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ワオ・コーポレーションpresents 第14回JCF学生映画祭
日本だけではなく、アジアの将来を担う若手クリエイターの発掘・育成を目指すポリシーをそ
のままに、第14回を迎えるJCF学生映画祭 を開催し、映像のチカラで日本を元気に活性化させ
ることを目指します。
2016年11月25日（金）、26日（土）
25日　京都西陣IT路地（京都府京都市）
26日　心斎橋ＳＵＮＨＡＬＬ（大阪府大阪市）
JCF学生映画祭実行委員会
特別顧問／西澤昭男(株式会社ワオ・コーポレーション代表取締役)
顧問／溝畑宏(大阪観光局理事長)
実行委員長／高　秀蘭（映画プロデューサー）
実行委員／大和田 廣樹（映画プロデューサー）
実行委員／磯久　五郎 (5Lエンタテインメント株式会社代表取締役)
実行委員／太田　雅人（GETTIグループ代表・JCF学生映画祭ファウンダー）
JCF学生映画祭運営事務局
5Lエンタテインメント株式会社
　　　　(株)ワオ・コーポレーション

　　　公益財団法人大阪観光局　　　(株)ABCライツビジネス                       CAMPUSNAVI.COM

NEW WAVE /ドリームキッド / GX Overseas limited.
◎コンペティションプログラム
　長編　学生映画アワード 部門　(入賞５作品を京都会場で１１月２５日に上映）
　＜WAO 10 MINUTES MOVIE AWARD＞
　短編　学生映画アワード部門　（入賞作品１１作品を大阪会場で１１月２６日に上映）
◎表彰式プログラム
◎特別プログラム
　アジア学生映画上映
◎シネマフォーラムプログラム
◎レセプションパーティ（２６日表彰式終了後）
無料（入退場自由）
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開催概要

イベントスケジュール / 会場

京都会場 大阪会場

11 月 25 日 ( 金 ) 11 月 26 日 ( 土 )
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〒542-0086　

大阪市中央区西心斎橋 2-9-28　

サンボウルビル B2

〒602-8061 

京都府京都市上京区

甲斐守町９７

開会式　開会の挨拶　

学生映画部門学生映画アワード

休憩 (15 分 )

学生映画部門学生映画アワード

開会式　開会の挨拶

14:00-

14:05-16:05

16:05-16:20

16:20-18:50
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オープニング特別上映「南風」

WAO 10 MINUTES MOVIE AWARD

入賞作品上映

休憩 (15 分 )

シネマフォーラム　

[ 過去受賞監督と見守る映画人 ]

アジア特別招待上映

特別招待上映

表彰式　

レセプションパーティ：入賞者との交流会

[ 別会場：アークホテル心斎橋 ]
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『夢はここからはじまる』

『京都西陣 IT 路地』 『心斎橋 SUNHALL』

<次代を担う才能の発掘と育成>をキーワードに日本だけではなく、アジアの将来
を担う若手クリエイターの発掘・育成を目指すポリシーをそのままに、第14回を
迎えるJCF学生映画祭 を開催し、映像のチカラで日本を元気に活性化させること
を目指します。
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次代を担う才能の発掘と

育成を目的とした最大の学生
映画祭　

SINCE 1999

人間適定 / パラレル・マインド / 限界突破応援団

入賞作品上映

灰色の青春 /WILL

入賞作品上映

ELMS United  Animal Hospital Group
エルムス ユナイテッド 動物病院グループ

「ストップモーションアニメ」

「二十世紀梨男くん PR 動画」



この度は、ワオ・コーポレーション様にご協賛頂き、＜学生映画の甲子園＞として、＜次代を担う才能の発掘と育成＞をキーワードに 1999 年

から開催してまいりました＜JCF 学生映画祭＞が、14 回目を迎えることが出来ましたこと、大変有り難く、実行委員会及び事務局一同、深

く感謝申し上げます。

ワオ・コーポレーション様の関係各位、ご協力頂きました学生のみなさま、ご応募いただいた学生映画監督のみなさま、誠にありがとうご

ざいます。

1999 年、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭の 10 周年特別協賛企画としてスタートした JCF 学生映画祭は、＜次代を担う若者の可能性

の発掘！＞をテーマに 2001 年までの 3 年に亘り、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭の協賛企画として夕張の地で開催し、第 4 回から

第 7 回は沖縄（那覇市共催）、東京（お台場／大江戸温泉内）、愛知（愛知万博公式イベント）、東京（東京国立博物館内）と、地方と東京の

交互開催を行って参りました。第 7 回開催中の 2006 年秋に、夕張市の財政破綻とゆうばり国際ファンタスティック映画祭の中止の NEWS

を聞き、JCF 学生映画祭の OB と、学生の有志により《夕張の映画の火を消さないで！》を合言葉に、【学生よ、熱き情熱で夕張の雪を溶か

せ！】というスローガンのもと全国の大学生が参加し、JCF 学生映画祭の生まれた地夕張で 2007 年 2 月に第 8 回 JCF 学生映画祭として＜

夕張国際学生映画祭 2007＞を開催し、さらに続く 2008 年も、NPO 法人ゆうばり観光協会様との共催で、第 9 回 JCF 学生映画祭として＜夕

張国際学生映画祭 2008＞を開催いたしました。2011 年からは、鳥取県の助成事業として、鳥取県の米子市で発展的に、第 10 回（2011 年）、

第 11 回（2012 年）、第 12 回（2013 年）を開催し、第 13 回（2014 年）は東北・山形で、震災復興に少しでも貢献することを目指して開催

いたしました。

　今年で 14 回目を開催でき、私ども、映画祭事務局がこの学生映画祭の準備に忙しく汗を流すことが出来ているのもご参加頂いた学生映画

監督のみなさま、ご支援いただいた自治体のみなさま、スポンサーのみなさま、その他各地でご協力頂きました関係各位のおかげであり、

この場をお借りして、あらためて厚く御礼申し上げます。

　本映画祭のテーマでもありますように、学生は将来を担う大切な宝です。実行委員及び事務局一同、「若者の夢を引き受ける仕組みをつく

る」という観点から、若者の才能と努力を引き出し、育成するステージを創造することを目指してまいります。

高　秀蘭

磯久 五郎

開催に向けて

JCF 学生映画祭実行委員長 /
映画プロデューサー

JCF 学生映画祭実行委員 /
映画プロデューサー

大和田 廣樹

JCF 学生映画祭実行委員 /
5L エンタテインメント株式会社
代表取締役

台湾テレビのプロデューサーとしてキャリアを積み、1986 年ニューウエーブを設立。以降、中国語

圏の優れた監督の製作・配給に関わってきた。カンヌ映画祭グランプリを受賞した台湾の侯孝賢（ホ

ウ・シャオ・シェン）監督の「非常都市」（1988 年）、「戯夢人生」（1991 年）のプロデュースを始め、

中国の張芸謀（チャン・イーモウ）監督の「紅夢」（1991 年）、「活着」「上海ルージュ」（1995 年）、「何

平」（ハー・ピン）監督の「哀愁花火」のポストプロダクションを努めた。陣凱歌（チェン・カイコー）

監督とは「さらば、わが愛／覇王別姫」（1993 年／カンヌ映画祭パルムドール受賞）、「花の影」（1996 年）

「始皇帝暗殺」（1998 年）、「鳳凰わが愛」（2008 年）、新宿インシデント（2009 年）のプロデュース

を手掛ける。

1983 年東京生まれ、京都育ち。2009 年 3 月京都大学工学部卒業。現在、一級建築士／（株）56 設計

舎 代表取締役 ／ 一般社団法人クールジャパン協議会 常務理事。大学時代、学生フリーペーパー

【ChotBetter】に一年目・秋より携わる傍ら、着物を用いたファッションコンテスト【雅コンテスト

@ 新風館】を主催。また、日本の様々な芸能・文化を伝えるイベント【京都文化博覧会】では、漫画

家・書家・尺八奏者のコラボレーション企画で脚本・演出を務めた。現在、建築意匠設計に勤しむ傍

ら、腕のある酒蔵を応援し日本酒の飲み手を増やす【酒蔵環境研究会】にて京都事務局を務める。ま

た、大阪・船場ビルディング 314 号室にある文化サロン【サロン ドゥ 螺】の運営にも、中心メンバー

として精力的に携わっている。

大学卒業後、メディア関連のコンサルタント業務を経て、96 年に株式会社インターネット総合研究所（IRI）の設

立に参画。同社は、99 年に東京証券取引所マザーズ市場の第１号として上場する。02 年、IRI のデータセンター小

会社の株式会社ブロードバンドタワー（BBT) の社長に就任。03 年ブロードバンドユーザー向けのドラマを製作す

るネットシネマ事業を開始し、「D-5 Project」として林海象監督と「探偵事務所５」シリーズを共同プロデュース

する。また、映画プロデューサーとしても『もんしぇん』(06)、『松ヶ根乱射事件』(06)、『ドルフィンブルーフジ、

もういちど宙へ』(07)、『寄子』（08）、『ぐるりのこと。』(08)、『ニセ札』(09)、『THECODE/ 暗号』(09)『南風』

(14)、『ディストラクション・ベイビーズ』(16) などを手掛けている。現在は、活動の中心を台湾、中国に移し、

日台合作テレビドラマ『木蘭花』のプロデュース。2011 年 6 月には台湾に中国映画市場へ本格進出するために大

唐國際娛樂股份有限公司を設立。中日韓台の合作映画やテレビドラマの企画に取り組んでいる。

実行委員会プロフィール

特別顧問 /
株式会社ワオ・コーポレーション
代表取締役
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特別顧問

JCF 学生映画祭実行委員 /
GETTIグループ代表

GETTI グループ代表。株式会社 GETTI 代表取締役、一般社団法人クールジャパン協議会　代表理事・会長。

1965 年 8 月 4 日生まれ、1984 年大阪府立大手前高等学校卒、1989 年 関西学院大学経済学部卒、1991 年 

NEC 退職後、1992 年 GETTI グループを法人化。1986 年の学生時代、ラグビー同好会に所属しながら "JCF 日

本サークル連盟 " を設立し、企業側からの学生活動への協賛・支援の窓口を 担うヤングマーケット向けの広告・

プロモーション事業を創業。現在は、1 業種 1 社の企業と、学校法人・地方自治体をクライアントに、ブティッ

ク型で展開する Branding＆Consulting 事業を行うかたわら、＜Boderless Communication＞をグループポリシー

とし、海外３法人を含む 17 法人でグループを構成し＜世代間＞、＜地域 間＞、＜国家間＞の障壁を超えるコミュ

ニケーションネットワークの構築を目指している。

太田 雅人

本田 好明

1973 年生まれ。大学卒業後 TSUTAYA を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱へ入社。

その後、SONY グループの So-net にて ISP 事業、CS 放送、韓国とのビジネスに従事。現在は朝日放

送が 7 月に立ち上げた新会社㈱ ABC ライツビジネスにて企画開発・ライセンス営業を担当。

JCF 学生映画祭審査員 /
株式会社 ABC ライツビジネス

1942 年東京生まれ。京都大学文学部哲学科（美学美術史）卒。3 年間大学院に在籍。その後、1976

年に大阪で現ワオ・コーポレーションを設立。「今の日本を変えるには、教育を根本から変えていか

なくてはならない」という持論のもと、北海道から沖縄まで 41 都道府県（2016 年 6 月現在）に教育

サービスを展開する企業に育て、現在も社長職を務める。座右の銘は「自燈明（じとうみょう）」。

2000 年にはアニメーション制作をめざしてワオワールドを設立。自ら脚本も手掛けながら映画監督

としての活動もスタート。親子で楽しめ、心を豊かにするようなメッセージ性にあふれる作品づくり

を志す。

昭和 35 年、京都生まれ。父は数学者。父の仕事の関係で少年時代をフランス、イタリアで過ごす。

東京大学法学部卒。昭和 60 年自治省に入り、平成 2 年、大分県庁に出向。サッカーワールドカップ

の会場誘致、立命館アジア大学の開学に尽力した。J リーグ「大分トリニータ」の設立に関わり GM、

社長も務め、平成 20 年には J リーグナビスコカップ優勝に導く。平成 22 年、観光庁長官に就任。観

光立国を推進し、東日本大震災の復興事業として観光振興策に尽力した。退任後は、内閣官房参与、

大阪府特別顧問、京都府参与、京都大学経営管理大学院特命教授、総務省地域力創造アドバイザーな

どに就任し、観光立国、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの推進、地域振興、クールジャ

パンの推進などに取り組んでいる。

西澤 昭男

溝畑 宏

顧問 /
公益財団法人大阪観光局
理事長

第 14 回 JCF 学生映画祭実行委員会

JCF 学生映画祭事務局

第14回 JCF学生映画祭の開催にあたって



WAO 10 MINUTES MOVIE AWARD

アニバーサリー

監督：大室 昌也　北星学園大学 4 年

分数：9 分 41 秒

君と、

監督：井上　光一　創価大学 4 年

分数：8 分

記念日の贈り物 / 一期一会

監督：榎本　博和　同志社大学 4 年

分数：7 分 35 秒

マインドギア

監督：長尾 淳史　立命館大学 4 年

分数：16 分

大学生・宗太郎と夢を司る「漠」が記憶と

いう非現実の世界を巡る世界。

カエルのうた

監督：中川 寛崇　城西国際大学大学院 2 年

分数：15 分

キミの隣のボクへ

監督：小林 令奈　慶應義塾大学 2 年
分数：17 分 49 秒

心に穴が空いちゃって

監督：小池　茅 　早稲田大学 5 年　

ある日、気になったので覗いてみたら、

やっぱり穴が空いていた。心に穴が空い

ていた。穴男とヤングトリオの交流を描

いた暗黒舞踏系ダンスムービー。

いい湯だな

他国からの侵攻が始まり、国が崩壊した

日本。主人公のタケルはその数年前、大

学生で留学生のリンと銭湯に行った。

町の匂い

監督：栗原 翔　京都造形芸術大学 3 年
分数：10 分

自転車の鍵穴が壊れてしまった男子高

生。修理しに自転車屋へ向かうため、自

転車を押しての下校途中、普段は出会う

はずのなかった人と関わっていく。

それでも

監督：柳沢 毬絵　早稲田大学 4 年
分数：15 分

ショートムービー作品

上映作品の最新情報は公式 Web サイトへ！
www.jcf.jpn.com

監督：平井　諒 　日本大学 4 年

分数：９分４６秒 

どこにでもいる普通の女の子。彼女の秘密

がだんだん明らかになってゆく。彼女は、

それでも、、、。ところで「普通」ってなに？

カエルを探す物語。

大切な人を失った時、どうするか。病気の
彼女との恋愛を描く。

記念日の贈り物：愛し合う 2 人、夫は妻

に首飾りをプレゼントすることに決めた。

一期一会：大都会でひょんなきっかけか

ら生まれる出会い。

札幌で一人暮らしをしている大学生、秋穂。

彼女は一年に一度だけ、故郷の小樽に帰っ

てくる。久しぶりの父に再会し、何気ない

会話を楽しむ秋穂。別れ際、父と来年も会

えるかどうかはわからなかった。

※アイウエオ順にて掲載

日時

会場

2016 年 11 月 26 日 ( 土 )  15:45〜

心斎橋 SUN HALL

ゴミ山に苦しめられるパヤタスの子供た

ち。貧困によって教育を十分に受けるこ

とができない子供たち。撮影したファイ

ンダー越しに映る世界を見せるドキュメ

ンタリー。

上映作品の最新情報は公式 Web サイトへ！
www.jcf.jpn.com

201８年2月
北海道夕張市での開催が決定！



【シネマフォーラム】　グランプリ受賞監督と見守ってきた映画プロデューサー

【特別アジア招待上映】　アジア学生映画監督作品

大人になるまでに軽犯罪を全く犯

してない人は将来大罪を犯す予備

軍として 10 年間監視され続ける

法律あり、優等生がそれを回避す

るために仲間と軽犯罪を繰り返し

て犯罪予備軍数値を下げようとし

ていく。

監督：伊波 信之佑

琉球大学 4 年

分数：28 分

大学の卒業公演を控える学

生に起こる心境を描く。

監督：江上 徹

立教大学卒

分数：53 分

　
選手たちを応援する為に全力を捧

げる青年たちがいる・・・。

普段脚光を浴びる事の無い彼らの

懸命な姿を映す。

彼らが全身全霊を尽くすその応援

の本質とは一体何なのか。

監督：渡邉　聡
九州大学卒

分数：30 分 3 秒

過酷な青春時代を送る二人。肉

体的にも精神的にも追い詰めら

れる。彼氏がある計画を思いつ

くが、彼女にもある秘密があっ

た。

監督：天野 友二朗

鳥取大学大学院卒

分数：71 分

自在に年月を行き来出来る日

本が舞台。1995 年、2000 年、

2015 年の登場人物が複雑に

絡み合う。

監督：土井 笑生

龍谷大学卒

分数：69 分

JCF STUDENTS MOVIE AWARD

上映作品の最新情報は公式 Web サイトへ！
www.jcf.jpn.com

上映作品の最新情報は公式 Web サイトへ！
www.jcf.jpn.com

日時 会場2016 年 11 月 26 日 ( 土 )  17:00- 心斎橋 SUN HALL

다빈_선예

監督：ベクダビン（Baek dabin)

区役所で行方不明になってる娘の居所登録証を作らない父親のヨンチン、別

れてる前の妻インヨンを会いに行く。しかしインヨンは新しい家庭を作り暮

らしてある。そのことを確認したヨンチンは自分ひとりで娘のソンイエを探

したが見付からなかった。 

その次の日の朝、朝飯を 娘と前の妻と一緒に食べる幻想に浸ったが直ぐその

幸せの幻想は消えてしまい一人ぼっちで涙流しながら飯を食ってることを気

づける。その日区役所に行ったヨンチンは区役所の係員に 居所登録証の作り

の書類を渡したその瞬間　どこからか子供の泣き声が聞こえてくる。

大学校の演劇映画学部の映画科に入学 . 在学校中に多彩な映画製作に参加の

経験。代表的な三つの短編映画の演出などの経験する。

Seon Ye

長編・特別招待上映

14th

日時 会場2016 年 11 月 25 日 ( 金 )  14:05〜 京都西陣 IT 路地

【特別招待映像長編】　南風

水川史也　
立命館大学卒

第 10回 JCF学生映画祭
準グランプリ

西澤昭男　
映画監督

大和田廣樹　
映画プロデューサー× ×

映画監督 映画プロデューサー

監督プロフィール…立教大学卒業。

卒業制作としてパラレルマインド

を制作する。卒業を控える学生の

心境を描く。

監督プロフィール…九州大学卒業。

様々な映画作品を手がけ、食らうド

ファウンディングで資金を集めるな

ど精力的に活動。

監督プロフィール…龍谷大学卒業。

タイムスリップをテーマとした

WILL を制作。その他様々な映像制

作に携わる。

監督プロフィール…大学院医学研究

科に在籍する傍、映像制作に取り組

む。現代の若者が描く精神的な映像

を制作する。

日本の萩生田宏治さんが監督した台湾と日本の合作映画『南風』は、夏の美しい台湾と愛媛県のサイクリングロー

ドを舞台に、自転車旅行を通じて育まれる恋や友情、そして青春をコメディタッチで描くロードムービー。

日時 会場2016 年 11 月 26 日 ( 土 )  13:05- 心斎橋 SUN HALL

日時 会場2016 年 11 月 26 日 ( 土 )  17:40- 心斎橋 SUN HALL

【特別招待映像短編】　　二十世紀梨男くん PR ムービー　/   ストップモーションアニメ

ストップモーションアニメ

一般的な粘土を材料としたクレーアニメではな

く、独自の技法を用いての木彫刻により、天然

木の暖かさを残しつつ、深みのあるキャラク

ターの表情の色合いを実現された作品。

二十世紀梨男くん

「鳥取県知事」や「キン肉マン」とも既にマブダチ？！

鳥取県を背負って立つニューヒーロー「二十世紀梨

男」くんが、ついにミュージック＆ダンスデビュー！

ELMS United  Animal Hospital　Group
エルムス ユナイテッド 動物病院グループ

presents

アマミノクロウサギ保護ムービー制作

アマミノクロウサギとは

奄美大島と徳之島にのみ生息する 1属
1種の日本固有種。現在生息している
ウサギ科のなかで最も原始的な体型を
しており、「生きた化石」と言われる。 

ムービー制作

短編 /長編のグランプリ監督を第一候補として
入賞監督全員の中からスカラシップ対象者を選定！

スカラシップ対象監督が
プロとともにムービー制作！！

アマミノクロウサギ保護ムービー

限界突破応援団人間適定 パラレル・マインド 灰色の青春 WILL

監督プロフィール…琉球大学在学

時、映画研究会に所属し様々な映

画を制作する。映画祭での受賞経

験も持つ。

分数：4 分 5 秒
製作者：株式会社 TORIONE

分数：75 秒
監督：八代 健志

製作者プロフィール　| 株式会社 TORIONE
株式会社 TORIONE は、2015 年に鳥取県の地域活性化を目指す３名によって設立。
二十世紀梨男くんを制作しヒット。LINE スタンプなど様々なコンテンツを手がける。

監督プロフィール | 八代健志
日本マクドナルド・大塚製薬・インテル・J リーグなど大手企業の CM を手がける。
ストップモーションアニメとして「眠れない夜の月」や「ノーマン・ザ・スノーマン」
の制作を手がける。

分数：93 分　　監督：萩生田宏治

監督プロフィール　| 萩生田宏治
大学在学中より山本政志監督や林海象監督作品で助監督を務め、1995 年に『君が元気でやっていてくれると嬉しい』でデビュー。
続く『楽園』は、トロント映画祭や釜山映画祭等に招待され、2000 年文化庁芸術祭テレビドラマ部門において優秀賞を受賞した。
また、助監督を務めた『萌の朱雀』では、河瀬直美監督が第 50 回カンヌ国際映画祭においてカメラ･ドールを受賞している。スカラシップパートナーである (株 )エルムスユナイテッド動物病院グループのバックアッ

プで、絶滅危惧種の保護に寄与する映像をスカラシップ対象者が制作。

テーマは、「アマミノクロウサギ」!!

イベント当日に




