
世界中から厳選されたショートフィルムが、日本で一堂に会する米国アカデミー賞公認の映画祭
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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 2009

第２回 ストップ！温暖化部門

公式審査員決定！

津川雅彦、長嶋一茂、山田優津川雅彦、長嶋一茂、山田優
ショートショート実行委員会／ショートショートアジア実行委員会（代表：別所哲也）は、アジア最大級のショートフィルムの祭典

「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2009」で第2回となる「ストップ！温暖化部門」の公式審査員3名を決定いたし
ました。

審査員は、津川昌彦（俳優） 、長嶋一茂（タレント） 、山田優（女優） と、いずれも映画に対して異なる視点を持つバラエティ
豊かな面々。審査員の3名には、300本以上もの同部門応募作品の中から選ばれた、ノミネート10作品から最優秀賞（環境大臣
賞）1作品を選出していただきます。気になる受賞作品の発表は、「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2009 アワード
セレモニー」（6月14日）で行われます。また、「ストップ！温暖部門」プログラムのみ、表参道ヒルズ スペース オーにて無料上映を行
います。是非ご期待ください。

審査員プロフィール

1940年生京都出身。映画『狂った果実』（56）でデビュー。以来俳優として実績を重ね、81年『
マノン』でブルーリボン助演男優賞を受賞。87年『マルサの女』で日本アカデミー賞最優秀助演
男優賞受賞するなど、数々の伊丹十三作品で強烈な存在感を示した。そして、『別れぬ理由』
（98）で毎日映画コンクール主演男優賞受賞し、『プライド・運命の瞬間』（98）で日本アカデミー
賞優秀主演男優賞を受賞するなど日本映画界を牽引する俳優として活躍。近年では、映画『
落語娘』（08）テレビドラマ『落日燃ゆ』（09）などに出演。また、叔父マキノ雅弘監督から監督名
として「マキノ」姓を名乗る許可を得て、映画『寝ずの番』（06）で鮮烈な監督デビューを飾り、以
来08年『次郎長三国志』、09年2月公開『旭山動物園物語』では大ヒットを収める。役者、監
督して日本映画界になくてはならない存在である。

■津川雅彦

■長嶋一茂

■山田優

88年立教大学卒業後、ヤクルトスワローズにドラフト1位入団。 93年、読売巨人軍に移籍。96
年に現役引退後、K-1レポーターを皮切りに「プロ野球ニュース」「THE・独占サンデー」等で スポ
ーツキャスターを務める。同時に俳優としても活動。特にNHK「オードリー」の 演技が好評で、映
画初出演の「ミスタールーキー」で 報知映画賞新人賞、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。
02年2月には、NTV ソルトレーク 冬季オリンピック メインキャスター、02年6月には2002 FIFA 
WORLD CUP（NTV）コメンテーターとしても活躍。04年6月にはアテネオリンピックトーチリレー第一
走者を務める。04年10月にはACC CMフェスティバルにて 演技賞を受賞。現在は報道、スポー
ツコメンテーターとして活躍。 08年3月初の製作総指揮、主演を務める映画「ポストマン」公開さ
れた。

1984年7月5日、沖縄生まれ。2000年よりファッション誌「CanCam」を中心にモデルとして活動。
女優としては映画「アキハバラ＠DEEP」「焼肉MOVIEプルコギ」「劇場版カンナさん大成功です！
」等に出演。NTV系ドラマ「貧乏男子～ボンビーメン～」や「正義の味方」、TBS系ドラマ「華麗な
る一族」、CX系ドラマ「メイちゃんの執事」などドラマ出演多数。2006年には『REAL YOU』でCD
デビュー。これまでにシングル７枚、アルバム１枚をリリースし、2009年5月20日には最新シングル『
free』をリリース。CMでも活動中で「canon PIXUS」「PEPSI NEX」「新生銀行グループ レイク」な
どのCMが現在オンエアー中。

五十音順

（敬称略）



「ストップ！温暖化部門」概要＆関連イベント概要
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■第二回「ストップ！温暖化部門」今年も全世界から秀作集まる！
地球温暖化防止の国民的プロジェクト「チーム・マイナス6％」との連携により、2008年に新設された「ストップ！
温暖化部門」。今年で2年目の開催となります。

去年の「ストップ！温暖化部門」には公式審査員として、押井守氏（クリエイター）、土屋アンナ氏（女優）、中田
英寿氏（元日本サッカー代表）が参加され、部門の優秀賞（環境大臣賞）は、チリの「Two Icebergs (二つの
氷山)」（監督：Alvaro Muñoz）が表彰されました。

地球温暖化防止は、そのときだけのアクションではなく、継続的な取り組みが必要です。今年も総計341本の

作品が全世界から集まり、去年に引き続き、温暖化防止に対するクリエイターの関心の高さがあらわれて
います。今年の「ストップ！温暖化部門」は10本の作品がノミネートされたほか、ロバート・レッドフォードが
ナレーションを務める『The New Environmentalists (新しい環境保護者)』と題された作品を紹介します。
地球温暖化ほか、とどまることを知らない環境汚染、そして環境破壊から地球の資源を守るため、行動にうつす“
一般人”に焦点を当てます。また加瀬亮、真木よう子出演、Green Film Project「everyday」も特別上映いたし

ます。

「映像の力を信じてストップ温暖化！」

●● JJ--WAVEWAVEアワードアワード
「J-WAVEアワード」は、J-WAVE開局20周年を記念して昨年設立された「ストップ！温暖化部門」の部門内特別アワード
です。J-WAVEリスナーの中から選ばれた5人の審査員により選考されるもので、受賞作品には賞金50万円が進呈されます。
J-WAVEと映画祭は、これまでもメディアパートナーとして協力関係を築いてきましたが、今回の 「ストップ！温暖化部門」
への賛同を契機に、より一層のパートナーシップをはかります。

■特別作品■特別作品

Green Film Project Green Film Project 「「everydayeveryday」 」 

（ドラマ/日本/8:08）
環境問題の「警鐘・啓蒙」にとどまらず、ひとりひとりの「行動」へ。二人の
男女のふとした一週間の日常生活を描きながら、実践できる「エコ」を発
信しています。

出演：加瀬亮、真木よう子

新しい環境保護者新しい環境保護者
（ドキュメンタリー/アメリカ/27:00）
世界各国で、積極的に環境問題（違法伐採など）に取り組
む一般人をヒーローとして紹介するドキュメンタリー。

ナレーショナレーション：ン：ロバート・レッドフォードロバート・レッドフォード ©Sandy Schellema Greenpeace

©Green Film Project '08

■特別招待作品■特別招待作品

©Tom Dusenbery

昨年度のレオナルド・ディカプリオ製作のショートフィルム「GLOBAL WARNING」の特別上映に引き続き、今年は
日本とアメリカから下記の2作品を特別上映いたします。



「ストップ！温暖化部門」ノミネート作品ラインナップ「ストップ！温暖化部門」ノミネート作品ラインナップ
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「次世代エコカー「ツリーダ」誕生／ Treeda - the next generation ECO car - 」
（石川武／日本／2:41／アニメーション）
新開発、光合成エンジン搭載の新型エコカー「ツリーダ」誕生！。「車」と「家族」の明るい未来像を軽快
に描いた、フル3DCGによるエコロジー・エンターテイメント。

「Hybrid／混合物」
（Sai-no Kim／韓国／16：30／コメディ）
無口なトラックの運転手。フランス人のバックパッカーとの出会いが、彼の隠された「特別な才能」を明らか
にする。

「They Will Come to Town／やつらが街にやってくる」
（Thilo Ewers／ドイツ／1：30／アニメーション）
ニューヨークは静寂に包まれていた。人影はなく、どこのカフェも空っぽで明かりさえ付いていない。それはま
るで、住民が全員いなくなったゴーストタウンのよう。そんな中、街角や建物に陰が忍び寄る。

「28」

（片岡翔／日本／6：00／スリラー）
足音殺し 息殺し 叫びも殺しにやってくる

「Global Warming／地球温暖化の影響」
（Jeff Gill／アメリカ／0：30／アニメーション）
地球温暖化の影響を描いた短い公共広告。「私に一体何ができるのだろう？」

「No Penguin’s Land ／ペンギン達の新天地」
（Marcel Barelli／スイス／9：00／コメディ）
南極大陸の氷が溶けてしまった未来、一匹のペンギンがスイスにやって来る。彼はスイスのアルプスを目
指していたが、税関で思いもよらない事が起こってしまう。

「恋文から／First step」
（大森研一／1：07／コメディ）
なんだか懐かしくないですか！？小難しいことじゃなく、まず身近で出来ることから。それこそがエコの始まり
。もしかしたら未来では、エコ上手がモテるかも。「あのひと、エコ（イケ）てるよね〜っ」

「Silent Snow／溶けゆく雪」
（Jan van den Berg／オランダ／14：00／ドキュメンタリー）
グリーンランド北部に住む二人の少女が、消えつつある村を訪れる。溶けていく氷を目にする中、二人は
自分たちの生活だけでなく、全世界を脅かす環境汚染について語り合う。

「LINE／ライン」

（庄司輝秋／5：00／ドラマ）
街の中、壁にチョークで白線を引いていく少年。人々は子供のいらずらと思い、気に留めずに
地上の生活を続ける。しかし白線はあらゆるものに引かれていき、やがていたずらという範疇で
はないことがあきらかになる…。

「The Big Ask／動け政治家」

（Nic Balthazar／ベルギー／4:20／ドキュメンタリー）
海岸で両親と遊ぶ少女はふと心配になった－彼女には温暖化の危険性がはっきりと見えているのに、
水際に立っている政治家はまるで分かっていない。彼女は説明を始める。最後には6000人以上の人を
巻き込んで、政治家へ対策の必要性を訴える。



Short Shorts Film Festival Short Shorts Film Festival ＆＆ Asia 200Asia 20099 会場・日程会場・日程

会場 ：表参道ヒルズ表参道ヒルズ スペーススペース オーオー

（東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館地下3F ）

日程 ：2009年6月4日（木）～6月7日（日）

会場 ：ラフォーレミュージアム原宿ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6F ）

日程 ：2008年6月10日（水）～6月14日（日）

＜ナショナルツアー横浜同時開催＞

会場 ：ブリリアブリリア ショートショートショートショート シアターシアター（横浜市西区みなとみらい5-3-1フィルミー2F）

日程 ：2009年6月10日（水）～6月14日（日）

HP ：http://www.Brillia-SST.jp/

映画祭映画祭開催概要開催概要＆チケット情報＆チケット情報

４

チケット情報チケット情報

<<表参道ヒルズ／ラフォーレミュージアム原宿／ブリリア ショートショート シアター ≫
■前売販売日 5月9日(土)

■チケット価格（税込）
１プログラムチケット：一般：前売1,200円/当日1,400円
学生（学生証を提示）：前売/当日1,000円
シニア60歳以上・ハンディキャップ・小人（身分証、障害者手帳を提示）：前売/当日800円
３プログラムチケット：（前売・当日）2,700円
スペシャルパスポート：限定販売（前売のみ）期間中通し券：8,000円
※表参道ヒルズ スペース オーでの「ストップ！温暖化プログラム」のみ入場無料

■チケット販売
＜チケットぴあPコード＞
表参道ヒルズ：555-165 
ラフォーレ原宿：555-164
３プログラムチケット：460-698
スペシャルパスポート：460-699
店頭販売：ぴあ各店舗 ファミリーマート サークルK・サンクス
＠電子チケットぴあ：http://t.pia.jp/cinema/cinema.html

■報道関係の皆様からの掲載に関するお問い合わせ先
《作品写真紙焼き･ポジ､作品VTRその他の資料の貸出等もお申し付け下さい｡》

＜ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2009 PR事務局＞
ビルコム株式会社 担当：杉山・隈元

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2 第2九曜ビル2F
TEL:03-5766-8411 FAX:03-5766-8419 EMAIL:bil-press@bil.jp

「ストップ！温暖化部門」プログラムは下記の日程で無料上映いたします

6月5日（金）～7日（日） 13:20～15:10／17:30～19:20

映画祭オフィシャルサイト： http://www.shortshorts.org


