
6/24（月）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック1
18:30 Verre ヴェール いき過ぎた母の教育を受けてきた西野めぐみ(17)は、いつしか本当の自分を隠すようになっていた。ある日目の

前に現れたクラスメイトの霊、佐伯伊織(17)に出会うことで本当の自分と向き合えるようになる。

18:40 King of the 青春 画家を目指す高校生の竹内は進路に悩んでいた。夢を追う幼馴染、病気を抱えながらも夢に向き合うクラスメイ
ト。様々な関わり合いの中で自分自身の将来の答えを見出していく。

19:10 休憩(10分)

ブロック２

19:20 愚か者、　　　　    
HINAのためのセレナーデ

戸松にフラれた日菜子。日菜子がある日学校に行くと、戸松がクラスメイトの彩花と話しているのが眼に映る。
放課後、日菜子は駐輪場で彩花に遭遇する。「戸松の家まで競争ね」愛を掛けたママチャリ・レースが始まる。

19:35 群青よりも蒼く駆けろ いわき市の小さなラジオ局でDJをしていた青年が震災を機にラジオから離れるも、転校先での出会いによってラ
ジオの力を再認識して再び自らの声で誰かの力になることを決意する青年の成長物語。

19:55 花の葬列 自分の分身である娘を愛する母とそんな母に愛されたかった娘。母の世界でしか生きてこなかった娘が、母を失
った時に残るものは何か。そしてその先を生きていくのに必要なものとは何なのか…。

20:25 終了

6/25（火）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック1

18:30 FRAME 内気な性格の美大生・俊勺、人の顔を見ること、描くことを苦手としていた。そんなある日人物クロッキーのモ
デルとしてやってきたアキに魅せられる。やがて2人はお互いの悩みを吐露し、前へ1歩進み始める。

18:40 ショートカットラブリー 大学の先輩である玲に密かな恋心を寄せる主人公･優吾。募る思いをどうしても玲に伝えることが出来なかったら
優吾は、今夜行きつけのバーで、思わぬかたちでその思いを吐露することとなる。

18:55 おくる 長野県飯田市にある創業120年の葬儀屋「島菊花堂」の４代目社長の島伸太朗さんは時代の変化に合わせて新し
いことを始めた。先代の父の葬儀を手がけて仕事の葬儀に対する姿勢が変わった。

19:10 商店街　～群馬県　前橋市～ 群馬県前崎市にある商店街はシャッター商店街である。その中で商店を続ける人はなぜ続けるのか、今後の商店
街のあり方、努力はどのようなものなのか。

19:18 休憩(10分)

ブロック２
19:30 ひとカケラ 和幸の元に10年前に未来の自分に送った台本が届く。しかしページが破られていた。別れた恋人の由紀の一言を

思い出し、旧友に会いに行き、ページと思い出を取り戻し。そして、大切なものに気づいていく。

20:00 がんじがらめの愛だって 不仲の両親を見て育った女は愛が信じられない。愛とは終わりが来るものと冷めた考えを持つも、どこかで一生
愛してくれる人が現れると矛盾した感情に揺れる女のストーリー。

20:25 終了

6/27（木）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック1

18:30 らしくいたらいいよ 恋愛に興味を持てず周囲の会話についていけない主人公、サクラ（16）。そんなサクラの前に自由人、モニカが
現れる。サクラはモニカのように周囲を気にせず自由気ままに生きようと決意する。

19:00 Yuragi 主人公の大学生、奥山琥珀は目的もなくだらだらと生きている。そんな琥珀が友達のたま子、高校の同級生の理
恵、バイト仲間の亮平との会話を通して漠然とした未来へと歩みだす。

19:15 かまくら映画館   映像産業の形態が様々な変化を遂げている中、移動映画館「キノ・イグルー」として映画の魅力を伝え続ける男性
のドキュメンタリー。

19:28 休憩(10分)

ブロック２

19:40 青空の君から 吉永葵は高校三年生の夏、幼馴染の朝倉一真を花火大会に誘う。当日、一真が待てど葵は来ない。葵は事故で死
んだ。社会人の一真の元に葵から手紙が届く。そこで一真は葵の気持ちを知ることになる。

19:53 おちゃらけ 退屈な日々を送る二人のおちゃらけた高校生は、魅惑の転校生によって日常をぐちゃぐちゃにされる。

20:07 オハナ 自分の鼻の形が嫌いで、コンプレックスを抱える多佳子。毎日鼻をつまんでは改造を試み、アイドルに焦がれてい
る。ある日、洗濯バサミを鼻につけっぱなしで寝てたら真っ赤に！バレないように隠して過ごすが…

20:17 アンアーシアン 冴えない大学生・遼は、ある日不思議な女の子、エリと出会う。誰かに追われ、家も遠くにあるという彼女とし
ばらく一緒に過ごす事に。しかしある日、エリは危険人物だという捜査官が現れ……。

20;30 終了

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術Ⅲ課題作品

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術Ⅲ課題作品

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術Ⅲ課題作品
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6/28（金）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック1

18:30 同じ朝 むつみと秋は同棲している。ある日むつみは右耳に違和感を覚える。何もない日常の中で物理的に半分の音を失
うむつみ。一人ではない事に実感していく。

18:45 好きに正直であること カメラ好きだと思っていた高校の先輩は何故農学部に進学したのか、先輩にとって好きとは何なのかを問うてい
く。

18:55 私的イケメンの方へ 「イケメン」に囚われている「私」が、その現象のイメージについての思考を繰り広げる。そうして社会的に規定
されていたところのものではない”私的”イケメンのイメージが新たに浮上する。

19:20 休憩(10分)

ブロック２

19:30 見えた世界 進学校に通っている主人公結菜はある日中学校の同級生むつみに出会う。結菜はむつみの世界をまぶしく感じ自
分の世界に虚しさを感じるのだった。

19:40 私たちがトリバン。 高校の学内バンド「ろりぽっぷ」は解散ライブに向けて、オリジナルソングの「フリーシング」を作る。そして4
人で過ごした日々を思い出しながら解散ライブを迎える。

19:25 Not a Hero ヒーローに憧れる平凡な青年、真部祐太郎。彼には思いを寄せる1人の女性、萌がいた。ある日、萌の身に危険が
迫っていることを知る祐太郎。力も勇気も自信もない男の戦いが、今始まる！

20:55 終了

6/29（土）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック１

17:00 青年の決心 自分のことを誰よりも愛し、常に姿見を持ち歩いている主人公の青年。いつも自分を強く見せようと振る舞って
いたが、実は臆病な性格を隠そうとするがゆえの行動だった。そんな彼はついに彼女に見限られてしまうが…。

17:12 せみしぐれ 未曽有の大災害後の日本。演劇部員のななみ・あやめ・さつき・ゆずの4人は災害で行方不明になったりんを探し
に彼女の家を訪れる。死への希望に満ちた4人は、共に自殺することに。

17:24 淡い幻影 2年前に幼馴染の郁が事故死、以来仁子は郁の幻影を見るようになる。郁という過去に囚われたまま、前に進めな
いでいる仁子と、そんな仁子をそばで見守るしかできない充。そんな2人が過去を乗り越える話。

17:36 私的小説化運動 小説を書き進めることに行き詰まった智洋（25）は、小説の主人公の気持ちを理解しようと自分なりの悪行を
し、その経験を生かして小説を書き進める。

17:44 こちら放送室              
よりトム少佐へ

校内でたった一人の放送部員の少年とやかん学校に通う少年がカセットテープを通して、リレーラジオドラマを共
につくる物語。

17:55 休憩(10分)

ブロック２

18:05 深淵 大学のサークルと出会い付き合い始めた俊と友里。ささいなことで喧嘩をしてしまい、友里は事故に会ってしんで
しまう。俊は友里との思い出の山へと自殺をしに行く。

18:20 辛酸リバーサルナイト 「どうせ私なんて」何にもできない無気力女子が、風当たりの強い世の中でちょっとだけ頑張ってみる、初恋ラブ
コメディー。

18:50 卒業制作は　　　        
まだ完成していない

当初、大学の卒業制作とする予定だったアニメーション作品が完全に頓挫した。人間としていよいよ低迷をきわ
めた”わたし”が自罰の意を込めてつくったドキュメンタリー。

19:05 アイルランド　　　　　
~縁を結ぶ音楽の島~

ヨーロッパ最果てと呼ばれる小さな島国・アイルランド。この国の伝統文化である「アイリッシュ音楽」に魅せら
れた日本から移住した主人公・丸山理恵さんの姿を通して、アイリッシュ音楽が作り出す幸せの形を伝える。

19:15 休憩(10分)

ブロック３

19:25 放課後ハレルーヤ 青年鈴木は小学校の頃にいじめの標的にしていた萩原さんのことが忘れられず、ある日謝りに行く。十数年ぶりに
会った彼女は、4歳の娘を育てる母親になっていた。

19:35 HER 平凡な日常に退屈する瑞樹はある日、章子と出会う。彼女は父と葛藤する中でも自由に生きようとしている。瑞
樹は章子と過ごすうちに大切な事に気づく。

20:00 moondust 花を食べて生活しているエルは、友人のバイト先の店長と共に、穏やかな毎日を送っている。そんなある日、ア
ランという謎の青年と出会う。エルは彼に夢中になるが…。

20:30 終了

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術Ⅲ課題作品

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術的Ⅲ課題作品
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6/30（日）

ブロック 上映時間帯 作品名 あらすじ

ブロック１

10:00 Losers 部活の大会で失敗してしまったひな。部活をやめようと考えていた時、学校で球技大会が開催される。ミスを引き
づっているひなに美波が賭けを持ちかける。賭けに負けたひなはバレーを続ける決心をする。

10:15 革命前夜 歌うことから逃げているハルキ。彼を無垢に応援するエリカ。一心不乱に音楽と向き合う相方、雄介。３人が初
めて目を背けていたことと対峙する夜、何かが変わる気がした。

10:40 彼は誰時 とある自殺スポット。その近くにあるコインランドリー。死に損なった役者、池部とそこへやって来た女子高生、
優子。自分たちの話をしながら2人は夜を明かす。池部は仕事を続けると決めるが優子の本心は見えないまま。

10:50 休憩(10分)

ブロック2

11:00 真相 空巣常習犯の裕也は、ある日、大学生の理香に出会う。理香との出会いは裕也を変えるが、裕也は知らなかった
理香のほんとの目的を知り…。

11:27 マコわーるど マコは妄想癖のある女の子。ある日の放課後、憧れの翔平くんと2人きりの日直係になり胸が高鳴るマコ。そんな
幸せな放課後のひと時に同じく翔平に思いを寄せるクラスのギャル、優子が乱入してくる。

11:35 黄昏に 父との確執、母の死、全てを正面から受け止めることができない伊藤。しかし、次第に園田という男を通じて父
の苦悩、そして気持ちを知ることになる。身内じゃないからこそ本音を晒け出せる。

12:05 昼休憩(45分)

ブロック3

12:50 汝、人を非ず 殺人鬼・榊に襲われた恐怖で声を失った娘・果凛。榊は再び彼女のもとへ現れ、手にかけようとする。しかし突
如現れた謎の青年により、果凛は窮地を救われる。青年と榊、果凛の運命を握る二人の戦いの行方はいかに…。

13:00 Uターン 車を盗むことで生計を立てている男はある日、赤ちゃんの乗った車を知らずに盗み出してしまう。途中で気がつ
いた男はこのまま車を売るか赤ちゃんを親元へ返すかで迷うが、心を決め車をUターンさせる。

13:10 ちーちゃんは             
永遠の１８さい

共に夢を追いかけた高校の友人を事故で失った主人公は一人でその友人の影を追い続け、夢を見失ってしまうが
幻想世界で再開した友人に背中を押されることになる。

13:25 理想↔現実boy パワハラ職場に耐えられず自殺を試みたアイン。しかし、友人のツヴァイとドライの策略でまさかの芸能界デビュ
ー！？でも実の狙いはパワハラ上司への復讐（？）だった！！仲良し３人によるドタバタコメディ。

13:52 休憩(10分)

ブロック4
14:00 最後の日に 高校２年生の主人公、拳。授業もサボりがち。ある日、進路希望調査用紙が配られ、拳とその親友の伸幸、山田

はその日を世界最後の日として過ごす。その中で自分と向き合い、わずかだが成長する。

14:33 イヤフォン 大学生の主人公、アヤ子と、イヤホンを使って人々を洗脳していく謎の男、サタケとの闘い。

14:45 休憩(10分)

ブロック5

14:55 今を駆ける 一見、誰が見てもこれ以上にない環境であるが本人はそうは思っていない。ペルー登山を通して塩谷さんの山と
の関わり方を見出そうとする姿を描く。

15:20 天女の咆哮 蘇州で刺繍をやっている若い娘とその師匠が頑張っていく姿を描いたドキュメンタリー。

15:52 いつどこで誰が何を 生きる意味を見出せてない主人公の香澄は、遅刻していったバイト先で大失敗。夜の公園でボーっとしているとバ
イト先への道中で見かけた紙芝居をするホームレスの小林と再会。香澄は小林に生きる意味を問いかける。

16:05 休憩(10分)

ブロック6

16:15 Scrap Alley 仕事もなく、女もいない。何もすることがない田舎街の青年エイジは、1年前にこの街を出て行った松田の影を追
い将来について考え始める。行き場のない青年たちの退屈な日々が動き出す。

16;25 泡沫花火 幼少期の出来事がきっかけで疎遠になっていた笑吉と雪音。夏休み初日、意を決して雪音は笑吉を花火に誘い告
白するが、笑吉は過去のトラウマから意に反することを言ってしまい雪音を失ってしまう。

16:40 クロチコ物語 小説家を目指すチコはある夜、酔った勢いで若い男（クロ）を家に入れてしまう。言葉を話さないクロとお盆を
過ごすうちに、チコは忘れていた大切なことを思い出し、前へ進みはじめる。

17:05 休憩(10分)

ブロック7

17:15 TOKYOITES 東京に住む東京人たちの愛する「東京」に連れて行ってもらい、その場所にいる彼らを切り取った映像エッセイ。
撮影やフォーマットにもこだわりポップでおしゃれな世界観を目指した作品。

17:45 A Dancer’s Story プロダンサーを目指している女の子は事件を目撃してから人生が変わった。8年後、同じ事件に遭遇し彼女はどう
選択するのか、彼女の人生は元に戻れるのか。

17:55 きのこ。 好きな女の子に幻滅し、心の拠り所を失ったあらたは、謎の男からの指示により森に行く。そこでキノコを栽培
している人たちに出会って…。

18:05 休憩(10分)

ブロック8

18:15 私が二十歳になるまで　    
知らなかったこと

両親の離婚により在留資格を失ったブラジル籍の青年や日本人の配偶者がいながらも在留資格を得られず収容施
設に収容された中国籍の女性。法律と人権の狭間で揺れる日本に住む外国人の事。

18:40 サイコメトリー　       
ラブストーリー

主人公の斎藤義雄には他の人より少し優れた能力を持っている。サイコメトリー。それは物に触れるとその他の
所持者の記憶を見ることができるというもの。ある日見つけたイヤリングの持ち主を探す物語。

18:55 人生スクランブル 女子高生のハルコは、恋人の浮気現場を目撃。きぐるみ姿の男は、ヤクザから逃げ、命を狙われていた。名前も生
まれも年齢も知らない、カラオケ店で偶然であった2人の人生が交差していく。

19:05 休憩(10分)

ブロック9

19:15 地球望郷 人類が汚染された地球を去り、月へと移住した未来で、地球へと戻り、人々の思い出の品を回収する仕事「思い
出屋」を営む主人公はある日、目の覚めぬ自身の彼女との思い出を回収する事となる。

19:50 迷子の迷子の 7年前に妹のハナを亡くし、空虚な毎日を送るユキ。ある日、ユキは当時ハナと交際していた亘に再開する。2人
は少しずつ惹かれていくが…。

20:25 雨がやむとき 正反対の環境で育ってきた、クラスメイトの航汰と理佳子。土手での偶然の出会いから、2人は友達になる。互い
に興味を持ち仲良くなる一方、2人を取り巻く環境は、次第に狭まっていく。

20:55 終了

赤は卒業制作 青は映画演出Ⅲ・映画技術Ⅲ課題作品

 1

３


