
 

 

 

「さぬき映画祭2019」 詳細発表！ 
 

 

「さぬき映画祭2019」の上映作品やゲスト等の詳細を発表いたします。今回のテーマは「応援す

る映画祭｡」。本県出身の本広克行監督をディレクターに迎え、映画、だけじゃない充実のコンテ

ンツをお届けします。 

 

 

■開催期間：平成31年2月9日（土）〜 11日（月・祝） 

■開催会場：レクザムホール、イオンシネマ（高松東・綾川）、 

情報通信交流館ｅ-とぴあ・かがわ、かがわ国際会議場 ほか 

 

■主なプログラム ＊別添パンフレットに作品詳細を記載しています。 

※【  】内は、来場予定ゲスト 

※上映内容・登壇ゲスト等は都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

(1)映画   

 

・『多十郎殉愛記』【中島貞夫監督】 

巨匠 中島貞夫監督の20年ぶりの最新作をオープニング特別先行上映！ 

（2019年4月12日（金）全国ロードショー） 

・『｢カメラを止めるな！｣&｢ONE CUT OF THE DEAD｣GoProﾊﾞｰｼﾞｮﾝ』【上田慎一郎監督】 

全国席巻中の「カメラを止めるな！」を本編Blu-rayの特典映像「ONE CUT OF THE DEAD｣ 

GoProバージョンとともに特別上映します！ 

・『鹿沼』【杉本逹監督、黒羽麻璃央(俳優)、沙央くらま(女優)、廣瀬智紀(俳優)】  

俳優・黒羽麻璃央主演作品。豪華ゲストをお招きし、特別先行上映します。 

（2019年春全国ロードショー） 

・『愛唄 －約束のナクヒト－』 

GReeeeNのラブソングをテーマに、GReeeeN自らが脚本に参加し、映画化。 

・『明日へ －戦争は罪悪である－』【藤嘉行監督】 

   中原丈雄主演、香川県の小豆島・さぬき市ロケ作品です。 

・『ドゥ・ユ・ワナ・ダンス？』＊ミュージカル上映 

   ももいろクローバーZが出演し、本広監督が演出を手掛けたﾐｭｰｼﾞｶﾙを劇場上映します。 

 

 

(２)アニメ 

 

・『劇場版 機動戦士ガンダム00 –A wakening of the Trailblazer-』 

『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』【中村悠一(声優)】 

香川県出身の大人気声優 中村悠一さんをお招きし、ガンダム作品を上映します！ 

・『伝説巨神イデオン 接触篇』『伝説巨神イデオン 発動篇』【富野由悠季総監督】 

巨匠 富野由悠季総監督をお招きし、「伝説巨神イデオン」の劇場版を一挙上映します！ 

 

 

平成 31 年 1 月 4 日(金) 文化振興課 

（さぬき映画祭実行委員会） 

担当：今瀧・高森 (内線 5364､5368) 

電話：087-832-3785 



(３)若手監督作品 

 

・『岬の兄妹』【片山慎三監督、北山雅康(俳優)】 

片山慎三監督によるﾋｭｰﾏﾝﾄﾞﾗﾏ。｢SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2018｣優秀作品受賞

（2019年3月全国ロードショー） 

・『あいが、そいで、こい』【柴田啓佑監督】 

第1回さぬきｽﾄｰﾘｰ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ柴田啓佑監督の最新作。 

・『アストラル・アブノーマル鈴木さん』『ウルフなシッシー』【大野大輔監督】 

いま注目の大野大輔監督作品を２作品上映します。 

・『老人ファーム』【三野龍一監督、三野和比古(脚本)、半田周平(俳優)】 

三豊市出身の三野龍一監督の高松市塩江町ロケ作品、カナザワ映画祭2018観客賞受賞 

・『シアワセの足音』【香西志帆監督、ほか】 

「善通寺まちものがたりプロジェクト」で集められた本当にあった話を映像化。 

 

(4)特集・イベント 

 

・『上田慎一郎・ふくだみゆきレトロスペクティブ』【上田慎一郎監督、ふくだみゆき監督】 

上田慎一郎監督、ふくだみゆき監督の過去作品をトークとともに特集上映します！ 

・『さぬき真夜中の映画祭』 

【9日 赤ペン瀧川（映画コメンテーター）､10日 坪井篤史(シネマスコーレ副支配人)】 

真夜中だからこそのディープなトークをお楽しみいただける、大人気企画です。 

・『さぬき映画祭セミナー』 

貴重な情報が満載の｢映画人によるコア映画講座｣と｢ふるさと映画祭ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ｣を開催。 

 

(5)コンペティション 

 

・『さぬきストーリー・プロジェクト「ショートムービー」コンペティション』 

   さぬき映画祭HPに寄せられた『香川であった面白い話』の中から原作を選び、それを基

に制作し、応募されたショートムービー（５分以内）を一挙上映！来場者が一人一票を

投じて賞金50万円のグランプリ、ほか10位までを決定。映画祭閉会式にて表彰します！ 

 

 

■チケットの販売方法 

  

チケット発売日：1月26日(土) 10:00～ 販売開始 
 

①イオンシネマ高松東・綾川 上映作品 

 イオンシネマe席リザーブ及び同シネマ窓口(上映劇場分のみ)で販売（全席指定）。 
 

②「チケットぴあ」での販売 

・対象公演：情報通信交流館e－とぴあ・かがわ、いけす道楽、レクザムホール小ホール、 

かがわ国際会議場の各有料公演 

・ぴあHP､専用電話､その他全国のぴあのお店､セブン-イレブンでお買い求めいただけます。 

（自由席・指定席は公演ごとに異なります。） 

 

 

 

◆「さぬき映画祭2019」は、現在、サポーターを募集しています！ 

クラウドファンディングによる募集も行っており、こちらは映画祭をより楽しめる限定特典  

もご用意しています。特典等の詳細は、さぬき映画祭ホームページをご覧ください。 

「さぬき映画祭2019」の特典は、1月20日（日）までにご登録いただいた方に限ります。 
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ことでん琴平線

琴平街道

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

アクセス：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

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。

高松会場周辺の移動について

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

アクセス：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

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］

イオンシネマ 綾川
イオンモール綾川 3F

綾歌郡綾川町萱原822-1／TEL：087-870-8787

［アクセス：ことでん綾川駅から徒歩8分］

いけす道楽
高松市古馬場町7－11／TEL：087-822-0764

［アクセス：ことでん瓦町駅から徒歩8分］

会場のご案内かがわ国際会議場
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

月 日2 9 日11 月土サポーターを募集しています！

一口 5,000円

では20192019さぬき映画祭

※おひとり様何口でもお申し込みいただけます。

　5万円以上の方、法人の方には、大口寄付の

　方へのメニューもご用意しています。

応援
する

映画
祭。

2019
会場：イオンシネマ高松東／イオンシネマ綾川／レクザムホール／情報通信交流館e-とぴあ・かがわ　他

www.sanukieigasai.com

主催：さぬき映画祭実行委員会／香川県／高松市／宇多津町／綾川町／（公財）置県百年記念香川県文化芸術振興財団／情報通信交流館e-とぴあ・かがわ／イオンエンターテイメント株式会社
後援：朝日新聞高松総局／産経新聞社高松支局／山陽新聞社／四国新聞社／毎日新聞高松支局／読売新聞高松総局／OHK岡山放送／KBN香川テレビ放送網株式会社／CMSケーブルメディア四国

　　 　RSK山陽放送／KSB瀬戸内海放送／CVC中讃テレビ／TSCテレビせとうち／RNC西日本放送／FM香川／FM815／株式会社香川経済レポート社／香川こまち／高松リビング新聞社／ナイスタウン出版

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

http://www.sanukieigasai.com/supporter

銀行振込による支援はこちらからクラウドファンディングによる支援はこちらから

1月20日（日）まで申込み手続きが簡単に！

さぬき映画祭をもっと

楽しめる限定特典を

多数ご用意 ！一口 3,000円～

◀申込み方法、特典などの詳細は、こちらをご覧ください▶

※1月21日以降にご登録の方

は、次回「さぬき映画祭2020」

の際に特典をお送りします。

1月20日（日）まで

https://camp-fire.jp/projects/view/112680

お問い
合わせ

映画祭ゲストとともに巡る

「うどんツアー」で

さぬきうどんをご堪能ください。

申込みは、さぬき映画祭

クラウドファンディングの

ページより

うどんツアー
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https://camp-fire.jp/projects/view/112680



高松東
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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・綾川

※窓口購入は、上映する劇場に限ります。

イオンシネマ高松東・綾川窓口及びｅ席リザーブにて販売開始［全席指定］

[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 24:0023:0022:00

情報通信交流館
e-とぴあ・かがわ

いけす道楽

いけす道楽

レクザム
ホール

小ホール

レクザム
ホール

小ホール

10
日

9
土

11
月

多十郎殉愛記
オープニング上映

13：00～開会式（約30分）の後 ゲ

蠢動
ーしゅんどうー

16：00～ ゲ

老人ファーム

13：00～ ゲ

劇場版
機動戦士ガンダム00

-A wakening of the Trailblazer-

10：00～ ゲ

伝説巨神イデオン
接触篇

9：45～ ゲ

伝説巨神イデオン
発動篇

11：25～ ゲ

さぬきセレクション ❶
「いつか輝いていた彼女は」「王様の選択」
「夕焼けスクランブル」「VERYFANCY」

11：00～ ゲ

さぬきセレクション ❷
「劇場版シネマ狂想曲」
「恋のクレイジーロード」

10：30～ ゲ

機動戦士ガンダム
サンダーボルト

BANDIT FLOWER

13：00～ ゲ

明日へ
―戦争は罪悪である―

15：30～ ゲ

あいが、そいで、こい

14：30～ ゲ

少女邂逅

17：30～ ゲ

アストラル・
アブノーマル
鈴木さん

13：30～ ゲ

ウルフな

シッシー

15：45～ ゲ

チャンネルは

そのまま！

14：55～ ゲ

愛唄

-約束のナクヒト-

10：00～

岬の兄妹

18：00～ ゲ

青の帰り道

15：30～ ゲ

カメラを止めるな！ &
「ONE CUT OF THE DEAD」

GoProバージョン

10：00～ ゲ

ドゥ・ユ・ワナ・ダンス？

14：30～

シアワセ

の足音

15：15～
ゲ

鹿沼

17：00～ ゲ

さぬきストーリー・

プロジェクト

17：00～

さぬきストーリー・

プロジェクト

9：30～

さぬきストーリー・

プロジェクト

16：45～

※2

18：00～

上田慎一郎・ふくだみゆき

レトロスペクティブ

14：00～
ゲ

さぬき真夜中の映画祭
21：00～

さぬき映画祭セミナー
14：00～ ゲ

さぬき映画祭セミナー
12：00～ ゲ

さぬき真夜中の映画祭
21：00～

日月 日2 9 11
-

月土

さぬき映画祭2019

作品紹介：長州最強と謳われた

剣の使い手、清川多十郎は大義

も夢も希望も失い、京都で酒に

溺れる無為な日々を送っていた。

同じ長屋住まいのおとよは、切り

盛りする居酒屋の用心棒でもあ

る多十郎に好意を寄せている。

ある日、多十郎の弟・数馬が兄を

頼って上洛してきたが幕末という

時代は三人の若者を悲劇の渦

へと巻きこんでいく。

イオンシネマ高松東／13:00～

新　作2018年／93分

多十郎殉愛記

開会式 & オープニング上映！

中島貞夫 監督

ゲスト［予定］

三上康雄 監督

ゲスト［予定］監督 中島貞夫

出演 高良健吾、多部未華子、木村了/永瀬正敏/寺島進

Ⓒ『多十郎殉愛記』製作委員会

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

※2 さぬきストーリー・プロジェクト 表彰式 ＋閉会式

この秋、BSフジで放送され

た本広克行総監督による

刑事ドラマ。既にシーズン2

も決定している本作から名

作選を映画コメンテーター

でもある主演の赤ペン瀧

川氏が解説します。

さぬき

の

※飲食代は自己負担となります。

※深夜上映のため、18歳未満の方は保護者同伴であってもご入場いただけません。

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・プロジェクト特集・イベント

新作 ドラマ 若手監督作品アニメーション ミュージカル
作品分類

ワクの色

ラインの色

真夜中の映画祭 さぬき映画祭セミナー

かがわ
国際会議場

高松東イ
オ
ン
シ
ネ
マ

綾　川

高松東イ
オ
ン
シ
ネ
マ

綾　川

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
。

4月12日（金） 全国ロードショー特別先行上映
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作品紹介：2040年。政府の完全管理ネットワーク「オリン

ポス」に謎のサイト「鹿沼」が出現する。時を同じくして発

生した異臭騒ぎから天才心理学者タケルは鹿沼分析の

糸口を発見。それにより鹿沼はシリアルキラーを育成す

るサイトであることが判明する。鹿沼が生み出した最恐

のシリアルキラー4人とタケルの壮絶な戦いが今始まる。

イオンシネマ綾川／17:00～

新　作2019年／85分

鹿沼

杉本逹 監督
黒羽麻璃央（俳優）

沙央くらま（女優）

廣瀬智紀（俳優）

ゲスト［予定］

監督 杉本逹

出演 黒羽麻璃央、

　　 赤澤燈、

　　 沙央くらま

　　 /廣瀬智紀

ⒸSEP

2019年春 全国ロードショー特別先行上映
9 9

作品紹介：享保の大飢饉（ききん）の3年後、原田大八郎(平岳大)

が剣術師範を務める山陰の因幡藩は平静さを取り戻した。しか

し、城代家老の荒木源義（若林豪）の耳に、幕府から派遣された

剣術指南役の松宮十三（目黒祐樹）が不審な動きをしているとい

う知らせが届く。荒木は用人の舟瀬太悟（中原丈雄）に申し付け、

松宮の挙動に目を光らせるよう手配するが……。

イオンシネマ高松東／16:00～

ドラマ2013年／102分

蠢動ーしゅんどうー

監督 三上康雄

出演 平岳大、

　　 若林豪、

　　 目黒祐樹
Ⓒ2013株式会社三上康雄事務所

9

香西志帆 監督ほか

ゲスト［予定］

赤ペン瀧川（瀧川英次）

ゲスト［予定］

作品紹介：善通寺市役所に勤める中田タダ

シは、同僚で幼馴染の田中マリから頼まれ

て、休日の仕事を代わることに。そして、タダ

シがマリの代わりに観光交流センターに行く

と、誰もいないはずの建物から子供の足音

が…。「善通寺まちものがたりプロジェクト」

で集められた本当にあった話を映像化。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

15:15～

若手監督2018年／20分

無 料シアワセの足音

監督 香西志帆

出演 長村航希、岡本真依、

　　 桑野寧（子役）、大里菜桜

Ⓒ善通寺まちものがたりプロジェクト

ゲストとともにトークと

お食事を楽しめるイベントです。

9

さぬきストーリー・

プロジェクト

13：30～

さぬき映画祭
スペシャル
コンテンツ

17：00～ ゲ

チケットぴあでの販売 [HP]  https://t.pia.jp/

いけす道楽 レクザムホール 小ホール かがわ国際会議場情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ

TEL 0570-02-9999 ［24時間受付・自動音声システム］

（その他、全国のセブン-イレブン、ぴあのお店でもお買い求めいただけます。）

の各有料公演対象：

※自由席・指定席は公演ごとに異なります。

チケット発売日

1月26日　  10:00～ 販売開始土

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

1,000円チケットぴあ [Pコード]559446（自由席）

1 2



作品紹介：母親の病気をきっかけ

に、田舎にある実家に帰ってきた主

人公・和彦。彼は職を変え老人ホー

ムで介護士として働き始める。何を

していても生きている実感がない。

そんなある日、老人ホームに入居し

ているアイコと出会う。気の強いア

イコに影響を受け、和彦は仕事で

老人に尽くすことで、生きている実

感を掴もうとしていく。

イオンシネマ高松東／13:00～

若手監督2017年／82分

老人ファーム

三野龍一 監督
三野和比古（脚本）

半田周平（俳優）

ゲスト［予定］

藤嘉行 監督

ゲスト［予定］

監督 三野龍一

出演 半田周平、麻生瑛子、村上隆文、堤満美

ⒸMINO Brothers

10

作品紹介：金山亭我楽（岡本富

士太）は、介護士の由希奈（松本

ふみか）に子供の頃、噺家への

道を開いてくれた僧侶の杉原良

善（中原丈雄）について話す。日

中戦争の頃、戦争推進を説教し

ていた良善が、何故、突如「戦争

は罪悪で人類の敵」と態度を変

えたのか……？

その謎を解き、我楽は「平和の尊

さ」を若い世代に語り継ぐ。

イオンシネマ高松東／15:30～

ドラマ2017年／100分

明日へ―戦争は罪悪である―

監督 藤嘉行

出演 中原丈雄、小倉レイ、松本ふみか、岡本富士太

Ⓒ「明日へ―戦争は罪悪であるー」製作委員会

10

作品紹介：GReeeeNのラブソン

グ「愛唄」を、GReeeeN自ら脚本

に参加し、楽曲を作った時の思

いを込めて映画化。平凡な日常

の中で大人になったトオルは、あ

る日、人生のタイムリミットを告げ

られ、失意のどん底に。そんな中、

元バンドマンの旧友との再会、そ

して一冊の詩集と出会ったことを

きっかけに、今を懸命に生きるこ

とを決意するが……。

イオンシネマ高松東／10:00～

新　作2019年／128分

愛唄 ー約束のナクヒトー

片山慎三 監督
北山雅康（俳優）

ゲスト［予定］

監督 川村泰祐

出演 横浜流星、清原果耶、飯島寛騎

Ⓒ2018「愛唄」製作委員会

10 レクザムホール／14:55～

新　作2019年／43分

無 料
無 料

「チャンネルはそのまま！」
ＨＴＢ開局50周年ドラマ

飯島寛騎（俳優）　宮下かな子（女優）

藤村忠寿（監督）　佐々木敦規（監督）

嬉野雅道（プロデューサー）

ゲスト［予定］総監督 本広克行

監督 藤村忠寿、山本透、佐々木敦規、木村好克

出演 芳根京子、飯島寛騎、宮下かな子

監督 前田聖来

Ⓒ佐々木倫子・小学館／HTB

Ⓒいつか輝いていた彼女は製作委員会

10

10

作品紹介：西暦2314年、戦争状

態を経て、武力に頼らない社会を

選択するに至った人類に再び危

機が訪れる。ソレスタルビーイン

グのガンダムマイスター、刹那・

F・セイエイは、新たな危機の中

で、自らの進化の本当の意味と直

面する。果たして、イオリア計画の

最終段階とは。そして、「来るべき

対話」とは一体何なのか―。

イオンシネマ綾川／10:00～

アニメーション2010年／120分

劇場版 機動戦士ガンダム00
-A wakening of the Trailblazer-

中村悠一（声優）

ゲスト［予定］
監督 水島精二

声優 宮野真守、三木眞一郎、吉野裕行

　　 神谷浩史、中村悠一、古谷徹、勝地涼

Ⓒ創通・サンライズ

10

作品紹介：イオとの死闘を制した

ダリルは地球にいた。彼は奪われ

たサイコ・ザクの情報を得るため

の諜報任務に就いていた。一方、

「サンダーボルト作戦」に参加した

イオの前に、南洋同盟守備隊が

立ち塞がる。ジオン、連邦、南洋同

盟、三つ巴のモビルスーツ戦。

戦争はまだ、終わってはいなかっ

た―。

イオンシネマ綾川／13:00～

アニメーション2017年／89分

機動戦士ガンダム サンダーボルト
BANDIT FLOWER

中村悠一（声優）

ゲスト［予定］
原作 矢立肇、富野由悠季　監督 松尾衡

声優 中村悠一、木村良平、古川由利奈、

　　 逢坂良太、行成とあ、大原さやか

Ⓒ創通・サンライズ

10

作品紹介：良夫は、知的障害の

妹・真理子と二人暮らしをしてい

る。仕事を解雇された良夫は、貧

困から脱するため、妹に売春をさ

せて生計を立てようとする。しか

し二人には、様 な々試練が待ち受

けていた。

イオンシネマ高松東／18:00～

若手監督2018年／89分

岬の兄妹 R15+

監督 片山慎三

出演 松浦祐也、和田光沙、北山雅康、岩谷健司

ⒸShinzo Katayama

10
若手監督2018年／35分

いつか輝いていた彼女は

さぬきセレクション ❶

作品紹介：ローカルテレビ局の新人記

者・雪丸花子(芳根京子)は入社以来失敗

続き。同期のアナウンサーのデビュー原稿

も放送開始ギリギリで、信じられないほど

の誤字だらけ。危うく放送事故を起こすと

ころだった。その一方で花子には不思議

な存在感がありカリスマ農業技術者(大

泉洋)やライバル局員(安田顕)も彼女に

巻き込まれてしまうのだった。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／11:00～

10

枝優花 監督

ゲスト［予定］

作品紹介：“映画×音楽”をコンセプトとした「MOOSIC LAB 

2017」で観客賞に輝いた青春ドラマ。いじめが原因で声が

出なくなったミユリ。山で拾ったカイコに“紬”と名付けて大事

に飼っていたが、ある日、いじめっ子に捨てられてしまうこと

に。唯一の友を失い、絶望するミユリの前に、カイコと同じ名

前を持つ富田紬が転校してくる……。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／17:30～

若手監督2017年／101分

少女邂逅

監督 枝優花

出演 保紫萌香

Ⓒ「少女邂逅」フィルムパートナーズ

10

10

柴田啓佑 監督

ゲスト［予定］

前田聖来 監督ゲスト
［予定］ 新谷寛行 監督ゲスト

［予定］

新谷寛行 監督ゲスト
［予定］ 柳英里紗 監督ゲスト

［予定］

作品紹介：2001年の夏、海辺の田舎町に住む高校生・萩尾

亮は、同級生の学、小杉、堀田と共に高校最後の夏休みを過

ごすことになった。ある日、イルカの調教師を夢見て台湾から

やってきた留学生・王佳鈴(ワンジャーリン)と出逢う。イルカ

や海を嫌う亮はリンと対立するが、彼女の来日した本当の想

いを知ったことをきっかけに心を通わせることとなる…。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／14:30～

若手監督2018年／110分

あいが、そいで、こい

監督 柴田啓佑

出演 小川あん

　　 髙橋雄祐

　 　長部努

ⒸENBUゼミナール

主 題 歌・出演に人 気 急 上 昇中の バンド“ M I N T 

mate box”×女優出身の新鋭監督・前田聖来のコラ

ボで描く、女子高生たちの夢と嫉妬を切り取ったビ

ターテイストな青春群像。ミスiDの小倉青を主演に

迎え、女心の表と裏を軽快な会話劇で紡いでいく。

監督 新谷寛行

Ⓒパシフィックボイス

若手監督2018年／21分

王様の選択

軽いノリで市長になってしまった主人公、大野は有

名ファッションデザイナーによる市のハッピお披露目

会にゲストとして招かれる。しかし用意されたハッピ

は誰の目にも見えず....。「裸の王様」をリメイクした

本作は、人間の恥じらいや見栄、滑稽さを包み込む

『優しさ』を強く描きだす作品である。

監督 新谷寛行

Ⓒ渋谷TANPEN映画祭CLIMAXat佐世保２０１８－２０１９

若手監督2018年／14分

夕焼けスクランブル

東京・渋谷生まれの半田と長崎・佐世保生まれの川

上。二人は渋谷で出会い、学生生活をともに過ごし

た。大学を卒業してから2年が経ち、慰安旅行でバ

スガイドをしている川上と再会する半田。川上は東

京でCAになったと聞いていたが…

監督 柳英里紗

Ⓒ柳英里紗

若手監督2018年／29分

VERYFANCY

柳英里紗は映画を撮ろうとしている。彼女には美しく

自由奔放な恋人たちがいるようだ。自由すぎる六角

関係の色恋沙汰のせいで映画製作は難航する。本

当に映画は完成しないかもしれない。柳はそれでも

良さそうだ。なんせ彼女たちはみんな可愛い。

10

さぬき映画祭セミナーさぬき映画祭セミナー

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ 4Fオープンスペース

「映画人によるコア映画講座」
～さぬき映画祭でしか聞けない貴重な情報が満載！～

坪井篤史（シネマスコーレ副支配人）
ゲスト
［予定］

映画館二本立て文化について14:00～

14:00～17:00（1コマ45分）

パチモン（偽物?！）映画と日

本人が出てこないニンジャ

映画を名古屋の映画館シネ

マスコーレ坪井副支配人が

解説します。

さぬき の

※飲食代は自己負担となります。

※深夜上映のため、18歳未満の方は保護者同伴であってもご入場いただけません。

坪井篤史（シネマスコーレ副支配人）

ゲスト［予定］

1,000円チケットぴあ [Pコード]559462（自由席）

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

1,800円
会場窓口 or e席リザーブ

1,200円
会場窓口 or e席リザーブ

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

500円4つセットで
チケットぴあ [Pコード]559460（自由席）

500円
チケットぴあ

[Pコード]559466
（自由席）

500円
チケットぴあ

[Pコード]559467
（自由席）

直井卓俊（スポッテッドプロダクションズ代表）

上田慎一郎 監督　ふくだみゆき 監督
ゲスト
［予定］

インディーズ映画業界／カメ止め！以前・以降16:00～

森谷雄（アットムービー代表取締役）
ゲスト
［予定］

なんとなく知ってそうで知らないプロデューサーの

お仕事教えます。

15:00～

［　 ］第1話
先行上映

2019年3月 全国ロードショー特別先行上映
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今年で4回目となるショートムービーコンペティション。

投票によって「香川らしくおもしろい作品」のグランプリを

決定します！ グランプリは、最終日の表彰式にて発表します。

ぜひ投票にもご参加ください！

＊2月11日(月)のみ、チケット料金が異なります。

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

さぬき映画祭限定のスペ

シャル映像を上映します。

タイム
スケジュール

［予定］

13:30～ さぬきストーリー・プロジェクト上映

17:00～ さぬき映画祭スペシャルコンテンツ

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 ・・・・・・・・・・・

さぬき映画祭セミナーさぬき映画祭セミナー

作品紹介：「幕が上がる」から

3年…。百田夏菜子、玉井詩

織、高城れに、佐々木彩夏が

ふたたび本広克行とタッグを

組み、舞台に挑む。ミュージカ

ル「ドゥ・ユ・ワナ・ダンス?」!

ももいろクローバーZの楽曲

を物語に織り込みながら創

作するジュークボックスミュー

ジカル!あなたの人生に大き

なエールを送ります!

イオンシネマ高松東／14:30～

ミュージカル上映2018年／約140分

ドゥ・ユ・ワナ・ダンス？

上田慎一郎 監督

ゲスト［予定］

上田慎一郎 監督
ふくだみゆき 監督

ゲスト［予定］

［左］藤村忠寿（ディレクター）

［右］嬉野雅道（ディレクター）

ゲスト［予定］

上田慎一郎 監督
ふくだみゆき 監督

ゲスト
［予定］

上田慎一郎 監督

ゲスト［予定］

藤井道人 監督

ゲスト［予定］脚本 鈴木聡　演出 本広克行

出演 百田夏菜子、玉井詩織、高城れに、佐々木彩夏（ももいろクローバーZ） ほか

11

作品紹介：2008年、東京近

郊の町でまもなく高校卒業を

迎える7人の若者たち。それ

ぞれが大人への階段を上り

始めて3年後、夢に挫折する

者、希望を見失う者、予期せ

ぬことに苦しむ者―7人７様

の人生模様が繰り広げられ

る。そして、再び“あの場所”

に戻った者たちの胸に宿る思

いとは―。

イオンシネマ高松東／15:30～

ドラマ2018年／120分

青の帰り道

監督 藤井道人

出演 真野恵里菜、清水くるみ、横浜流星

Ⓒ映画「青の帰り道」製作委員会

11

かがわ国際会議場／10:00～

ドラマ2017年／96分・38分

カメラを止めるな！ &
「ONE CUT OF THE DEAD」GoProバージョン

11

1982年
84分

1982年
99分伝説巨神イデオン 接触篇

Ⓒサンライズ

総監督 富野由悠季

声優 塩屋翼、田中秀幸、白石冬実、井上瑤、鵜飼るみ子、戸田恵子

Ⓒサンライズ

作品紹介：憎しみは終わらなかっ

た。戦いは激しさを増し、多くの若

者たちが命を落としてゆく。突如、

ベスの子を宿したカララが、父ド

バ総司令のもとにテレポートしてし

まった。それは、真実の力を発動さ

せたイデが与えた最後の試しだっ

たのかもしれない。ソロシップの

人々の運命は……。

総監督 富野由悠季

声優 塩屋翼、田中秀幸、白石冬実、井上瑤、戸田恵子、林一夫

作品紹介：それは恐怖から始まっ

た。西暦2300年代。地球の植民星

ソロ星。伝説の無限力イデを求めて

やってきた異星人バッフ・クランと

の間に起こる偶発的な戦闘。その

恐怖の中、古代遺跡から発掘され

た巨大メカ“イデオン”が意志を持

つかのように動き出す。母船ソロ

シップに乗り込んだコスモたちの果

てしない苦難の旅が始まる……。

監督 上田慎一郎

出演 濱津隆之、真魚、しゅはまはるみ、長屋和彰

ⒸENBUゼミナール

作 品 紹 介：「さぬき映 画 祭

2018」でいち早く上映し、今

なお全国席巻中の「カメラを

止めるな！」が上田慎一郎監

督とともに「さぬき映 画 祭

2019」に帰ってきます！「ONE 

CUT OF THE DEAD」GoPro

バージョンも特別上映決定！！

伝説巨神イデオン 発動篇
無 料
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作品紹介：鈴木ララは、ブランドもエスカレーターもWi-Fi

スポットもない地獄のような田舎町でシングルマザーの

久美子、引きこもりの弟・ルルオと暮らし、YouTuberや塾

講師をやりながら生きている。そんな彼女の元にディレク

ター神野が率いるTVの取材クルーがやってくるが…。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／13:30～ 若手監督2018年／87分

アストラル・アブノーマル鈴木さん

監督 大野大輔

出演 松本穂香

Ⓒ2018 ALPHABOAT・SPOTTED PRODUCTIONS

監督 樋口智彦

Ⓒメ～テレ

若手監督

2017年／65分

劇場版シネマ狂想曲～名古屋映画館革命～

さぬきセレクション ❷ 情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／10:30～

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ 4Fオープンスペース

坪井篤史（シネマスコーレ副支配人）
ゲスト
［予定］ 田中俊介（俳優）

ゲスト
［予定］

大野大輔 監督ゲスト
［予定］

11 レクザムホール／13:30～

さぬきストーリー・プロジェクト上映会&

さぬき映画祭スペシャルコンテンツ

11

「ふるさと映画祭
        シンポジウム」
～映画祭のはじめ方～

志尾睦子（高崎映画祭プロデューサー）

河本清順（尾道映画祭実行委員）

森谷雄（ええじゃないかとよはし映画祭プロデューサー）

橋本一仁（さぬき映画祭実行委員長）

直井卓俊（スポッテッドプロダクションズ代表）

ゲ
ス
ト
﹇
予
定
﹈

司
会

昨年に引き続き全国から映画祭関係者

を招き、映画祭のノウハウや映画祭の

未来を語ります。全国の映画祭関係者、

映画、映画祭が好きな方、映画を通じた

地域活性化に興味がある方など、ぜひご

参加ください。

12:00～15:00

作品紹介：とある秋の夜。小劇団所属のフリーター・ア

ヤコは舞台オーディションに落選した憂さを晴らそうと

親友・ミキと小洒落たバーにいた。ミキの婚約話を肴に

酒席が盛り上がる最中、アヤコの“破局寸前”の彼氏

でAV監督の辰夫が呼んでもいないのに姿を現す…。

情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ／15:45～ 若手監督2017年／79分

ウルフなシッシー

監督 大野大輔

出演 根矢涼香

Ⓒ楽しい時代／モクカ

大野大輔 監督ゲスト
［予定］

作品紹介：名古屋のミニシアター「シネマスコーレ」の副

支配人・坪井篤史氏に密着し、名古屋を映画で一番熱い

地にしようとミニシアターで様々な上映企画やイベントを

行い、プライベートではVHS映画を7000本以上も所持す

るなど、映画愛にあふれる坪井氏の生き様や、その周辺

の人 と々の交流を描く。ナレーションは俳優の竹中直人。

監督 白石晃士

Ⓒ白石晃士と坪井篤史の映画狂人ロード

若手監督

2018年／18分

恋のクレイジーロード

作品紹介：「貞子vs伽椰子」の白石晃士監督によるバイオ

レンスホラーテイストなラブコメディ。田舎道を走るバス

に、シャベルを持った女装男が乗車。ひとりの乗客の頭を

シャベルで叩き潰し、走り続けるよう運転手を脅迫。女装

男の目的は、乗客のチューヤとスミレのカップル。チュー

ヤに一目ぼれしたと告白する女装男のために、バスは地

獄絵図と化しながら走り続ける！
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上田慎一郎・ふくだみゆきレトロスペクティブ かがわ国際会議場／14:00～

伝説巨神イデオン特集 イオンシネマ高松東／9:45～11
富野由悠季 監督

ゲスト［予定］

2014年／21分

彼女の告白ランキング

2016年／19分

ナポリタン 監督 ふくだみゆき
2015年／24分

2015年／19分

テイク8

2014年／24分

Last Wedding Dress

Ⓒ 2015 埼玉県／ＳＫＩＰシティ 彩の国ビジュアルプラザ

Ⓒ PANPOKOPINA Ⓒ PANPOKOPINA 

監督 上田慎一郎
2015年／24分

猫まんま

監督 上田慎一郎
2011年／40分

監督 ふくだみゆき

2017年／33分

耳かきランデブー

「こんぷれっくす×コンプレックス」「恋する小説家」

Ⓒ 映画「たまえのスーパーはらわた」製作委員会

Ⓒ 映画「耳かきランデブー」製作委員会

監督 上田慎一郎

2018年／45分

たまえの
スーパーはらわた

1,000円
会場窓口 or e席リザーブ

2,000円
会場窓口 or e席リザーブ

500円2つセットで
チケットぴあ [Pコード]559461（自由席）

チケットぴあ[Pコード]は以下の通り

2,000円
チケットぴあ [Pコード]559469（自由席）

2,000円2つセットで
会場窓口 or e席リザーブ

500円
チケットぴあ

[Pコード]559458（自由席）

500円
チケットぴあ

[Pコード]559459（自由席）

1,000円
チケットぴあ

[Pコード]559468
（自由席）
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1,000円チケットぴあ[Pコード]559457（指定席）

PART3  17:35～PART2  15:45～PART1  14:00～

11

さぬき
映画祭に

見参!!
情報通信交流館 e-とぴあ・かがわ /17:00～9 土 300円

[Pコード]559463（自由席）

レクザムホール /9:30～、16:45～10 日 300円
9:30～[Pコード]559464（自由席）／16:45～[Pコード]559465（自由席）

レクザムホール /13:30～11 月 1,000円
[Pコード]559467（指定席）
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