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会場間の移動には
レンタサイクルが便利です！

●料金（一時利用）
24時間以内 200円
24時間を超えて利用した場合 24時間
までごとに200円

●利用時間
午前7時～午後10時
新規受付は、免許証等、住所・氏名が確
認できるものを持参の上、JR高松駅、こ
とでん瓦町駅の有人ポート等で手続きが
必要です。

●お問い合わせ
レンタサイクル管理センター
TEL 087-831-5383

高松市では、市内数箇所のポートで自転
車を貸し出しています。借りたポート以外
でも返却可能です。
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さぬき映画祭実行委員会事務局（香川県政策部文化振興課内）

申込み方法、特典などの詳細は、下記ホームページをご覧ください。

〒760-8570 香川県高松市番町4-1-10　TEL 087-832-3785　FAX 087-806-0238　E-mail info@sanukieigasai.com

お問い合わせ

主催／さぬき映画祭実行委員会、（公財）置県百年記念香川県文化芸術振興財団、香川県、情報通信交流館  e-とぴあ・かがわ
協力／イオンエンターテイメント、瀬戸内こども映画フェスティバル実行委員会　認定／公益社団法人  企業メセナ協議会

サポーターを募集しています！

http://www.sanukieigasai.com/監督うどん脳 映画うどん脳



さぬき映画祭2014は、『踊る大捜査線』シリーズの本広克行監督（香川県出身）を再び
映画祭ディレクターとして迎え、昨年の3倍を目標にラインナップをそろえました。県内4会場を
メインに、未公開作品をはじめ、ドキュメンタリー、アニメ、地方映画など、多種多様な作品を
お楽しみ頂けます。ゲストの方から直接映画の解説が聞けるティーチインや、監督やプロ
デューサーを集めたサミットも開催。盛りだくさんの10日間をお楽しみください。

［3/1（土）全国公開］公 開 前 特 別 上 映

［5/24（土）香川・愛媛・徳島先行公開］公 開 前 特 別 上 映

オープニング

オープニング

公 開 前 特 別 上 映

オープニング

19：00～/イオンシネマ宇多津
2014/116分

ゲスト（予定）
大森研一監督
柴田杏花（俳優）

作品紹介：戦国時代、瀬戸内最強と謳
われた海賊大将軍・村上武吉。その血
を引く少女・村上楓が代々伝わる村上
水軍の莫大な埋蔵金を示す重要な手
掛かりとなる1本の笛を発見。そんな
折、島では生命線とも言えるフェリーが
路線廃止の危機に！島を救うために伝
説の埋蔵金探しへと４人の子供が立ち
あがる！行く手を阻む数々の仕掛けを
突破できるのか!?いにしえの海賊と時
を超えて、大冒険がいま、はじまる！！

瀬戸内海賊物語

©2014「瀬戸内海賊物語」製作委員会

●監督：大森研一
●出演：柴田杏花  内藤剛志  小泉孝太郎  中村玉緒

19：00～/イオンシネマ綾川
2013/121分

作品紹介：6年間育てた息子は、他人の
子でしたー。学歴、仕事、家庭。自分の能
力で全てを手にいれ、自分は人生の勝
ち組だと信じて疑っていなかった良多。
ある日病院からの連絡で、6年間育てた
息子は病院内で取り違えられた他人の
夫婦の子供だったことが判明する。血
か、愛した時間か―突き付けられる究極
の選択を迫られる二つの家族。今この
時代に、愛、絆、家族とは何かを問う、感
動のドラマ。

そして父になる

©2013「そして父になる」製作委員会

15：30～/イオンシネマ綾川
2013/104分

ゲスト（予定）

佐々部清監督

作品紹介：鹿児島のとあるシャッ
ター商店街にある家族経営の和
菓子店・とら屋。大型ショッピング
センターの進出によってとら屋
経営に苦しむ中薗家は両親はす
でに離婚、3人の娘はそれぞれの
事情で出戻っていた。彼女たち
はとら屋再建を賭け、新作を出そ
うとするが……。家業の和菓子
店再生のために奮闘する姿を通
し、新しい家族の形を描き出す
ハートウォーミング・コメディだ。

六月燈の三姉妹

©「六月燈の三姉妹」製作事務局

●監督：是枝裕和
●出演：福山雅治  尾野真千子  真木よう子  リリー･フランキー

12：00～/イオンシネマ宇多津
2013/102分

ゲスト（予定）
中尾浩之監督

要潤（俳優）（うどん県副知事）

作品紹介：未来の通信社で働く時
空ジャーナリストが、教科書に載ら
ない名も無き人々に密着するドキュ
メンタリーテイストのＮＨＫの人気作
「タイムスクープハンター」が映画
化。劇場版にふさわしく、織田信長
が天下統一の拠点としながらも、謎
の消失を遂げた安土城にスポットを
当てながら、80年代や第二次大戦
にもタイムワープするなど、映画だ
からこその見せ場は盛りだくさん。

劇場版タイムスクープハンター
安土城 最後の1日

© 2013 TSH Film Partners

●監督：中尾浩之
●出演：要潤  夏帆  杏  時任三郎  上島竜兵

14：30～/イオンシネマ宇多津
2013/117分

ゲスト（予定）

市井昌秀監督

ゲスト（予定）

是枝裕和監督

作品紹介：音楽家にして文筆家、そ
して俳優としても活躍する星野源が
初主演を務めたラブ・ストーリー。内
気で職場と家を往復するだけの“恋
愛経験ナシ”の独身男が、親同士の
“代理見合い”で出会った、目にハン
デを持つ女性と恋に落ちたことから
始まる騒動を、コミカルかつ感動的
に描く。好きになるという衝動を、力
強く、時に暴走気味に演じる星野の
姿に思わず共感！

箱入り息子の恋

©2013「箱入り息子の恋」製作委員会

●監督：市井昌秀
●出演：星野源  夏帆  平泉成  森山良子  穂のか

17：00～/イオンシネマ高松東
2013/87分

ゲスト（予定）

深作健太監督

作品紹介：日本人キャストは竹中直人
と北乃きいをメインに、オールマレーシ
アロケで撮影されたロードムービー系
コメディ。愛する娘・縁の結婚を阻止す
るためにマレーシアへとやってきた父・
片倉健が、度重なるトラブルに巻き込
まれ、怪しい中国人トラック運転手メ
リーと目的地クアラルンプールに向
かって旅をするハメに……。監督は、
アクションからホラーまで多彩なジャ
ンルを手がける深作健太。

ケンとメリー 雨あがりの夜空に

©2013「ケンとメリー 雨あがりの夜空に」製作委員会

●監督：深作健太
●出演：竹中直人  フー・ビン  北乃きい

19：00～/イオンシネマ高松東

2012/72分

ゲスト（予定）

松江哲明監督 GOMA

作品紹介：09年に交通事故で記憶に
障害を負った世界的にも人気のディ
ジュリドゥ奏者・GOMA。MTBI（軽度
外傷性脳損傷）と診断され、一時は
ディジュリドゥが楽器であることさえ
わからなくなった彼が、リハビリを経
て、奇跡の復活を遂げるまでをつづっ
たドキュメンタリー。突然無関係の映
像が頭の中に飛び込んでくる症状
“フラッシュバック”をアニメーションで
表現するなど、映像演出も斬新。

フラッシュバックメモリーズ3D

©2012 SPACE SHOWER NETWORKS.inc

●監督：松江哲明
●出演：GOMA  辻コースケ  田鹿健太  椎野恭一

ゲスト（予定）

森谷雄プロデューサー18：30～/イオンシネマ高松東
2013/114分

ゲスト（予定）

松永大司監督

作品紹介：93年の旗揚げから20
周年を迎えた総合格闘技パンク
ラスが、2013年３月17日にディ
ファ有明で開催した“パンクラス
246”。そこでの試合を通して、真
剣な戦いを繰り広げる選手たち
の光と影を追いかけた、パンクラ
ス初のドキュメンタリー。リングで
は見られない選手たちそれぞれ
の思いはもちろん、近距離でとら
えられた躍動する肉体の凄さまで
もあますところなく見せつける。

MMA ドキュメンタリー HYBRID

©パンクラス

●監督：松永大司
●出演：小林功  渡辺日菜太  小西拓槙

2013/❶1～6話 132分 ❷7～11話 110分 ❸12～17話 132分 ❹18～22話 110分

ゲスト（予定）
塩谷直義監督

作品紹介：新シリーズ、完全新作
の劇場版と、新たなプロジェクトも
発表された本広克行が総監督を
務めるテレビ・アニメーション。人間
の心理や性格などを計測・数値化
できるようになった2112年。犯罪
も係数として計測され、治安維持
のために規定値を超える潜在犯を
裁くべく、公安局刑事課１係のメン
バーが過酷な任務に挑む。近未来
ＳＦならではの凝りに凝った世界観
とドラマが魅力の快作だ。

PSYCHO-PASS サイコパス［イッキ見］

©サイコパス製作委員会

10：30～/イオンシネマ宇多津［トークイベント/10:30～］
●総監督：本広克行　●監督：塩谷直義
●声優：関智一  花澤香菜  野島健児  有本欽隆  石田彰●監督：佐々部清

●出演：吹石一恵  徳永えり  吉田羊  津田寛治

15：00～/イオンシネマ高松東
2013/121分

ゲスト（予定）

朝原雄三監督（香川県出身）

作品紹介：当時の経理係であっ
た“そろばん侍”を描いた「武士の
家計簿」に続き、江戸時代の加賀
藩を舞台に、君主たちの食事をま
かなう役割を担った“包丁侍”と
呼ばれる武士にスポットを当てた
時代劇。優れた料理の腕を持つ
気の強い妻に支えられながら“包
丁侍”として腕をふるう男の姿を
通し、家族や夫婦の絆を人情味
たっぷりに描く。監督は、「釣りバ
カ日誌」シリーズの朝原雄三。

武士の献立

©2013「武士の献立」製作委員会

●監督：朝原雄三
●出演：上戸彩  高良健吾   西田敏行  余貴美子

18：30～/イオンシネマ綾川
2011/114分

作品紹介：矢野顕子with忌野清志
郎の楽曲「ひとつだけ」に着想を得
て、北海道・洞爺湖のほとりの町・月
浦を舞台に、宿泊施設を備えたパン
カフェを経営する夫婦の姿を描いた
ハートウォーミング・ドラマ。店を訪れ
るさまざまな事情を抱えた人々との
エピソード、全編北海道ロケで撮られ
た四季の移ろいを感じさせる雄大な
風景と、映画ならではのゆったりとし
た時間が心地よい感動編だ。

しあわせのパン

©2011『しあわせのパン』製作委員会

●監督：三島有紀子
●出演：原田知世  大泉洋  森カンナ  平岡祐太19：00～/イオンシネマ綾川

2014/90分

ゲスト（予定）
香西志帆監督

（香川県出身･在住）

作品紹介：“ことでん”こと高松琴平
電気鉄道路線開通百周年記念作
「猫と電車」を撮った香川県高松市
出身の香西志帆監督の2作目。今
回は、本広克行監督のプロデュー
スを受け、さぬき市を舞台にした映
画を演出。バス会社でバスガイドを
するオンチのみどり。大手音響メー
カーの栗田と恋に落ちるが、音楽
好きの栗田一族はオンチのみどり
を受け入れてくれなかった……。

恋とオンチの方程式

©2014 映画「恋とオンチの方程式」

18：30～/イオンシネマ高松東
2014/108分

ゲスト
（予定）

清水崇監督
小芝風花（俳優）

作品紹介：宮崎駿監督の長編アニメ
でも知られる、角野栄子の児童文学
を初の実写映画化。魔女の修行のた
めに海辺の街コリコにやってきた13
歳の少女キキが、個性豊かな住人た
ちとの交流を通して成長していくさ
まを描くファンタジー。オーディショ
ンで選ばれた新人・小芝風花が、魔
女見習いのキキを好演。『呪怨』シ
リーズを手がけた清水崇監督の新
境地とも言うべき演出も必見だ。

魔女の宅急便

©2014「魔女の宅急便」フィルムパートナーズ

●監督：香西志帆
●出演：夏菜  平岡祐太  黄川田将也  森昌子 / 戸田恵子

●監督：清水崇
●出演：小芝風花 / 広田亮平 ・ 尾野真千子 ・ 浅野忠信 / 筒井道隆 / 宮沢りえ

16：00～/イオンシネマ綾川
2012/131分

作品紹介：11年1月から4月にかけ
て放送された全12話のテレビ・アニ
メーションを再構成した劇場版2部
作の前編。平凡な日常を送っていた
少女・まどかの通う中学校にある日、
謎めいた転校生・ほむらがやってく
る。その日の放課後、“キュゥべえ”と
名乗る不思議な生き物と出会ったま
どかは「魔法少女になってほしい」と
告げられる。過酷な運命に翻弄され
る少女たちの濃密なドラマは必見。

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ
［前編］始まりの物語

©Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project

●総監督：新房昭之　●監督：宮本幸裕
●声優：悠木碧  斎藤千和  水橋かおり  喜多村英梨  野中藍  加藤英美里

清水崇監督

1,800円

ゲスト（予定）

1,000円

］

ゲスト（予定）

1,000円

］

4,000円
1,000円
［各ブロック］

［イッキ見］

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

特集上映 イベントドラマ ドキュメンタリー アニメ 海外作品作品分類

※ゲストは急遽変更となる場合がございます。

史上最強のラインナップをご紹介！！

※❶11：00～ ❷13：55～ ❸16：05～ ❹18：40～ 4ブロックにわけて上映（途中休憩有り）

ト ー ク イ ベ ン ト 有り

※3Dでの上映になります。鑑賞にあたり3Dメガネ（有料）が必要になります。

ロケ地：小豆島

ロケ地：小豆島

ロケ地：さぬき市

第66回カンヌ映画祭審査員特別賞受賞



10：00～/イオンシネマ高松東
2013/104分六月燈の三姉妹

10：00～/イオンシネマ綾川
2013/81分燦燦-さんさん-

10：00～/イオンシネマ宇多津
2011/121分ツレがうつになりまして。

10：00～/イオンシネマ宇多津
2013/81分

作品紹介：SKIPシティ 彩の国ビ
ジュアルプラザによる若手映像ク
リエイターの育成・支援事業であ
る“D-MAP”の第4弾で、新鋭・外
山文治監督の長編デビュー作。長
い介護生活の末に最愛の夫を亡
くした77歳の女性が、周囲の反対
をよそに “婚活”に挑み、新たな人
生を見出そうとする姿を描いた人
間ドラマ。吉行和子、宝田明、山本
學ら日本映画界を代表するベテラ
ン俳優が味わい深い演技を披露。

燦燦-さんさん-

©2013 埼玉県／SKIPシティ 彩の国ビジュアルプラザ

●監督：外山文治
●出演：吉行和子  山本學 / 宝田明

19：00～/イオンシネマ綾川
2008/85分

作品紹介：押井守監督の名を世
界に知らしめ、世界中の映像クリ
エイターに多大な影響を与えた
「GHOST IN THE SHELL 攻殻機
動隊」を全カット完全リニューア
ル。最新デジタル技術を使用し、
3DCGカット＆デジタルエフェクト
を駆使して映像を再創造。サウン
ドデザインもフルリニューアルし、
音楽は最新6 .1チャンネルにグ
レードアップ。新鮮な映像体験が
できる最新バージョンだ。

GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊2.0

©1995・2008 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

●監督：押井守
●声優：大塚明夫  田中敦子  山寺宏一

10：00～/イオンシネマ綾川
2012/103分

作品紹介：熊本県天草市牛深を
舞台に、衰退した町を蘇らせるべ
く町おこしに挑む女性たちの姿
を、大竹しのぶ、松田美由紀、杉
田かおるら実力派女優たちの熱
演で描く人情コメディ。元遊郭の
建物を料亭に改装し、インター
ネットで芸者を募集するなど、独
創的なアイディアで地域活性化
していくさまを通し、女性たちの
たくましさ、周りの人々との関係
性の変化を丁寧につづっていく。

女たちの都 ～ワッゲンオッゲン～

©2012「ワッゲンオッゲン」製作委員会

●監督：禱映
●出演：大竹しのぶ / 松田美由紀  杉田かおる  西尾まり

10：00～/イオンシネマ高松東
2011/114分しあわせのパン

10：00～/イオンシネマ宇多津
2013/110分

作品紹介：「釣りバカ日誌」の原
作者として知られる漫画家・やま
さき十三が、71歳で初監督デ
ビュー。30年前に甲子園出場目
前で敗退した思い出を持つ“あ
さひるばん”こと、浅本、日留川、
板東の3人。中年になってそれぞ
れの人生を歩んでいたが、その
当時に3人そろって憧れていた
マネージャーの幸子が病気にあ
ることを知り、久々に故郷の宮
崎に集まることになるが……。

あさひるばん

©2013 やまさき十三／「あさひるばん」製作委員会

●監督：やまさき十三
●出演：國村隼  板尾創路  山寺宏一  桐谷美玲

19：00～/イオンシネマ綾川
2004/100分

作品紹介：鬼才・押井守監督が
「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動
隊」に続き、その世界観にさらに磨
きをかけ、肉体を持たない者たちを
通して人間の生きる意味に迫った
04年の話題作。少女型の愛玩用ア
ンドロイドの連続暴走事件が発生。
被害者に政治家らがいたことから
公安9課のバトーは、相棒のトグサ
と共に事件を追うことに……。映像
で物語、テーマを語り尽くす醍醐味
は、まさに映画ならでは。

イノセンス

©2004 士郎正宗／講談社・IG, ITNDDTD

●監督：押井守
●声優：大塚明夫  田中敦子  山寺宏一  竹中直人

10：00～/イオンシネマ綾川
2013/113分

作品紹介：「喜劇・女は度胸」「男は
つらいよ フーテンの寅」などを手
掛けた名匠・森﨑東監督の10年ぶ
りの最新作。6 2歳で漫画家デ
ビューした岡野雄一の同名コミッ
クを映画化。グループホームで暮ら
す85歳の認知症の母親・みつえと、
離婚して故郷の長崎に戻った息子・
ゆういちの、おかしくも切ない日常
をつづる。岩松了、赤木春恵ら実力
派俳優たちのリアルな演技が心に
迫る感動作だ。

ペコロスの母に会いに行く

©2013『ペコロスの母に会いに行く』製作委員会

●監督：森﨑東
●出演：岩松了  赤木春恵  原田貴和子  加瀬亮

10：00～/イオンシネマ高松東
2011/121分

作品紹介：30万部を超えるベスト
セラーとなり、実写ドラマ化もされ
た細川貂々の同名エッセイコミッ
クを、「半落ち」の佐々部清監督
が映画化。仕事をバリバリこなし
ていたサラリーマンの夫に頼って
いた漫画家の妻が、夫のうつ病発
症をきっかけに、夫婦の関係を見
つめなおしていくさまを描く人間
ドラマ。原作が持つ柔らかいタッ
チを残したまま、シリアスなテーマ
を伝える語り口と演技に注目。

ツレがうつになりまして。

©2011「ツレがうつになりまして。」製作委員会

●監督：佐々部清
●出演：宮﨑あおい  堺雅人  吹越満  津田寛治

10：00～/イオンシネマ宇多津
2013/128分

作品紹介：90歳を過ぎてから詩作を始め、98歳で
出版した処女詩集がベストセラーとなった詩人・柴
田トヨ。彼女の詩集を原作としてベースにし、詩を
書き始めることになるきっかけの出来事や家族の
物語、幼少期のエピソードなどを巧みに織り込みな
がら、トヨの半生をつづっていくヒューマン・ドラマ。
トヨを演じるのは、「蝶々夫人」（1955）以来58年
ぶりの主演となる八千草薫。

くじけないで

©2013「くじけないで」製作委員会

●監督：深川栄洋
●出演：八千草薫  武田鉄矢  伊藤蘭  檀れい

18：30～/イオンシネマ宇多津
2012/韓国/117分

作品紹介：韓国で公開後、男性
層から熱い支持を受け、恋愛映
画初の400万人超の大ヒット。
これまでの恋愛映画の記録を6
年ぶりに塗り替えた恋愛ドラ
マ。建築家の男性が初恋の女
性に仕事を依頼されたことから
動き出す2人の思い、関係性の
変化を、過去の記憶を交錯させ
ながらつづっていく。家を選ぶ
ことと人生の選択を掛けあわせ
た物語の強さを、初恋の甘さで
味つけしたタッチがたまらない。

建築学概論

©2012 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved

●監督：イ・ヨンジュ
●出演：オム・テウン  ハン・ガイン  イ・ジェフン  スジ（Miss A）

19：00～/イオンシネマ綾川

2011/123分

作 品 紹 介：「攻殻機動隊 S t a n d 
Alone Complex」シリーズ第3作。テ
ロリスト連続自殺事件と、その背後の
陰謀に暗躍する”傀儡廻”を追う公安9
課の活躍が、3Dで蘇る。緻密なアニ
メーション技術とフルCGを融合させた
画が、近未来を舞台にした独創的な犯
罪アクションをリアルに綴っていく。『攻
殻機動隊』シリーズの特色のひとつで
もある電脳世界も体感できるアニメー
ション作品だ。

攻殻機動隊S.A.C. SOLID STATE SOCIETY 3D

©2011 士郎正宗・Production I.G / 講談社・攻殻機動隊製作委員会

●監督：神山健治
●声優：田中敦子  大塚明夫  山寺宏一

19：00～/イオンシネマ綾川
2012/110分

作品紹介：テレビ・アニメーショ
ン「魔法少女まどか☆マギカ」を
再構成した劇場版2部作の後
編。思いを寄せる恭介のため魔
法少女になったさやかが魔女へ
と変貌してしまう。まどかはさや
かを救おうとするが……。ひと
つの願いを叶えるために魔法
少女になった5人の少女たちの
戦い、そして残酷なまでの選択
をつづる。ハードSFにも通ずる
内容を、思いの強さとして描く
語り口のうまさに唸る。

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ
［後編］永遠の物語

©Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project

●総監督：新房昭之　●監督：宮本幸裕
●声優：悠木碧  斎藤千和  水橋かおり  喜多村英梨  野中藍  加藤英美里

10：00～/イオンシネマ綾川
2013/129分

作品紹介：「マルサの女」「ミンボーの女」などで知
られる強面系俳優・大地康雄が企画したハート
ウォーミングな人間ドラマ。“絵本の里”として知られ
る北海道上川郡剣淵町を舞台に、人の心の優しさ
や親子の絆を描く。娘が6歳の時に妻と別れて以
来、娘とは会えずじまいの大道芸人・銀三郎。ある日
幼なじみが経営する農場に訪れた彼は、農業研修
にやってきた4人の女子高生と出会う……。

じんじん

©2013「じんじん」製作委員会

●監督：山田大樹
●出演：大地康雄 / 小松美咲  佐藤B作  中井貴惠  井上正大

10：00～/イオンシネマ高松東
2013/129分

作品紹介：11年間に渡って絶対不可能と言われたり
んごの無農薬栽培に取り組み続けた青森県弘前在
住のリンゴ農家、木村秋則の実話を映画化。りんご農
家の娘・美栄子とお見合い結婚して婿入りした秋則。
しかし、りんご栽培に不可欠な農薬が美栄子の体を
蝕んでいることを知った彼は私財を投げ打ち、りんご
の無農薬栽培に挑戦し続けるが……。阿部サダヲ、
菅野美穂演じる夫婦愛が胸を打つ感動作。

奇跡のリンゴ

©2013「奇跡のリンゴ」製作委員会

●監督：中村義洋
●出演：阿部サダヲ  菅野美穂  池内博之  笹野高史

さぬき映画祭のいろんなグッズもあるツル！

ゲスト（予定）

イ・ヨンジュ監督

19：00～/イオンシネマ高松東
2011/台湾/110分

作品紹介：台湾のベストセラー
作家ギデンズ・コーが94年から
05までを丁寧につづった自伝的
小説を、自らの手で映画化。台湾
で大ヒットを記録、香港では中国
語映画の歴代興行収入記録を
塗り替えた青春ラブ・ストーリー
だ。男子高校生コートンはくだら
ないイタズラで授業を妨害ばか
りしていた。困った担任教師は
優等生の女子生徒チアイーを監
視役としてコートンの後ろの席
に座らせることに……。

あの頃、君を追いかけた

©Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.

●監督：ギデンズ・コー
●出演：クー・チェンドン  ミシェル・チェン  スティーブン・ハオ

ゲスト（予定）

ギデンズ・コー監督

ゲスト（予定）

本広克行監督

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

19：00～/イオンシネマ高松東
2013/124分

作品紹介：武富健治の同名コミックを原作に、数々の
賞にも輝き、話題になったドラマの劇場版。独自の教
育理論で学校で巻き起こる難問に立ち向かってきた
国語教師・鈴木先生。そんな彼の前に新たな難題が。
なんと、学校の卒業生が生徒を人質に立てこもると
いう事件が発生したのだった……。妄想・字幕・独白を
駆使したエンタメ演出をしつつ、現代日本が抱える問
題を痛快に切ってみせる。

映画 鈴木先生

©2013映画「鈴木先生」製作委員会

●監督：河合勇人
●出演：長谷川博己  臼田あさ美  土屋太鳳  風間俊介

ゲスト（予定）

1,000円

1,000円

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

1,000円

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

1,000円

1,000円

1,000円

特集上映 イベントドラマ ドキュメンタリー アニメ 海外作品作品分類

※3Dでの上映になります。鑑賞にあたり3Dメガネ（有料）が必要になります。



ゲストトーク/10分

地域会場

ゲストトーク/15分

ゲストトーク/10分

16：00～/イオンシネマ高松東
2014/136分

作品紹介：直木賞に輝いた中島京子の
同名ベストセラー小説を、名匠・山田洋次
監督が映画化。戦前から戦後にかけ、東
京郊外に経つモダンな赤い三角屋根の
小さな家で起こった秘められた恋の行方
を見守った女中。60年後、その思い出が
つづられたノートを手にした青年によっ
て秘められた真実が紐解かれていく。純
粋な思いすらも貫けない戦争というもの
もさりげなく描く巧みな演出が光る。

小さいおうち

©2014「小さいおうち」製作委員会

●監督：山田洋次
●出演：松たか子  倍賞千恵子  黒木華  吉岡秀隆

15：00～/イオンシネマ宇多津
2013/144分

作品紹介：人気作家・百田尚樹の同
名ベストセラー小説を、「ALWAYS
三丁目の夕日」シリーズを手がけた
山崎貴監督が映画化。現代に生きる
青年・健太郎が、太平洋戦争時の特
攻により戦死した零戦パイロットで
ある祖父・久蔵のことを調べるうち
に、久蔵の知られざる実像、その思
いを知るようになっていくヒューマ
ン・ドラマ。サザンオールスターズが
23年ぶりに映画主題歌を担当した
のも話題。

永遠の0

©2013「永遠の0」製作委員会

●監督：山崎貴
●出演：岡田准一  三浦春馬  井上真央  濱田岳  新井浩文

13：00～/イオンシネマ宇多津
2013/116分

作品紹介：数々の賞に輝いた「魔
法少女まどか☆マギカ」の、完全
オリジナル劇場版最新作。まどか
によって残酷な運命から解き放
たれた新しい世界。しかし、消え
たはずのまどかが存在し、魔法少
女として活躍している…。観察す
る者と観察される者というSF的
な仕掛けを駆使し、魔法少女た
ちの新たな運命を描く物語はま
さに驚きの連続。新たな選択をど
う見るかは、あなた次第。©Magica Quartet／Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion

●総監督：新房昭之　●監督：宮本幸裕
●声優：悠木碧  斎藤千和  水橋かおり  喜多村英梨  野中藍  加藤英美里  阿澄佳奈

15：30～/イオンシネマ綾川
2013/115分

作品紹介：“イエモン”の愛称で人気
を博し、惜しまれながらも04年解散
したロックバンド、THE YELLOW 
MONKEYの伝説のツアーを追った
ドキュメンタリー。98年4月から99年
3月までの1年間で、全113ステージ
を 行 った ツ ア ー「 P U N C H 
DRUNKARD TOUR」にスポットを
当て、当時のライブ映像はもちろん、
貴重なバックステージの様子を盛り
込みながら“イエモン”の素顔に迫っ
ていく。

パンドラ ザ・イエロー・モンキー

©2013『パンドラ』製作委員 Photo by Mikio Ariga

●監督：高橋栄樹
●出演：THE YELLOW MONKEY（吉井和哉  菊地英昭  廣瀬洋一  菊地英二）

12：30～
イオンシネマ綾川

イベント紹介：ももいろクローバーZのライ
ブ演出を手がける佐々木敦規監督を招い
て、「モノノフ」本広克行監督とのトークイ
ベント。ここでしか聞くことの出来ない話も
飛び出すかも。

ももクロのライブ
演出と映像の裏側
すべてについて
教えましょう

19：00～/イオンシネマ綾川
2013/128分

ゲスト（予定）

佐藤信介監督

作品紹介：人気作家・有川浩の代表作
であり、コミック化、アニメ化もされた
同名小説を実写映画化。国家による
メディアの検閲が正当化された日本を
舞台に、良書を守るため戦う自衛組織
「図書隊」の若者たちの姿を描く。岡
田 准 一 が 体 当 た り で 見 せ る
「GANTZ」2部作を手掛けた佐藤信
介監督らしい激しいアクションだけで
なく、榮倉奈々をメインとするベタ甘
な恋の行方も本作ならではの魅力。

図書館戦争

©“Library Wars” Movie Project

●監督：佐藤信介
●出演：岡田准一  榮倉奈  々 田中圭  福士蒼汰

ゲスト
（予定）

香西志帆監督（香川県出身･在住）
＋ ★シークレットゲスト

ゲスト（予定）高橋栄樹監督

ゲスト（予定）佐々木敦規監督

13：00～/イオンシネマ高松東
2013/96分

作品紹介：「二十四の瞳」など数々の名作を
残した日本を代表する映画監督・木下惠介の
生誕100周年記念作品。戦時中、脳卒中で倒
れた母親を疎開させるためにリヤカーで山越
えしたという実話のエピソードを軸に、若き日
の木下監督の映画への思い、母子愛を描く。
本作が初の実写監督作となる「カラフル」な
どアニメーション作品で知られる原恵一監督
の、木下作品への愛も詰まった感動作だ。

はじまりのみち

©2013「はじまりのみち」製作委員会

●監督：原恵一
●出演：加瀬亮  田中裕子  ユースケ・サンタマリア  濱田岳

17：00～/イオンシネマ宇多津
1965/86分

ゲスト（予定）

谷川俊博（宇多津町長）

作品紹介：小林旭主演で昭和の
世を風靡したアクション、“ギャン
ブラー”シリーズの第４作。自分の
身代わりになった男の故郷である
四国へと渡ったギャンブラー氷室
が、立ち退き騒動に巻き込まれる
男の家族を救うために、暴力団相
手の全面対決することに……。ダ
イスを使ったギャンブル勝負はも
ちろん、西部劇のように明快にス
トーリー展開の中での小林旭の暴
れっぷり歌いっぷりが痛快！

投げたダイスが明日を呼ぶ

©1912-2014 NIKKATSU CORPORATION. All rights reserved.

●監督：牛原陽一
●出演：小林旭  松原智恵子  金子信雄  浜田信雄

ゲスト
（予定）

藤村忠寿（ディレクター）
嬉野雅道（ディレクター）

ゲスト
（予定）

谷口仁則監督
梶剛（香川住みます芸人）

12：00～/イオンシネマ宇多津
2013/117分

ゲスト（予定）

小泉徳宏監督  大原櫻子（俳優）

ゲスト（予定）

ムロツヨシ（俳優）

ゲスト（予定）

山田洋次監督

ゲスト（予定）

原恵一監督

ゲスト（予定）

井上真央（俳優）

作品紹介：「僕は妹に恋をする」「僕の初恋
をキミに捧ぐ」の原作でも知られる人気漫
画家・青木琴美による同名人気コミックを
実写映画化。元バンドマンのサウンドクリエ
イターと、バンドのファンであり、天性の歌
声を持つ女子高生との切ない恋を描くラ
ブ・ストーリー。佐藤健、三浦翔平ら若手男
優陣はもちろん、本作がデビュー作となる
新人・大原櫻子の歌声も聞き逃せない。

カノジョは嘘を愛しすぎてる

©2013青木琴美・小学館／「カノジョは嘘を愛しすぎてる」製作委員会

●監督：小泉徳宏
●出演：佐藤健  大原櫻子  三浦翔平  窪田正孝

14：30～/イオンシネマ宇多津
2006/134分

作品紹介：香川県出身の本広克行監督がソ
ウルフードである讃岐うどんをテーマに真っ
向から挑んだ人情コメディ。コメディアンにな
る夢に挫折した男が、生まれ故郷で出会った
うどんの魅力に取り憑かれ、うどんブームを
巻き起こしていくさまを通し、親子の絆、思い
の大切さを描き出していく。うどん屋店舗数
1位を誇る本場の讃岐うどん店のガイド映画
としても見逃せないフードムービーだ。

UDON

©2006 フジテレビ ROBOT 東宝

●監督：本広克行
●出演：ユースケ・サンタマリア  小西真奈美  トータス松本

作品紹介：89年に発表されて以来、何度も映
像化され続けてきた士郎正宗原作の「攻殻
機動隊」。全身サイボーグ化されたヒロイン、
草薙素子の過去にスポットを当て、1話50分
の四部構成で魅せるファン必見の最新シ
リーズの「border:1」「border:2」を一挙上
映。プロダクションI.Gを代表する本シリーズ
ならではの、アニメーション技術を駆使したア
クション、ハードなSFストーリーは圧倒的。©士郎正宗・Production I.G／講談社・「攻殻機動隊ARISE」製作委員会

12：45～/情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ
イベント/14：45～（イベントは無料）

border:1 Ghost Pain：2013/59分　border:2 Ghost Whispers：2013/56分
攻殻機動隊ARISE border:1・2

●総監督：黄瀬和哉　●監督：むらた雅彦  竹内敦志
●声優：坂本真綾  塾一久  松田健一郎  沢城みゆき

19：00～
イオンシネマ
高松東

イベント紹介：北海道ローカルの番組でありながら全国的人気を誇る怪物番組「水
曜どうでしょう。」藤村ディレクターと嬉野ディレクターを招いてのトークイベントとそ
の企画の一つ「四国八十八ヶ所Ⅱ」において実際に発生した怪奇現象を元に製作さ
れた異色ドラマの上映。半年前の四国・円上寺金剛院でのロケの際に起こった出来
事を確認するために再び四国を訪れることになったディレクター2人と出演者は、再
び怪しい現象に襲われることに……。

四国八十八ヶ所シリーズで
何があったかを教えましょう

●監督：藤村忠寿
●出演：音尾琢真  森崎博之  大泉洋

劇場版 魔法少女まどか☆マギカ
［新編］叛逆の物語

2014恋とオンチの方程式

PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE

ゲスト（予定）

1,000円

1,000円

ゲスト（予定）

1,800円

1,000円

ゲスト（予定）

1,800円

1,000円

1,000円

1,000円1,000円

10：30～/イオンシネマ高松東
2013/98分

作品紹介：6人組の個性派アイドルグ
ループ“でんぱ組.inc”が主演を務める
特撮ヒロイン・アクション。魔女を育成す
る「白魔女学園」にやってきた新入生た
ち。上級生らによって与えられる厳しい
課題に挑む彼女たちはやがて魔力に目
覚めていくが、学園には恐ろしい秘密
が隠されていた……。「仮面ライダー
フォーゼ」を手がけた坂本浩一監督に
よる体当たりアクションが満載！

白魔女学園

©2013「白魔女学園」生徒会

●監督：坂本浩一
●出演：最上もが  夢眠ねむ  吉川未鈴  成瀬瑛美

14：30～/イオンシネマ高松東
2011/129分

ゲスト（予定）

沖田修一監督

イベントゲスト（予定）
本広克行監督

＋ ★シークレットゲスト

作品紹介：山間に住む木こりと気弱な新人監
督の出会いが生み出す、心の変化を丁寧に描
いた人間ドラマ。木こりの克彦はひょんなこと
から村にやってきたゾンビ映画の撮影の手伝
いをすることに。気弱な新人監督・幸一は自信
を無くしかけるが、映画作りに夢中になる克彦
と交流するうちに映画への思いを蘇らせてい
く……。役所広司と小栗旬の、人と人との距離
感の変化を感じさせる演技が見事。

キツツキと雨

©2011「キツツキと雨」製作委員会

●監督：沖田修一
●出演：役所広司  小栗旬  高良健吾  臼田あさ美

ゲスト（予定）でんぱ組.inc

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

12：30～/イオンシネマ綾川
2012/韓国/117分建築学概論

ゲスト（予定）イ・ヨンジュ監督監督

1,000円

ゲスト（予定）ギデンズ・コー監督15：30～/イオンシネマ綾川
2011/台湾/110分あの頃、君を追いかけた
ギデンズ・コー監督

1,000円

ゲスト（予定）

1,800円

ゲスト（予定）

1,000円

ゲスト（予定）

1,000円

10：00～12：30/情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

2013/17分いいね！ 12：00～

ショートムービー特集

ゲスト（予定）
山岡大祐監督

増井香里（直島出身）

ゲスト（予定）
上田誠監督
諏訪雅監督

作品紹介：ツイッターやフェイスブックなど、今や生活の一部
になりつつあるソーシャルネットワークサービス＝SNS。そん
なSNSに猫の写真を貼り付け、「いいね！」と反応されることに
生きがいを感じている女が、SNSのネタをつきつめていくあま
りに自分自身が変化していくさまを描く短編映画。監督は、世
界の映画祭などても注目を集めている新鋭・山岡大祐。©山岡大祐／ARC vison

●監督：山岡大祐
●出演：増井香里  多可未  堀内亮太  松崎颯  臼井千晶

2013/11分ハウリング
ヨーロッパ企画2作品 10：00～

©ヨーロッパ企画／オポス

●監督：上田誠
●出演：土佐和成  中川晴樹

2013/60分MG－2416 10：50～

作品紹介：丸亀で生まれ育ち、現代美術館で働く41歳の乾吉の元
に、丸亀を離れた弟・俊輔が数年ぶりに帰ってくる。成功を夢見て大
都会へ出たものの、国際的秘密結社に拉致され、秘密を知った俊
輔を抹殺するため伝説のヒットマンが送られてくる……。70年代ア
メリカで大流行したエクスプロイテーション映画のノリの良いアク
ションテイストを、地域発信型映画にミックスした異色の痛快作。©2013「MG－2416」製作委員会

●監督：谷口仁則
●出演：兵動大樹（矢野・兵動）  谷澤恵里香  大木はんすけ  武田幸三 梶剛

わ

1,000円
4作品で

ゲスト（予定）

1,000円

13：30～/ベッセルおおち

ト ー ク イ ベ ン ト ト ー ク イ ベ ン ト

水曜どうでしょう

＋四国R-14上映

特集上映 イベントドラマ ドキュメンタリー アニメ 海外作品作品分類

2013/20分洗牌（シーハイ）

©ヨーロッパ企画／オポス

●監督：諏訪雅
●出演：城之内コゴロー  石田剛太  菅原永二
ヨーロッパ企画 http://www.europe-kikaku.com



優秀企画上映作品 無 料

あらすじ：「チャレンジして、飽きたらやめる」
主人公・友子。中学3年の夏にふとしたきっ
かけで、フェンシングというスポーツを目にす
る。高校には幼なじみの恒太と無事合格。
友子は真っ先にフェンシング場に向かう。先
輩の練習はテレビで観たものより、激しく友
子を魅了した。入部したての友子は不器
用で、当たり前だが下手くそだった。大きく
変わる環境の変化、人との関わり。そんな
中、香川県の東讃に世界と戦い続けてい
る人に出逢う。

県内ロケ地：東かがわ市、高松市

リズミカルに戦う（45分）
細川久美子／香川県

あらすじ：今から73年前、香川県の人たち
約600名が満州へと旅立った。戦後、帰郷
を果たした人たちが、鳥取県の大山山麓を
開拓し村を作る。香川県と鳥取県の絆を
大切にと香取村と名づけられた。村を作っ
た一世のおじいさんが亡くなる。夏休み、高
校一年の武はこの村の友だち二人と、おじ
いさんの生まれ故郷の香川県栗熊まで、お
骨を届けるために旅立つ。その旅は自身の
ルーツを辿る旅でもあった。

県内ロケ地：高松市、丸亀市

夏を越える少年たち（90分）
添谷泰一／鳥取県

映画制作実践講座 作品上映会 無 料

あらすじ：『誰かに恋をして、
焦がれる気持ちは異性愛者
も同性愛者も同じ』という田
中監督が描く恋物語。デュオ
を組む和真と宏之は、一周
年ライブに向けた新曲作りが
進まない。ライブ喫茶のマス
ターが見守る中、せつない勘
違いと嫉妬を経てふたりの気
持ちが近づく。

約25分

エソラ あらすじ：ある街に一人の男がい
た。男と言っても彼は人間ではな
く、自転車である。この自転車は感
情を持ち、思春期男子に負けず
劣らずの下心もある。彼は持ち主
である女の子「ナミ」に恋をしてお
り、彼女を乗せて街を走るのが至
高の喜びであった。しかしそんな
彼は、ある日盗難される。その後
も、鍵のかかっていない自転車は、
様 な々人達に乗り継がれて行く。

約15分

あらすじ：民族歴史研究会
（レッケン団）のメンバーが繰り広
げる青春コメディ。卒業間近の
大学生一と智也は、奈子の提
案で先輩の景浦にドッキリを仕
掛ける。木簡を発掘したかのよう
に装い景浦を誘い出した一達
だったが、現場からは埋蔵品が
次 と々発見される。レッケン団、偶
然にも世紀の大発見なるか!?

約25分

レッケン団 盗難自転車
と う な ん  じ  て ん し ゃ

コマどりワークショップ

子どもたちに向けたワークショップ。開催中は、来場した子どもたちに、コマ撮りアニメの体
験してもらう。完成した作品を皆で鑑賞するなど、映像作りの楽しさに触れられるイベント。

1983/136分

作品紹介：滝沢馬琴著の古典「南総里見八犬伝」に新解釈
を加え、「仁義なき戦い」の深作欣二監督がSFXとアクショ
ンで魅せる83年の異色時代劇。館山城主・里見成義の一
人娘・静姫と八犬士のひとり・犬江親兵衛の淡い恋をベース
にしながら、怨霊たちとの戦いを運命づけられた犬士たち
の活躍を描く。薬師丸ひろ子をはじめ真田広之、千葉真
一、志穂美悦子、夏木マリなど、豪華キャストが集結！

里見八犬伝

©KADOKAWA 1983

●監督：深作欣二
●出演：薬師丸ひろ子  真田広之  松坂慶子  千葉真一

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

ベテラン、若手映画監督が一同に会し、映画をどうやって作ってい
るのかの本音トーク。これから映画、映像制作を目指す人の刺激
になるトークイベント。

「映画ってどうやって作るの？」
映画カンファレンス 無 料

ゲスト
本広克行（映画監督）
香西志帆（映画監督） ほか

ゲスト
映画制作実践講座講師

ゲスト 中島貞夫審査委員長
500円

審査員
中島貞夫（映画監督）
井上隆史（東京藝術大学客員教授）
朝原雄三（映画監督）
本広克行（映画監督） ほか

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

今、日本を地方から盛り上げている映画やその他のクリエイティブの
可能性を、「製作方法」と「地域経済」に視野を広げ、映画監督＆プ
ロデューサー以外にも関係者を招いて掘り下げていくトークイベント。

「これからの地方映画の可能性」
映像制作サミット 無 料

無 料

ゲスト
本広克行（映画監督） ほか

子ども向け
映像ワークショップ

地域会場
丸亀市綾歌総合文化会館（アイレックス）

1993/104分

作品紹介：『小さいおうち』の山田洋次監督が手掛けた国
民的シリーズの、香川県を舞台に描く第46作目。美女と出
会えば一目惚れでおなじみの寅さんが、結婚を真剣に考
えることになるというだけでなく、東京から逃げてきた甥
の満男までも恋に落ちるという、シリーズの中でもラブコ
メ濃度の高いユニークな一本だ。マドンナは27作目「男は
つらいよ 浪花の恋の寅次郎」でも共演した松坂慶子。

男はつらいよ寅次郎の縁談

©1993 松竹株式会社

●監督：山田洋次
●出演：渥美清  倍賞千恵子  松坂慶子  吉岡秀隆

500円

三豊市文化会館（マリンウェーブ）

2011/147分

作品紹介：直木賞作家・角田光代のベストセラー小説を、
井上真央、永作博美の主演で映画化。自分が母親になれ
ない絶望感から不倫相手の娘を誘拐し、4年間育てた希
和子と、彼女に育てられた過去を引きずり、心を閉ざした
まま成長した恵理菜。そんな2人の複雑な思いを繊細か
つ大胆に描きながら、“母性”というテーマをサスペンフル
に浮き彫りにしていくさまは、圧巻の一言。

八日目の蟬

©2011「八日目の蝉」製作委員会

●監督：成島出
●出演：井上真央  永作博美  小池栄子  森口瑤子

500円

三木町文化交流プラザ

第1部［45分］ 第2部［120分］ 第3部［30分］
曼荼羅Q&Aトーク映画の作り方60秒プレゼン

第1部［45分］ 第2部［35分］ 第3部［30分］
曼荼羅Q&Aトーク地方で映画をつくること地方を盛り上げる

「UDON」の上映に合わせて
UDONツアー準備中

詳細はホームページとfacebookで！
HP  http://www.sanukieigasai.com

facebook  www.facebook.com/sanukifilmfes

/一般部門/ /県内人材育成部門/

あの娘が海辺で踊ってる 50分
●監督：山戸結希

20：00～

琥珀色のキラキラ 30分

●監督：中野量太

16：30～
チチを撮りに 74分

夜明け前 朝焼け中 90分
●監督：窪田将治

18：30～

ぽんぽん 40分
●監督：中村祐太郎Playback 113分

●監督：三宅唱
19：10～

かしこい狗は、吠えずに笑う 94分
●監督：渡部亮平

17：30～

18：00～

映画「立候補」 100分
●監督：藤岡利充

13：30～

彼方からの手紙 85分
●監督：瀬田なつき

10：30～

ただいま、ジャクリーン 40分
●監督：大九明子

12：15～
ゲスト（予定）
大九明子監督

ゲスト（予定）
瀬田なつき監督

ゲスト（予定）
窪田将治監督

ゲスト（予定）
山岡大祐監督

ゲスト（予定）
二宮健監督

ゲスト（予定）
藤岡利充監督

ゲスト（予定）
池田千尋監督

ゲスト（予定）
中村祐太郎監督

ゲスト（予定）
渡部亮平監督

ゲスト（予定）
三宅唱監督

ゲスト（予定）
中野量太監督

ゲスト（予定）
森英人監督

ゲスト（予定）
山戸結希監督

SLUM-POLIS 120分
●監督：二宮健

18：50～

Give and Go 70分18：30～
動物の狩り方 30分
●監督：森英人

妹の足 7分20：10～
肴町物語 5分
タカノの匂い 9分
●監督：山岡大祐

ミスターホーム 70分15：10～
●監督：池田千尋

情1,000円
各回

若手映画監督特集に

本広監督がとび入り
参加も

あるかもツル！！

©2013 MONKEY & SNAKE
THE FILM SCHOOL OF TOKYO

ただいま、ジャクリーン
©2013「夜明け前 朝焼け中」製作委員会

夜明け前 朝焼け中

©山岡大祐

妹の足

©山岡大祐

肴町物語

©UNDER DOG FILMS

ぽんぽん

©2014 BULLDOGFILM All Rights Reserved.

SLUM-POLIS

©山岡大祐

タカノの匂い

©2013 word and sentence

映画「立候補」

©渡部亮平

かしこい狗は、吠えずに笑う

©2008 東京藝術大学

彼方からの手紙

©2012 ピクチャーズネットワーク／日吉ヶ丘ピクチャーズ

チチを撮りに

©ギブアンドゴー製作委員会 

Give and Go

©上智大学映画研究会

あの娘が海辺で踊ってる

©2012 Decade, Pigdom

Playback

※事前の予約は不要です。希望者多数の場合は、整理券等を発行します。

詳細はホームページとfacebookで！
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情報通信
交流館
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情報通信
交流館

e-とぴあ・かがわ

イオンシネマ 高松東・綾川・宇多津

高松東

綾　川

宇多津

情報通信
交流館

e-とぴあ・かがわ

丸亀市綾歌
総合文化会館
（アイレックス）

三豊市
文化会館

（マリンウェーブ）

上映スケジュール チケットの
ご購入に
ついて

日付 会場

2/1（土）午前9：00よりイオンシネマ高松東・綾川・
宇多津窓口及びｅ席リザーブにて販売開始（全席
指定）。
[HP]http://www.aeoncinema.com/
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高松東

綾　川
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情報通信
交流館
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高松東

綾　川

宇多津

イ
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マ

高松東

綾　川

宇多津

イ
オ
ン
シ
ネ
マ

高松東

綾　川

宇多津

イ
オ
ン
シ
ネ
マ

ゲ

魔女の宅急便

18：30～ （開会式後）
オープニング上映

ゲ19：00～
オープニング上映

恋とオンチの方程式

ゲ17：00～
ケンとメリー

雨あがりの夜空に

19：00～
GHOST IN THE SHELL/

攻殻機動隊2.0

19：00～
イノセンス

ゲ19：00～
フラッシュバック
メモリーズ3D

ゲ19：00～
オープニング上映

瀬戸内海賊物語

13：00～
里見八犬伝

10：30～
男はつらいよ
寅次郎の縁談

15：40～
映画制作

実践講座作品

13：00～
映画制作
実践講座作品

19：00～
映画制作

実践講座作品

14：00～
庵治石
の味

15：00～
花子の日記
～ビーフのキョーフ物語～

16：00～
これが私の
生きる道

蒟醤･存清･彫漆 さぬき三技法

17：05～
リズミカル
に戦う

15：25～
夏を越える
少年たち

14：50～
リズミカル
に戦う

18：40～
リズミカル
に戦う

13：00～
夏を越える
少年たち

17：00～
夏を越える
少年たち

14：40～
リズミカル
に戦う

13：00～
夏を越える
少年たち

11：40～
リズミカル
に戦う

10：00～
夏を越える
少年たち

10：00～
リズミカル
に戦う

11：00～
夏を越える
少年たち

12：00～

リズミカルに戦う
制作者登壇

13：00～
波の
かけら
月あかり

16：00～
夕凪に
こだまする

17：00～
ＵＫＩＳＨＩＭＡ
（浮島）

18：00～
ギャングが
島にやってきた

14：00～
さぬき
巡礼ツアー

15：00～
ジュリーの
海＆空

16：00～
チンゲンサイの
夏休み

17：00～
海竜を
見た日

18：00～
竜宮、
暁のきみ

19：00～

 しあわせ
獅子あわせ

The lion dance
13：00～
リズミカル
に戦う

14：00～
夏を越える
少年たち

ゲ19：00～
そして父になる

ゲ14：30～
箱入り息子の恋

ゲ15：00～
武士の献立

ゲ18：30～
MMA ドキュメンタリー HYBRID

ゲ19：00～
図書館戦争

13：55～
サイコパス［7～11話］

18：40～
サイコパス［18～22話］

16：05～
サイコパス［12～17話］

ゲ18：30～
しあわせのパン

10：00～
しあわせのパン

10：00～
女たちの都

～ワッゲンオッゲン～

10：00～
ツレがうつに
なりまして。

10：00～
ツレがうつに
なりまして。

10：00～
ペコロスの母に
会いに行く

10：00～
あさひるばん

10：00～
燦燦-さんさん-

10：00～
燦燦-さんさん-

ゲ12：00～
劇場版タイムスクープハンター

安土城 最後の1日

閉
会
式

クロージングパーティー
会場/JRホテルクレメント高松
一般参加可（3,000円）

17：30頃～

12：00～15：30
映画カンファレンス

「映画ってどうやって作るの？」

15：30～17：30
映画製作サミット

「これからの地方映画の可能性」

高松東

綾　川

宇多津

ベッセル
おおち

情報通信
交流館

e-とぴあ・かがわ

三木町文化
交流プラザ

日付 会場
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高松東

綾　川

宇多津

イ
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高松東

綾　川

宇多津

イ
オ
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マ

高松東

綾　川

宇多津

イ
オ
ン
シ
ネ
マ

2/15（土）より情報通信交流館 e-とぴあ・かが
わで、同会場での全ての上映映画チケットを販売
開始（全席自由）

情報通信交流館 ｅ-とぴあ・かがわ

[開館時間] 平日 10：00～／土・日 9：30～

地域会場
［各会場にて販売］
詳細は、会場へお問
い合わせください。

ゲ13：30～
恋とオンチの方程式

ゲ14：30～
UDON

ゲ10：30～
白魔女学園

ゲ13：00～
はじまりのみち

ゲ 16：00～
小さいおうち

ゲ15：30～
パンドラ・ザ・イエローモンキー
PUNCH DRUNKARD TOUR THE MOVIE

ゲ12：00～
カノジョは嘘を
愛しすぎてる

13：30～
八日目の蟬

ゲ14：30～
キツツキと雨

19：00～
映画 鈴木先生

ゲ

19：00～
攻殻機動隊 S.A.C.

Solid State Society 3D

ゲ19：00～
あの頃、君を追いかけた

いいね！MG-2416
ハウリング・洗牌（シーハイ）

12：45～
攻殻機動隊ARISE
border:1・2

14：45～
攻殻機動隊
ARISE
イベント

10：00～12：30 ゲ

ゲ15：30～
あの頃、君を追いかけた

ゲ18：30～
建築学概論

ゲ19：00～　トークイベント
水曜どうでしょう四国八十八ヶ所シリーズで
何があったかを教えましょう＋四国R-14上映

ゲ12：30～　トークイベント
ももクロのライブ演出と映像の
裏側すべてについて教えましょう

ゲ12：30～
建築学概論

16：00～
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ

［前編］始まりの物語

19：00～
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ

［後編］永遠の物語

13：00～
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ

［新編］叛逆の物語

10：00～
奇跡のりんご

10：00～
じんじん

10：00～
くじけないで

17：00～
投げたダイスが
明日を呼ぶ

ゲ

15：30～
六月燈の三姉妹

ゲ

10：00～
六月燈の三姉妹

/注意事項/
●開催中止以外でのチケットの払い戻しはいたしません。
●上映会場に録音、録画などに使用する機材を持ち込むことはできません。
●他のお客様にご迷惑がかかる行為があった場合、ご退場いただくことがあります。優秀企画上映作品若手映画監督イベント

イベント

優秀企画過去作品 映画制作実践講座作品

特集上映ドラマ アニメ 海外作品ドキュメンタリー

ゲ

作品分類

15：00～
永遠の０

ゲ

9：30開館

9：30開館

9：30開館

9：30開館

15：00～17：00
映画制作実践講座作品

ゲ

10：00～
制作者登壇

夏を越える少年たち

ゲ ゲ

10：30～
サイコパス［1～6話］

ゲ

ゲ ゲ

ゲ

ゲ

ゲ

ゲ


