
日本最大規模の子ども国際映画祭「キネコ国際映画祭2017」は今年の開催で２５周年を迎えます。

今年は、11月2日（木）～11月6日（月）の期間にて109シネマズ二子玉川とiTSCOM STUDIO

& HALL二子玉川ライズを中心とした会場で開催します。

「キネコ国際映画祭」は１９９２年に「キンダー・フィルム・フェスティバル」としてスタートし

ました。今年は、映画祭も四半世紀を迎え、コンテンツも充実したものとなりました。

子どもたちのための映画祭の苗を植えてくれた原点に戻り「ドイツフォーカス」のプログラムを取

り入れる他、「キネコ名誉賞」を新設、そして映画祭初の試みとなる「野外上映」企画等、二子玉

川の街全体を映画祭に彩り盛り上げて参ります。一層、こどもから大人まで楽しめるプログラムも

充実します。「キネコ国際映画祭2017」にぜひご注目ください。

＜キネコ国際映画祭2017概要＞

会期；オープニングセレモニー：2017年11月2日（木）17：30～

2017年11月2日（木）〜１１月6日（月）

会場：◆ 109シネマズ二子玉川 ◆ iTSCOM STUDIO ＆ HALL 二子玉川ライズ

◆ 兵庫島公園（熱気球、野外上映）◆ 二子玉川ライズ中央広場 ◆ 二子玉川ライズガレリア

チケット：

◆ iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

[当日券]おとな：1,200円／こども：700円

[割引チラシ持参]おとな：1,200円／こども：500円（各１名）

・当日券のみ ・全席自由席 ・中央広場特設チケットブースにて販売。

◆ 109シネマズ二子玉川

おとな：1,200円／こども：700円

（当日券、前売券同一料金、チラシによる割引なし）

・全席指定席 ・109シネマズ公式HP＆劇場の自動券売機にて販売

※11月1日午前0時より109シネマズ公式HPにてWeb販売開始

http://109cinemas.net/futakotamagawa/

【キネコ国際映画祭とは】
1992年に渋谷でスタートした子ども国際映画祭で、2014年までは「キンダー・フィルム・フェスティ
バル」として実施してきました。そして女優・戸田恵子さんをジェネラル・ディレクターに迎え今年で10
年目となります。また国内で唯一、ヨーロッパ子供映画団体（ECFA）や子ども・青少年向けのオーディ
オ・ビジュアルのプロフェッショナルが集まる団体（CIFEJ）に加盟し、子どもたちが映画を通じて世界
の芸術や文化に触れ、映画から夢や希望を育むこと、子どもたちの人生の指針のきっかけとなる映画の上
映に取り組んでいます。

キネコ国際映画祭2017資料

http://109cinemas.net/futakotamagawa/


キネコ国際映画祭の注目プログラム！

◆野外上映（新）

25周年スペシャルイベントとして初の特別企画。兵庫島公園で野外上映を開催。

◆ドイツフォーカス（新）

日本未公開のドイツ作品を上映。（協力：東京ドイツ文化センター）

◆キネコ名誉賞（新）

映画業界に貢献した方々を独自に選出、表彰を行います。

◆ライブ・シネマ上映

字幕が読めない子どもでも映画を楽しめる吹替えをライブでお楽しみいただける、キネコ独自
の上映スタイル。

◆１plusプログラム

1歳から楽しめる作品を集めたプログラム。音や色で作品を楽しんだり、短時間の作品なので
飽きることなく楽しむことができます。出入り自由の会場なのでママ・パパも安心。映画デ
ビューに最適です。

◆Let’s Study English!

国際映画祭ならではのイベントとして、プログラムすべてを英語で実施。

◆キネコ審査員

小学4-6年の応募者の中から選ばれた子ども審査員「キネコ審査員」が海外作品の中から短
編・長編のグランプリを決定します。

◆日本作品賞

海外の映画祭ディレクターたちが日本作品の中から短編・長編のグランプリを決定。
グランプリ作品は海外の子ども映画祭で上映されます。

◆ティーンズ・フィルム・コンペティション

10-18歳が制作した映画を対象としたコンペ。グランプリ作品は海外の子ども映画祭で上映
予定。

＜キネコを応援！スペシャルメンバーの方々＞

ジェネラル・ディレクター
女優

戸田恵子さん

プログラミング・ディレクター
司会者・俳優
中山 秀柾さん

ナビゲーター
フリーアナウンサー

内田恭子さん

●チェアマン 世田谷区長 保坂 展人氏
●エグゼティブ・プロデューサー株式会社東急レクリエーション代表取締役社長 菅野 信三氏
●エグゼティブ・プロデューサー 公益財団法人ユニジャパン副理事 椎名 保氏



＜特別上映作品＞
国内外の注目の長編、短編を合わせて13作品の上映を予定。

えんどう豆号のローラ
監督：トーマス・ハイネマン
ドイツ／93分／2014

パパが家を出て行ってからローラの
時間はずっと止まったまま。ママの
新しい恋人を受け入れる気はなかっ
たけど……。

リクシオの春
ポーランド（１０分）

しまじろうとわお！
「はなちゃんとあかちゃん」
日本（８分）

ちびまる子ちゃん
「二人の秘密の場所」の巻
日本（１０分）

ピングーinザ・シティ「ただいま工事中！」
日本・アメリカ（７分）

こまねこ
「はじめのいっぽ」
日本（５分）

うっかりペネロペ
「ペネロペのゆうびんやさん」
日本（５分）

きかんしゃトーマス
「トーマスとにじ」
イギリス（７分）

ピーターラビット
「ラディッシュどろぼうのおはなし」
イギリス（１１分）

リサとガスパール
イギリス（11分）

テディとアニー
イギリス（25分）

PEANUTSスヌーピー –ショートアニメ-
フランス（７分）

★25周年特別企画★
野外上映プログラム作品

子どもから大人まで楽しめる話題作が登場！
発表できしだいお知らせいたします。



＜海外映画部門 コンペティション作品＞
長編・短編の各国地域１７作品を上映予定！

ウェンディと白い馬
監督：ダグマー・ゾイメ

ドイツ／85分／2017
馬と少女、傷ついた者同士がはぐくむ友情の物語。一緒におばあちゃん
の乗馬場を守ることはできるのか？

きっと大丈夫！
～ガールズ ホーム・アローン～
監督：ノルベルト・レヒナー

ドイツ／９６分／2016
ママの不在中に留守を任されたベトナム人姉妹。仲間のパウリーネと一緒
に、次々と困難に立ち向かってゆくのだが…

＜長編映画＞

ヒーローステップ
監督：ヘンリー・リンコン

コロンビア／９６分／2016
10歳のエドアルドは内戦で片足をなくしたけれど、夢を抱き続ける力は
失っていない。彼の夢は村で行われるサッカーの試合に出ることだ。

届け、チベットの歌声
監督：チャン・ウェイ

中国／８４分／2017
様々な思いを抱いてチベットの子どもたちが中国に向かって出発する。彼
らの夢はテレビショーで歌を披露することだった。

パパと暮らす
監督：エヴィ・ゴールドブルンナー/ヨアキム・ドルホップフ
ドイツ／98分／2016
孤児のミヒャエルのパパは背が低い小人症のトムだった。二人はお互いを通して本当
の家族や友情に気づいてゆく。



＜短編映画＞

ポケットマン
監督：アナ・クビーニゼ
フランス/スイス/ジョージア/７分/2016

小人が老人のポケットに入って、安全に道を
渡れるように助けてあげた。老人と「ポケッ
トマン」の素敵な友情の始まりだ！

アメリアのクローゼット
監督：ハリマ・ルーカス

アメリカ／17分／2016
11歳のアメリアはクラスのいじめら
れっ子。仕返しとして、いじめっ子たち
の持ち物をこっそり盗み出して…。

ドレスにかくされた秘密
監督：オン・チ・イ

台湾／２３分／2016
お洒落なホイ先生は、シャオジンの憧れ
の人。ドレスと交換で「親友」になった
ズーヤーと先生の尾行を始めるが……。

お砂糖の森
監督：カルニ・アリエリ/サウル・フリード

イギリス／4分／2016
キラキラの角砂糖でつくられた森の中。美
しくかたどられた風景の中で、温かい母の
愛が惜しみなく注がれる。

寒がりのペンギン
監督：パスカル・エッケ

フランス・ベルギー／５分／2016
寒がりのペンギンが常夏のハワイにやっ
てきたものの…。かわいいペンギンの歌
をもとにしたお話し。

マカッチャン夫人
監督：ジョン・シーディ

オーストラリア／17分／2017
トムの体は男の子だけど、心は女の子。
そんな彼を受け入れてくれるトリバーと
出会い、二人は学校のダンスパーティへ。

アンタはいいよね！
監督：ズザナ・カリヴォダ・ブラッハ
チュコヴァー

チェコ／６分／2013
お互いをうらやむメンドリと番犬がお仕
事を交換してみたら…？手書きのぬくも
りを感じられるチェコ発のアニメ。

ふたりの映画館
監督：アミール・マスード・ソヘイリ

イラン・インドネシア／6分／2016
廃墟の映画館で二人だけの上映会を行う
兄妹。二人が思い描いた映画のエンディ
ングとは？

ゲノ
監督：ダト・キクナヴェリゼ

ジョージア／13分／2017
人間たちの工事で住む場所を追われた池
の仲間とヒキガエルのゲノ。逃げ出した
彼らがたどり着いた先は…。

チョコレートの兵隊さん
監督：ジャクソン・スミス

アメリカ／12分／2016
マリアは戦時中のドイツで避難生活を
送っている。そんな彼女が敵国の兵隊さ
んにどうしても伝えたい言葉とは？

ちいさなおおかみ君
監督：ナタリア・マリーキナ

ノルウェー／６分／2017
おおかみ君は仲良しの友達と氷に乗って
川下りに夢中。春の川は危険がいっぱい
だけど、仲間がいれば大丈夫！



＜日本映画部門 コンペティション作品＞
国内の長編・短編映画を計12本上映します。

＜インターナショナル・プレミア＞

藍色少年少女~Indigo Children~ 監督： 倉田健次
日本／１３０分／2016
[保養活動]を行う町で暮らす少年テツオと福島の少女
シチカ。舞台『青い鳥』に抜てきされた二人は、青い
鳥を探しながら出逢う者達の人生のほころびを紡いで
いく。かつては子どもだったすべての少年少女の物語。

マザーレイク 監督：瀬木直貴

日本／９５分／2016
あの日 僕らが見たものは 真実か、幻か―。「どうせ
誰も信じひん」愛する人を失って以来、すれ違い続ける
父と息子。さまよう家族を癒し、神秘を宿す母なる湖の
物語。

家族の日 監督：大森青児
日本／104分／2016
東京から岡山の田舎に引っ越しを決めた5人家族。次男
の真琴は山奥にひとり住む“怖い悪党”のターザンが気
になり……。

この世界の片隅に 監督：片渕須直
日本／130分／2016
1944年、広島。呉に嫁いだ18歳のすずさんは大切な
ものを失っていく戦時下で前向きに日々を生きる。

風の又三郎

監督：山田裕城 日本／２２分／2016

都会から山の学校へやってきた転校生。
クラスで噂の”風の又三郎”と勘違いさ
れてしまうが……。

げんばのじょう
監督：堂山卓見 日本／２４分／
2017人気の旅芸人一座の正体は、辺
り一帯のキツネを束ねる化け狐、「げ
んばのじょう」とその仲間だった。

てのひらのにわ
監督： 梅村晴香
日本／５分／2016
トイレットペーパーの芯から世界をのぞ
く、誰しもが体験したような遊び。

ももちゃんのねこ
監督：今林由佳 日本／１０分／2016
ももちゃんと猫のみゅうは友達であり、か
けがえのない大切な家族。しかし、みゅう
はももちゃんよりずっと早く年老いていく
…。

怪物学抄

監督：山村浩二 日本／６分／2016

中世ヨーロッパの架空の怪物学者によ
る架空の怪物の公文書。そこには誰も
見たこともない怪物たちの世界が。

ノアの□（ハコ）庭

監督：狩野洋典 日本／４分／2016

崩れゆく島で暮らす少女は、ある日空
から落ちてきたロボットと出会う。

ぽすくま「ドキドキのごあいさつ」

監督：沼口雅徳 日本／3分／2017

ゆうびんやさんの元気なぽすくま。あんなお
てがみ、こんなおてがみ、みんな大事に届け
ます。

とう と きょう

監督：合田経郎 日本／4分／2017

「とう」と「きょう」は、路地で遊ぶ鬼のこ
ども。東京がどんどん姿を変えてゆくのは彼
らの「のろい」のせいかもしれない……。



＜国際特別審査員・海外ゲスト＞
９の国と地域から１３名のゲストが来日します。

トーマス・ハイネマン
(ドイツ)

『Lola on the pea』
「えんどう豆のローラ」監督

審査員委員長

アネタ・オゾレク
(ポーランド)

映画祭プログラマー

審査員／ＷＳ

アリョーナ・シチェヴァ
（ロシア）

ゼロプラス国際映画祭

プログラムディレクター
審査員

ニコライ・シュルツ
(デンマーク)

コペンハーゲン国際映画祭

CHP PIXプログラミング部長
審査員

エルハム・シャーヴァニ
（イラン）

CIFEJ世界子供映画祭連盟

エグゼクティブディレクター
審査員

ユリア・ヤール
(スウェーデン)
BUFF映画祭

フェスティバルディレクター

審査員

オン・チ・イ
（台湾）

『The Dress on Her』
「ドレスに隠された秘密」

監督

ローズ・ユ
（台湾）

『The Dress on Her』
「ドレスに隠された秘密」

子役

ミヒャエル・ハーバウアー
（ドイツ）

“シュリンゲル子ども国際映画祭”
ディレクター

TIFFユース部門2017
TIFFユース部門2017アドバイザー

ダグマー・ゾイメ
(ドイツ)

『Wendy』

「ウェンディと白い馬」
監督

ユール・ハーマン
（ドイツ）
『Wendy』

「ウェンディと白い馬」
子役

グラハム・ラルフ
(イギリス)

『テディ―とアニー』
監督

サラファ・ヒジャジ
(シリア/ベルリン在住）

ビジュアル・アーティスト
監督・プロデューサー

WS

● 国際特別審査員

● 海外ゲスト



◆ライブ・シネマ
声優や俳優さんらによる、映画やアニメーションを生
で日本語に吹替えます。外国語がわからなくても字幕
を読むことが出来ない小さな子どもたちも安心してお
楽しみいただけます。「キネコ国際映画祭」ならでは
の迫力満点な上映スタイルで、大人から子どもまで楽
しめます。

◆ワークショップ
海外の映画監督による映画制作の指導や映画・
映像にまつわるワークショップを開催。

◆熱気球搭乗イベント
兵庫島公園で開催。映画祭期間中、朝・夕の時間
帯で熱気球登場体験。（有料）
１１月３日（金）～５日（日）を予定。
※天候や風の影響により中止になる場合もござい
ます。

＜映画上映の他にも、親子で楽しめるイベントが充実！＞

主催：一般社団法人 キンダー・フィルム
後援：内閣府／世田谷区／国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所
世田谷区教育委員会／大田区教育員会／川崎市教育委員会／狛江市教育委員会
渋谷区教育委員会／港区教育委員会／横浜市教育委員会/一般社団法人日本映画製作者連盟／全国興行生活衛生同業組
合連合会
ゲーテ・インスティトゥート 東京ドイツ文化センター／スウェーデン大使館/ブリティッシュ・カウンシル／ポーラン
ド広報文化センター／台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター／デンマーク大使館/ロシア文化フェスティバル日本
組織委員会

オフィシャルHP：http://kineko.tokyo/

本リリース、広報に関するお問い合わせ 主催：一般社団法人キンダー・フィルム「キネコ国際映画祭2017」事務局

TEL：03-5321-6466 FAX：03-5321-6465 e-mail：PR＠kinder.co.jp
広報宣伝：細川朋子（スタジオポノック）TEL:0422-30-5161 H.P：090-2310-2978

◆二子玉川ライズ中央広場
中央広場にレッドカーペットを常設。各種のテ
ントには親子で楽しめる空間を演出。各種イベ
ント、キネコオリジナルグッズ売り場などが充
実します。映画祭オリジナルキャラクターの
“キネコ”にも会えるかも?!

TEL:0422-30-5161


スポンサーロゴ


