2016 年 7 月 22 日
各

位
一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社 KMO

米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭

『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア大阪 2016』
いよいよ 8 月 1 日（月）より WEB 申し込み開始！
①
②
③
④

今年もすべてのプログラムを無料上映！
アフタートークには歌手の大西ユカリさんや TKO 木下隆行さんらが出演！
朝食を食べながら映画を楽しむ「EAT FILM」では、「Café＆Meal MUJI」の日替わりパンを先着プレゼント！
カフェラボでは、映画祭テーマ「シネマカーニバル」にちなんだユニークなコラボメニューが登場！
開催期間 ： 2016 年 9 月 17 日（土）～19 日（月・祝）・24 日（土）・25 日（日） 計 5 日間
開催場所 ： グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル４F「ナレッジシアター」

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）ならびに株式会社KMO（代表取締役社長：三好 雅雄）は、グラン
フロント大阪北館4Fナレッジキャピタル「ナレッジシアター」において、2016年9月17日（土）・18日（日）・19日（月・祝）・24日
（土）・25日（日）の計5日間、米国アカデミー賞公認国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 大阪
2016（以下 SSFF & ASIA 大阪 2016）」を開催します。

大西ユカリさん
（歌手・FM 大阪 DJ）

TKO 木下隆行さん
（お笑い芸人・俳優）

宇川直宏 さん
（現”在”美術家/
DOMMUNE 代表）

今年の映画祭テーマは、「Cinema Carnival ～Explore Your Emotions～」。リオ五輪の開催、また、2020年という節目に向け
てカウントダウンを刻む本年は、世界の多様性を表現し、豊かで実りあるショートフィルムの祭典として、100 を超える国と地域
から集められた約6,000本にのぼる作品の中から、「SSFF & ASIA 2016」（6月2日～6月26日東京・横浜開催）オフィシャルコン
ペティションの受賞作品や、大阪独自プログラムとしてドイツアニメーション特集・台湾特集など、約70作品をすべて無料で上映
いたします。
また、各回プログラムの上映後には、映画監督、アーティスト、文化人などを招いてのアフタートークを開催するほか、お子さ
ま向けの「チルドレンプログラム」の終了後には、フラダンスのダンスチームによるパフォーマンスなども予定しております。
その他、「SSFF ＆ ASIA 大阪 2016」の独自企画として、“食”と“ショートフィルム”を掛け合わせた新しい鑑賞スタイル「EAT
FILM」を今年も実施します。各日の第一プログラム（10：30～12：20）では、グランフロント大阪北館4階にある「Café & Meal
MUJI」の日替わりパンを先着300名に無料でプレゼントします。
ナレッジキャピタルでは本映画祭を通じ、大阪・関西から新しいショートフィルム文化を発信してまいります。
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：奥村

TEL：06-6372-6427／FAX：06-6359-2970

※ナレッジキャピタルは、2013 年 4 月に民間の開発事業者 12 社により開業した「グランフロント大阪」の中核施設です。
「感性」と「技術」を融合し、「新たな価値」を創出する世界初の「知的創造・交流の場」として、開発事業者 12 社の出資により
一般社団法ナレッジキャピタルと、株式会社 KMO において運営しています。
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ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 大阪 2016 開催概要
開催日程
開催会場
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企画・統括
U R L

：
：
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：

2016年9月17日（土）～19日（月・祝）・24日（土）・25日（日）
グランフロント大阪北館 4F ナレッジキャピタル「ナレッジシアター」
無料 ※要事前予約 ※8月1日より予約開始予定
一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社 KMO
MBS、大阪ドイツ文化センター
ショートショート実行委員会
http://kc-i.jp/activity/shortshorts/

※ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（以下 SSFF & ASIA）とは
新しい映像ジャンルである「ショートフィルム」を日本に紹介するために、俳優の別所哲也氏が1999年に東京で立ち上げ、誕生しました。
2004年には米国アカデミー賞公認映画祭に認定され、アジア最大級の国際短編映画祭へと成長しています。「SSFF & ASIA 大阪」 は、
2013年からナレッジキャピタルが主催し、今年で4回目を迎えます。

■アフタートークプログラム
各プログラム上映後にさまざまなスピーカーが繰り広げるトークプログラム。
映画監督、アーティスト、文化人など、さまざまなジャンルで活躍するゲストが登壇します。また、「チルドレンプログラム」の
終了後にはダンスチームによるパフォーマンスが披露されます。

※登壇者（予定）

大西ユカリ
（歌手・FM 大阪 DJ）

玉置泰紀
（KADOKAWA ウォーカー
総編集長）

TKO 木下隆行
（お笑い芸人・俳優）

宇川直宏
（現”在”美術家/
DOMMUNE 代表）

藤村源五郎一座
（演劇パフォーマン
ス集団）

森田和幸
（ウェブマガジン
「キネプレ」編集長）

※MC（予定）

利善榛
（女優）

アフロディーテジャパン
（ハワイアンフラチーム）

ピンクチャイルド
（ダンス・よさこいチーム）

ヤン・ケスター
Jan Koester
（映画監督）

松井寛子
（映画宣伝
プロデューサー）

吉村昌広
（FM802 DJ）

野村雅夫
（FM802 DJ）

■上映スケジュール
日時
10:30-12:20

9/17（土）
EAT FILM
受賞プログラムA

9/18（日）

9/19（月）

9/24（土）

9/25（日）

EAT FILM
受賞プログラムB

EAT FILM
台湾青春・未来映画祭
（未来電影日）プログラム

EAT FILM
戦争と生きる力
プログラム

EAT FILM
受賞プログラムC

13:10-15:00

フランス映画祭2016～
短編作品集

ドイツアニメーション
特集

カンヌプログラム

ジャパンショート
特集

チルドレン
プログラム

15:50-17:40

アカデミー賞
プログラム

チルドレン
プログラム

マエストロ＆
セレブリティ
ショートプログラム

受賞プログラムB

受賞プログラムA

受賞プログラムC

ジャパンショート特集

カンヌプログラム

アカデミー賞
プログラム

18:30-20:20

マエストロ＆
セレブリティ
ショートプログラム

※プログラム内容は一部変更の可能性がございます。
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■上映作品例 紹介（予定）
【受賞プログラム A】
SSFF & ASIA 2016 グランプリ受賞作品
『合唱』（Sing）
監督：Kristof Deak / ハンガリー / 24：58 / ドラマ / 2015
おとなしい 10 歳の少女ジョフィーは転校したばかり。最初は少し慣れなかったが、すぐに校
内で有名な合唱団に入ることを決め、人気者のクラスメイト、リザと仲良くなる。ほどなく、彼
女たちは一致団結して合唱団の指揮者である先生に立ち向かうことになる。彼女は見た目
と違い、本当は意地悪な人物だった。

【受賞プログラム B】
SSFF & ASIA 2016 インターナショナル部門ベストアクターアワード受賞作品
『ティファニーと朝食を』（Breakfast with Tiffany）
監督：Andrés Molano Moncada / コロンビア /14：20/ コメディ / 2015
目覚まし時計がラファエルと彼女の眠りの邪魔をする。ラファエルは彼女に朝食を作ってあげ
たいのに、彼女の腕が絡みついてベッドから抜け出せない。何もかもが上手くいかないみたい
だ、彼女との恋愛さえも。

【受賞プログラム C】
SSFF & ASIA 2016 アジアインターナショナル部門 オーディエンスアワード受賞作品
『アナエル』（Anaer）
監督：KunRu Song / 中国 / 21：17 / ドラマ / 2015
北京に暮らすアナエルが従姉妹の結婚式に出席するため故郷ウイグル自治区へ向かう。その道
中、彼女は一人ではなかった。不意の来客はイスラム教徒の一家に軋轢を生じ、娘は去るかとど
まるかの決断を迫られる。

【カンヌプログラム】
『愛国者』（Patriot）
監督：Eva Riley / イギリス / 14：58 / ドラマ / 2015
人種同士の緊張が高まるイギリスの片田舎に住む 11 歳の少女ハナ。一人の少年と出会うこと
で、彼女の人生は大きく変わっていく。

【アカデミー賞プログラム】
第 88 回（2016）米国アカデミー賞 短編実写部門受賞作品
『僕はうまく話せない』（Stutterer）
監督：Benjamin Cleary / イギリス / 13:04 / ロマンス / 2015
孤独な活版職人にとって、ネット恋愛は自分が言葉をスムーズに話せないと知られずに人と
繋がりを持てる好都合な関係だった。しかし相手の女性から直接会おうと持ちかけられ、自
分の本当の姿をさらけ出すことになる。

【チルドレンプログラム】
『Little Shimajiro』（リトル・シマジロウ）
監督：平林勇 / 日本 / 8：40 / アニメーション / 2015
静かで小さな森の中。ある日、幼くてやんちゃな男の子しまじろうが、穴に落ちてはまってし
まう。 森の住民たちが助けに来てくれるが、まだ幼いしまじろうは、彼らを傷つけてしまう。
しかし、ある出来事の中で、大きな優しさに触れ、自分の中にある優しさを見つける。

【マエストロ＆セレブリティショートプログラム】
特別上映： 芥川賞作家 又吉直樹出演作品
『海酒』（Umisyu）
監督：吉岡建/ 日本 / 15：00 / ファンタジー / 2016
こんな都会で何故？そう不思議に思った僕はいつしか香りに誘われていた。メニューには
海酒とその地名があるだけ。そうか、ここは全国の海酒を集めたバーか…しかし出てきたお
酒はあまりにも美しく——。
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【ジャパンショートプログラム】
第 1 回 Book Shorts アワード受賞作原作
『HANA/ハナ』（HANA）
監督：岡元雄作 / 日本 / 15：00 / ドラマ / 2016
芥川龍之介の小説「鼻」を、胸の大きさにコンプレックスを抱えた女子高生の話に二次創
作した、第一回 BookShorts アワード受賞作「HANA」の映像化。

【戦争と生きる力プログラム supported by 赤十字】
第 88 回（2016）米国アカデミー賞短編実写部門ノミネート作品
『デイ・ワン』（Day One）
監督：Henry Hughes / アメリカ /25：00 / ドラマ / 2014
アメリカ軍通訳としてテロリスト捜索任務に派遣された女性の第一日目。ぎりぎりのバラン
スで生活する現地住民との間に性別や宗教の壁が立ちはだかり、彼女の任務は痛ましい
ほどの複雑さを露呈する。実話から生まれたストーリー。

【ドイツアニメーション特集】
大阪限定上映！第 32 回ハンブルク国際短編 ARTE 短編作品賞と観客賞受賞作品
『松の舘』（The Pine Tree Villa）
監督：Jan Koester（ヤン・ケスター） / ドイツ / 12：58 / アニメーション / 2015
松の木がそびえる郊外に長い間空き家として建っている一軒の館。
その松の館がなぜ荒廃しないのか？秘密を探るためにライオンと
鳥が忍び込むと、そこには不思議なパワーがみなぎっていた。
自由を求めるファンタジーの物語。

【台湾青春・未来映画祭（未来電影日）プログラム】
大阪限定上映！
『息止安所』（Rest in peace）
監督：Hsieh, Cheng-Chang / 台湾 / 23：22 / ドラマ / 2016
突然、あなたは無意識のうちに殺人者になる。

■「SSFF & ASIA 大阪 2016」 大阪独自企画
①食べて、見て、楽しい！「EAT FILM」を開催
「EAT FILM」とは、ナレッジキャピタルがお届けする、“食”と“ショートフィルム”を掛け合わせた新しい鑑賞スタイルです。
各日第1プログラム（10：30～12：20）の来場者先着300名さまに、「Café & Meal MUJI」の日替わりパンを先着300名さまに
プレゼントします。1日の活力となる朝食を取りながら、ショートフィルムをお楽しみいただけます。
②映画祭テーマ「シネマカーニバル」にちなんだコラボメニューが登場 （販売期間 ： 9/1（木）～9/25日（日）まで）
グランフロント大阪北館1階の「カフェラボ」では、本映画祭のテーマ「シネマカーニバル」にちなんだオリジナルメニューを開発。
■ドリンク
「カーニバル」から連想される「“リオデジャネイロ”オリンピック」。
南米をイメージした色鮮やかで爽やかなドリンクをお楽しみください。
■フード
「カーニバル」→「蟹バル」。お祭り気分でダジャレも炸裂！
トマトクリームとたくさんの蟹フレークにカニコロッケをトッピングした
スペシャルパスタ「蟹（カーニ）バル・スパゲティ」がおススメ。
■デザート
本映画祭のメインビジュアルの色彩を取り入れた、カラフルな「カーニバルソフト」。
テイクアウトも可能です。
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【施設概要】

施設名
所在地
施設案内

運営組織
代表者
運営組織
代表者
開発事業者
(五十音順)

ナレッジキャピタル
〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 北館
The Lab．みんなで世界一研究所
地下 1 階～3 階
（アクティブラボ.・カフェラボ・イベントラボ)
フューチャーライフショールーム
1 階～6 階
ナレッジシアター
4階
ナレッジサロン
7階
コラボオフィス・コラボオフィスネクス
7 階～8 階
カンファレンスルーム
8 階・10 階
ナレッジオフィス
9 階～13 階
コンベンションセンター
地下 1 階～地下 2 階
一般社団法人ナレッジキャピタル
代表理事 宮原 秀夫
株式会社 KMO
代表取締役 三好 雅雄
NTT 都市開発株式会社
株式会社大林組
オリックス不動産株式会社
関電不動産開発株式会社
新日鉄興和不動産株式会社
積水ハウス株式会社
株式会社竹中工務店
東京建物株式会社
日本土地建物株式会社
阪急電鉄株式会社
三井住友信託銀行株式会社
三菱地所株式会社
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