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夕張国際学生映画祭2007実行委員会

■はじめに

学生よ！熱き情熱で夕張の雪を溶かせ！
「夕張の映画の火を消さないで！」を合言葉に立ち上がりました「夕張国際学生映画祭
2007」は、いよいよ２月25日（日）札幌での前夜祭[KOKIA 47Stories in 北海道]（会場：
Zepp Sapporo)を皮切りに26日(月)～28日(水)の3日間、ゆうばりホテルシューパロで開
催いたします。
招待作品は、[北の零年]（配給：東映）、[幸せの黄色いハンカチ]（配給：松竹）[三池 終
わらない炭鉱（やま）の物語](配給：シグロ）に決定いたしました！
学生映画の世界No.1を決定する「国際学生映画コンペティション」では６大陸7地区の代表
作品が集まりました。
国内短編映画コンペティション部門の[Short Movie Award]では、マイクロソフト株式会社様
の協賛が正式に決定し、2007年1月30日に発売された新しいOS[Windows Vista]の機能
をご紹介する[Vista Work Shop]や、実際にVista搭載PCを体験できる[Vista Cafe]が会場
内にOPENします。
さらに夕張高校の学生を中心に夕張事務局が発足し、夕張の伝統芸能や高校生の映画を
発表する[夕張芸術祭]も詳細が決定しました。
25日の前夜祭に続いて26日は[KOKIA触れ愛LIVE]公演など多彩なプログラムで展開いた
します。
わたしたちの情熱で、夕張の雪を少しでも溶かしたいと思います。

夕張国際学生映画祭2007実行委員会

1

■夕張国際学生映画祭2007開催概要（2007年2月9日現在）
趣旨：夕張の人々に活気と継続的な発展の基盤を構築するために学生が中心となり、世界6大陸
7地区の学生映画祭最優秀作品と日本代表作品の決戦で学生映画世界№1を選出する[国
際学生映画コンペティション]と、学生の短編作品コンペティション[Short Movie Award]、学
生による夕張活性化のアイディアコンテストの[Students’ Conception]、地元夕張の映画や
芸能を紹介する[夕張芸術祭]、趣旨に賛同したシンガーソングライターのKOKIAの[KOKIA＜
触れ愛LIVE＞]を主な内容とする[夕張国際学生映画祭2007]を開催する。
名称：「夕張国際学生映画祭2007」 http://www.yubarifilm.com/
期日：平成19年2月25日(日)～28日(水)
場所：札幌会場(前夜祭 25日)：Zepp Sapporo 〒064-0809 札幌市中央区南9条西4丁目
4番地 Tel:011-532-6969 Fax:011-532-5569
http://www.zepp.co.jp/schedule/index.php?hall=1
夕張会場(本祭 26日～28日)：ゆうばりホテルシューパロ 〒068-0400 北海道夕張市
本町2丁目19 Tel:01235-2-2400 Fax:01235-2-2401
形式：1)[国際学生映画コンペティション]
2)Microsoft presents[Short Movie Award]
3)[Students’ Conception]
4)[夕張芸術祭]
5)[ KOKIA＜触れ愛ＬＩＶＥ＞]
主催：夕張国際学生映画祭2007実行委員会
共催：特定非営利活動法人(申請中)ゆうばり観光協会 JCF学生映画祭実行委員会 CAMJAM
企画・制作：株式会社Gmobile Entertainment
企画・運営：夕張国際学生映画祭2007学生実行委員会
協賛：マイクロソフト株式会社
オフィシャルサポーター：セイコーエプソン株式会社
オフィシャルマガジン：CampusNavi Press (http://www.campusnavi.com)
後援： 夕張市 北海道庁 札幌市 夕張市教育委員会 北海道教育委員会 札幌市教育委員会 北
海道観光連盟 北海道経済連合会 オーストラリア領事館 ブラジル大使館 中華人民共和
国駐札幌領事館 イスラエル大使館 北海学園大学 札幌デジタル専門学校 北海道放送
札幌テレビ放送 テレビ北海道 北海道文化放送 北海道テレビ 日本経済新聞社 北海道日
刊スポーツ新聞社 読売新聞社北海道支社 北海道新聞 道新スポーツ 朝日新聞北海道支
社 毎日新聞社 北海道支社 産経新聞社札幌支局 株式会社ジャパンエフエムネットワーク
エフエム北海道 FMノースウェーブ 北海道日本ハムファイターズ
協力：北海道夕張高等学校 ブラジル映画祭/Festival Cinema Brazil 夕張美術館 夕張芸能協会
有限会社NEW WAVE 株式会社GETTI
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■夕張国際学生映画祭2007実行委員会メンバー概要（2007年2月9日現在）
■夕張国際学生映画祭2007実行委員会
実行委員長：高 秀蘭（JCF学生映画祭実行委員長）
顧問：高村 健次（特定非営利活動法人 夕張観光協会 理事長）
朝倉 利光(北海学園大学 学長)
田巻 松雄（著書:夕張学/宇都宮大学 教授）
ゼネラルプロデューサー：石井 正広（株式会社Gmobile Entertainment 代表取締役社長）
プロデューサー：太田 雅人（JCF学生映画祭プロデューサー）
ディレクター：池嶋 徳佳（株式会社Gmobile Entertainment 取締役副社長）
統括事務局長：古川 哲也（北海学園大学 人文学部4年生）
札幌事務局長：小池 修平（北海道大学 文学部3年生）
札幌副事務局長：柴野 望（北星学園大学 文学部3年生）
札幌事務局：町野 亜古(札幌医科大学5年)
夕張学生事務局：森田 恵美 小石川 あすな 後藤 嗣美（夕張高校３年）
東京事務局長：岡田 真央（学習院大学 文学部１年生)
東京副事務局長：泉川 貴洋 (早稲田大学 政治経済学部経済学科1年）
他学生スタッフ128名
夕張国際学生映画祭2007 札幌事務局
〒060-0001 札幌市中央区北１条西18丁目2-1 アートサイドテラス803
株式会社Gmobile Entertainment内
Tel: 011-618-0666 Fax: 011-618-0151
夕張国際学生映画祭2007 東京事務局
〒171-0033 東京都港区南青山4-18-21 南青山スカイハイツ3F
株式会社Gmobile Entertainment内
Tel: 03-3402-0676 Fax: 03-3402-0685
http://www.yubarifilem.com

info@yubarifilm.com
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■夕張国際学生映画祭2007(メイン会場）SCHEDULE

（2007年2月9日現在）

2/26(月）

2/27(火）

2/28(水）

イベント

イベント

イベント

12:00
13:00

■OPENING

13:10

■開会式
●OPENING映画上映

［北の零年］

夕張芸術祭/学生映画

夕張芸術祭/学生映画

［三池 終わらない炭鉱（やま）
の物語]
●波多野信子ピアノＬＩＶＥ

国際学生映画コンペティション
（欧州、アフリカ、アジア）

●熊谷監督トークショー
●招待映画上映

［幸せの黄色いハンカチ］
14:30

夕張芸術祭/学生映画

Ｓｔｕｄｅｎｔｓ‘ Ｃｏｎｃｅｐｔｉｏｎ

15:00
16:00

国際学生映画コンペティション
日本代表作品［シェアリング］
上映

17:00

映画で夕張を活性化する事業アイ
ディアコンテスト

夕張芸術祭/学生映画

国際学生映画コンペティション
（北米、南米、オセアニア）

17:30

夕張芸術祭/学生映画

18:00

★Microsoft presents

★Microsoft presents

Ｓhort Movie Award

Windows Vista Work Shop

19:00

Vista Movie Contest入賞作品上映＋
優勝監督インタビュー

19:30

ＫＯＫＩＡ ＭＯＶＩＥ上映

●招待映画上映

20:00
20:30

ＫＯＫＩＡ<触れ愛 ＬＩＶＥ>

［三池 終わらない炭鉱（やま）
の物語]
●熊谷監督トークショー(質疑応答）

21:00
22:00

4

夕張国際学生映画祭／Students’
Conception／Microsoft presents
Short Movie Award
表彰式/閉会式：がんばれ！そして
ありがとう！夕張（夕張市民１００人の
記念写真映写）
ＫＯＫＩＡ♪ありがとう

夕張芸術祭 ＆ さよならPARTY

■イベント１： 国際学生映画コンペティション
■趣旨：世界6大陸7地区（アジア、中東、欧州、南米、北米、アフリカ、オセアニア）学生映画優
秀作品とJCF学生映画祭グランプリ作品のコンペティションにより、学生映画世界№1を
選出する。
■日時：2月26日(月）16時～、27日（火）17時～、28日（水）13時～ 審査上映
2月28日（水）16時30分～ 審査結果発表、表彰式
■審査員：高 秀蘭（夕張国際学生映画祭2007実行委員長）
高村 健次（特定非営利活動法人 夕張観光協会 理事長）
石井 正広（夕張国際学生映画祭2007ゼネラルプロデューサー）
夕張市民１００人審査員、学生１００人審査員
●現在以下、国際作品より各大陸１作品を選考中
地域

国

作品名

監督名

学校名

1

北米

カナダ

「Soul Jump」
「Future Language of Slaves」
「The Commuter」

Bryan Nykon
Bryan Nykon
Martin Pickles

バンクーバー・フィルム・スクール

2

南米

ブラジル

「Tempo dos Objetos/モノの時間」

ブルーノ・カルネイロ

サンパウロ大学映画コース

3

アジア

中国

「愛情物語」
「北京一日」
「肉団子とチョコレート」
「こんなに近く あんなに遠い」
「ちんぴら」
「第一幕」
「風夏」
「道」

ソン・ジュンアン
横山 伸治／サマンタ
シャオ・シャオ
リ・シン
シ・ウェイツォン
ホン・ジュウシュエン
ゾォン・シアオス
チェン・タオ

北京電影学院

4

アフリカ

セネガル

「Mon beau sourire」

Angele Diabang rener

Forut Media Centre of Dakar

5

オセアニア

オースト
ラリア

「Haha (Mother) 」
「Sailing the Isa」
「But a Giant Leap for Mr Larkin」

Izumi Pennicott
Cassidy Fine
Kjetil Andreas Knutsen

Griffith Film School

6

中東

イスラエ
ル

「HAPPY NEW YEAR」
「COCK FIGHT」
「Dand Goren」
「THIS AIN'T SAN FRANCISCO」
「SOLDAT」
「8BALL」
「ZUJAJ」
「ASHES」
「YOU」

Michal Hagi
Sigalit Liphshitz
CONTRAPUKT
Noa Greenberg
Shalom Hersonski
Av ner Matslian
Nimrod Shanit
Rima Essa
Eyal Elhadad

THE SAM SPIEGEL
FILM&TELEVISION
SCHOOL,JERUSALEM

7

欧州

フランス

「ピンク・カウボーイ・ブーツ」

マリア・ラレア

フランス国立映像音響芸術学院
（FEMIS）

●第７回ＪＣＦ学生映画祭 グランプリ監督 プロフィール グランプリ：『シェアリング』（５７分、カラー）
監督：清水 艶 （Nao Shimizu）
大阪芸術大学映像学科 2006年3月卒業 『夢のほとり』（友野祐介）、『赤を視る』（浅川周）等に参加。
初監督作品『シェアリング』で、第７回JCF学生映画祭グランプリ獲得。「右も左もわからないまま、必要以上の焦りと苦し
みとその勢いだけで作り上げてしまいました。役者・スタッフの力のみで完成しました。至らぬ点だらけです。というか至
らぬ点しかありません。だけど、たまーにおもしろいところがあったら、そのときは心置きなく笑ってください。
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■イベント２： Microsoft Presents [Short Movie Award]
■趣旨： 今回の映画祭のコンセプトである世代を越えた人々との「触れ愛」や、「助け愛」が
テーマです。
①テーマ部門 課題：人との触れ愛、助け愛（10分以内）
今回の映画祭の作品出展に限り、映画祭のテーマにご賛同いただいたシンガー
ソングライターKOKIAさんの「ぬくもり」という楽曲を特別に映像内に使用すること
を許可いただきました。
②自由課題部門 ジャンルを問いません
■期間： ・第1次審査（入賞審査） 2007年2月16日締め切り
5地区（九州、関西、東海、関東、北海道）代表 （1地区４作品）選抜
・第2次審査（グランプリ審査） 2007年2月26日（月）
ゆうばりホテルシューパロメイン会場にて入賞作品（5地区20作品）の審査上映
・結果発表／表彰式 2007年2月28日（水）
■審査員： ・マイクロソフト株式会社から1名
・夕張国際学生映画祭2007実行委員長 高 秀蘭
・NPO法人ゆうばり観光協会 高村 健次
・KOKIA（シンガーソングライター）
・石井 正広（夕張国際学生映画祭2007ゼネラルプロデューサー）
■主 催： 夕張国際学生映画祭2007実行委員会
■運 営： 夕張国際学生映画祭2007事務局・Short Movie Award チーム
■協 賛： マイクロソフト株式会社
協賛内容：
1)Imagine Cup 2007 Short Film 部門への出展
世界レベルの学生クリエイターを支援、育成する目的で、Imagine Cup 2007
Short Film 部門へ優秀作品を出展
2 )Imagine Cup 2006 Short Film 部門優秀作品の上映
夕張国際学生映画祭2007 会場では Imagine Cup 2006 Short Film 部門の優秀
作品を上映し、世界レベルの学生映像作品を紹介
3 )Windows Vista™ 体験コーナーの設置
Windows Vista に実際に触れていただくことのできるスペースを提供
4 )Windows Vista Work Shop の開催
動画作成、編集をはじめとしたWindows Vista のもつデジタルエンタテインメント
の機能を中心にご紹介
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■イベント３： Students’ Conception

■趣 旨： 夕張のシンボルである映画および映画産業を使った、地元に根付き、持続可能な
事業プランのアイディアを全国の学生から募集し、優れた実行プランを選考する。
■対 象： 全国の大学生・大学院生・専門学校生
■期 間： ・第１次審査（書類選考） 2007年2月9日締め切り→書類選考
・第２次審査（本選） 2007年2月27日→当日プレゼンテーションによりグランプリを
決定

■審査員： ・NPO法人ゆうばり観光協会理事長 高村健次
・大学教授（1名）
・ゆうばり市民代表 （1名）
・池嶋 徳佳（株式会社Gmobile Entertainment 取締役副社長）
■主 催：

夕張国際学生映画祭2007実行委員会

■運 営：

夕張国際学生映画祭2007事務局・アイディアコンテストチーム

※過去の実例
日本の経済界を牽引するトヨタ自動車の対ヤングマーケット、対女性の
戦略的チャネルとして生まれたネッツ店。そのブランディングおよび販売
店支援施策の一環として「Students’コンセプション」を実施。『あなたは、
どのように「売り」ますか？ あなたはどのように「伝え」ますか？』をメイ
ンテーマに、全国の向上心の強い将来のプランナー候補、クリエイター
候補が集まり、プレゼン大会を実施。毎年、全国の大学、専門学校から
PR協力を得て、弊社の独自の学生ネットワークによる大会参加呼びか
けなどの結果、毎年350～500作品の応募数を実現。
優勝チームには、その名誉とクルマが与えられるとあって、学生達のプ
レゼンにも自然と熱がこもり、そこに見学に来ていた地元ディーラー関係
者にもとてもよい刺激になったと評価される。

7

■イベント４: 夕張芸術祭

■趣旨： 市の財政破綻により発表の場をなくした市民の伝統芸能や高校生の自主制作作品
などの発表の機会を提供し地元に根付く芸術の支援を行う。
■出演：

時間
2月28日
（水）

演目

団体名

18：00～

(１)太鼓

夕張太鼓保存会 竜花

15名前
後

18：20～

(２)日舞

五篠会

未定

18：30～

(３)日舞

吉樹会

未定

18：40～

(４)日舞

五篠会

未定

18：50～

(５)歌謡曲

下山民夫歌謡教室

１名

19：00～

(６)詩舞吟「祝賀詞」

(吟士)岳風会(舞)鶴徹会

２名

19：10～

(７)尺八かけあい

照傳会 鴎雅会

２名

19：20～

(８)黒ダイヤばやし

夕張民謡文化連盟

５名

上映時間

作品名

監督

2月26日（月）

17:30～

時計

赤平晃紀

2月27日（火）

12:00～

体育館の中心で愛を叫ぶ

緑陽中学校

12:30～

SUPER SISTER

H17中学生作

14:45～

いつかのこい、はるのうれい

菅原亨

16:30～

メモリアルプレイス（仮題）

黒川大輔

11:30～

CAN

源藤史郎
菅原亨

12:00～

Thank you

源藤京佑

12:30～

普通に自然に行こう

赤平晃紀

2月28日（水）

人数
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（新作）

■イベント５： KOKIA LIVE

■夕張国際学生映画祭前夜祭

KOKIA 47Stories in 北海道
日時：2月25日(日）17:00開場 18:00開演
会場：Zepp Sapporo
■夕張国際学生映画祭2007

KOKIA<触れ愛LIVE>
日時： 2月26日(月）19:30開演
会場：ゆうばりホテルシューパロ
（夕張国際学生映画祭2007メイン会場）
■「KOKIA 夕張国際学生映画祭に参加するにあたって」
この度、映画祭のテーマが「助け愛・触れ愛」だということを聞き、是非、参加させていた
だく事を決意しました。
私は音楽を通してたくさんの人に温かい気持ちになってもらえたらいいなぁ。とか、元気に
なってほしいなぁ。っと、いつも「愛」というメッセージをかかげて歌うよう、心がけているか
らです。
私の歌を通して、少しでも多くの人に映画祭に興味を持っていただき、 映画を通して、夕
張を通して、たくさんの愛に触れていただけたらなぁっと思っています。「1人より2人がい
い。」人と人とが出逢うことで、困った時こそ、素晴らしい優しさに気づくことができると信じ
ています。
■KOKIA PROFILE：
シンガーソングライター。彼女の歌声はシャンプーのCMソング「The Power of Smile」や昼
ドラの主題歌などで多くの人に聴きなじみである。変幻自在なその歌声は「ボーダーレス
な歌声」としてヨーロッパでも支持をされ活動の場を世界に広げている。ポップチューンを
取り入れながらもシンプルで心に残るメッセージを大事にしている彼女の歌は、多くの人
に音楽を通して「love&peace」を問いかけている。現在、欧州でニューアルバム「a i g a k i
k o e r u」を発売中。www.kokia.com
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■招待作品
『幸福の黄色いハンカチ』
製作年：1977年
配給：松竹
時間：108分
監督：山田洋次
脚本：山田洋次、朝間義隆
出演：高倉健、倍賞千恵子、武田鉄也、桃井かおり、たこ八郎 、太宰久雄
『北の零年』
製作年：2004年
配給：東映
時間：169分
監督：行定勲
脚本：那須真知子
出演：吉永小百合、渡辺謙、豊川悦司、柳葉敏郎、石原さとみ、石田ゆり子、香川照之
『三池 終わらない炭鉱（やま）の物語』
製作年：2006年
配給：シグロ
時間：95分
監督：熊谷博子
ナレーター：中里雅子
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