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ライブハウス浜松窓枠

会場オープン 11:30～

（浜松市中区板屋町100-10）9月25日
2022年

●1プログラム券：前売1,000円／当日1,500円
●1日券（半券提示で入退場自由）：前売2,500円／当日3,000円
シネマイーラにて発売中！

はままつ映画祭 https://hamamatsu-eigasai.com

国内
外の
知られざる

アニメ、浜松初上陸！国内
外の
知られざる

アニメ、浜松初上陸！

日
会場には駐車場がありません。 一般の駐車場をご利用いただくか公共機関をご利用ください。
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アニメーションの世界にようこそ  ー 日本作品特集 ー

小さな命が動き出す!    ー コマ撮りアニメ特集 ー

アニメーションの世界にようこそ  ー 海外作品特集 ー

孤高の天才 中村智道 作品集
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A プログラム｜アニメーションの世界にようこそ  ー 日本作品特集 ー 12:00～ （開場11:30）

SPECIAL1

9月3日に行われたアニメーション・ワークショップで、参加してくれたみんなで作った「うなぎア
ニメ」を特別上映します。 がんばって生まれた小さな「命」を応援してください。

B  プログラム｜小さな命が動き出す!  ー コマ撮りアニメ特集 ー 14:00～ （開場13:45）

2005年／8:00

東京国際アニメフェア「アニメアワード 2010」公募作品グランプリ

※G9+1：2004年結成、自称「世界最高齢」のアニメ自主制作集団。

G9＋1※

TOKYOファンタジア1

現代風にアレンジされた〈八木節〉のリズムに合わせて
ベテラン作家たちにより繰り広げられる、十篇の幻想
譚。

©G9+1

2016年／14:12

第16回広島国際アニメーションフェスティバル（2016）優秀賞
第12回ブダペスト国際短編映画祭BuSho（2016・ハンガリー）最優秀アニメーション

山村浩二

サティのパラード2

1917年初演バレエをサティのテキスト、W・ブロイカー楽
団の演奏と共に超現実的バレエ映像としてアニメーショ
ンでの再現を試みた。

©Yamamura Animation

2021年／6:15

第17回吉祥寺アニメーション映画祭（2022） 一般部門グランプリ
第8回新千歳空港国際アニメーションフェスティバル（2021） 短編部門ノミネート

関口和希

駐車場でアメを食べたね3

結婚式に招待した親友に絶交されたミヨ。 友情に賞味
期限があることを知ったミヨは、幼く愉快だったあの頃に
思いを馳せる。 2020年／4:05

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2020 ハウス映画大会 上映

ないとう日和

なんとなく迷走4

迷走している時の自分の精神状態を表現してみました。

2020年／4:05

第7回新千歳空港国際アニメーションフェスティバル（2020）短編部門 日本グランプリ
第24回文化庁メディア芸術祭（2021）アニメーション部門 新人賞

ふるかわはらももか

かたのあと5

友達のえみちゃんが夢に出てきた。 とてもびっくりしたか
ら、この日はえみちゃんのことをちゃんと見れなかった。

2016年／22:00

京都国際映画祭2017 上映

G9＋1※

G9+1のナントカ天国6

特別ゲストキャラ、懐かしの旋律...メンバーのリスペクト
に満ちた隠し味も愉しい「アニメーション天国」。©G9+1

2000年／3:04

第14回 CGアニメコンテスト（2002）佳作
記者サロン「アニメ監督が生まれるトコロ～自主制作CGアニメの世界～」（2022）選出上映

山岸剛朗

絶対無双麻雀マン7

麻雀マンが麻雀ファイトで無双する。
2021年／1:45

三鷹の森アニメフェスタ2022 第20回インディーズアニメフェスタ ノミネート

ウチダキヨキ・グラマーエンジェル危機弐発

SHARK ONGAESHI ～シャーク・恩返し～8

3年前に地球人に助けてもらった恩義を返すため、地球
に迫り来る宇宙ザメと戦い、和解するまでを描くシャー
ク・スペクタクル。

©ウチダキヨキ・グラマーエンジェル危機弐発

2019年／4:23

第43回アヌシー国際アニメーション映画祭（2019・フランス）短編部門ノミネート

水江未来

The Dawn of Ape9

これは、チンパンジーが鑑賞するために作られた世界初
のアニメーションです。 今回限り、特別に人間にもお見
せします。

静岡文化芸術大学・デザイン学部制作作品

静岡文化芸術大学デザイン学部デザイン学科の学生による映像作品を特別上映いたしま
す。 浜松から羽ばたく映像作家の卵たちの、新鮮な感性にご期待ください。

2011年／18:05

ZLIN 国際映画祭（2012・チェコ） 最優秀アニメーション賞・観客賞
シアトル国際児童映画祭（2013・アメリカ） 最優秀ショートアニメ賞

伊藤有壱

HARBORTALE ハーバーテイル1

港街「Y」。 百年を経た古い洋館の「一片の赤いレンガ」
は「あの四角いキラキラしたもの」を知りたくて、ある日つ
いに壁を抜け出した。

©I.TOON

2020年／24:42

第7回新千歳空港国際アニメーションフェスティバル（2020） 北洋銀行賞
Kotatsu Japanese Animation Festival（2020・イギリス） 観客賞

細川 晋

DINO!2

王冠を探す旅を続ける少年とワニのディノは、少し関係
がすれ違ってきていた。 そこに同じ宝を狙うバクが近づ
いてきた。

©細川 晋

2021年／15:27

第76回毎日映画コンクール（2022） アニメーション部門 大藤信郎賞
第25回文化庁メディア芸術祭（2021） アニメーション部門 審査委員会推薦作品

八代健志

プックラポッタと森の時間3

ある日「私」は庭で不思議な生き物の痕跡を発見する。
それはなんと身長15cmほどのコビト…「プックラポッタ」
を通して「私」は考える。

©TAIYO KIKAKU Co., Ltd./TECARAT

アニメーション・ワークショップ制作作品
「にょろにょろ！ うなぎアニメーション」

©Hiroco Ichinose

SPECIAL

「Strange Inventors」広瀬太郎
「Connection」南川創
「Have Any Doubts?」中村美月
「変変」田村彩音

©関口和希

©2020 Momoka Furukawahara

©MIRAI MIZUE

©山岸剛朗

©Naito_h

©静岡文化芸術大学 ©静岡文化芸術大学



C  プログラム｜アニメーションの世界にようこそ  ー 海外作品特集 ー 16:00～ （開場15:45）

2013年／6:49／イギリス

Robert Grieves

ソーセージ1

パン屋とソーセージ屋。 2軒の屋台が仲良く商売する公
園に、ファーストフードの屋台がやってきてお客を取られ
てしまう。 どうする? 2018年／5:41／イギリス・ポルトガル

Paul Bush

ライド2

1950～60年代のカルチャーと、象徴的なバイクたちへ
のオマージュ。©Robert Grieves ©2018 Ancient Mariner Productions, Ciclope Filmes

Foyle Film Fest（2013・アイルランド）最優秀アニメーション
Amsterdam FF（2014・オランダ）審査員特別賞

Animanima（2018・セルビア）審査員特別賞
Monstra Lisbon Animated Film Festival（2019・ポルトガル）最優秀実験アニメーション賞

Animest Int'l Animation Festival（ルーマニア） 最優秀学生映画
Animayo（スペイン） 最優秀インディペンデント短編賞

第8回新千歳空港国際アニメーション映画祭（2021） 新千歳空港賞

Hong Kong Int'l Mobile Film Festival（2015・香港） ブロンズ賞
札幌国際短編映画祭（2015） 最優秀ミニショート賞

Anilogue（2014・ハンガリー）最優秀短編
28th Leeds International Film Festival 2019（2019・イギリス）ワールドアニメーション賞

第18回広島国際アニメーションフェスティバル（2020） 木下蓮三賞
DYTIATKO International Children's Media Festival（2020・ウクライナ） 審査員特別賞

Munich Music Video Awards（2021・ドイツ） 最終選考作品
第1回ひろしま国際平和文化祭 ひろしまアニメーションシーズン（2022） 公式上映

“OpenNight”FilmFestival（2018・ウクライナ） グランプリ
KROK International Animated Film Festival （2017・ロシア、ウクライナ） 特別賞

Insomnia Festival（2018・ロシア） グランプリ
Gold Coast International Film Festival（2019・アメリカ） 審査員賞

第8回新千歳空港国際アニメーション映画祭（2021） 観光庁長官賞
CineToro Experimental �lm festival（2021・コロンビア） Curaduriao�cial

第1回ひろしま国際平和文化祭 ひろしまアニメーションシーズン（2022） しりあがり寿賞
臺中國際動畫影展（2021・台湾） 台湾ショートアニメーション グランプリ

SPECIAL2

「アニメーション・ワークショップ」で講師となったJAA日本アニメー
ション協会会員が作ったアニメーションを上映します。

アニメーション・キャラバン講師作品上映

2010年／5:25／アメリカ

Kirsten Lepore

ボトル3

海を隔てた「砂」と「雪」は、ボトルメールで心を通わせる
が…

2021年／5:03／中国

Hong Xiao（洪嘯）

だるまさんがころんだ4

「写王字」（中国の「だるまさんがころんだ」）に興じる子
供たち。 そこで時が止まったとしたら? 時の流れと我々
の人生を考察する。

2015年／4:20／韓国

Boyoung Kim

えさ5

小さな魚は水槽の外に広がる素晴らしい世界にあこが
れていた。 やがて成長し水槽から脱出できたが、そこは
期待とは違う世界だった。 2014年／3:00／ドイツ

Sonja Rohleder

犬を連れた婦人6

公園で犬と散歩する女。 そこで会いたくない男と出
会うが…

2020年／4:29／ロシア

Anna Kuzina

あたたかい星7

空の手入れに忙しい鳥さんは、星を掃除中にうっかり地
上に落してしまう。 それを見つけた地球の子供たちは
…?

2020年／3:15／
ロシア・ ベラルーシ・ イスラエル

Natalia Ryss

フランソワ・クープランの「目覚まし時計」8

子供のためのクラシック音楽を、若手音楽家が演奏。
創世記を幻想的なアニメーションで描く。

2017年／21:34／ウクライナ

Andrii Shcherbak

憑かれた女・愛の物語9

戦争は恋人を引き裂くが、その心は共に在り続ける。
娘は正気を失いながらも、愛が恋人を待つ強さを与えて
くれる。 2017年／6:09／韓国

Seoro Oh

（OO）10

みんなの鼻の穴で起きていること。

2021年／4:05／コロンビア

Angel David Hurtado Orozco

はやく学校に戻りたい11

夜、無人の学校にうごめくのは…? 新型コロナ感染症
蔓延の中、学校に行けない小学生たちが描いた絵をも
とに作られた作品。

©Angel David Hurtado Orozco

2018年／2:32

デコボーカル

Color Cycling 

©Decovocal / TOKYO POLYTECHNIC UNIVERSITY

2015年／1:07

石井善成

フルモデルチェンジ 

©Yoshinari Ishii

2004年／13:30

こぐまあつこ

雪渡り

©ピークスフィルム

2021年／4:50／台湾

Cindy Yang（楊子新）

スピニング12

男の子は、おばあちゃん・おじいちゃんの思い出と共に
台中の街を旅する。 心温まる台湾の家族の歴史と未来
を描く。

©Cindy Yang

©Kirsten Lepore ©Hong Xiao

©2015, KimBoyoung

©Anna Kuzina, Soyuzmult�lm �lm studio

©MAGIKA-FILM, Gennady Kofman ©OSRO

©Talking Animals Animation Studio

©Natalia Ryss

全プログラムの上映作品・上映時間・ゲストはやむを得ぬ事情により、変更や中止になる場合があります。



D  プログラム

孤高の天才 中村智道
作品集

18:00～ （開場17:45）

2007年・17分

イメージフォーラム・フェスティバル2007 奨励賞

中村智道 音楽：上山朋子 音楽：坂本竜一

音楽：石田雅彦・池田洋子 音楽：坂本弘道

ぼくのまち1

2004年当時、当時、まだ発覚はしていなかったものの
「自閉症スペクトラム障害」であったぼくが感じていた「強
大な力」と「未解決なイメージ」を元に制作した、初のア
ニメーション作品。 現在、当時感じていた「巨大な力」と
いうのは「マジョリティー」という群れの力だったと認識し
ている。 そこからくる反発感と無力感からくる葛藤を描い
た、内情的な作品。

Ticket InformationTicket Information
チケットについて

メールによるチケット予約

はままつ映画祭事務局 TEL.090-9939-6558（矢頭）
hamamatsucinemafestival@gmail.com

2008年・11分

2009 55th International Short Film Festival Oberhausen *International Competition 
（Germany）

中村智道

中村智道 プロフィール

蟻2

「ぼくのまち」と同時進行というか、その中に入りきらか
なった未解決映像を再編集した作品。 子供のころ、蟻
ばかり見ていた事を思い出し、その蟻に自らを重ねた。 こ
の作品の手法は、その後、写真作品へと進化し、後継
作品である「蟻のような」は、キヤノン写真新世紀2019
にてグランプリを獲得した。 現在、「Ants+」としてシリー
ズ継続中である。

2015年・13分

2015 45th Tampere Film Festival *International Competition （Finland）
2016 岡山芸術文化賞 準グランプリ

中村智道

天使モドキ3

遺伝子情報が同じ、一卵性双生児の二人の姉妹の存
在としての違いに着目して制作した。 主に遺伝というも
のに着目したのは、ぼくが抱える遺伝の問題と無関係で
はない。 そこから、存在とは何か?を問った。 天使モドキ

は、人間と鳥の間に位置する「種間雑種」である。 種間雑種の多くは、子孫を残すことがで
きない事で知られている。 それは天使のような姿をしているが、種ではないということだ。 そう
いった生物学的な問題と、子孫を残さない（自らの遺伝を絶つ）ぼくというものを重ねた。 「天
使モドキ」は、ぼくにとって、作品そのものをも意味する。 言わば知の遺伝であるとも言える。

2020年・27分

2020 キヤノン写真新世紀2020 個展

中村智道

Ants4

これを映画と言うべきなのか? 実のところ、写真系映像
として、キヤノン写真新世紀2020グランプリ個展にて発
表した映像である。 それにクレジットと音楽を追加した。 
実のところ映画も写真も現在は映像を取り扱っている
が、文化的差異からか、作られるものの方向性は大きく
異なる。 その中間種として制作したドキュメンタリー映像
作品。 この作品は、どちらの側から見てもおかしい映像
とも言える、様式に対しての、ある種反逆的な作品。

©中村智道 ©中村智道

©中村智道 ©中村智道

詳しい情報は公式ホームページへ https://hamamatsu-eigasai.com

はままつ映画祭2022
2022.12.10-11 木下惠介記念館

全国から公募した映像作品を上映！

●1プログラム券（1プログラムのみ）：前売1,000円／当日1,500円
●1日券（全プログラム可）：前売2,500円／当日3,000円 ※半券提示で入退場自由

●予約受付期間：8月25日（木）～9月24日（土）
●メールアドレス：hamamatsucinemafestival@gmail.com

●上記アドレス宛に「お名前・メールアドレス・TEL・券種（1プログラム券または1日券）・枚数」をメール送信してください。
●チケットは会場受付で現金引換えになります。

※チケットの再発行・払い戻しはお受けできません。 当日券は開場時間より販売いたします。 満席が予想される場合当日券の販売を中止する場合があります。

下記QRコードからも
メール送信できます▼

シネマイーラ
 にて発売中！

1972年、岡山県生まれ。 映像作家・美術家・写真家。
アニメーション作品「ぼくのまち」（2007年）・「蟻」（2008年）・「天使モドキ」（2014

年）を制作。 写真作品「蟻のような」（2019年）・「Ants」（2020年）・「ヤドカリの家」
（2021年）制作。 2020年キャノン写真新世紀の個展「Ants」を開催。 イメージ
フォーラム・フェスティバル2007奨励賞、2016岡山芸術文化賞準グランプリ、2017

福武文化奨励賞、キャノン写真新世紀2019グランプリ等、国内外の受賞多数。

前売2,500円 当日3,000円

1日券
すべてのプログラムをご覧いただけます。

（半券提示で入退場自由）

（浜松市中区板屋町100-10）

ライブハウス浜松窓枠

1日券

はままつ映画祭2022

■ Aプログラム 12:00～（開場11:30）
■ Bプログラム 14:00～（開場13:45）
■ Cプログラム 16:00～（開場15:45）
■ Dプログラム 18:00～（開場17:45）

9月25日日

ANIMATIONFESTIVAL2022

HAMAMATSU

はままつアニメフェスタ

はままつアニメフェスタ

国内外
の知られざるアニメ、浜松初上陸！

国内外
の知られざるアニメ、浜松初上陸！

（浜松市中区板屋
町100-10）ライブハウス浜松窓

枠

前売1,000円 当日1,500円

1プログラム券

1プログラム券

はままつ映画祭2022

A～Dプログラムのうち
、

1プログラムのみご
覧いただけます。

□ Aプログラム 12:00～（開場11:30）

□ Bプログラム 14:00～（開場13:45）

□ Cプログラム 16:00～（開場15:45）

□ Dプログラム 18:00～（開場17:45）

9月25日日

ANIMATION

FESTIVAL
2022

HAMAMATS
U

はままつアニメフ
ェスタ

はままつアニメフ
ェスタ

国内
外の
知られ

ざるアニメ、浜松初上陸！

国内
外の
知られ

ざるアニメ、浜松初上陸！

主催：はままつ映画祭　協力：　　  日本アニメーション協会　協賛：シネマイーラ／焼肉ひふみ／とんかつ幸楽／ケーキのグリム／シネマイーラ応援隊湖西支部


