t h e

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.7

10 t h

冬が燃えたら

澤田和宏 /２２分 /ドラマ
冬の終わり。青い髪の青年は、母を車椅
子に乗せ、北の最果て・網走を訪れる。
髪を染めているのは、認知症の母が彼を
息子だと認識するため…母の病状が悪化
していくにつれて、青年は、母を愛おしく
抱きしめるのだった。

11/25(Sat.)Part2

特別企画「Beyond THE O!!iDO 短編と長編とその前後」

Welcome to the 10th
O!!iDO Short Film Festival...
11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.1

おしゃぶり。

黒田航大 /１６分 /ドラマ
おしゃぶりが見える知実。新しいクラスで
おしゃぶりをしていない結依と友達になる。
結依はいじめを受けるが、クラスの生徒
は見て見ぬ振り。次第に知実も周囲と合
わせ、空気を読み、仲が良かった二人は
すれ違い始める。そして修学旅行へ…。

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.2

みんな天狗を愛してる♥

無冠の TO/１６分 /ドキュメンタリー
河童、鬼と共に日本三大妖怪とされる天
狗。時に神として崇められ、祭りの主役
となり、日本人に愛され続ける天狗とは
いったい何か？東京・新宿を中心に出没す
る「てんぐちん」へのインタビューを軸に、
考察を試みた短編ドキュメンタリー映画。

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.3

ニクノクニ

コンペ参加作品「臆病な動物たち」
（監督：後藤博茂）と、劇場公開作「よ
ろずや探偵談」
（沢村東次名義）
。兄弟とも言えるこの 2 作品をカップリン
グで特集上映！
！短編と長編、その有機的なつながりを探ります。
キーワードは「プログラムピクチャー」
。映画への憧憬と、情熱の注ぎ口、
作り手としての覚悟など、クリエーター＆キュレーターが、トークを通してつ
まびらかにしていきます。

上映作品 No.8

臆病な動物たち
後藤博茂 /１５分
何かに汚染された地域でタクシーの運転
手をしている男の現実と、心情風景が入
り混じった物語。プログラムピクチャーへ
の強烈な憧れに支配された実験的な短編
作品。

特別招待
作品

よろずや探偵談
沢村東次 /９１分
さえない四十男の嶋四郎は、子供のころ
に好きだったテレビドラマで「科学探偵柳
生十兵衛」を演じた男の遺品整理の仕事
を請け負う。このことをきっかけに嶋は探
偵になるが、嶋の住む亥鼻市で不思議な
現象が多発し……。

11/26(Sun.)Part1 上映作品 No.12

眠れない夜に

山川智輝 /５分
女は、路上で男に遭遇する。

11/26(Sun.)Part1 上映作品 No.13

ぶきっちょ

山田賢司 /３０分 /ドラマ・コメディー

仲良しの百合と牡丹。しかし、牡丹は「私
を食べて」と言い残し自殺してしまう。遺
言を実行できなかった百合は、彼女の死
体とともに心中しようと、田舎に車を走ら
せた。そこが呪われた土地とは知らず…。

河村永徳 /１８分
お笑い芸人「九州男子」の下地は、音
信不通となった相方・優成の自宅を訪問
する。素っ気ない態度の優成は突然、コ
ンビ解散を申し出る。6 か月の家賃滞納
まで発覚し、ついにその場を逃げ出した
優成だったが・・・？

11/26(Sun.)Part2 上映作品 No.15

彼女が病気になったわけ
蒲生映与 /８分 / 社会派

蒲原友明 /２０分 / アクション

11/26(Sun.)Part2 上映作品 No.17

11/27(Mon.) 上映作品 No.25

センセイが羨ましい

泉光典 /２０分 / コメディ

11/26(Sun.)Part1 上映作品 No.11

11/27(Mon.) 上映作品 No.19

愛想を尽かして出て行った恋人を追って、
故郷の町・真鶴に帰って来た青年。なん
とか彼女を翻意させようと追いかけるが、
逃げられ続け、失望して町を彷徨う。そ
こは潮騒がする海辺の町。

３年 前に失 踪した美 華 子（当時１７歳）
から同級生のみずき（２０歳）へ突然連
絡があった。警察はみずきへの事情聴取
を行う。二人の関係は一体何なのか。み
ずきの中に、美華子との思い出がよみが
えっていく。

松本剛 /３０分 /ドラマ
小さな田舎町で少女が失踪する。最後の姿
を目撃した少年は、それ以来、自分の身体
の変化に違和感を感じている。少女は失踪
以前にある動画を残しており、それには「自
分の作り方」が映されていた。少年は動画
を元に、少女の復元を試みる。

高山隆一 /２９分 /ドラマ

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.6

川野邉修一 /２７分 / ミステリー

少女性の喪失

NITRATE（ナイトレート）

卒業制作「シン・ジャンヌ」の撮影をお
こなう映像学科４年女子大生６名と後輩１
名。悪条件の中、
さまざまな想いを抱えて、
彼女たちはクランクアップのラストカットに
臨む。

永岡俊幸 /１５分 / 恋愛

高山直美 /１５分 /ドラマ
口ベタで不器用だけど役者になりたい藤
男が、行きつけの店でオーディション課題
の設定を考えていると、顔なじみの常連
客があれこれ口を出してきた。そして藤
男は妄想の中で芝居をはじめることに…。

刑事・神崎は、麻薬密売組織リーダー・
小原を追い詰めるが、最愛の妻・香が巻
き込まれ、殺されてしまう。警察を去った
神崎の元に、小原の情報がもたらされる。
元同僚達を上手くかわし、復讐を遂げよ
うと動き出す神崎だが・・・。

凪

役者になりたい

いつも聴く深夜のラジオ放送に飽きてし
まったある青年。チューニングを変えると、
そこから奇妙なブザー音が聞こえてくる。
その不気味な放送に引き込まれていった
青年を待ち受ける、意外な事実とは？

母・ゆかと二人暮らしの少女・みゆきの
夕ご飯は、いつも決まって作り置きのカ
レー。ある日、
みゆきは寂しさから母の作っ
たカレーを捨ててしまう。それから１４年。
20 歳の母の日に、みゆきは亡き母のカ
レーを思い出すのだった。

Birds

福多泰土 /１２分 / 恋愛・青春

11/27(Mon.) 上映作品 No.24

11/26(Sun.)Part2 上映作品 No.18

武石昂大 /９分 / ヒューマンドラマ

11/27(Mon.) 上映作品 No.23

クラスメイト

11/26(Sun.)Part2 上映作品 No.16

ラジオ

11/26(Sun.)Part1 上映作品 No.10

ドラゴン危機一髪 Retribution

磯部鉄平 /２３分 /ドラマ
高校の仲良しグループだった５人の男女。
リーダー的存在だった松元麻衣子の葬儀
帰りに、ささやかなお別れ会をする。５人
は「松元の秘密」を暴くため、卒業の際
に埋めたタイムカプセルを掘り起こしに、
真夜中の河川敷に向かう事になる。

匿名で書いた告白の手紙を、幼馴染の圭太
の下駄箱に入れる南。下駄箱でその手紙を
見つけた、クラスメイトの梨乃は一計を案じ
て... 間もなく卒業式を迎える高校を舞台に、
彼らの本当の青春ストーリーが 始まる。

小説家を目指す、大島。同棲している彼
氏の浮気現場を見てしまった、有川。走
る路面電車の中で始まる、赤の他人２人
の人情喜劇。

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.5

真夜中モラトリアム

原発事故で自主避難をしていた鈴木メイ
は、避難先の町に仕事もなく、経済的理
由から上京することになった。鉄道事故
被害者の苦情を聞くコールセンターの仕
事に就いたメイだったが…。

チャールズ尾澤 /１２分 /
地域紹介ムービー
さざなみテレビの突撃リポーター、ユー
リャ・ミハルコワ。そのリポートは調和か
ら生活をかけた対立の構図へ 。店主清水
はラーメン道の鬼と化す。非戦闘系武闘
派ムービー 。戦え、ユーリャ・ミハルコワ !!

おるすばんの味

磯部鉄平 /８分 / コメディ・SF

11/27(Mon.) 上映作品 No.22

相方

荒木祥吾 /１６分 / ホームドラマ
別々に暮らす兄弟が年に一度、父の命日
に思い出のこたつを囲む。少々不器用な
家族の物語。

11/27(Mon.) 上映作品 No.21

ユニバーサル・グラビテーション

11/26(Sun.)Part2 上映作品 No.14

11/26(Sun.)Part1 上映作品 No.9

YURYA MIKHALKOVA

伊東知剛 /２０分 /ドラマ、抽象
ある晩再会した姉妹と男女。姉は期待す
ることを恐れ、妹は奇跡的な結びつきを
信じ、男は無邪気な自惚れで誰かを傷つ
ける。彼女らの不可解な人間関係が、そ
れぞれの映画的な瞬間に向けて加速す
る。

河川敷で BBQ をしている男女 5 人。
日が落ちて彼らの向かう先とは。

11/25(Sat.)Part1 上映作品 No.4

こたつ

風下の歌、川上の虹

源一郎…町で知らない者はいない程の名
物男。娘のつばさは母の早死には源一郎
のせい、
と恨み続けている。そんなある日、
若い女性と楽しそうに歩いている源一郎
を見てしまったつばさは、怒りが頂点に達
して…

窪田優 /15.5 分

篠原美里 /１９分 / スプラッタ̶活劇

11/27(Mon.) 上映作品 No.20

CUSTOMERS

野村航 /１５分 /
サイケデリック実験映像
2017/10/8 自由が丘の某スタジオで行
われた、マリー、メガ、ノーベルによる
HIPHOP 即興ノイズユニットの無料公開
LIVE イベントの内容を抜粋した映像作
品。

http://uk-theater.com

