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京都シネマ  
（COCON鳥丸3F）

烏
丸
通

四条通

地下鉄四条駅
阪急烏丸駅

渋
谷
郵
便
局

スターバックス

青
山
学
院
大
学

青山劇場
こどもの城

J
R
渋
谷
駅

宮益坂

金
王
坂

R2
46
/青
山
通
り

［シアター］
　イメージフォーラム

ニューフィルム・インターナショナル 海外招待部門
特集：マッピング・ストーリーズ
物語の語り手、物語そのものあり方が、かつてない勢いで変容しています。今、語るべ

きこととは 何なのか？　物語を語るのは誰なのか？　有効に機能する物語とは？　ダ

ニエル・コックバーンは『あなたはここにいる』で、全てがネットのなかでマッピング

されてしまうような現在、個人の心理体験をボルヘス的な円環的回路で語ることで世界

を自らの手に取り戻そうとします。『エルフランコ・ヴェッセルスの話』では、南アフ

リカからアメリカに移民としてやってきた男がカメラに向って語ります。作者のモスコ

ウィッツとトレーガーは、男の物語の裏に流れている悲哀、滑稽さ、辛苦、喜び、望郷

といったものの崇高さあるいは通俗性を、アンプの絞りを操作するようにして際立たせ、

物語が持つ機能を見つめ直しています。「特集：マッピング・ストーリーズ」では、上

の問いに基づき、物語のこれからの 可能性についての俯瞰図提示を試みます。

アート・アニメーションの古典的な名作及び最前線の傑作が世界各地から集められ

ています。日本でもカルト的な人気を誇る双子の人形アニメーション作家ブラザー

ズ・クエイはその新作で、これまでの彼らの初期作品に立ち返ったような妖しさを

纏いつつ、その真骨頂ともいえる完成度を見せてくれます。熱帯雨林の木漏れ日を

薬品でフィルムに定着させたカール・レミューの『マモリ』は、8分という短い時

間ながらも、観客に消え去ることのできない鮮烈な印象を残すでしょう。グラフィッ

ク・アート、前衛演劇や人形劇などの豊かな文化的背景を取り込みながら、世界で

最も技術的に洗練され、ダーク且つ風刺の効いた傑作を次々と世界に送り出した

ポーランドのアニメーションの特集上映も必見です。今回を逃すといつスクリーン

で見られるか分からない貴重な傑作の数々が上映されます。

〒163-1062東京都新宿区西新宿3-37-1
新宿パークタワー3Ｆ
TEL：03-5766-0116（イメージフォーラム）

JR新宿南口から初台方面へ徒歩12分、
都営新宿線・京王新宿駅から徒歩10分
都営大江戸線都庁前駅から徒歩8分
JR新宿西口エルタワー前からOZONEバス
（無料、約10分間隔で運行）

〒150-0002　
東京都渋谷区渋谷2-10-2
TEL：03-5766-0114

渋谷駅より徒歩8分。JR渋谷駅宮益坂口
を出て、目の前の宮益坂上がりきり、ガソ
リンスタンドの五差路を直進、一つ目の信
号を右に入る。曲がり角はスターバックス。

▶チケットは東京、京都の2都市3会場共通でご使用になれます。
▶各会場で一部展示・上映できない作品があります。ご注意下さい。
▶イメージフォーラム・フェスティバル2011に関する情報は、
　下記アドレスでもご覧になれます。
　

▶若干の上映作品の変更、上映順、上映フォーマットの変更が生じ
　る場合もあります。予めご了承下さい。
▶本フェスティバルのカタログを会期中に1部600円で販売いたします。

イメージフォーラム・フェスティバル2011  事務局
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-10-2
TEL:03-5766-0116 FAX:03-5466-0054

〒600-8411　京都府京都市下京区烏丸通
四条下る西側COCON烏丸 3F
TEL：075-353-4723

阪急京都線烏丸駅23番出口、京都市営地
下鉄四条駅2番出口よりスグ

▶当日券
［1回券］1,200円（シアター・イメージフォーラム会員 /京都シネマ会員は会員証
提示で当日1回券を200円割引）　［4回券］3,200円　［フリーパス券］8,000円

入場料（消費税込）

▶チケットぴあ、ローソンチケットなどで特別鑑賞券を発売中！
［特別鑑賞］1回券1,000円　［4回券］3,200円　［フリーパス券］8,000円
チケットぴあ……TEL：0570-02-9999　Pコード：462-758
ローソンチケット……TEL：0570-000-777
L コード：東京38376、京都 54696
※各回入替制　※4回券、フリーパス券はお一人用です。複数名ではお使いになれません。

ニューフィルム・ジャパン 日本招待部門

ジャパン・トゥモロウ 一般公募部門
2011年度のジャパン・トゥモロウ（一般公募部門）は日本全国から436作品の応募があった。厳正なる

審査のもと、24作品がノミネート選出され、全作品が東京、京都会場で上映される。東京会場の開催期

間中に審査が行なわれ、5月8日（日）16時30分の授賞式で入賞5作品と観客賞を発表。観客賞はノ

ミネート全作品が対象、東京、京都会場に設置された投票用紙に書き込むことで参加が可能。熱い一票を！

最終審査員（50音順、敬称略）

市山尚三（映画プロデューサー/日本）

奥山順市（映像作家/日本）

村山匡一郎（映像研究者/日本）

ノミネート作品（タイトル50音順）

濃密な視覚体験

映像の過去、現在、未来
新しい映画とは？ いま向かうべき映像とは？ 映像作家は常にこうした問いに挑み

続け、時に原点を見つめ直す。『フーガの技法』（2001）に代表される緻密な抽象

アニメーションを発表してきた石田尚志は、『3つの部屋』の中で自らの根源的欲

望に立ち返って荒々しいライブ・ドローイングを披露。黒川芳朱は新作『離散の

歌』で、人類が共有しているイメージのコアを検証する。60年代より実験映画の

オルガナイザーとしても活躍してきた映像作家かわなかのぶひろは、特別講座「映

画はどこからきたか」で、映画の発明時代に回帰することで今日の映像のあるべ

き姿を探求する。

ルミナス・アトラクションズ

カミング・アトラクションズ/ペーター・チェルカススキー
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東京 パークタワーホール

アニメーションの現在形
日本のアート・アニメーションの第一線にフォーカス！ 海外映画祭で注目される

ドローイング・アニメーションの新鋭、水江未来は『MODERN』でデジタル的な

投影図を手で描くことによって“デジタル”を挑発し、人型に切りとられた紙の

オブジェが軽快に走り出す、中西義久の『many go round』は、ペーパークラフ

トの柔らかな質感を描き出す。ほかにも、木炭で描いては消す作業の痕跡が映画

に特別な余韻を残す辻直之の『風の精』など、純粋な視覚的魅力のみならず、見

終えた後もこころの中に留まる“何か”を包んだ多種多様なアニメーションが並ぶ。

田名網敬一と相原信洋のアニメーション・バトルの最新作は『DREAMS』。長年

に渡って記述し続けた夢世界に訪れた変化とは？

17歳
佐々木優

THE IKIZAMA
中嶋駿介

狐火
土屋由貴

自画像『烏』　
孫于景

神木本町の犬
玉野真一

セックスと長野とイルカ
酒井一樹

洗濯日和
石毛麻梨子

冬を混ぜて庭
畑純平

THE 梅屋商店
渡辺亮

TWO TEA TWO
一瀬晧コ

あめやさめ
タケヒロ雄太

内なるこども
田中愛美

おもかげ
佐竹真紀

蛇が泣く
青柳清美

ホリディ
平野遼

待ち合わせ
白玖欣宏＋平岡佐知子

遣取
小室萌佳

ラブ！ミー！テンダー！
小林由美子

私の痕跡
永岡大輔

APARTNESS　
五十嵐耕平

EDEN　
磯部真也

EXIST
新山哲河

Que voz feio ( 醜い声 )
山本良浩

SPONCHOI Pispochoi
pecoraped

東京 シアター・イメージフォーラム 京都 京都シネマ

アニメーション・セレクション1
秘密の機械

マスク/ブラザーズ・クエイ

アニメーション・セレクション2
愛と剽窃 

エクスターナル・ワールド/デイヴィッド・オライリー

ポーランド
アニメーション傑作選

もう止まらない！ /ズビグニュー・リプチンスキー

ピエール・クーリブフ作品集

マグネティック・スペース/ピエール・クーリブフ

マッピング・ストーリーズ1
あなたはここにいる

あなたはここにいる /ダニエル・コックバーン

マッピング・ストーリーズ2
ジェネシスとレディ・ジェイのバラッド

ジェネシスとレディ・ジェイのバラッド /マリー・ロジエ

マッピング・ストーリーズ3
感染する歌

エルフランコ・ヴェッセルスの話
エリック・モスコウィッツ+アマンダ・トレーガー

ジャパン・アニメーション
・パノラマ

MODERN /水江未来

気配の映画 超日常の映画 光の中で

3つの部屋 /石田尚志DREAMS /田名網敬一+相原信洋風の精 /辻直之



マッピング・ストーリーズ4　神話が生まれる
3作品 84分（オーストリア、ドイツ、イギリス）

マルクス主義とグローバル資本主義。20世紀の歴史上にそびえる巨大なモニュ
メントたちから今我々は何を読み取るのか。オスカー・ニーマイヤー設計の、
フランス共産党本部のユートピア的な建築の現在を描くドキュメンタリー『未
来は資本主義でないだろう』。東ドイツで、壁の崩壊以前にマルクス主義の先
生だった人たちのその後の人生が語られる『今日のマルキシズム（プロロー
グ）』。ロバート・スミッソン、ゴードン・マッタ＝クラーク、ダン・グラハム
が甦り、新自由主義的な風景に変貌したニュージャージーを探訪する『モニュ
メンツ』を上映する。

未来は資本主義でないだろう
サーシャ・ピルケル /オーストリア /19分 /35ミリ（ビデオ版）/2010

今日のマルキシズム（プロローグ）　フィル・コリンズ/ドイツ/35分 /ビデオ/2010 
モニュメンツ　レドモンド・エントウィスル/イギリス/30分 /16ミリ（ビデオ版）/2009

マッピング・ストーリーズ3　感染する歌
3作品 98分（イスラエル、アメリカ、イギリス）

女性SMカップルのプレイが、やがて政治的な悪魔払いの様相を帯びてくる『悪
霊退散』。南アフリカからアメリカへ移民してきた男の人生が、痙攣するフォー
ク・ソングへと脱構築される『エルフランコ・ヴェッセルスの話』。ホームに
住む老人たちの独り語りを１つの合奏曲として構成し直してしまう『未来は私
たちのように年老いつつある』。声の力が、語りの可能性を増幅させていく。

悪霊退散　ロイー・ローゼン/イスラエル /34分 /ビデオ /2010

エルフランコ・ヴェッセルスの話
エリック・モスコウィッツ+アマンダ・トレーガー/アメリカ /16分 /ビデオ /2011

未来は私たちのように年老いつつある

ベアトリス・ギブソン/イギリス /48分 /ビデオ /2010

マッピング・ストーリーズ2　ジェネシスとレディ・ジェイのバラッド
2作品 81分（アメリカ・フランス）

インダストリアル・ミュージックの創始者、スロッビング・グリッスルとサイ
キックTVの創始者ジェネシス・ブライヤー・P-オリッジと、そのパートナー、
レディ・ジェイを追ったドキュメンタリー。若き日のウィリアム・バロウズ及
びブライオン・ガイシンとの交流、彼らの手法「カット -アップ」を自らの体
に適用した新人類“パンドロジェニー”への変容、そしてレディ・ジェイの死
といったことが語られる。撮影対象と親密な距離感を保ちつつも、果敢に仕掛
けていく監督のマリー・ロジエの存在が際立つ。同監督によるジェネシス・ブ
ライヤー・P-オリッジ主演の短編も併映。

パパル・ブロークン -ダンス　マリー・ロジエ/アメリカ・フランス/6分 /2009
ジェネシスとレディ・ジェイのバラッド　マリー・ロジエ/アメリカ・フランス/75分 /2010

マッピング・ストーリーズ1　あなたはここにいる
1作品 78分（カナダ）

「地図製作者が、王国の地図をあまりに精密に作ったために、そのサイズが王
国と全く同じになってしまった」というホセ・ルイス・ボルヘスの短編小説に
インスパイアされた、カナダのビデオ・アーティスト、ダニエル・コックバー
ンの初長編作品。2010年のロカルノ映画祭で「最大級の発見」とされ各地の
映画祭で話題となったメタ刑事映画。

あなたはここにいる 　ダニエル・コックバーン　カナダ/78分 /ビデオ/2010

名前のない男
1作品 96分（中国・フランス）

廃墟となった村に一人の男が住んでいる。男は、昼間は荒野に種をまき、夜は
岩の隙間に出来た洞穴で過ごす。一言も口をきかないその男の横にカメラが佇
む。男は四季を通して働き、飯を食べ、眠る。2010年ヴェネチア国際映画祭
出品作の『溝』と対を為すスタイルで作られた、国際映画祭で今もっとも注目
されている作家、ワン・ビンのドキュメンタリー。

名前のない男　ワン・ビン　中国・フランス/96分 /ビデオ/2009

ナサニエル・ドースキー特集　四重奏
4作品 68分（アメリカ）※東京会場のみ

「映画には映画独自の言語があるのだ。その言語になるべく自然にしたがって、
ショットとショットが共鳴しあうように私は自分の作品を編集している。最近は
この流れに沿った映画作りが、かなり上手になったと自分でも思う」。映画制作
を40年以上に渡ってフィルムという素材に執着し、映画の言語を追求し続けて
きたナサニエル・ドースキー。作家自身によるセレクションの4作品は短編小
説集のようにお互いに絡みあう。本年のロッテルダム映画祭の大特集では、世界
中のファンが集まり連日満席となった。純粋で濃密な映画体験。

サラバンド　ナサニエル・ドースキー/アメリカ/15分 /16ミリ/2008
終課　ナサニエル・ドースキー/アメリカ/19分 /16ミリ/2009
オーバード　ナサニエル・ドースキー/アメリカ/12分 /16ミリ/2010
冬　ナサニエル・ドースキー/アメリカ/22分 /16ミリ/2007

ピエール・クーリブフ作品集　マグネティック・スペース
3作品 70分（フランス）

目に見えない強迫観念に衝き動かされ、言葉が身振りに置き換えられた空間を
ダンサーたちが動き回る『マグネティック・スペース』。ロックバンドPONIの
ライブ風景と街角を、白昼夢と現実を行き来するように描く『クロスオーバー』。
糸に欺かれたアリアドネ＝ダンサーが、永遠にアルヴァロ・シザの建築の迷宮を
さまよう『ダイダロス』。映画とその他の芸術の境界線上に新たな空間を創出し
ようと試みるピエール・クーリブフの新作集。

マグネティック・スペース　ピエール・クーリブフ/ カナダ・フランス /15分 /
　　　　　　　　　　　　　35ミリ（ビデオ版）/2008/振付：ブノワ・ラシャンブル

クロスオーバー　ピエール・クーリブフ/ベルギー・フランス/29分 /35ミリ（ビデオ版）/2009
　　　　　　　出演：エルナ・オマルスドッティル/音楽：PONI

ダイダロス　ピエール・クーリブフ/ブラジル・フランス/26分 /35ミリ（ビデオ版）/2009
　　　　　 音楽：ブルーノ・マントヴァーニ/建築：アルヴァロ・シザ

ポーランド・アニメーション傑作選
7作品 65分

珠玉の作品が数多く制作されながら、日本で殆どまとまって紹介されていない
ポーランドのアート・アニメーションの特集プログラム。『愛の島ゴトー』のワ
レリアン・ボロズウィクの初期のシュルレアリズム的なアニメーション『家』か
ら、ズビグニュー・リプチンスキーのブラックなユーモアに満ちた初期作品『も
う止まらない！』、日本初紹介の巨匠イエジ・クチャの現時点での最新作『弦走』
など、見逃す手はない貴重な作品を一挙上映。

家　ワレリアン・ボロズウィク+ヤン・レニツア /ポーランド /11分 /35ミリ /1958
シネフォルム　アンジェイ・パヴウォフスキ/ポーランド/7分 /35ミリ（ビデオ版）/1957
ダイナミックな四角形　ユゼフ・ロバコフスキ/ポーランド/3分 /35ミリ（ビデオ版）/1971
もう止まらない！　ズビグニュー・リプチンスキー/ポーランド /10分 /35ミリ /1975
ポートレート　スタニスラフ・レナルトヴィチ/ポーランド /8分 /35ミリ /1977
死せる影　アンジェイ・クリモフスキ/ポーランド /11分 /35ミリ /1980
弦走　イエジ・クチャ　ポーランド/15分 /35ミリ /2000

特別講座・映画はどこからきたか　
ナビゲーター：かわなかのぶひろ /100分

映画の発明時代に回帰することを通じて、今日の映像のあるべき姿を探求するレ
クチャー＆資料映像上映の試みです。1984年、当時西ドイツと呼ばれていたド
イツの、ベルリンを含む各都市で日本の実験映像を巡回上映した。映画前史の第
一人者として知られる映像作家ヴェルナー・ネケスはそのとき映画前史にかかわ
る映画を製作中だった。偶然の邂逅を軸に、映像というメディアの成立過程へ分
け入り、このメディアの芯を探求するプログラムです。(Ｋ .Ｎ .)

参考上映作品：

映画・LE CINEMA（奥山順市 /1975）、驚き盤（古川タク/1975）ほか

トリッキー・イメージ
6作品 77分

近似した静止画のオーバーラップが不思議な酩酊感を生み出す『Grass/Sleep』、
多重露光撮影で墨汁と食塩がダイナミックなイメージに変容する『INKBLOT 
#2』、 独自の感性で切りとった風景の美しさが際立つ『telescope』など、特異
なアプローチに注目！

Grass/Sleep　五島一浩/ビデオ /10分
狐火　土屋由貴/ビデオ /30分……★
EXIST　新山哲河/ビデオ /2分……★
INKBLOT #2　松山由維子/ビデオ /10分
遣取　小室萌佳/ビデオ /10分……★
telescope　水野勝規/ビデオ /15分

ジャパン・アニメーション・パノラマ
10作品 81分 

日本のアート・アニメーションの最前線にフォーカス！ およそ20カ国、延べ
100以上もの国際映画祭で作品が上映され、現在世界からもっとも注目される
若手作家・水江未来の新作2本ほか、古川タクや中西義久、水本博之など実力派、
期待の若手が一堂に会する！

TATAMP　水江未来/ビデオ /6分 
MODERN　水江未来/ビデオ /7分 
SPONCHOI Pispochoi　pecoraped/ビデオ /6分……★ 
TWO TEA TWO　一瀬晧コ /ビデオ /3分……★ 
はなのはなし　古川タク/ビデオ /6分 
私の痕跡　永岡大輔/ビデオ /4分……★
many go round　中西義久 /ビデオ /6分 
おもかげ　佐竹真紀/ビデオ /6分……★
ホリディ　平野遼/ビデオ /15分……★ 
いぬごやのぼうけん　水本博之 /ビデオ /22分 

気配の映画
5作品 72分　

ほしのあきらが若手アーティストとコラボし、それぞれの死生観を連ねた8ミ
リフィルムの新作、原口典之のアート作品を南アルプスの風景の中に捉えた
『FANTÔME』、 2年連続でカンヌ国際映画祭監督週間に招待された辻直之の木炭
画アニメ『風の精』など。

誰かがいる 誰かがいる 誰かがいる　ほしのあきら+横溝千夏+鈴木宏忠 /8ミリ /25分
EDEN　磯部真也/16ミリ /15分……★ 
FANTÔME　太田曜/16ミリ /8分 
風の精　辻直之/16ミリ /6分 
内なるこども　田中愛美/8ミリ /18分……★
※ 京都では全てビデオ版で上映

超日常の映画
5作品 82分　

「風の本」など多数の“作品としての本”を手がけてきた萩原朔美の本について
の最新作をはじめ、今年のロッテルダム国際映画祭で絶賛された『garden』 、アー
トアニメ界2大巨頭のバトル『DREAMS』など、日常から超日常への“ここで
はないどこか”へ導く世界。

東京浮絵百景　五島一浩/ビデオ /15分
総ては本　萩原朔美/ビデオ /15分
離散の歌　黒川芳朱/ビデオ /37分
garden　島田量平/ビデオ /9分
DREAMS　田名網敬一+相原信洋 /ビデオ /6分

“あいだ”を探る
7作品 99分　

昨年のシドニー・ビエンナーレでライブ上映を行なうなど、海外からも絶大なリ
スペクトを集める奥山順市の新作は、映画フィルムのつなぎ目にフォーカス。万
城目純は、パフォーマンス的“日常”を丸ごと切り取る新シリーズに挑む。

水竹物語　万城目純/ビデオ /20分
神木本町の犬　玉野真一/ビデオ /17分……★
自画像『烏』　孫于景/ビデオ /15分……★
つなぎ目　奥山順市/ビデオ /10分
THE 梅屋商店　渡辺亮/ビデオ /9分……★
洗濯日和　石毛麻梨子/ビデオ /13分……★
聴雨 ̶笑う悲しみ̶　萩原朔美/ビデオ /15分

ストーリーズ
5作品 95分　

超現実的風景『Kaizer』（2006）が世界各国で反響を呼んだ田中廣太郎は、饒
舌なテクニックをあえて封印、シンプルな構成で物語のあり方を問う。さまざま
な語り口をもった実験的ドラマとアニメーションの5作品。

invain　田中廣太郎/ビデオ /15分
APARTNESS　五十嵐耕平/ビデオ /25分……★
セックスと長野とイルカ　酒井一樹/ビデオ /19分……★
蛇が泣く　青柳清美/ビデオ /5分……★
冬を混ぜて庭　畑純平/ビデオ /31分……★

記憶と声のマチエール
4作品 98分

重厚なドキュメンタリーから軽やかなロトスコープ・アニメーションまで、ジャ
ンルを横断する記憶と声の考察。『“記憶のマチエール#3”＜デ・サイン22＞』
では、パフォーマー・黒田オサムらが戦争体験について語る。

“記憶のマチエール#3”＜デ・サイン22＞
　ビジュアル・ブレインズ（風間正+大津はつね）/ビデオ /17分

あめやさめ　タケヒロ雄太/ビデオ /70分……★
待ち合わせ　白玖欣宏＋平岡佐知子/ビデオ /3分……★
Que voz feio（醜い声）　山本良浩/ビデオ /8分……★

リアル・エクスプローラー　
4作品 95分　

近年では現代美術のシーンでも注目を集める大木裕之が、様々な人間との交わり
を映画の構造のなかに結晶させた『ダママ』と、日記的スタイルを持ちつつ、強
烈な個性が発揮されるフレッシュな3編。

ダママ　大木裕之/ビデオ /30分
ラブ！ミー！テンダー！　小林由美子/ビデオ /29分……★
THE IKIZAMA　中嶋駿介/ビデオ /14分……★
17歳　佐々木優/ビデオ /22分……★

映像はどこへ行ったか　
12作品 108分

1960年代の半ばにアメリカのアンダーグラウンドシネマが公開され、その熱気
の中からスタートした日本の実験映像。その後独自の発展を経て1970年代の
半ばには海外を瞠目させる作品がつぎつぎと誕生するところとなった。(Ｋ .Ｎ .)

スティル・ムービー　永田陽一/16ミリ /３分 /1978
オランダ人の写真　居田伊佐雄/16ミリ /7分 /1976
アートマン　松本俊夫 /16ミリ /11分 /1975
SPACY　伊藤高志 /16ミリ /10分 /1981
フィルム・ディスプレイ　瀬尾俊三/16ミリ /5分 /1979
WHY　田名網敬一/16ミリ /11分 /1975
セスナ　中島崇/８ミリ（ビデオ版）/20分 /1974
DORAMA　萩原朔美/16ミリ /３分 /1974
通り過ぎる電車のように　安藤紘平/16ミリ /3分 /1978
ヘリオグラフィー　山崎博/16ミリ /6分 /1979
スィッチバック　かわなかのぶひろ/16ミリ /９分 /1976
疱瘡譚　寺山修司/16ミリ /20分 /1975
※京都では全てビデオ版で上映

インスタレーション
2作品　※東京会場（パークタワーホール）のみ展示

伊藤隆介は『猿の惑星』（1969）へのオマージュとして、人類が衰亡した未来に
残されたフィルムを観るために猿たちが日用品で“発明”した映写機を発表。五
島一浩は、連続したスチル写真の時差を左右の目の視差に置き変えることで、３
D映像を実現。東京の風景に新しい視点を持ち込む。

コーネリアスのための映写機　伊藤隆介/インスタレーション
東京浮絵百景　五島一浩 /3Ｄビデオインスタレーション/15分

ルミナス・アトラクションズ
5作品 71分（オーストリア・カナダ・ノルウェー・ベルギー）　

アマゾンの熱帯雨林の木漏れ日を、化学薬品で直接フィルムに定着させた美しい
アニメーション『マモリ』。ラスベガスのネオン街の日常風景に、隠しカメラで
犯罪現場を無理矢理探し出す『スターダスト』。映画前史とアヴァンギャルド映画、
コマーシャルに連なる「アトラクションとしての映画」の歴史を追求する『カミ
ング・アトラクションズ』。光が生み出す幻惑的な「見せ物」に浸る。

ジャイロ -回転　ビヨルン・ケメラー/オーストリア /9分 /35ミリ /2010
マモリ　カール・レミュー/カナダ /8分 /35ミリ /2009
　　　　音楽：フランシスコ・ロペス

トラベリング・フィールズ　インガー・リーゼ・ハンセン/ノルウェー/9分 /35ミリ/2009
スターダスト　ニコラ・プロヴォスト /ベルギー /20分 /35ミリ /2010
　　　　　　　出演：デニス・ホッパー、　ジョン・ボイト、ジャック・ニコルソン他
　※2011年ロッテルダム国際映画祭タイガー・ショート部門グランプリ受賞作品

カミング・アトラクションズ
　ペーター・チェルカススキー/オーストリア /25分 /35ミリ /2010

　※2010年ヴェネチア映画祭オリゾンティ部門金獅子賞受賞作品

アニメーション・セレクション1　秘密の機械
5作品 65分（オーストリア、ドイツ、ポーランド）

ミッキー・マウスとプルートが、壊れた機械のように引きつった笑いを繰り返す
『シャドウ・カッツ』。映画を近代科学の視点で再分析し、新たな可能性を探求す
るレイノルド・レイノルズの「シークレット三部作」。クエイ兄弟の新作『マスク』
では、生命を与えられた殺人人形の恐ろしい悲恋劇が語られる。

シャドウ・カッツ　マーティン・アーノルド/オーストリア/５分/35ミリ（ビデオ版）/2010
シークレット・ライフ　レイノルド・レイノルズ/ドイツ /10分 /ビデオ /2008
　※2008年ヨーロッパ・メディアアート・フェスティバル大賞受賞作品

シークレット・マシーン　レイノルド・レイノルズ/ドイツ /16分 /ビデオ /2009
　※2009年ブラック・マリア映画祭審査員賞受賞作品

シックス・イージー・ピーセズ　レイノルド・レイノルズ/ドイツ /10分 /ビデオ /2010
マスク　ブラザーズ・クエイ/ポーランド /24分 /35ミリ（ビデオ版）/2010
　　　　音楽：クシシュトフ・ペンデレツキ

アニメーション・セレクション2　愛と剽窃
6作品 64分（ドイツ、オランダ、クロアチア、中国、カナダ）

かわいいキャラクターたちがダークでお下劣な世界でうごめく『エクスターナル・
ワールド』。既存のキャラクターが作者自身のキャラクターへとトランスフォー
ムし続ける『愛と剽窃』。日記やメモをもとに、若くして亡くなったカナダの伝
説的実験映像作家、アーサー・リプセットを力強いアニメーションで描く『リプ
セットの日記』など、近年のアニメーション作品の秀作をセレクト。

エクスターナル・ワールド　デイヴィッド・オライリー/ドイツ /15分 /ビデオ /2010
生物の起源　フローリス・カイク/オランダ/11分 /35ミリ（ビデオ版）/2010
愛と剽窃　アンドレアス・ヒュカーデ/ドイツ /7分 /ビデオ /2010
睡眠で死にはしない　マルコ・メシュトロヴィッチ/クロアチア /9分 /ビデオ /2010
主義の外　スン・シュン/中国 /8分 /ビデオ /2010
リプセットの日記　テオドール・ウシェフ+クリス・ロビンソン/カナダ/14分 /
　　　　　　　　　35ミリ（ビデオ版）/2010/ナレーション：グザヴィエ・ドーラン

光のなかで　
4作品 88分

繊細で有機的な抽象アニメーションで知られる石田尚志の新たな挑戦、金東薫の
異色SF、幽霊の退屈な日常を描いた詩的アニメーション『幽廊』、構造映画の傑
作「生態系」シリーズ最新作。光が印象に残る4編。

3つの部屋　石田尚志/ビデオ /41分
Kyoto, ダンス　金東薫/ビデオ /20分

幽廊　外山光男/ビデオ /11分
生態系 -17-Castor　小池照男/ビデオ /16分

ニューフィルム・ジャパン　日本招待部門

ジャパン・トゥモロウ　一般公募部門

★=最終審査ノミネート作品、観客賞対象作品

ニューフィルム・インターナショナル　海外招待部門

特集：マッピング・ストーリーズ

イメージフォーラム
フェスティバル

ジャパン・トゥモロウ表彰式

5月8日（日）16:30～　Nプログラム上映前
大賞=1点　賞金30万円、大賞楯、賞状
寺山修司賞=1点　賞金20万円、賞状
優秀賞=3点　賞金各10万円、賞状
観客賞=各会場で1点　賞品、賞状
　観客賞賞品 デジタルカメラ「ルミックス」（提供：パナソニック株式会社）

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

京
都
シ
ネ
マ

京都

：

：

：

ポーランド・アニメ
7作品65分

名前のない男 
1作品96分

アニメ・セレクト1 
5作品65分 

映画はどこからきたか 
特別講座100分

映像はどこへ行くのか
12作品108分

気配の映画 
5作品72分

"あいだ "を探る 
7作品99分

クーリブフ作品集 
3作品70分

記憶と声 
4作品98分

リアル・エクスプローラー 
4作品95分

あなたはここにいる 
ビデオ /78分

ストーリーズ 
5作品95分

トリッキー 
6作品77分

日本アニメ 
10作品81分 

光のなかで 
4作品88分

超日常の映画 
5作品82分

ルミナス 
5作品71分

感染する歌 
3作品98分

神話が生まれる 
3作品84分

ジェネシス 
2作品81分

アニメ・セレクト2 
6作品64分 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

パ
ー
ク
タ
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ホ
ー
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東京

：

：

：

：

ジェネシス 
2作品81分

アニメ・セレクト1 
5作品65分

アニメ・セレクト2 
6作品64分

日本アニメ 
10作品81分 

映画はどこからきたか 
特別講座100分

映像はどこへ行くのか
12作品108分

トリッキー 
6作品77分  

気配の映画 
5作品72分

"あいだ "を探る 
7作品99分

名前のない男 
1作品96分

記憶と声 
4作品98分

光のなかで 
4作品88分

ストーリーズ 
5作品95分

感染する歌 
3作品98分

リアル・エクスプローラー 
4作品95分

神話が生まれる 
3作品84分

ドースキー特集 
4作品68分

あなたはここにいる 
ビデオ /78分

光のなかで 
4作品88分

アニメ・セレクト1 
5作品65分

超日常の映画 
5作品82分

名前のない男 
1作品96分

感染する歌 
3作品98分

クーリブフ作品集 
3作品70分

記憶と声 
4作品98分

ストーリーズ 
5作品95分

超日常の映画 
5作品82分

"あいだ "を探る 
7作品99分

気配の映画 
5作品72分

トリッキー 
6作品77分  

ドースキー特集 
4作品68分

日本アニメ 
10作品81分 

リアル・エクスプローラー 
4作品95分

ジェネシス 
2作品81分

神話が生まれる 
3作品84分

クーリブフ作品集 
3作品70分

アニメ・セレクト2 
6作品64分

授賞式（30分間）

18:30ごろ
終了予定
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： ルミナス 
5作品71分

ポーランド・アニメ
7作品65分

感染する歌 
3作品98分

ジェネシス 
2作品81分

ルミナス 
5作品71分

ポーランド・アニメ
7作品65分

神話が生まれる 
3作品84分

ポーランド・アニメ
7作品65分

あなたはここにいる 
ビデオ /78分


