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2月8日（土）・9日（日）さぬき映画祭2 0 2 0



Ⓒ2020「喜劇 愛妻物語」製作委員会

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

2月8日（土）9日（日）さぬき映画祭2 0 2 0

作品紹介：売れない脚本家・豪太とその妻チカは倦怠期の夫婦で、娘

のアキと3人暮らし。豪太はセックスレスに苛まれ、日々 妻の機嫌を取ろ

うとするが、チカはろくな稼ぎがない夫に冷たい。そんなある日、“すごい

速さでうどんを打つ女子高生”の話を脚本にしないかという話が舞い

込み、豪太は取材を兼ねた香川旅行をチカへ提案する。

イオンシネマ高松東／14：00～

喜劇 愛妻物語

2020年／117分新 作

原作・脚本・監督：足立紳

出演：濱田岳、水川あさみ、新津ちせ

ドキュメンタリー

ゲスト［予定］

足立紳 監督

ゲスト［予定］

小河恵理
（映像翻訳家・字幕ディレクター）

ゲストに本作の日本語

字幕を担当した、日本

を代表する香川県在

住の翻訳家 小河恵理

さんを迎え、映画翻訳

の裏側に迫ります！

8
［土］

Ⓒ2017 Project 2H

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

作品紹介：「結城友奈は勇者である」より2年前。鷲尾須美は小学六年にして神樹に選ばれた世

界を守る勇者である。同級生の乃木園子、三ノ輪銀と一緒に、かけがえのない日常を大切にしなが

ら、お役目を果たしていく須美。そんな中、世界を滅ぼさんとする「敵」により、悲劇が訪れる。少女た

ちの運命は―。

イオンシネマ高松東／13：00～

結城友奈は勇者である
－鷲尾須美の章－
第1章「ともだち」 第2章「たましい」 第3章「やくそく」

2017年／56分・56分・58分

総監督：岸誠二

シリーズ構成・脚本：上江洲誠

声優：三森すずこ、花澤香菜、花守ゆみり

ゲスト［予定］

岸誠二

上江洲誠

Ⓒ林海象、ドリームキッド、レスパスビジョン

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

第一話：大地震により破壊されたタンクから汚染水が流れ出る原子力

発電所。高濃度の放射能が放出される中、男たちは汚染水を止めるた

めに、命懸けでボルトをしめに行く。

第二話：避難地区周辺で遺品整理の仕事に従事する男。孤立死した

老人の遺品整理の現場で目にしたものとは。

第三話：クリスマスの夜。雪の降る中、男の前に突然現れた謎の女。女

は何十年も帰ってない北海道まで行くと言うが―。

イオンシネマ高松東／17：00～

BOLT

2019年／85分新 作

監督・脚本：林海象

出演：永瀬正敏、佐野史郎、金山一彦、吉村界人、佐藤浩市（声）、月船さらら

ゲスト［予定］

林海象 監督

ヤノベケンジ
（アートディレクター）

本作の第一話は2016

年開催の「ヤノベケンジ 

シネマタイズ」展で、高

松市美術館の一室に組

まれた巨大インスタレー

ションの中で公開撮影

されました！現代美術

ファン必見の作品です！

8
［土］

2020年全国公開／プレミア上映

2020年全国公開／プレミア上映

9
［日］

３章一挙上映！アニメーション

Ⓒ2018 DOCFILM4THECARLYLE LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

1,000円
当日9：30～会場で販売

作品紹介：英国王室や歴米大統領や世界中のセレブたちが愛し、名

だたるスター達が幾多の逸話を残していることから、ニューヨーク・タイ

ムズが「秘密の宮殿」と呼んだ伝説のクラシックホテル「ザ・カーライル 

ア ローズウッド ホテル」。ジョージ・クルーニーやソフィア・コッポラなど

総勢38名のスターたちが、カーライルに眠る歴史的な秘話やその魅力

を語る、世界初の5つ星ホテルドキュメンタリー。

かがわ国際会議場／10：00～

カーライル
ニューヨークが恋したホテル

2018年／92分

監督・脚本：マシュー・ミーレー 『ニューヨーク バーグドルフ 魔法のデパート』

出演：ジョージ・クルーニー、ウェス・アンダーソン、ソフィア・コッポラ

9
［日］

上 映 後 の ゲスト
トークは無料で

入場いただけます！

サイン会

上映・トークの後、劇場

内で足立監督によるサ

イン会を実施します！

脚本家・映画監督だけ

でなく、小説家としても

活躍されている足立監

督。当日、映画を観て、

対象書籍をお買い上

げいただいたお客様

はサイン会に参加でき

ます。この機会にぜひ

ご参加ください。

第32回東京国際映画祭最優秀脚本賞受賞作品



ゲスト［予定］

レクザムホール・小ホール／11：00～
（10：30開場）

作品紹介：ニンニク農家の一人娘で男勝りの
香里は坂出学園高校の応援団長。ふとした事
から全国大会万年2位の料理研究部の助太
刀をすることになるが、料理が苦手な香里は
オリジナルレシピの考案にもアタマを悩ませる
始末。そんな彼女にクラスメート達が協力、「香
川県の誇る多数の食材を活かして皆が元気
になるメニュー」を考え出す。たどりついたレシ
ピは「アヒージョ！」友人達の協力で次 と々集ま
る讃岐の特産品！はたして優勝の行方は？

ゲストに「シナリオ

講座」の講師や、「シ

ナリオコンクール」の

審査員を務める、中

島貞夫監督とシナリ

オライターの大津一

瑯氏を迎えます。

今年で14年目を迎えるさぬ

き映画祭。これまでの歩みの中

で、映画・映像に携わる多くの人材

が育ち、多くの傑作が生みだされ

てきました。今回はそのうちの一部

を上映するとともに、各作品の監督

らを迎え、座談会を開催します。

作品紹介：地方タウン誌の記者である唯は、
あこがれの先輩の航と、とあるバー「リューゲ

（嘘）」を訪れる。
そこは本当と嘘が交じり合う空間であった。
そして唯のついたリューゲから意外な展開が
巻き起こる…

10：00～ （9：30開場）

2015年／60分

アヒージョ！

監督：武田龍也

9
［日］

19：00～

制作者座談会
これからの「さぬき映画祭」の話をしよう

11：30～

2017年／50分

宵闇のリューゲ

監督：釡次智久

原作：新田綱志

出演：沙倉ゆうの、森友樹、アンスコム江莉奈、

石垣のぼる、土屋翔

9
［日］

作品紹介：母親の病気のため、父親の故郷の
男木島に一家で移住してきた木島海斗（小
５）。母が亡き後、父親と祖父の3人で暮らして
きたが、父親がカメラマンの仕事に復帰する
ため島を出て行く。父が去った後、一人寂しさ
に耐える海斗にやさしく微笑む転校生、高木
夕（小5）。二人の子供たちが高校生になり、
やがて自分たちの将来について悩み、考え
る、島に移住してきた子供たちの初恋と成長
物語。

13：30～

2017年／32分

Lemon & Letter

ぐるり1200キロ、はじまりの旅

監督：梅木佳子

8
［土］

8
［土］

作品紹介：高校2年の夏休み、アキラ、ヒカリ、上
野の3人は深夜2時に商店街に現れると話題に
なっている落ち武者を見に行くことにした。深夜
に商店街に集まるだけで楽しい3人だったが、
突然現れたのは陸上ユニフォームを着て全力疾
走するアフロ頭の男だった。その男に興味を
持った3人は話をしてみたいと思い、声をかける
が止まってくれない。障害物を置いて足を止め
ようとするが、男は驚異的な運動神経で障害を
易々 越えていく。 そして3人は男を追跡し始める。

作品紹介：伊藤まひるは、旅行雑誌の編集者をしている。ある日、15年前に亡く

なった母からの手紙が、まひるの手元に届いた。それは、四国八十八箇所を回った

母からの手紙だった。そんな時、雑誌の50周年記念号でコラムの連載が決まった

世界的有名作家 山本一成が失踪する。まひるは、その原稿を埋めるため、そして

母の思いを知るために、香川県の一国参りへと旅立つ。

14：30～

2017年／60分

2020年／60分

商店街を深夜、

全速力で走る男

監督：水澤孝徳

8
［土］

作品紹介：離婚した母親と大阪で暮らしてい
たユウヤ。ある夏、香川に住む獅子頭職人の
祖父・松次郎に預けられることに。しかし周り
に馴染めず、なぜか毎晩青い獅子に襲われ
る夢を見るユウヤに、祖父は「夢の中の伝説
の獅子を作れればなんでも願いは叶う」と伝
える。ユウヤの願いは、父と母が復縁し、家族
一緒に暮らすことだった。果たして、その願い
は叶うのか…。

16：00～

2013年／50分

The lion dance

しあわせ獅子あわせ

監督：釡次智久

8
［土］

作品紹介：鳴り物入りで香川県のプロチーム
に入団した日米ハーフの青年ケニー。
しかし、怪我やスランプで成績が振るわず、バ
スケットから離れた生活を送ることになってい
く。そんなある日。ケニーはふとしたきっかけか
ら耳の聞こえない少女夏希と出会う。

17：30～

2008年／50分

Give and Go

監督：森英人

8
［土］

8
［土］

開会式＆オープニング上映！

かがわ文化芸術祭連携

かがわ文化芸術祭連携

Ⓒギブアンドゴー製作委員会

作品紹介：いただきさん(魚の行商)で生計を
立てている【サキ】に育てられた【星南】は、夢
を抱き上京したが、ある出来事をきっかけに、
高松へ帰ってくる。そこで、因縁のある幼馴染
との再会や、【サキ】との秘密を知り、自分の本
当の居場所を探し求める。

＊「いただきさん」とは？＊

香川県高松市に実在する魚の行商。「横付け」と言う特殊

な自転車にお魚を積んで移動販売をしている。高松の台所

を支える伝統的な職業で、主に漁師の奥さんが行っている。

13：00～

2018年／50分

いただきガール

監督：かまだともゆき

出演：向井花、中越恵美、岡田健太郎

9
［日］

かがわ文化芸術祭連携

さぬき映画祭2019シナリオコンクール大賞受賞作品

「結願～まひるの遍路旅（河野輝夫原作）」を香西志帆監督が映画化しました！

自主制作映画 傑作選＆制作者座談会

中島貞夫 監督

無 料
情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ場 所

梅木佳子 監督、水澤孝徳 監督、釡次智久 監督、森英人 監督、武田龍也 監督、かまだともゆき 監督 ほかゲスト［予定］

無 料

新 作

監督：香西志帆

出演：昆夏美、山中聡、長村航希、原扶貴子、大里菜桜、宮下咲、森下能幸

ゲスト
［予定］

香西志帆 監督、長村航希（俳優）、大里菜桜（女優）
講評

［予定］
中島貞夫 監督

ベルリン国際フィルムメーカー映画祭
グランプリ3冠

ほか受賞多数！

さぬき映画祭2017優秀作品賞

さぬき映画祭2015審査員特別賞 第5回賢島映画祭グランプリ

さぬき映画祭2013グランプリ さぬき映画祭2009グランプリ

さぬき映画祭2017シナリオコンクール大賞 さぬき映画祭2018シナリオコンクール大賞
原作：松原真美

女優、橋本愛の初主演映画！

さぬき映画祭2 0 0 6～2 0 2 0 自主制作映画クロニクル



（9：30開場）

「盆栽deボンジュール THE MOVIE」の上映

のあとは、大里菜桜&ボンクラ スペシャル

ステージをご用意！

「盆栽たいそう」など3曲をお送りします！

高松市庵治町の「庵治の船祭り」に半年以上の密着取材を行ったヒューマンドキュメン

タリー作品を特別上映。上映会では、庵治小学校締太鼓クラブや庵治中学校吹奏楽部

の演奏がイベントを盛り上げます！

制作：RSK山陽放送

8
［土］

ⒸRSK山陽放送

作品紹介：世界一の松盆栽の生産地、

高松。ここには、本当に愛される松盆栽

に宿る妖精がいると言う伝説がある

－。人間の寿命より長い松盆栽たち

は、人から人へ国を超えて旅をしてい

く。フランス・ベルギー・日本でロケを敢

行し、数百年にわたる時の流れを描く。

レクザムホール・小ホール／14：00～

「盆栽deボンジュールTHE MOVIE」上映／

大里菜桜&ボンクラ スペシャルステージ

2019年／12分

盆栽deボンジュール THE MOVIE
監督・脚本：香西志帆 出演：大里菜桜、秋山真太郎（劇団EXILE）、田中要次

イオンシネマ高松東／10：00～

「響け！伝統の祭り太鼓」～庵治船祭り～

作品紹介：高松市庵治町で旧暦6月の満月の夜に行われるのが、300年以上に渡り人 が々護り、伝え

てきた、伝統の祭り「庵治の船祭り」だ。庵治の海の守り神・皇子神社の神輿と3組の獅子舞、そして太

鼓台「だんじり」が港と海を廻り、海の恵みに感謝する。このだんじりの太鼓打ちに、今年新たに一人の

少年が選ばれた。伝統を引き継ぐ漁師町の男にならんと、少年はだんじりに乗る…。

55分

無 料
（先着順・全席自由）

ゲスト［予定］

香西志帆 監督

大里菜桜&ボンクラ

ゲスト［予定］

庵治小学校締太鼓クラブ

庵治中学校吹奏楽部

今年で5回目となるショートムービーコンペティション。

応募された「香川らしくおもしろい作品」を一挙上映し、

来場者の投票によってグランプリを決定します。ぜひご参加ください！

※投票用紙の配布は、上映開始後30分までです。

※投票は、1回の上映につき、お一人様1票です。

上映スケジュール

さぬきストーリー・プロジェクト
コンペティション

さぬき映画祭HPに寄せられた香川県での「面白いエピソード」や

「感動する話」、「歴史や伝説」などの原作をもとに製作されたショート

ムービー（5分以内）を募集し、さぬき映画祭で上映します。

さぬきストーリー・プロジェクトとは

グランプリ受賞者 50万円

ほか10位まで賞金を贈
呈

同作品の原作提供者 5万円

・・・・・・・・・・・ 賞 金 ・・・・・・・・・・・

8
［土］

レクザムホール・小ホール
14：00～

かがわ国際会議場
14：30～／表彰式 19：00～

9
［日］

無 料
両日ともに

さぬきストーリー・プロジェクト上映会＆さぬき映画祭特別企画

14：00～ さぬき映画祭特別企画 第１弾

15：00～ さぬきストーリー・プロジェクト上映

ショートムービー

ドキュメンタリー

2018年の全国高等学校総合文化祭で、丸亀高校演劇部が、最優秀賞に輝

いた受賞作品「フートボールの時間」を特別上映します。地元高校生による

歴史的な感動公演を、皆さんにお届けできるまたとな

い機会です。ぜひ、ご覧ください。

（NHK Eテレにて全国放送された作品です。）

9
［日］

作品紹介：時は１９20（大正９）年、香川

県の丸亀高等女学校では明治時代から

フートボール（現在のサッカー）が授業で

取り入れられ、佐登子と智恵は毎朝早く

に登校してボールを蹴っていた。その様

子を見て感動した新入生のアサノが仲

間になったのをきっかけに、仲間を集め、

みんなで合宿をやろうと画策する。

かがわ国際会議場／14：30～

フートボールの時間

2018年／58分

フートボールの時間

ゲスト［予定］

豊嶋了子 先生
（当時の演劇部顧問）

馬場康弘 先生
（元丸亀高校校長）

14：30～ さぬきストーリー・プロジェクト上映

17：30～ さぬき映画祭特別企画 第2弾

演 劇上映

特 別 企 画

第1弾

無 料

特 別 企 画

第2弾

無 料

来場者にはダイドードリンコ 日本の祭りお茶190g缶×ステッカー プレゼント

丸亀高校演劇部が日本一に！ 全国優勝作品を特別上映！

ダイドーグループ

9
［日］



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。

イオンシネマ 高松東 かがわ国際会議場

※窓口購入は、イオンシネマ高松東窓口に限ります。

イオンシネマ高松東窓口及びｅ席リザーブにて販売開始［全席指定］ 2月9日（日） 9：30～

会場で販売開始［全席自由］

[HP] https://www.aeoncinema.com

※人気作品をインターネット等でご購入の場合、販売開始日に繋がりにくいことが予想されます。　※香川県迷惑行為等防止条例違反となりますので、利益を得る目的をもってのチケットの転売は固くお断りします。

日付 会 場 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

レクザム
ホール

小ホール

かがわ
国際会議場

ジャングル
ビアガーデン

ジャングル
ビアガーデン

ぐるり1200キロ、
はじまりの旅

オープニング上映
11：00～開会式（約30分）の後 ゲ

喜劇 愛妻物語

14：00～
ゲ

カーライル
ニューヨークが
恋したホテル

10：00～ ゲ

結城友奈は勇者である－鷲尾須美の章－
第１章／第２章／第３章

13：00～ ゲ

BOLT

17：00～
ゲ

Lemon
&

Letter

13：30～ ゲ

商店街を深夜、
全速力で走る男

14：30～ ゲ

The lion dance
しあわせ

獅子あわせ

16：00～ ゲ

Give and Go

17：30～ ゲ

制作者
座談会

19：00～ ゲ

「響け！伝統の祭り太鼓」
～庵治船祭り～

10：00～ ゲ

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

ゲ ゲスト&トークあり
※ゲスト、上映時間等は急遽変更となる場合がございます。

さぬきストーリー・プロジェクト 自主制作映画 傑作選 こども俳優ワークショップ特集・イベント

新作 ドキュメンタリー ショートムービーアニメーション 演劇上映
作品分類

ワクの色

ラインの色

イオンシネマ
高松東

イオンシネマ
高松東

さぬきストーリー・
プロジェクト

15：00～
盆栽de

ボンジュール／
ボンクラステージ

14：00～ ゲ

19：00～

表
彰
式

さぬきストーリー・
プロジェクト

14：30～

フートボール
の時間

17：30～ ゲ

さぬき映画祭2020上映スケジュール

発声練習や身体表現、喜び、怒り、悲しみの表現などお芝居について楽し

みながら学ぶワークショップです。講師は香川ロケ作品に多く出演し、子役

の頃から様 な々オーディションや舞台を経験してきた俳優の長村航希さん。

講師補助として香西志帆監督も参加します。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／10：30～14：30

こども俳優ワークショップ

講師プロフィール：1994年1月17日生まれ。愛知県出身。子役として「ライオ

ンキング」ヤングシンバで舞台デビュー後、地元名古屋で活躍。東京に居を移

してからも、確かな演技力で、多くのドラマ、映画で活躍。2015年、16年には

映画『暗殺教室』シリーズ、『超・少年探偵団ＮＥＯ-Beginning-』、2016年ド

ラマ『ゆとりですがなにか』、ドラマ『ひよっこ』、『イノセンス 冤罪弁護士』『十津

川警部シリーズ8』『ピュア！～一日アイドル署長の事件簿～』などに出演。

2019年3月放送NHKドラマ『詐欺の子』でも名演が光り話題に。2020年

「絶メシRoad」ほかの放送を控える。香西監督作品は「しまこと小豆島」「シア

ワセの足音」に続き3作品目。

無 料
（要事前申込）

9
［日］

8
土

9
日

対象：小学生　　　定　　員：20名（定員を超えた場合は抽選）

講師：長村航希　　応募締切：1月24日（金）

応募などの詳細はe-とぴあ・かがわ ホームページで 情報通信交流館 検 　索

チケットのご購入について ※窓口購入は、上映する劇場に限ります。

アヒージョ！

10：00～ ゲ

お昼休憩
こども俳優

ワークショップ
（午前の部）

10：30～

こども俳優
ワークショップ

（午後の部）

13：00～

宵闇の
リューゲ

11：30～ ゲ

いただき
ガール

13：00～ ゲ

交流会
19：30～

交流会
19：30～

当日券のみの販売チケット発売日：1月18日（土） 9：00～

交流会開催！
両日ともに

映画ファン同士の交流を深めよう！

映 画

ファン

詳しくはホームページで

右記QRコードからも

お申し込みできます

申込締切：2月7日（金）

会費5,000円 要事前申込
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合同庁舎

香川県立武道館

香川県立
ミュージアム

玉藻公園

高松市
総合体育館

高松競輪場
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中央病院
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警察署

高松市役所

高松市
美術館

瀬戸大橋通り（浜街道）

11

レクザムホール

（香川県県民ホール）
高松市玉藻町９-10

TEL：087-823-3131

JR高松駅から徒歩14分
ことでん高松築港駅から徒歩10分

アクセス：

ジャングルビアガーデン
丸亀町グリーン西館屋上

高松市丸亀町7-16／TEL：087-823-5570

JR高松駅から徒歩15分
ことでん瓦町駅から徒歩10分

アクセス：

交流会会場

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）

・6時間以内   100円

・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。

高松会場周辺の移動について

イオンシネマ 高松東
イオン高松東店 3F

高松市福岡町3-8-5／TEL：087-822-0505

［アクセス：ことでん沖松島駅から徒歩10分］

会場のご案内

サンポート高松 高松シンボルタワー
高松市サンポート2-1

かがわ国際会議場
タワー棟6F

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

タワー棟4F / TEL：087-822-0111

JR高松駅から徒歩3分
ことでん高松築港駅から徒歩5分

アクセス：

ご支援いただけるサポーターを

 募集しています！（一口 3,000円）

さぬき映画祭実行委員会事務局（香川県文化振興課内）
〒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

「さぬき映画祭2 0 2 0」では、

お申込みいただいた方については、

さぬき映画祭ホームページでお名前をご紹介いたします（希望者のみ）。

その他、サポーター特典等はございませんので、あらかじめご了承ください。

詳しくは、ホームページをご覧ください。 www.sanukieigasai.com

サポーター

の皆さま

0 300m


