
主催：下北沢映画祭実行委員会／後援：世田谷区、下北沢商店連合会（下北沢一番街商店街振興組合・下北沢南口商店街振興組合・しもきた商店街振興組合・下北沢あずま通り商店街・
代沢通り共栄会・下北沢南口ピュアロード親栄商店会）、北沢二丁目協和会、北沢二丁目南町会／協賛：東放学園映画専門学校、Cyber Link、steal factory

第14回下北沢映画祭

（日）
開場 12：4 0

コンペティション

実写、アニメ、PV、ドキュメンタリーなどジャンルを問わず公募を行うコンペティション。今年は応募
数390作品の中から、スタッフによる選定を通過した9作品を上映。上映後は全監督と審査員のトー
クセッション、授賞式ではグランプリ、準グランプリ、観客賞ほか各賞が発表されます！

F
program

9/25 13：00~

コンペティションノミネート監督
全員にPowerDirectorの
新バージョンを贈呈いたします。

03-3485-1150
info@steal-factory.com
営業時間／11:00～20:00
（第三月曜日除く）

オリジナルTシャツ制作工房

料金（前売・当日）¥1,500
@北沢タウンホール

※こちらの料金は当日券のみでのご案内となります。※ご案内できるチケットの枚数には限りがございます。※当日は世田谷区内在住・在勤を証明する書類をお持ちください。

世田谷区内に
在住・在勤の方は
¥500 !

コンペティション審査員

直井卓俊
（企画・配給プロデューサー）

大槻貴宏
（トリウッド代表・ポレポレ東中野支配人）

轟 夕起夫
（映画評論家）

前田弘二（映画監督）

※

取り壊しが決まった団地で、祖母と母の親子3世代で暮らしている照子。
高校卒業後は、地元で母と一緒に働いていたが、大学進学のため、もうす
ぐ上京することが決まっている。そんなある日、照子の元に長らく音信不
通だった父親から突然の連絡が。この街に別れを告げゆく照子と、その
一方で、3世代の綻びは大きくなってゆく──

『MY HOMETOWN』 （監督：古川 葵／41分43秒）

坂有理江は二番目に付き合った元彼から貰った車のサイドミラーを捨て
られない。画角サイズ1：1、主人公がほぼずっと鏡の中の会話劇。

『サイドミラー』 （監督：シェークMハリス／14分44秒）

高校生の七色（17）は、人混みが原因
で駅の階段から落ちてしまう。その
瞬間「1秒だけタイムリープ」できる能
力を獲得する。クラスの親友、凛音と
日常を過ごすうちに、タイムリープす
るたびに、世界を改変するリスクがあ
ると気づく。「縦型×漫画コマ×声優
によるアテレコ」の要素で構成され
た、規格外の青春SFドラマ。

『17クラブ』 （監督：森 翔太／22分02秒）

葬式で十年ぶりに再会した、元演劇部員たち。彼らの手元には死んだ
同級生が遺した一冊の脚本。それは高3の秋、演劇祭が中止になったあ
の日を再現した物語だった。それぞれが抱える後悔を胸に、彼らがとっ
た行動は…？

『再演』 （監督：土屋哲彦／23分52秒）

技法に関して、動作ごとに写真を撮り、紙にプリントし、切り取り、アニ
メーションを完成させていきました。その結果、紙の質感が現れ実写でも
人形でもないフラットなアニメーションでもない雰囲気を出せました。四
方を黒で囲ったのはこの作品の雰囲気を効果的に表現するためで、装飾
を最低限に抑えられたミニマリズムな空間と調和します。

『CREATER』 （監督：リキ・サトウ／6分28秒）

高校3年生の夏帆は制服のスカートを着た自分の姿を見ることにとうとう
耐えられなくなっていた。静かな怒りを抱えたまま過ごす、夏の半ばの5
日間。夏帆は別荘を売る準備のために、親と共に山梨へと向かう。

『最も無害で、あまりにも攻撃的』 （監督：中田江玲／40分08秒）

全校生徒70名。島根県の最も小さな公立高校で、男子生徒4人が演劇を
始めた。選んだ題材は「走れメロス」。高校演劇の地区大会へ挑んだ彼ら
のメロスは、新型コロナによる無観客開催も飛び越え、思わぬ方向へと走
り出して…。コロナ禍であらゆる活動が制限される中、演劇に初めて触れ
た少年の姿を追ったドキュメンタリー。

『走れ！走れ走れメロス』 （監督：折口慎一郎／52分55秒）

これは、私が1人で漫画を描くのが大好きだった時の話。学校の中で1人
黙々と漫画を描いているといつも誰かが私の後を付けてくる。「す、ス
トーカーか！？？」私は、そいつから逃れる為に車のトランクに。「ふぅ、こ
こなら見つからないだろう。」と思った矢先、トランクが閉まって閉じ込め
られてしまった。そして携帯の電源も落ちた。ヤバタニエン。

『マンガガールズ』 （監督：祁答院 雄貴、大門 嵩／9分45秒）

永峰は恋人・中村の引き合いで保険会社で働く大学の同級生・飯塚と久々
に再会。生き方の異なる二人の価値観は対立し、口論に。そして四年付き
合っているからも、ある想いをぶつけられる。

『永峰中村飯塚』 （監督：桂木友椰／12分30秒）

第1部（約78分） 第2部（約70分） 第3部（約74分）

※登壇ゲストなど、各プログラム内容には変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。お問い合わせ：info@shimokitafilm.com
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祝

9/24 土

9/25 日

北沢タウンホール

シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

北沢タウンホール

シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

北沢タウンホール

下北沢トリウッド

23：00 23：00 24：00

Aプログラム

Cプログラム

at シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

at シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

at 下北沢トリウッド

Eプログラム Fプログラム

Dプログラム

Bプログラム

各種SNSも更新中！
「下北沢映画祭」で検索！

チケットは8月下旬～発売予定！

シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』　9月20日（火）より、K2公式サイトにて発売予定。（https://k2-cinema.com）
下北沢トリウッド　9月24日（土）0：00（23日（金）24:00）より、トリウッド公式サイトにて発売予定。（https://tollywood.jp）

北沢タウンホール　8月28日（日）正午12:00よりPassMarketにて発売予定。
　　　　　　　　　イベントに関する詳細等は公式サイトをご覧ください。

※キャッシュレスでの決済のみとなります。
※現地でのチケット購入は発券機で行っております。物販の購入を含め、現地での決済のご予定がある場合、事前にご準備の上お越しください。決済方法は以下の通りです。
　●クレジットカード（VISA/Mastercard/JCB/Amex/Diners Club/Discover） ●QUICPay ●iD ●交通系ICカード
※バーコード決済の取り扱いはございませんのでご注意ください。

実施会場によって販売日時や
窓口が異なりますのでご注意ください。

▶

▶
▶



下北沢トリウッドat特別招待作品

第14回下北沢映画祭presents 新進監督特集

映画を通してつながり、広がる　下北沢で多彩な才能に出会う3日間
「映画を観る」「映画を届ける」場所であること。第14回下北沢映画祭は、映画作品を通して他者と対話をする映画鑑賞
の醍醐味をお届けします。多様な文化が交わる下北沢という街で、新たな才能と作品、そして観客のみなさまと共に過
ごすひとときをお楽しみください。

オープニング作品！ 下北発ミュージカル映画

（金・祝）
開場 13：10 料金（前売・当日）¥2,000

@北沢タウンホール

『オジキタザワ』

下北沢に迷い込んだ主人公アユムが、夢を持ったおじさん＝“夢おじ”たちと過ごした一夜の
出来事を描いた演劇×映画のミュージカル『オジキタザワ』。今年5月、シモキタエキマエシネ
マK2にて二日間の先行上映で800人を動員。再上映希望の声も高まっていた話題作が、下北
沢映画祭のオープニングを飾ります！ 上映後はミニイベントも予定。

A
program

9/23 13：30~

若葉竜也監督特集

ゲスト

（金・祝）
開場 15：4 0 料金（前売・当日）¥1,800

@北沢タウンホール

『来夢来人』『蝉時雨』&

『街の上で』をはじめ近年の日本映画界において若手実力派俳優の一人として地位を築く若葉竜
也がメガホンを取り、信頼する俳優仲間たちと制作した自主映画を特集上映。元カノの家で見知
らぬ男と出会う『来夢来人』、売れない俳優が運営する劇団の物語『蝉時雨』。ミニマムな人間関係
の中、男のプライドや夢を捨てきれない姿を愚直且つユーモラスに描く。 

B
program

若葉竜也監督 ほか
9/23 16：00~

仲間たちと綴った、ある成長の記録

ゲスト

（土）
開場 10：4 0 料金（前売・当日）¥1,800

@北沢タウンホール

『おーい！どんちゃん』

沖田修一監督が長年温めた、俳優仲間と遊ぶように撮られた自主制作映画。売れない俳優、道夫、
郡司、えのけんの三人が共同で暮らす一軒家にある日、元カノの手紙と共に置いていかれた女の
赤ちゃん。彼らはその子を「どんちゃん」と名づける。成長とともに季節は移ろい、どんちゃんとの
生活が彼らを少しだけ変えていく。

C
program

沖田修一監督 ほか
9/24 11：00~

下北沢で観る

ゲスト

（土）
開場 14：25 料金（前売・当日）¥1,800

@北沢タウンホール

『ちょっと思い出しただけ』

最新作『手』の公開も控える松居大悟監督が、クリープハイプの楽曲をもとにオリ
ジナル脚本で描き上げたラブストーリー。2021年7月26日に34回目の誕生日を迎え
た照生。照明の仕事をしている彼は、いつものように現場へ向かう。同じ日、タク
シー運転手をしている葉は客を降ろした先に、照生の姿を見つける。二人は、各年の7月26日を遡りながら、共に過ごした6年間を思い出していく。

D
program

松居大悟監督 ほか
9/24 14：45~

ゲスト

『ガレージで』&
『いつも難しそうな本ばかり読んでる日高君』

新作短編！

ゲスト （日）
開場 11：15 料金（前売・当日）¥1,500

@北沢タウンホール

独特なテンポの会話劇に定評のある前田弘二監督の短編自主映画企画。世の中の流れ
についていけない男と彼を教育しようとする幼馴染、2人の中年のおかしみを見つめた『ガ
レージで』と、カルピスウォーター CMなどブレイク必至の當真あみ主演で、中学生同士
のもどかしい青春の１ページを綴る『いつも難しそうな本ばかり読んでる日高君』を上映。

E
program

前田弘二監督 ほか
9/25 11：30~

（金・祝）9/23
シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』at

1万5千冊もの本を手掛けた装幀者・菊地信義を追ったドキュメンタリー『つつんで、ひらい
て』を1週間限定上映。手作業でデザインする指先から、印刷、製本に至る工程が丁寧に綴
られ、思わず本を手に取りたくなる作品です。ゲストには広瀬奈々子監督、装幀家の水戸
部功さんをお迎えします。 

ゲスト 広瀬奈々子監督、水戸部功さん

『つつんで、ひらいて』～菊地信義氏を偲んで

（土）9/24
17：00~
『GLIDE』（72分）

各作品ゲスト来場予定！

❶ 北沢タウンホール （世田谷区北沢2-8-18）
❷ 下北沢トリウッド （世田谷区代沢5-32-5 2F）
❸ シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』 （世田谷区北沢2-21-22 2F）
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『オジキタザワ』（90分）

『蝉時雨』（88分）

『来夢来人』（31分）

『おーい！どんちゃん』（157分） ©沖田修一

『ちょっと思い出しただけ』（115分） ©2022『ちょっと思い出しただけ』製作委員会

『ガレージで』（20分）
©神宮前映画倶楽部

『つつんで、ひらいて』（94分） ©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会

『いつも難しそうな本ばかり読んでる日髙君』（7分）
©神宮前映画倶楽部

（日）9/25 10：00~
トークショー
付き上映 （土）～ （日）9/24 30通常上映

17：00~
『静謐と夕暮』（136分）
記憶を辿る、静謐な136分の旅。
監督：梅村和史　出演：山本真莉、入江崇史 ほか

渋谷の街にひっそりと暮らす兄妹。
監督：鈴木トウサ　出演：続麻玄通、つかさ ほか

18：45~
『スーパーミキンコリニスタ』（97分）
普通じゃダメだから、スーパーになって私は完全になる。
監督：草場尚也　出演：高山璃子 ほか

20：55~
『アボカドの固さ』（100分）
好きにも賞味期限があるらしい。
監督：城真也　出演：前原瑞樹 ほか

19：45~
『旧グッゲンハイム邸裏長屋』（62分）
小さな奇跡をつづる わたしたちのくらし。
監督：前田実香　出演：淸造理英子、門田敏子 ほか

『旧グッゲンハイム邸裏長屋』：©ミカタフィルム　『白T』：©2017 VIPO　『日曜日、凪』『リンゴをかじる女、風を売る男』：©UR5ULA FILM POSSE
『スーパーミキンコリニスタ』：© 2020 by Super Mikincorinista.　『アボカドの固さ』：©MASAYA JOE

『リンゴをかじる女、風を売る男』（47分）
出演：清水葉月 ほか

『白T』（30分）
「ｎｄｊｃ：若手映画作家育成プロジェクト」製作実地研修完成作品

21：15~金允洙監督作品集

『日曜日、凪』（19分）
出演：安藤理樹、大場みなみ ほか

※上映スケジュールはトリウッドHPをご確認ください。


