
一般社団法人キンダー・フィルムは、11月22日（木）～11月26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、第26回目の開催となる、日本最大規模

の子ども国際映画祭「26th キネコ国際映画祭」を開催します。

この度、本年の上映作品ラインナップが決定致しました！

今年は、「オープニング上映作品」に今年のアカデミー賞長編アニメー

ション部門にノミネートされたアンジェリーナ・ジョリーがプロデュース

を手掛けた『生きのびるために』が決定。また、世界的スター俳優や監督

など、才能豊かな人材を多数輩出してきた映画大国・イタリアに注目し

作品をフォーカスしているほか、子どもから大人まで楽しめる国海外の良質な作品が揃いました。

また今年の映画祭では、版画家・蟹江杏さんによるワークショップを開催。「みんなで大きな森を

描こう！」をテーマに、映画祭会場にカラフルな森をみんなで描きます。

また、熱気球体験やアウトドアイベント、ワークショップなど親子で楽しめるイベントが盛りだく

さんです。「26th キネコ国際映画祭」に是非ご注目ください！

 

　　　　　日本最大規模の子ども国際映画祭
　　　　　　「26th キネコ国際映画祭」
　　　         上映作品ラインナップ決定！！

◆「26th キネコ国際映画祭」開催概要（オフィシャルHP：http://kineko.tokyo/）

開催期間：2018年11月22日（木）～11月26日（月）

会場：109シネマズ 二子玉川、
　　　iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ、二子玉川公園、ほか周辺エリア

チケット：
◆iTSCOM STUDIO & HALL二子玉川ライズ
[当日券]大人：1,200円／子ども：700円　[割引チラシ持参]大人：1,000円／子ども：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　　大人：1,200円／子ども：700円　
※エグゼクティブシートのみ一律1,200円（109シネマズシネマポイントカード会員様は大人1,200円／子ども700円）

　109シネマズ公式HP＆劇場の自動券売機にて販売　※11月20日(火)0：00～販売開始
　https://109cinemas.net/futakotamagawa/  
※全席指定席　※当日券、前売券共に同一料金　※チラシによる割引なし 

 

      
⇒詳細はこちらまで（http://kineko.tokyo/）

2018年11月22日（木）～26日（月） 109シネマズ 二子玉川他にて開催！

　　　　　　2018年10月8日（月）
一般社団法人キンダー・フィルム



長編・短編の各国地域１９作品を上映予定！

＜長編映画＞

生きのびるために
監督：ノラ・トゥーミー
アイルランド＝カナダ＝ルクセンブルク／93 分

女性が一人で出歩くことが禁止されていたアフガニスタン。

生きるためにパルヴァナは男の子になりすまし働きに出た。

©Cartoon Saloon

アイ・アム・ウィリアム
監督：ヨナス・エルメル
デンマーク／86分

叔父のニルスと暮らすウィリアム。
ギャングからおじさんを助けなきゃ！

きみは友だち
監督：レイモンド・タン
シンガポール／８7分

自閉症の少年、中国出身のハーフの少女。
いろんな子どもたちが中国の戯曲を通して互いの
違いを受け入れていく。

©Brainchild Pictures

© Constantin Film Verleih GmbH/Gordon Muehle

ティム・ターラー ～笑いを売った少年～
監督：アンドレアス・ドレーゼン 
ドイツ／102分

貧しくても明るいティムだったが、自分の笑いをお金
と取引してしまう…。

海外映画部門　コンペティション作品



大人になりたい
監督：ニルズ・ヘディンゲル
スイス／7分

ドラゴンのくしゃみ
監督：ルカ・ブットロ、エリーズ・キャレ、
マオリ・クレアントール、ピエール・ユベル、
カミーユ・ラクロア、シャルロット・ペルー
フランス／6分

レモンとエルダーフラワー
監督：イレーニア・コタルド
イギリス／3分

©Ilenia Cotardo
どうぶつえんに住みたい！
監督：エフゲニア・ゴルベワ
ロシア／6分

©Animation studio Soyuzmultfilm 

©prêt-à-tourner Filmproduktion GmbH

ペンギンのウェイター
監督：ユーリア・オッカー
ドイツ／4分

まいごのフクロウ
監督：エレーヌ・デュクロ
フランス／5分

フラゴーレ（いちご）
監督：アレッサンドロ・サシャ・コダー
リオ
イタリア／15分

ブルーベリーハント
監督：カテジナ・カルハーンコヴァー／アレキ
サンドラ・マーヨヴァー
チェコ／7分

©Bionaut s.r.o. ; Česká televize
二人のたから箱
監督：M.R ウィービーン
インド／10分

©HAPPEO STORIES

ウールさんの大変な一日
監督：ヨアンナ・ポーラック
ポーランド／10分

©Joanna Polak

パパが教えてくれたこと
監督：ギャリック・リー・ハム
イギリス／23分

©Ribeye Films Lld UK

 スパイダーボーイ
 監督：リンダ・フラティーニ
 イタリア／14分

サラのふしぎなお家
監督：ニルス・ヨハン・ルン　
ビョルン・ソートランド
ノルウェー／7分

オーディション
監督：キム・スルギ
韓国／21分

©KIM Seul-ki

サミー～南米のぼうけん～
監督：バーバラ・ブレデロ
オランダ／8分

©IJswater Films

＜短編映画＞

©Piggsvin Film AS



国内の長編・短編映画を計９本上映します。

星めぐりの町
監督：黒土 三男　　日本／108分

豆腐屋の勇作のもとに東日本大震災で家
族を失った少年、政美がやって来る。

ゆずの葉ゆれて
監督：神園 浩司　日本／95分

大好きな隣のジイちゃんの死を
悲しむ武は不思議な少年と宝を探すことに…

モリモリ島のモーグとペロル
監督：合田 経郎
日本／9分

ふうせん ふふふ、そら ららら
監督：片岡 翔
日本／15分

©2016 アイリンブループロジェクト©dwarf

明日への約束
監督：赤井　宏次
日本／14分

氷河期の夏
監督：青柳 清美
日本／3分

ヒロ＆ハナ　ラッコのお気に入り
監督：きし あやこ
日本／5分

灯り屋
監督：新垣 玲実
日本／4分

©2018 豊田市・映画「星めぐりの町」実行委員会 ©グループ風土舎みすみぷろ

©2018 Kiyomi Aoyagi

©STUDIO A.CRAFT

えんぎもん
監督：佐藤 広大
日本／24分

©スタジオななほし

＜日本映画部門　コンペティション作品＞



　
国内外の注目の長編、短編を合わせて12作品の上映を予定。

MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with 
permission. © 2017 Hasbro. All Rights Reserved.  Copyright ©2017 My Little Pony 
Productions LLC. All Rights Reserved.

映画マイリトルポニー　プリンセスの大冒険
監督：ジェイソン・ティエッセン　
アメリカ＝カナダ／99分

映画しまじろう　まほうのしまの　だいぼうけん
監督：川又 浩　／　ヒロ 高島　日本／約60分

©Benesse Corporation

©いがらしみきお / 竹書房・フジテレビ・エイケン

ぼのちゃん～おうちにきたよ
監督：山口 秀憲　日本／6分

ぽすくま「ともだちっていいね」
監督：沼口 雅徳　日本／3分

©JAPAN POST Co.,Ltd.

ペッパピッグ「みずたまり」
監督：マーク　ベイカー &ネヴィル アストリー　
イギリス／5分

©ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.
オレンジ・ライト
監督：ファン・ジワン　
韓国／13分

©Anyang art high school - Ji wan -Hwang

うっかりペネロペ「ペネロペ、パリへいく」
監督：高木 淳　
日本／5分

©うっかりペネロペ製作委員会

ひつじのショーン「たっきゅうのしあい」
監督：リチャード・ゴルゾウスキー
イギリス／7分

こまねこ「はじめのいっぽ」
監督：合田 経郎　
日本／5分

©TYO/dwarf・こまねこフィルムパートナーズ

© 2015 Peanuts Worldwide LLC
© 2014 Edition vidéo France Télévisions Distribution
PEANUTS スヌーピー -ショートアニメ-
プロデューサー：アレクシ・ラヴィラ
フランス／7分

テディとアニー
監督：グラハム・ラルフ　
イギリス／２5分

©Meridian Broadcasting MCMXCV

ちびまる子ちゃん
「まる子、きょうだいげんかをする」の巻
監督：高木 淳　
日本／10分

© さ️くらプロダクション／日本アニメーション

©Aardman Animations Ltd 2018

特別上映作品


