時をかける少女

21

土曜日

21

1983/104分

アイドル・青春

15：00〜/イオンシネマ高松東

（予定） 大林宣彦監督
ゲスト

● 監督：大林宣彦 ●出演：原田知世、高柳良一、尾美としのり

HOUSE ハウス

土曜日

18：00〜/イオンシネマ高松東

©KADOKAWA 1983

21

作品紹介： 映像の魔術師 の異名を持つ大林宣彦監
督の劇場映画デビュー作。夏休みを利用しておばちゃ
まの屋敷を訪れた中学生のオシャレと6 人の友人。
だが
ピアノや時計が少女たちに次々と襲いかかる……とい
うあらすじこそホラーだが、
おもちゃ箱をひっくり返した
ようなキッチュな映像表現は、青春ファンタジーとして
楽しめる1作。
©1977 TOHO CO.,LTD

百瀬、こっちを向いて。

22
2014/109分

アイドル・青春

16：00〜/イオンシネマ綾川

（予定） ゲスト有り
ゲスト

● 監督：耶雲哉治 ●出演：早見あかり、竹内太郎、石橋杏奈、向井理

リトル・フォレスト 夏・秋

日曜日

10：00〜/イオンシネマ高松東

作品紹介：五十嵐大介のロングセラーコミックを、
「 春」
「夏」
「 秋」
「 冬」の 4 部作として1 年に渡り、岩手県奥州
市にてオールロケを敢行して実写化。
「 夏・秋」
「 冬・春」
と前後編に分けて公開された話題作。都会の生活にな
じめなかったいち子。故郷の小さな集落に戻り、季節を
感じながらの自給自足の生活を通し、生きる力を蓄え
ていく。
©「リトル・フォレスト」製作委員会

リトル・フォレスト 冬・春
新作

22
2015/120分

ドラマ

12：40〜/イオンシネマ高松東

（予定） ゲスト有り
ゲスト

● 監督：森淳一 ●出演：橋本愛、
三浦貴大、
松岡茉優、
温水洋一、
桐島かれん

日曜日

花とアリス

©「リトル・フォレスト」製作委員会

16：00〜/イオンシネマ綾川

（予定） ゲスト有り
ゲスト

● 監督：岩井俊二 ●出演：鈴木杏、蒼井優、郭智博、相田翔子
作品紹介：岩井俊二監督が、鈴木杏 & 蒼井優を主演に
恋に揺れるおてんばな2人の少女を描く。幼なじみのハ
ナとアリス。ハナは落語研究会に所属する高校生・宮本
に一目惚れ。同じ部活に所属し、宮本に近づきたいハナ
はある嘘をついて宮本と急接近。
ところが、その嘘をご
まかすためについた嘘がきっかけでアリスに恋心を抱
いてしまう……。
©2004 Rockwell Eyes・H&A Project

花とアリス殺人事件

日曜日

2004/135分

アイドル・青春

作品紹介：マンガ家・五十嵐大介のコミックを実写化し
た完結編に当たる
「冬・春」編。自給自足の生活を送る
いち子の元に5 年前に姿を消した母親・福子から手紙
が届く。これをきっかけにこれからの自分のことを思
い、心揺れるいち子。来年もここにいるかどうかわから
なくなりながらも、いち子は春のためのじゃがいも作り
に迷う……。

22

（予定） ゲスト有り
ゲスト

● 監督：森淳一 ●出演：橋本愛、
三浦貴大、
松岡茉優、
温水洋一、
桐島かれん

©2014 映画「百瀬、
こっちを向いて。」製作委員会

日曜日

2014/111分

ドラマ

作品紹介：高校卒業以来、久々に故郷に降り立ち、15年
前の出来事を思い返すノボル。冴えない高校生活を送
る15歳のノボルはある日、幼なじみの先輩・瞬から同学
年の女子・百瀬を紹介され、つきあうように言われるが
… … 。中 田 永 一 の 恋 愛 小 説を、本 作で長 編 映 画 デ
ビューを果たした耶雲哉治監督が映画化。
「 嘘」から始
まった切ない初恋を描く。

22

（予定） 大林宣彦監督
ゲスト

● 監督：大林宣彦 ●出演：池上季実子、神保美喜、大場久美子、南田洋子

作品紹介：筒井康隆原作の「時をかける少女」
を、大林
宣彦監督が映像化。高校生の芳山和子は同じ情景を何
度も体験。
タイムトラベラーになったことを知った彼女
は、理科実験室で嗅いだラベンダーの香りに秘密があ
ることに気づく……。本作で映画デビューした原田知世
の初々しい魅力も必見の「尾道三部作」のスタートを飾
る永遠の青春 SF。

土曜日

1977/88分

アイドル・青春

新作

22
2015

アニメーション

19：00〜/イオンシネマ綾川

（予定） ゲスト有り
ゲスト

● 監督：岩井俊二 ● 声優：蒼井優、鈴木杏

日曜日

星空のむこうの国

10：00〜/情報通信交流館

e-とぴあ・かがわ

（予定） 小中和哉監督
ゲスト

● 監督：小中和哉 ●出演：有森也実、神田裕司、関顕嗣

作品紹介：
「花とアリス」の 2 人のヒロイン、花とアリス
の出会いのエピソードを、岩井俊二監督自ら長編アニ
メ化した話題作。石ノ森学園中学校に転校してきたア
リスは 1 年前に起こった「ユダが、4 人のユダに殺され
た」
という噂を聞かされる。
さらにその話に詳しいのが
花屋敷 と呼ばれ、近隣の中学生に恐れられている家
に住む花だと知る。
©花とアリス殺人事件製作委員会

お問い
合わせ

1986/76分

アイドル・青春

作品紹介：SFファンタジーに定評のある小中和哉監督
の商業映画デビュー作。パラレルワールドというSF 的
仕掛けを駆使した青春ラブストーリー。高校生の昭雄
は見知らぬ少女の夢を繰り返し見ていた。そんなある
日、昭雄は並走する電車の窓に夢の少女を見つけたの
をきっかに、自分が死んだ世界＝パラレルワールドに迷
い込んでしまう……。
©Bears Bros.

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）
〒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

サポーター特典は、
１月末までにご登録いただいた方に限ります。
※2月以降の方は、次回『さぬき映画祭2016』の特典をお送りさせていただきます。

申込み方法、
特典などの詳細は、
ホームページをご覧ください。

http://www.sanukieigasai.com/

映画
うどん
脳

脳
うどん
監督

さぬき映画祭 2015 では 一口 5,000円
サポーターを募集しています！

さぬき映画祭 2015
Sanuki Film Festival
2015

祭開催
画
映
い
な
ゃ
映 画 、だけじ

。

2 月13日

金

22日

14

土曜日

14

GF*BF

15：00〜/イオンシネマ高松東

トークてんこ盛り映画祭 ! !
四夜連続のトークプログラム、恒例のサミット、公開オリエンテーションを開催 ! !

アイドル映画祭 ! ! !

メイバオ

14

土曜日

2012/86分

ドキュメンタリー

人狼 ザ・ライブ
プレイングシアター
月
日金
日日

2 13

情報通信交流館

15

e-とぴあ・ががわ

千変万化の物語をアドリブで紡ぐ

！
ライブ・エンターテインメント！

木

19：00〜/イオンシネマ高松東

土

19：00〜/イオンシネマ綾川

2月20日
2月22日

19：00〜/イオンシネマ綾川

日

10：00〜/イオンシネマ綾川

（ディレクター）、
（予定） 藤村忠寿
ゲスト
嬉野雅道（ディレクター）

トーク

2月21日

DOCUMENTARY of AKB48 The time has come
少女たちは、今、その背中に何を想う？ ディレクターズカット
アイドル・青春

16：00〜/イオンシネマ綾川

9：00〜/イオンシネマ綾川

本広克行監督最新作！
！
ももいろクローバーZ 主演！

（予定） 高橋栄樹監督
ゲスト

● 監督：高橋栄樹 ●出演：AKB48

©2014「DOCUMENTARY of AKB48」製作委員会

15

日曜日

イベント

©2015平田オリザ・講談社／フジテレビジョン 東映

ROBOT

電通

13

金曜日

14

紙の月
新作

ドラマ

18：20〜/イオンシネマ高松東

2014/126分
（予定） 吉田大八監督
ゲスト

● 監督：吉田大八 ●出演：宮沢りえ、池松壮亮、大島優子、小林聡美

土曜日

サマータイムマシーン・ブルース

2015/132分
（予定） 三木孝浩監督
ゲスト

● 監督：三木孝浩 ●出演：新垣結衣、木村文乃、桐谷健太

（予定） ゲスト有り
ゲスト

木曜日

新作

©2015「くちびるに歌を」製作委員会

©2011 中田永一/小学館

2014/85分

アイドル・青春

（企画プロデューサー）
（予定） 直井卓俊
ゲスト

作品紹介：人気ガールズ・ボーカル &ダンスグループ
「東京女子流」
を初主演に迎え、文化祭を間近に控え
た女子校を舞台に少女たちのきらめきと葛藤を描く。
高校生活最大のイベント、文化祭の開催が迫る中、園芸
部所属のさくは生花店の店員に恋心を抱くように……。
新星・山戸結希監督が、5 人 5 様のエピソードを丁寧に
紡ぎ出す青春映画。

月曜日

機動警察パトレイバー2 the Movie

19：00〜/イオンシネマ高松東
● 監督：押井守 ● 声優：冨永みーな、古川登志夫、池水通洋、二又一成
作品紹介：2002年冬。謎の戦闘機が横浜ベイブリッジ
を爆破。これを機に続発する不穏な事件は警察と自
衛隊の対立を招き、日本国内に緊張が走る中、警視
庁特車二課の後藤は事件を仕掛けたテロリストを追
うが……。押井守監督が手がけた『機動警察パトレイ
バー』劇場版アニメーション第 2 弾。日本に戦争を問う
硬派なテーマは必見。

20

アイドル・青春

1993/116分

アニメーション

©1993 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TFC/Production I.G

アオハライド
2014/122分

金曜日

高松ファイブアローズドキュメンタリー

「ファイブアローズ2.50 basketball is life」

2015

ドキュメンタリー

19：00〜/イオンシネマ綾川

19：00〜/情報通信交流館

● 監督：三木孝浩 ●出演：本田翼、東出昌大

● 監督：森英人 ●出演：高松ファイブアローズ

作品紹介：アンジェラ・アキの「手紙 〜拝啓 十五の君
へ〜」
をモチーフにした中田永一の小説を、
「ホットロー
ド」の三木孝浩監督が映画化。長崎県五島列島の中学
校に赴任し、合唱部の顧問となったピアニスト。彼女か
ら15年後の自分へ手紙を書く課題を出された生徒たち
は、そこに15 歳の彼らが抱える誰にも言えない悩みと
秘密をつづる……。

作品紹介：直木賞作家・角田光代のベストセラーを、
『桐島、部活やめるってよ』の吉田大八監督が映画化。
バブル崩壊直後の1994年。銀行の契約社員として働く
梨花。夫との間に空虚感が漂い始めた頃、年下の大学
生と出会ったのをきっかけに、ふと顧客の預金に手をつ
けてしまう……。主婦から横領犯に変貌していく女性を
宮沢りえが熱演！
©2014「紙の月」製作委員会

19

くちびるに歌を

12：00〜/イオンシネマ高松東

5つ数えれば君の夢

19：40〜/イオンシネマ綾川

16
2005/107分

アイドル・青春

講談社 パルコ

ドラマ

日曜日

作品紹介：京都在住の劇団・ヨーロッパ企画の人気作
を、香川県出身の本広克行監督が映画化。暑すぎる夏
の、
とある大学の「 SF 研究会」部室。
クーラーのリモコ
ンが壊れ、暑さにうんざりする男子学生たちの前にタ
イムマシンが。壊れる前のリモコンを取りに昨日に戻る
が……。SF 映画史上最多のタイムトラベル回数を繰り
返す傑作コメディ。

公開前特別上映［2月28日
（土）全国公開］

新作

15

© 2014「５つ数えれば君の夢」製作委員会

©ROBOT/東芝エンタテインメント/博報堂 DYメディアパートナーズ/IMAGICA

オープニング

作品紹介：930 万部突破の咲坂伊緒による人気コミッ
クを、本田翼と東出昌大W 主演で実写映画化。中学生
の頃に恋心を抱きつつも、転校という形で離ればなれ
になった双葉と洸。4 年後、高校生となった双葉は洸と
再会し、再び惹かれていくが、やがて洸の空白の4年間
が明らかに……。監督は、
「ホットロード」
「陽だまりの彼
女」の三木孝浩。
©2014映画「アオハライド」製作委員会

（予定） 森谷雄監督
ゲスト

● 監督：山戸結希 ●出演：山邊未夢、新井ひとみ、庄司芽生、小西彩乃、
中江友梨

● 監督：本広克行 ●出演：瑛太、上野樹里、ムロツヨシ、真木よう子

TALK EVENT

2015/118分

ドラマ

作品紹介：
『シムソンズ』や『しあわせのパン』などを手
がけたプロデューサー、森谷雄の劇場監督デビュー作。
半身不随や恩師の死、周囲の反対を乗り越えて高校
教師になった青年。それから5 年後、
〝 自分で生き方を
決める学校〟
をつくるために教師を辞め、4 人の元教え
子たちや妻に支えられながら、その夢を追う姿をつ
づった感動作だ。

作品紹介：
「DOCUMENTARY of AKB48」
シリーズ
3 作目となる高橋栄樹監督が、初めて自らカメラを持
ち、
トップアイドルグループの素顔に迫ったドキュメンタ
リー。 AKB48の看板 と言われた大島優子が卒業し、
大きな岐路に立たされるAKB48グループ。選抜総選挙
や大組閣祭り、
そして大島卒業の舞台裏で生まれてい
たリアルなドラマが胸を打つ。

（予定）
ゲスト

本広克行監督

2014/167分

ドキュメンタリー

水曜どうでしょう
！
四国八十八ヶ所シリーズを４日連続で語り尽くす！

©2012-2014 7th Castle All Rights Reserved.

新作

©2015『サムライフ』製作委員会

17：00〜/香川県立ミュージアム

四国八十八ヶ所シリーズ徹底解剖！
四国R-14 ＋ R-1

サムライフ

● 監督：森谷雄 ●出演：三浦貴大、松岡茉優/大杉漣

日曜日

土

日曜日

公開前特別上映［2月28日
（土）全国公開］

● 監督：サイモン・ブルック ●出演：ピーター・ブルック、笈田ヨシ、ヘイリー・カーミッシェル

15

アイドル映画祭

金

15

19：00〜/イオンシネマ高松東

「水曜どうでしょう」 「幕が上がる」

2月19日
2月21日

作品紹介：劇団「青年団」を主宰する平田オリザへの
密着取材を敢行した想田和弘監督のドキュメンタリー
2 部作の第 1 弾。平田の「現代口語演劇理論」に基づく
芝居のリアルな世界観に迫るために、
「ヤルタ会談」の
実際の演出風景、平田の課題に応えるために徹底的
な稽古、勉強を繰り返す劇団員たちの姿から、演劇が
持つ本質に迫っていく。

作品紹介：独自の演劇理論に基づき、イマジネーショ
ン豊かな劇空間を生み出す演出家ピーター・ブルック。
世界中で高く評価される彼の舞台の世界を、初めてド
キュメンタリー映画として映像化。
ブルック作品でおな
じみの笈田ヨシをはじめ、さまざまな国籍の俳優たち
が一堂に会して行われた2 週間に及ぶワークショップ
の様子を描き出す。

追加ゲスト情報、チケット発売方法等
については、
決定次第、ホームページで発表！ お楽
しみにツル！

ト〜クてんこ盛り映画祭

● 監督：想田和弘 ●出演：平田オリザ、青年団、
こまばアゴラ劇場の皆さん

15：45〜/香川県立ミュージアム

©Brook Productions / Daniel Bardou.

演劇＆映画祭

12：00〜/香川県立ミュージアム

©2012 Laboratory X, Inc.

ピーター・ブルックの世界一受けたいお稽古
舞台

2012/172分

ドキュメンタリー

チョンリャン シン レン

©2012 Atom Cinema Co.,Ltd., Ocean Deep Films, Central Motion Picture Corporation, Huayi Brothers International Media All Rights Reserved.

その他、多種多様な映画の上映からUDONツアーまで、
「映画、
だけじゃない映画祭」
をお楽しみください。

！
！
ラインナップ発表！

舞台

生の美宝、忠良、心仁の3人。広がる社会革命への情熱
に燃え、
自由を手にしようと学生たちを煽って抗議運動
を続けていた。
そんなある日、忠良が長い間隠していた
秘密が明らかに……。

新旧の青春・アイドル映画を大特集 ! ! !

第1 弾

土曜日

作品紹介：戒厳令下にあった1985 年から2012 年に
いたるまでの台湾を背景に、男女 3 人の27 年間に渡る
関係を描いた青春映画。台湾南部で生まれ育った高校

2015年も映画祭ディレクターを務める本広克行監督が掲げたキャッチコピーは

今年は演劇とのコラボレーション！人気の演劇上演や演劇関連プログラムを開催！

（予定） ヤン・ヤーチェ監督
ゲスト

● 監督：ヤン・ヤーチェ ●出演：グイ・ルンメイ、ジョセフ・チャン、
リディアン・ウォーン

日

映画、
だけじゃない映画祭。一体「映画、だけじゃない映画祭」
とは?!
演劇＆映画祭！

2012/台湾/105分

ドラマ

海外作品

演劇1
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e-とぴあ・かがわ

（予定） ゲスト有り
ゲスト

作品紹介：香川県高松市にあるプロバスケットボール
チーム「高松ファイブアローズ」。地元大企業がメイン
スポンサーにつき豊富な資金力により、設立から3 年
間は強豪として君臨。
しかし、
メインスポンサーの倒産
により資金難に陥り、最下位に転落する……。そんな
彼らの姿を通し、スポーツに関わる人々の姿を追った
ドキュメンタリー。
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