
～身近なしあわせ・たからもの～

しまね映画塾とは―

第18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

What’s SHIMANE FILM SESSION?

●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
●協力：山陰中央新報社・島根県興行生活衛生同業組合・TSKさんいん中央テレビ・TSKエンタープライズ・エフエム山陰・アトリエ風来坊
●協賛：朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・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・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
●後援：読売新聞松江支局・産経新聞社・日本海テレビ

映画館の少ない島根県で、公共ホール等を会場に県内各地に映画を届ける「しまね映画祭」
が、映画の製作体験を通してもっと映画を知ってもらうことを目的に２００３年から開催して
いるワークショップです。
映画監督・錦織良成塾長のもと、脚本作りや実際に撮影合宿で短編映画を撮影し、編集、
上映まで行う充実した内容で、これまでに県内１7箇所で開催、これまでに160本を超える
作品が生まれました。（昨年は隠岐の島町にて開催。）
２泊３日の撮影合宿では、社会人・学生・主婦などキャリアも年齢もバラバラの全く見知らぬ
他人同士がチームを組んで撮影。参加する塾生や地元ボランティアは100名を超え、個性
あふれる様々な開催地で、コメディや時代劇、ＳＦ、その土地ならではの民話をモチーフに
したファンタジーや、地元の人も知らなかった実話や実在の人物を題材にした感動ドラマ
など、バラエティー豊かな作品が次 と々生まれています。島根の美しい風景や、地元の協力で
実現する民家、名所、旧跡など素晴らしいロケーションでの撮影も作品に深みを与え、映画の
面白さと地域の魅力を発信し続けています。

1962年島根県出雲市出身。1996年劇場映画『BUGS』（高橋かおり主演）で映
画監督デビュー。1999年『守ってあげたい！』を脚本、監督。一躍注目を集める。
2002年故郷を舞台にした劇場映画『白い船』を脚本・監督。全国公開されその
年のミニシアター邦画作品部門の全国興行成績第1位を記録。その後2003年

デジタルシネマ『ハート・オブ・ザ・シー』、 2005年に中米ハイチを舞台にした『ミラクルバナナ』、2008年に島根県雲南市を舞台にした
『うん、何？』（ホノルル 国際映画祭優秀映画栄誉賞受賞/フランス最大の日本映画祭KINOTAYO映画祭正式招待作品）と丁寧な作
品創りを進めている。2010年『RAILWAYS（レイルウエイズ）－49歳で電車の運転士になった男の物語－』（主演：中井貴一）が全国
一斉ロードショー（配給：松竹/KINOTAYO映画祭2010最高賞 Soleil d’or KINOTAYO受賞）。 2011年『わさお』（主演/薬師丸ひ
ろ子・わさお【秋田犬】）。2013年全国公開された隠岐の古典相撲を題材に家族の絆を描いた『渾身-KON‒SHIN-』は「第36回モン
トリオール世界映画祭」「第25回東京国際映画祭」に正式招待作品として上映、高評価を得た。２０１６ 年EXILE HIRO氏がエグゼクティ
ブプロデューサーをつとめた時代劇「たたら侍」脚本・監督。 同作で北米最大の映画祭「第４０回モントリオール世界映画祭２０１６」
においてワールドコンペティション部門最優秀芸術賞を受賞、 ２０１７年全国一斉公開された。２０１８年、JR西日本の観光列車「天地
（あめつち）」の総合プロデュース。日本の心を映画に、との強い思いで、時代に流されない独自の企画で撮り続ける数少ない映画監督
の一人。何気ない日常をとらえる描写力と柔らかな映像センスに定評がある。『僕に、会いたかった』（主演：TAKAHIRO、松坂慶子）
は、２０１９年５月全国公開。最新作『高津川』、2019年11月中国地方先行公開。

29年目を迎えた日本一長い映画祭「しまね映画祭」の企画としてスタートした「しまね映画塾」は、
四の五の言わず脚本を書いてみんなで映画を撮っちゃおう、というのが始りです。参加してくるほ
とんどの塾生は、カメラの撮影経験も無く、脚本も書いたことも無い、演技経験も無い、という人
たち。しかも年齢や職業、住んでいる場所も様 な々老若男女が一堂に集い、合宿しながら作品を
作ります。ドラマが生まれないわけがありません。これまで毎年約10本の短編を制作してきました。
今までの塾生作品は、カメラを触ったことも無い塾生が撮影した作品、脚本が選ばれてしまい仕
方なく初監督した塾生作品なども多く、映像制作経験の無い塾生作品が多いのが特徴です。未
経験であっても知らない者同士が試行錯誤しながら生み出す作品は見ごたえあり、なのです。
18年目を迎える映画塾は、特別版のリモート塾。えーーー！18年もやっているの⁈と驚いた方、今
まで参加したことがある無し関係なく是非ご参加ください。
今年は世界中どこからでも参加できます！
今やYoutubeをはじめ、プロアマ問わず誰でも映像表現による発信が出来る時代になりました。
巷に素敵な作品が溢れています。
しまね映画塾は、そんな時代だからこそ、敢えてシンプルな作品作り、を目指していきたいと思いま
す。考える前に撮ってみましょう。映像制作未経験の方や親子での参加など大歓迎です。今年は
特別開催となり、例年とは勝手が違いますが基本を伝えつつ、皆さんと一緒に楽しみながら挑戦
していきます。映画祭のHPから過去制作作品をご覧いただけますので是非ガイダンスまでに観
ておいてください。
皆様の参加を心よりお待ちしております。

しまね映画塾　塾長

錦織 良成
Yoshinari Nishikori

映画監督・脚本家

どうなる⁈しまね映画塾2020
みんなで初のリモート映画塾を楽しもう！

8月10日（月・祝）
映画塾ガイダンス

8月11日（火） 9月18日（金）
まで

～
参加者募集

10月1日（木）～
『レクチャー動画』配布（Youtube限定公開）

1月中旬 2月中旬～
参加者投票

2月中旬
リモート講評&結果発表

（しまね映画塾2020クロージング）

12月20日（日）～
作品応募締切（当日消印有効） 

10月1日（木） 10月31日（土）～
シナリオ提出

12月21日（月） 1月中旬～
審査員による作品選定

11月
映画関係者による座談会（動画配信）

今
年
は

リ
モ
ー
ト

で
開
催
！

参加者大募集
しまね映画塾
2020全体スケジュール

リモート開催

※この期間にシナリオ提出のない作品の応募は、受け付けません。

ー制作のヒントがいっぱいー

※ここに記載したスケジュール以外に、講座等
が追加される場合があります。参加者には
その都度お知らせします



提出期間…2020年10月1日（木）～10月31日（土）当日消印有効

今までの映画塾とは違い、
シナリオを書けば
誰でも監督になれるんです！

シナリオ提出 書式（応募書式のサンプルはHPをご覧ください）
①Ａ４サイズを横長に使用し、20字×20行、タテ書き。手書き・ワープロどちら
　でもかまいませんがデータ（E-Mail等）による応募の際は、PDF形式にした
　ファイルをお送りください。手書きの場合も同じ書式の400字詰め原稿用紙を
　使用して下さい。
②表紙に＜しまね映画塾2020応募作品＞と明記し、作品のタイトル・登場
　人物表・企画意図（物語を書いた動機や、伝えたいメッセージなどを記した
　もの）を記してください。
③別紙（メールの場合は本文）に、氏名・電話番号・
　メールアドレスを記載し、原稿と同封してください。
※提出原稿は返却いたしませんので、
　必要な方は予めコピーをおとりください。

シナリオについて
①5分程度の短編映画化を想定した未発表のオリジナル作品に限ります。
②作品のテーマ及びジャンルは自由です。（青春ドラマ、コメディ、ホラー、
　時代劇等何でもＯＫ）
③撮影地は、あなたのおうち・地元。
④枚数は、右記に指定する書式で表紙１ページ・本文７ページ以内とします。

作品提出

注意事項

提出締切…2020年12月20日（日）当日消印有効

①応募作品（データDVD）は返却いたしませんので、コピーをお送り
　ください。
②選考結果に関するお問い合わせ、質問には応じかねます。
③審査員によって選ばれ、入選となった作品は、他の参加者の視聴
　および、テレビ、ウェブ上で発表したり、国内外のショートフィルム
　映画祭へ出品する場合があります。
④撮影中のトラブルや費用については、しまね映画塾は責任を負いません。
⑤他の人に迷惑をかける行為や運営を妨げる行為が見受けられた
　場合は、途中であっても参加をお断りさせていただきます。
⑥ご応募にあたっての個人情報は、しまね映画塾および映画祭の
　実施のために必要な場合に限り、使用させていただきます。

提出方法
製作作品の入ったデータDVDと参加承諾書（HPよりダウンロード）
を郵送にてお送りください。
映像サイズ　1920×1080pxフルハイビジョンまで
アスペクト比　16：9か4：3
※4Ｋには対応できかねますので、ご注意ください。

①しまね映画祭HP内の申込フォームより必要事項を記入し、申込を行って
　ください。あわせて右記の方法で9月18日までに参加費を払込ください。
　※申込完了後、申込完了メールをお送りいたします。
　※申込と参加費の払込確認を併せて受付完了となります。

②10月1日から錦織良成塾長監修『レクチャー動画』（Youtube限定公開）
　視聴用URLを参加者宛てにメールでお送りいたします。
　@cul-shimane.jpのアドレスからの受信設定をお願いします。

塾生募集要項
応募資格

参加費

どなたでも応募できます。

１作品：1,000円

※8月10日の「リモートガイダンス」に参加されていない方で、参加をご希望
　の方は、しまね映画祭HPより「リモートガイダンス」のアーカイブを必ず
　ご視聴ください。

※複数作品応募をご希望の場合は、お問い合わせください。

提出したオリジナルシナリオを映像に！
しまね映画塾は、「とにかくやってみよう！」の
短編映画製作ワークショップです。

作品製作

必要な人を集めよう
映画は監督・カメラマン・助監督・録音・照明・美術・衣装・ヘア
メイクなど様々な役割のスタッフと役者、映像編集者の手によって
つくられます。
シナリオの内容によっては、ひとりで監督・カメラマン・役者・編集を
こなし、映画を製作することも可能です！
撮影にあたって、スタッフ・キャストが必要な場合は、家族・友達・
近所の人などに協力のお願いをしましょう。

STEP❶

撮影しよう
シナリオを元に撮影を行いましょう。
撮影をする前に必ず、『レクチャー動画』の【撮影における注意事項】を
必ずご視聴ください。事故が起きないように、留意して撮影に臨んで
ください。

STEP❷

編集をしよう
撮影した素材をつなぎあわせ、短編映画を完成させましょう。
編集をする前に必ず、『レクチャー動画』の【提出における注意事項】を
ご視聴ください。提出形式が守られていないものや必要事項が明記
されていない作品の応募は受け付けません。
※編集がわからない・・・という方は、撮影の前に『レクチャー動画』の
　【編集の仕方がわからないひとへ】をご視聴ください。

STEP❸

応募しよう
完成した作品を応募しましょう。
データDVDで郵送にてお送りください。
（E-mailからの応募はできません。）
※シナリオ提出のない作品の応募は
　受け付けません。

STEP❹

◆「レクチャー動画」について

映画製作に決まりなんてありません。どなたでもご参加いただけます。映画を
撮ったことない参加者向けに、Youtubeの限定公開で錦織良成塾長監修
『レクチャー動画』を配布します。

しまね映画塾は、撮影経験不要♪

●シナリオの書き方
●撮影における注意事項

●提出時の注意事項
●編集の仕方がわからない人へ内容（例）

今
年
は
流
れ
が

変
わ
り
ま
す
！

クロージング

今までの流れ

２泊３日の
作品製作

作品・監督
決定

作品選定
（10本程度）シナリオ募集

キャスト決定

ガイダンス

塾生・シナリオ共通申し込み
宛先およびお問い合わせ先・振込方法

【郵便振替】
郵便振替口座　01300-0-13089

しまね映画祭実行委員会名　　義
え い が さ い じ っ こ う い い ん か い

いちさんきゅう【銀行振替】
ゆうちょ銀行一三九店  当座 0013089

しまね映画祭実行委員会受取人名
え い が さ い じ っ こ う い い ん か い

郵便局に備付の用紙による郵便振替か銀行振込いずれかの方法で9月18日（金）までに払い
込みください。（手数料は各自でご負担下さい）
※お振込みの際は、必ず振込人名義を申込者の名前にしてください。
※参加費の返金はいたしかねますのでご了承ください。
※島根県民会館に来館でのお支払いは受付けません。

【宛先】 〒690-0887　松江市殿町158番地　島根県民会館内
　　　 しまね映画祭実行委員会「映画塾」係

しまね映画祭実行委員会事務局
TEL(0852)22-5502・FAX(0852)24-0109
E-mail  shimane-eigasai@cul-shimane.jp

お問い
合わせ

クロージング
リモートで講評会と
各賞を発表

参加者が投票
大賞を決定!!

作品選定
錦織良成塾長を含めた
約20人の映画業界
関係者による審査員が

およそ10本の作品を選びます!!
シナリオを書けば

誰でも監督になれる！！

監督
シナリオ提出

リモート
ガイダンス

作品製作・提出
撮影地は

あなたのおうち・地元

参加者限定！映画業界関係者による映画あるある座談会

錦織良成監督、ゲスト俳優、プロデューサー、カメラマン 他

「映画あるある」を作る側、演じる側から語り合う出演者

※配信日程など詳細は決定次第、
　参加者宛てにご連絡いたします。

動画配信

今年の流れはこちら

今年はリモート
で開催!!

参加申込締切…2020年9月18日（金）


