2018.11.8（木） 入場無料

国際アニメーション・デー 2018 in 野々市

要・事前予約

野々市市情報交流館カメリア ホール椿

10 月 28 日は、フランスのエミール・レイノー（Emile Reynaud 1844 〜 1918）が、1892 年、パリのグレヴァン博物館にて、自ら発明したテアトル・
オプティック（視覚劇場）を用いて、世界で初めてアニメーションを一般公開した日と言われています。国際アニメーションフィルム協会（ASIFA、本部：
フランス・アヌシー市）は、アニメーションアートの普及と発展を目的として、この記念すべき 10 月 28 日を “国際アニメーション・デー” と定めました。
2002 年から、各国の ASIFA 支部を中心に、毎年 10 月 28 日およびその前後、世界中で " 同時に " アニメーションの上映や関連の催しを行ない、お祝
いをしています。日本でも 2005 年から ASIFA 日本支部 (ASIFA-JAPAN) が主体となってこの企画に参加しており、今年は京都・広島・野々市の 3 都市
で「国際アニメーション・デー 2018」を開催いたします。毎年パラパラまんがコンテストを実施している、ここ、野々市では今年で 4 回目となる開催！
世界各国の個性豊かな短編アニメーションを上映します。アニメーションが持つ豊かな表現力やメディア芸術の魅力に触れてください。

中国のアニメーション

○18:30 〜 19:30

(1) 像 / STATUE OF BLOOD

(5) 舞台 / Stage

仏教には、「此れ有れば彼有り、此れ生ずるが故に彼生ず。此れ無ければ彼無し、此れ滅す
るが故に彼滅す」という言葉がある。これは” 此縁性（しえんしょう）” と呼ばれ、仏教倫理に
おける調和的思考の基本概念である。そしてこの思想は、全ての生きとし生けるものの相互連
繋性、また生と死は自然における本然で究極の原理であるという事、を明言している。欲深き
者たちは自己の欲望を追及するあまり、この調和を破壊する。彼らは自己の妄執を、血にまみ
れた象牙に彫り込もうとする。そして象牙の仏像や数珠が、ある一頭の象の命の終焉であるこ
とを知らない、あるいはそれに無頓着である。この砂絵アニメーションは、象牙の仏像や数珠
の製造過程を紹介する。これは象牙売買の悪行を阻止するよう世界に関心と警戒を呼び掛け、
また全ての動植物、さらに自然そのものの尊重と愛を育むことをうながす。

この世には、沢山の普通の人々がいる。
普通の人々が何の取柄もないわけでない。
普通の人だ、
と思いこむ事で取柄がなくなるのだ。
日常の生活の中で普通の人々は普通のように見える。
だが
実際には輝くものも持っているものだ。
この作品は普通の人々も事の成り行きや、登場人物と音
楽が出す緊張感の関係性よって普通から抜け出す事がある、という事を描く試み。
物語はさる中
国内の講堂で起こる。西洋人の教授が西洋のオペラについて講義を始める。
しかし講義が進行
する中、通訳が誤ってペットボトルに入った洗浄剤を飲んでしまい、通訳を続けられなくなる。
同
時にその洗浄剤は、音響機器の上にこぼれ、機器はは誤作動を始めてしまう。
場内は騒然となり、
講義は中断されそうになる。
そんな決定的瞬間、その場にいた掃除婦が美しい声で歌い始め、大
事な講義は中断されずに済んだ。

Directed by Jun WU,
2017 / 4:50 / 中国

(2) 我的小瘦 / My Childhood
Directed by Jiayao YU
2017 / 2:08 / 中国

この作品はフィッシュ・アニメーション・スタジオ制作の” My Childhood” シリーズからの 1 話
である。これは実話に基づく。シャオ・ホンという女の子が、子供の頃アヒルの子をペットして飼っ
ていた。アヒルの子はやがて大きくなり、ある日そのアヒルが彼女の両親によってスープに料
理されてしまっていた。シャオ・ホンは嘆き悲しむのだが、結末は思わぬ方向に、、、。

(3)

子 / The Dove

Directed by Tianyuan SHANG, Jiacheng ZHANG.
2011 / 9:47 / 中国

これは若いデザイナー、ガオユアン、についての話。彼は社会に出たばかりだった。しかし
現実と夢との違いに戸惑い、橋の上で出会った鳩に話しかけ、現実逃避をしようとする。若
い男は次第に心の中に冷たい壁を作り、うつ病になってしまう。ある日、沢山の未解決の問
題を考えているうちトランス状態におちいり、いつものように橋の上に向かう。そして鬱憤に
任せ、抗鬱剤を全部飲み込んでしまう。「人間は何故、翼なしで飛べないんだ？」と思い、
橋げたを乗り越え、身を投げる。瞬間、落下しながら死に直面する。そして突然気が付く、
彼の全ての苦しみや葛藤は、自分が直面する現実に偏った見方をしているからなのではな
いかと。男は助け出された。その後彼は自力立ち直り、新しい人生を始めることを決心する。

Directed by Yixin ZENG
2017 / 5:00 / 中国

(6) 泥 / Mud

Directed by Zihao ZOU, Hao LI, Yuchen HU, Chunyi LAN
2017 / 4:00 / 中国

雨の午後、行商人が降りしきる雨を避けようと、とある廃寺に駆け込む。
そこには一人の老人がお
り、土の入った籠を持ち、不思議な術を行っていた。
行商人はいたく感心し、老人にその籠を譲り
受けたい、と何度もかけ合う。
しかし売り物ではない、と断られる。
彼はあきらめ切れず、悪意が芽
生える。

(7) 深渊 / The Abyss

Directed by Wu ZHENG, Liying HUANG
2016 / 3:56 / 中国

若い狩人が夜半、突然狼に襲われ、不幸にも恋人を亡くしてしまう。
雪の闇の中、自らの命を守る
べく逃走する。
林の中を飢えた狼の群れが、彼が流す血の匂いを嗅ぎ分け、追いかけてくる。
彼は
断崖絶壁まで追いつめられる。
狩人にはもう行き場がない。
一瞬のためらいの後、彼は断崖から
身を躍らせる。
狼は断崖を迂回し、さらに追いかけてくる。
狼の群れが襲い掛かってくる、沢山の
罠が仕掛けられているとも知らずに。

(8) 通天

/ The Psychedelic Rope

Directed by Wu ZHENG, Liying HUANG
2016 / 3:56 / 中国

(4) S.M.H

古代中国の時代、長い過酷な戦争の時代を経て、街がよみがえりつつあった。
若い魔術師が街に
戻ってきた。
そして崩れかけた古寺に入る。
彼の目に過去の記憶がよみがえる。

Directed by Jiachen LI
2017 / 7:07 / 中国

S と M と H の 3 人の役割。ある工場で 3 人とも同じ量の食事を得るため働いていた。S の仕
事は速い。だが一番少量の食事がしかもらえない。H は仕事が一番遅い。しかし一番多くの
量の食事を受取っていた。だから S と H の間には、仕事量と食事について矛盾がある。S は、
作業用の自転車を H のものと取り替える。だが、その自転車は大変重く、工場自体が壊れ始
めてしまう。そこで S が起こした故障を修復すべく、H の協力を得、3 人協力して作業をする。
やがて工場は元の状態にもどり始める。もともと工場は警報装置の中にある動力装置で動い
たのだ。目覚まし時計が鳴り響く。最後に手が伸びて時計を止める。

(9) 皮

客 / Shapeshifter

Directed by Qi LI, Yini LIN, Juanjuan LONG
2012 / 4:26 / 中国

世界のアニメーション - 広島国際アニメーションフェスティバル受賞作より
(1) ジ・アルバトロス

【第 7 回大会 優秀賞】

監督：ポール・ブッシュ
1998 / 14:57/ イギリス
一艘の舟が雄大な航海に出る。ただ一人男が生き残る。
サミュエル・テイラー・コールリッジの「老水夫行」
をもとに、19 世紀の木版をカラーフィルムに直接かき
傷を付けてアニメーション化した作品。

(2) イン・ディヴィドゥ 【第８回大会 国際審査委員特別賞】
監督：ニコール・ヒューイット 1999/ 7:33/ クロアチア
命あるものと命なきものの脱構築と分解と転位。

(3) ザ・タイトロープ・ウォーカー 【第 9 回大会 優秀賞】
監督：ロベルト・カターニ
2002 / 6:13 / イタリア
綱渡りの曲芸師のような人生を歩む女性。

○19:40 〜 20:50

(4) ザ・ハート・イズ・ア・メトロノーム 【第 12 回大会 デビュー賞】
監督：ジャン・シャルル・ムボッティ・マロロ

2007 / 4:30/ フランス
短気な父と息子が最後の喧嘩をし、息子は家を出ることに
する。ダンスは二人にとって大事なふれあいの時。意思の
疎通をはかる唯一の手段。

(5) アップルパイ

【第 11 回大会 優秀賞】

監督：イザベル・ファベ 2006 / 9:23 / スイス
肉屋に恋をしたパン屋の乙女。しかし、猟師が連れている
犬が彼女の計画を台無しにする。

(6) 老人と海

【第８回大会 優秀賞】
監督：アレクサンドル・ペトロフ
1999/ 21:15 / ロシア、カナダ、日本

アーネスト・ヘミングウェイの「老人と海」のアニメーション化。

