である
「ガイダンス」。錦織塾長によるシナリオ講座からスタートし、参加者
がシナリオを書き、実際にその作品を撮影・上映するという充実の内容の1日を体験しました。

︵日︶

︵金︶

全国からの応募総数56作品。撮影合宿地・雲南市の特色を生か
した作品など、10作品の映画化が決定しました。

スタッフ顔合わせ・キャスト
オーディション

塾生が集い初顔合わせ。オーディションで
は、各チームに分かれてキャストのセリフ
読み・アピールを聞き、
シナリオに合う配役
に悩みに悩んだ様子でした。

【協力
（順不同）
】
島根県立三刀屋高等学校、雲南市立田井小学校、
（公財）
鉄の歴史村地域振興事業団、
ＪＲ西日
本米子支社木次鉄道部、竹下本店、木次酒造、
カネシ酒店、高橋木工所、
カフェ蘭、
オーベルジュ
雲南、山里カフェ・はしまん、池田理容院、吉原亀栄堂公園飴本舗、鋼戦隊ムラゲレンジャー、田部
写真館、
お食事処おくい、
マルシェリーズショッピングセンター、深野神楽社中、雲南市役所
雲南市の皆様
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︵水・祝︶

︵日︶

8/21

編集作業

MOVE!
MOVIE!
MOVEMENT!

第25回しまね映画祭クロージングイベント

第36回日本アカデミー賞最優
秀編集賞も受賞している日下
部元孝氏を講師に迎え、塾生
と一緒に編集作業や編集のア
ドバイスをいただきました。

Unnan

作品発表

約半年にも及ぶ「しまね映画塾2016 in 雲南」
が遂にエンディング。
た
くさんの想いが詰まった10作品とメイキング班の力作をスクリーンで存
分にお楽しみください。

作 品 発 表

【しまね映画塾雲南市支援連絡会】
雲南市、雲南市地域自主組織連絡協議会、雲南市演劇によるまちづくり
プロジェクト実行委員会、
（株）
キラキラ雲南、
（一社）
雲南市観光協会

しまね映画祭 検索

芸術文化振興基金
助成事業

第14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

®

【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

開場／13：00

開演／13：30

雲南市三刀屋文化体育館 アスパル
ナビゲーター

錦織良成（しまね映画塾塾長）

スペシャルゲスト 小林直己

http://www.cul-shimane.jp/eigasai/eigajuku/
●主催：しまね映画祭実行委員会・しまね映画塾雲南市支援連絡会
●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
●特別協賛：株式会社さんびる
●協力：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
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10

塾生・シナリオ募集
8月上旬 映画化シナリオ選考＆決定

月
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SHIMANE
見たい映画は
自分でつくる︒

の軌跡

SSION

ILM SE
SHIMANE F

ゲスト
司会

（EXILE/三代目J Soul Brothers）

北川れい子（映画評論家）
日下部元孝（編集技師）
おがっち&安来のおじ

MOVE!
MOVIE!
14年目
た
Mを迎え
OVEM
ENT!
「しまね式映画塾」
からのメッセージ

見せかけのブランドに惑わされないよう、
本物を見誤らないように・
・
・私自身、
常
にそんなことを模索しながらの映画作りですが、
近ごろは権威やブランドに惑わさ
れることなく物事を判断したり、
自分なりの生き方を見つけ、
志向する人たちが増

よせて

き、誠にありがとうございます。

…

監督・脚本／山口 智宏 撮影／結城 豊弘
助監督・録音／内藤 耀貴
出演／荒木祥吾、市来裕子、佐佐木萌英、福田利之

手にしていた鬼面を顔にあて、陸はそのまま

の 飲 み 比 べ？涼 平 の 想 い は 伝 わるの
監督・脚本／矢島 貴弘 撮影／細木 英樹
助監督／三島 佳恭 録音／松本 明弘

か̶̶。

深い眠りにつくのだが…。
監督・脚本／大武 英樹 撮影／桑原 弥
助監督／塩崎 正之 録音／山口 拓
出演／小村芽生、佐藤典子、陶山 凜、土床竜輝、錦織大護、山本浩二

出演／今岡典子、岡田貴史、陰山理恵、清水祐太

理由

やたら侍

田舎町で木工所を経営する巧。同じ町で、

映画『たたら侍』公開をひかえ盛り上がる雲

の暮らしを豊かにしてくれたことに異論はありません。
しかし便利さや合理性が

土手道をいつもランニングする隆。

南市。

いろいろあって疲れた巧、いろいろありそう

この機会に雲南市を広くＰＲしようと考える

づきはじめているのです。現代でもフィルムでの撮影が世界最先端です。
デジタ

な隆。

雲南市職員たち。

ある雨の日、ふたりの人生が交錯する・
・
・。

彼らが考案した驚きの観光施策とは！
？

ル撮影ではありません。予算のあるハリウッド映画はフィルム撮影に戻りつつあり

日常のどこかで、静かに息づくひとびとの小

も教えてくれます。映画の力、
スクリーンの影響力は大きいのです。
そうした憧れ
の都会生活が、
そうでも無いと思う人が増えているというわけです。
そういう意味

上映作品は山で暮らす夫婦と家族の25年を記録した

で私が13年間のしまね映画塾作品群から受けた影響は凄まじく衝撃的でした。

「ふたりの桃源郷」
（テーマ映画）
をはじめ、邦画・洋画の

アニメやゲームもクールジャパンの一翼を担っていますが、
お金では買えないアナ

SHIMANE

監督／高橋 秀弘 脚本／坂根 陽介 撮影／矢島 美香
助監督／大石 健夫 録音／長﨑 武彦

監督・脚本／森田 昇久 撮影／藍水 智一
助監督／廣澤 升男 録音／大野 凜

さな話。

出演／岸本太一、近藤津也子、須谷明史

出演／後藤悠希、安川結月、矢野拓実、山尾一郎

母の決意に生きる意味を知る

これもひとつの「家族のかたち」

ラストレター

家族のかたち

高校3年生の梢は、酒蔵を継ぐか、医大へ

すれ違うことが多くなった優弥と妻の絵里。

日に、梢は父から一本のテープを受け取る。

また、映画をもっと身近に、
もっと知ってほしいと起ち

削りで直球の手作り映画に映し出される地域の姿はロケ地のインパクトと共に心

母から娘への愛の物語。

上げた映画製作ワークショップ「しまね映画塾」も第14

に染みました。
自然の中地域の人々の優しさに包まれて撮影された作品の中に

回目。今年は、塾長・錦織良成監督の「たたら侍」
オープ

透けて見える本物の日本。
それは、
その先にある日本のあり方を示唆しているか

FILM
SESSION
ンセットがある雲南市が舞台。県内外から参加した約

のようにさえ思えます。
しまね映画塾作品のメッセージを感じていただければ幸い

150人が汗水流しながら完成させた10本の短編作品を

です。

本日、上映します。出来栄えもさることながら、参加塾生

今年も雲南市の多くの皆様に支えていただきました。心より感謝いたします。

の映画に懸ける情熱と、撮影に協力いただいた地元ス

では日本一開催期間の長いしまね映画祭のクロージングイベト、
しまね映画塾

しまね映画塾塾長

映画監督

のことが見えなくなっていた。ある日、
そんな
二人を思いがけない事件が襲い…。
゛
普通なようでちょっと普通じゃない”
これもひとつの「家族のはなし」。
監督・脚本／川本 竜平 撮影／山本 聡
助監督／矢島 亜紀 録音／曽田 暢雄

監督・脚本／平井 剛史 撮影／山諸 秀樹
助監督／隈本 佐波 録音／恩田 修二

出演／大庭耕平、佳波芽依、新山功三郎

出演／金築秀幸、西村沙弥、原 由香

『おいら、美しくなる!!』

2016 IN雲南、
塾生作品発表会をどうぞお楽しみください。

しまね映画祭は、官民一体となって実行委員会を組

二人は愛娘さくらを溺愛するあまり、お互い

進学するか進路に迷っている。18歳の誕生

ログな日本文化こそその神髄なのだと気づかされたのです。島根で撮られた荒

今後も全国から注目される存在
（映画祭）
であることを

「あんなやつ、いなくなればいいのに――」

統があって…ヤマタノオロチ伝説で日本酒

物を求める人が増えつつあるのです。勿論、医学をはじめ様々な発展は私たち

上映会、特別上映会を含めると11市町15会場に上り、

ご支援に心から感謝を申し上げます。

喧嘩をしてしまう。
その夜、陸は部屋で呟いた。

再評価され、昔ながらのモノや生活の方が良いと思い始め、世間に流されず本

祭」。今年も上映は県下9市町11会場を拠点に、出前

世紀が過ぎようとしています。
これまでの皆様のご協力、

神楽好きの少年、陸は些細なことで母親と

雲南にはアイツがいる。

の朝食や3LDKでの生活も劇映画の中にありました。映画は良いことも悪いこと

一長い開催期間など、
そのユニークさを保ちながら四半

鬼面の涙

それでも日常はつづく、おそらく人生も。

醐味を味わっていただこうと頑張ってきた「しまね映画

織し、
「 環境」
をテーマに、毎回9月から約3カ月間の日本

大切なもの。大切な人。大切な想い。

を受け継ぐ須賀家には古き時代から続く伝

（かすり）
の生地が高額で取引されるなど手間暇がかかっているモノや仕事が

ます。戦後、
映画と共に日本に上陸したアメリカ文化。
ジーンズもトーストとコーヒー

タッフの奮闘も感じ取っていただければ幸いです。

婚約者と幼なじみとの間で心が揺れ走りだ

んへの挨拶を残すのみ。でもたたらの想い

現象が起こり始めています。都会は地下鉄の電車を降りて地上に出るまでに2キ

映画館のない県内各地の方にスクリーンで映画の醍

新旧32本がスクリーンに映し出されました。

忘れようとしていた和哉との思い出と約束

木乃香へプロポーズした涼平。あとはお父さ

人々の心の豊かさや生活の質の向上に必ずしも直結するわけではないことに気
「第25回しまね映画祭」
クロージングにご来場いただ

身することができる。
そんな彼の住む町に謎の怪人が現れた！

たたらと酒

りガスや電気でご飯を炊くようになったのです。
しかし、
今再び価値観の揺り戻し

クロージングに

結婚を控えた美咲の前に幼なじみの和哉
が現れる。

たたら製鉄とヤマタノオロチ伝説。
二つの繋がりが家族の絆を生む…

建材が主流になりました。水道の整備が進み井戸が姿を消し、
炭火や薪に変わ

で調理されたメニューや無添加の“日持ちしない”食品が注目を集めています。絣

町の平和を愛する青年・須佐剣太郎は、卵
とご飯のエナジーによってウンナンマンに変

出演／糸賀修也、糸川 健、糸原祐太郎

には大量生産された食材と“日持ちする”食品、住宅は化学物質からつくられた

ればトイレにも行けなくなりますし歩いて何十階も昇らなくてはなりません。炭火焼

幸せな決断

監督・脚本／長沢 吉弘 撮影／平江 和貴
助監督・録音／嘉藤 由秋

れるのではないかと勘違いするくらい変化していました。衣服は合成繊維、
食事

しま ね 映 画 祭

ウンナンマン

した美咲の決断とは。

から次へと開発される新しいモノや価値観が、
私たちを新世界に連れて行ってく

ロ近く歩く駅もあります。
タワーマンションの眺望は最高ですがひとたび停電とな

幸せになる為のそれぞれの決断

果たして町の平和は守られるのだろうか？

えている気がします。高度経済成長期、
日本は便利さや合理性を求めました。次

第２5 回

町の平和はエッグ＆ライス！

錦織 良成

自分の気持ちに素直になれていますか？

美女大会

５分前から好きでした

病弱の母に朝鮮人参を食べさせるため、小

何事にも無気力な女子高生の灯
（あかり）
。

太郎が考え出した方法は村一番のべっぴん

進路調査の時期になっても
「面倒くさい」
と

になることだった！
？

他人事のように過ごしては親友の瞳にたし

たたら村を舞台に繰り広げられる、ハートフ

なめられながら高校生活を送っていた。
しか

ルコメディ。

し、幼馴染の彰の"ある出来事”を偶然目撃
したことで灯の周りの人間関係に、
そして灯

監督・脚本／坂根 陽介 撮影／伊藤 孝志
助監督・録音／中村 晃司
出演／大山憲哉、加藤浩史、長谷川瑞己、山本美香

監督・脚本／岡本 和馬 撮影／安達 翔吾
助監督・録音／田中 志歩

自身にも変化が起き始める…。

出演／奥村由紀、神野ゆめ、妹尾和也、南木春香

誇りに取り組んで参ります。更なる県民・観客の皆さまの

ご支援をお願い申し上げます。

しまね映画祭実行委員会

Making&Still

メイキング&スチール

10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。

【ドキュメンタリー班】

メイキング／青木 香奈絵・石倉 正
スチール／板垣 美穂・佐藤 佳代子・田中 敏治

