
米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭  ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2019 

約１万作品の中から選出！グランプリ 「ジョージ・ルーカス アワード」は 

ツェンファン・ヤン監督による『見下ろすとそこに』に決定！ 

アカデミー賞短編部門につながる４作品も発表 

 5月29日（水）より開催してきた今年21年目を迎えた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭ショート ショー
ト フィルムフェスティバル & アジア（SSFF & ASIA）は、６月１６日(日）のアワードセレモニーにて閉幕。 
 

セレモニーでは、各部門の受賞作品の発表・授与が行われ、およそ１万本の中から選ばれた、世界で唯一のジョージ・ルーカスの 
名を冠したグランプリは、ツｴンファン・ヤン監督による『見下ろすとそこに』（制作：中国、フランス）に贈られました。 
また、インターナショナル、アジア  インターナショナル、ジャパン部門およびノンフィクション部門 supported by ヤフー株式会社の各
優秀賞も発表され、計4作品が2020年の第92回アカデミー賞短編部門ノミネート候補となりました。 
 

「映画である理由」を見いだせる作品、生きている・魂が感じられる作品を評価した（公式審査員 安藤桃子）、 
短編ならではの起爆性、短さの中の衝撃度というのをポイントにした（公式審査員 中江有里）とコメントされた今年のオフィシャル
コンペティションほか、各部門の受賞結果を以下にお知らせいたします。 
ぜひご紹介いただけますと幸いです。 

SSFF & ASIA 2019 グランプリ「ジョージ・ルーカス アワード」受賞作品  
アジア インターナショナル部門 優秀賞 （東京都知事賞）【第92回アカデミー賞短編部門ノミネート候補】  

【ツェンファン・ヤン監督】 
 
2010年に映像制作を開始。彼のデビュー作
『DISTANT』はロカルノ映画祭で上映され、続くド
キュメンタリー作品『WHERE ARE YOU GOING』
はロッテルダム国際映画祭で上映された。本作はヴェ
ネツィア国際映画祭、ニューヨーク映画祭、釜山国
際映画祭などで上映されている。 
 
 

『見下ろすとそこに』（Down There）     

 監督：ツェンファン・ヤン/10:15/中国、フランス/ドラマ/2018 

   

階下からの騒音が穏やかな夜を一変させる。冷酷で無関心な住民

もいれば、迷惑そうな住民もいる。人も反応は実に様々だ。 

報道関係各位  
2019年6月16日 

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 

各賞の情報解禁はセレモニーの 
発表・授与後になります。 

【受賞理由】フレーミングが素晴らしく、大画面でも見応えがある。何度も観ることができるし、観るたびに発見がある。人間
の潜在意識、社会性や閉塞感がうまく表現されていた。また文字だけでは難しい、映画だからこそ表現できたものであり、
ショートフィルムの可能性を感じる作品。 



インターナショナル部門 優秀賞 【第92回アカデミー賞短編部門ノミネート候補】 

【メリアム・ジュベール監督】 
チュニジア系アメリカ人の脚本家、監督。モントリオールにあ
るメル・ホッペンハイム映画学校卒。現在、本作の長編バー
ジョンも含む３つの長編作品を製作中。2016年にはベルリ
ナーレ・タレンツ、TIFFタレンツラボ、そして Rawi 脚本家ラ
ボに参加。 

『兄弟愛』（Brotherhood） 

メリアム・ジュベール/25:00/カナダ、チュニジア、カタール、

スウェーデン/ドラマ/2018 

 

羊飼いの父は妻と2人の息子とチュニジアの田舎町で暮らす。

ある日長男がなんともミステリアスな新妻を連れて長い旅から帰

郷してきた。それから３日間、父と長男の間に走り続けた緊張

はついに頂点に達する。 

ジャパン部門 優秀賞（東京都知事賞）【第92回アカデミー賞短編部門ノミネート候補】 

【見里朝希（みさとともき）監督】 
1992年東京都生まれ。2016年武蔵野美術大学造形
学部視覚伝達デザイン学科卒業。2018年東京藝術大
学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。 

『マイリトルゴート』（My Little Goat) 

見里朝希/10:13/日本/アニメーション/2018 

 

オオカミに食べられてしまった子ヤギ達を胃袋から助け出すお母

さんヤギ。しかし、長男のトルクだけが見つからない！ 

■オフィシャルコンペティションの応募数と上映数（米国アカデミー賞短編部門ノミネート選考対象部門） 
・インターナショナル部門    応募数：5,320作品（国数：96カ国） 上映数：36作品（国数：20カ国） 
・アジア インターナショナル部門   応募数：1,627作品（国数:27カ国）   上映数：22作品（国数：11カ国） 
・ジャパン部門             応募数：328作品                             上映数：19作品 
■優秀賞賞金：60万円 
■公式部門審査員（五十音順/敬称略）：安藤桃子、かたせ梨乃、ジーナ・デラバルカ、中江有里、永瀬正敏 

【受賞理由】風や空気の感触まで伝わってくるような映像、親子や兄弟の血のつながりをリアルに感じられる演出、そしてキャス
ティング全てが素晴らしい作品である。 

【受賞理由】恐怖感や悲しさなどキャラクターの感情が丁寧に表現されている。アニメーションのクオリティの高さに加え、童話と社
会問題を巧みに融合させたメッセージ性の高い作品。 



Cinematic Tokyo部門 優秀賞（東京都知事賞）  

【ハッサン海 監督】 
カリフォルニア州の映像制作会社Portal Aのクリエイティ
ブ・ディレクター兼共同創業者。監督作品の総閲覧数は
10億回を超え、AdweekのCreative 100にも選ばれ
た。 

『ロブ』 （Robu） 
ハッサン海/19:00/日本/サイエンスフィクション/2018 
 
父親か遺゙した漫画シリースの゙第二巻を探しに東京まで来た17歳
のアメリカ人少年ロフ。゙彼は東京中を探し回るうちに実は漫画の
中の世界か現゙実で、自分か主゙人公であることに気づいていく。 

■Cinematic Tokyo 部門 応募数：280作品（50カ国） 上映：6作品（3カ国） 
■優秀賞賞金：100万円  

Tokyo Cine-magic 2019 『ホセのトーキョー夢物語』 

国内外の多くの人々が訪れたくなる「東京」をテーマに、「Cinematic Tokyo部門」で特別上映するショートフィルムを製作する
「Tokyo Cine-magic」。SSFF ＆ ASIAで過去受賞した新進気鋭の監督による企画の中から最も優れたものを選定し、 
多彩な「東京」の魅力を世界に広く浸透させ、国内外の多くの人々が東京へ訪れたくなるようなショートフィルムを、 
SSFF & ASIAプロデュースのもと製作しています。 
完成作品は、SSFF ＆ ASIAでの上映のほか、国内外の映画祭での上映、東京都の観光プロモーションにおける活用など、
様々な機会を活用して東京の魅力を発信していきます。 
http://shortshorts.org/tokyo_project/cinemagic.html 

『ホセのトーキョー夢物語』 
15:09 / 2019年 / 日本 
脚本・監督：田中希美絵  
ヤンシュー・フェイ(共同脚本/撮影） 
キャスト: ディエゴ・カターニョ（「ナルコス」）、 
ナッシュ・エジャートン（『ある少年の告白』 
製作総指揮）、吹越満 
 
SNSインフルエンサー、アレックスの番組アシスタントの仕事で
初来日したメキシコ人の青年ホセ。アレックスの無茶な要求に
奮闘しながら東京の街を駆け巡ったホセは、夢のような体験を
することに── 

【田中希美絵 監督】 
愛知県名古屋市生まれ。ニューヨーク大学大学院映画学科
卒業、東京大学経済学部卒業。インド、チリでビジネスアナリ
ストとして活躍後、ニューヨーク、パリ、シンガポールを移り住み
ながら、映画製作を開始。『かくれんぼ』はトロント国際映画
祭入選、Sguardi Altrove映画祭で最優秀作品賞を受
賞。デビュー作『寿』はショートショートフィルムフェスティバル&ア
ジアで最優秀作品賞、最優秀女優賞等、両作品とも世界
各地の映画祭に入選。フィクション映画だけでなく、ドキュメン
タリー、ウェブシリーズ、ミュージックビデオ等、ジャンル・様式・媒
体にこだわらない独自の表現方法を探っている。パリ在住。 

6月16日(日）よりYouTubeで配信開始。 

【受賞理由】東京の秋葉原や新宿などがロケ地に使われているだけでなく、居酒屋カルチャーや地元民とのコミュニケーションな
どガイドブックに載っていない体験価値をうまく表現している作品。エンターテイメント性も高く、作品としてのクオリティも高い。 



U-25 Project supported by 日本セーフティー 

【原清楓 監督】 
長野県出身。多摩美術大学でテザイ゙ンを学んだ後、ヨーロッハの゚ア
ニメーションに惹かれ、ロ ンドンの大学院へ進学。Central Saint 
Martinsでアニメーションを学ぶ。 

『デル－ジ』（The Deluge） 

原清楓/2:04/イギリス/ アニメーション/2018 

 

汚れた人間たちに怒った神は、世界を一掃しようとお風呂に入

ることにする。ノアと家族と動物たちは神様の起こす波にもまれ

ながらも、必死に生き残る。 ベンジャミン・ブリテンのオペラ『ノア

の洪水』をオマージュしたアニメーション。 

■U-25 Project supported by 日本セーフティー 応募数：71作品  上映： 14作品 
■優秀賞賞金：30万円  

【受賞理由】オペラ楽曲を効果的に使用した、個性的な作品。アニメーションのクオリティも高かく、監督の作家性も強く感じられ、 
日本国内に留まらず、国際的な舞台での活躍が期待できる。 

ノンフィクション部門 supported by ヤフー株式会社 優秀賞  【第92回アカデミー賞短編部門ノミネート候補 

『ドゥルセ』（Dulce）  

アンジェロ・ファッチーニ & ギレ・イサ/10:30/アメリカ/ 

ノンフィクション/2018 

 

コロンビアの海岸沿いの村で自分の娘に泳ぎを教える母。泳ぐこと

を覚えれば、村の娘たちとマングローブの沼で貝を収穫することもで

きる。 

【 アンジェロ・ファッチーニ監督＆ ギレ・イサ監督】 
アンジェロ・ファッチーニはバルセロナを拠点とする監督・シネマトグラ
ファー。オスカーにノミネートされたMarcel Mettelsiefen、
Stephen Ellis共同監督による長編作品『Ski Dreams』の制
作に参加した彼にとって本作は『Jungles on Paris』企画４本目
の短編作品となる。 
ギレ・イサはペルーのリマ出身の映画監督、プロダクションデザイナー。
彼が共同監督を務めた『Jungles in Paris』短編作品集はHot 
Docs カナディアン国際ドキュメンタリー映画祭やアトランタ、バルセ
ロナ、アムステルダムなど様々な映画祭で上映された。その他にも
フィクション作品の脚本と監督も多数手がける。 

【受賞理由】日常の一コマを切り取ったような作品ながら背景にある環境問題へ意識を向けさせるよう見事に構成されている。 
映し出される人々の表情と言葉に真実が宿っており、作り手の費やした手間がうかがえる。また、映像もとても豊かで美しく、ショー
トフィルムのノンフィクションとして必要な要素が詰まった作品。 

■ノンフィクション部門 supported by ヤフー株式会社 応募数： 750（82カ国） 上映 14作品（12カ国） 
■優秀賞賞金：60万円 ■審査員 （五十音順/敬称略）：原田眞人、ホラン千秋、水上賢治 



【カルロス・バエナ 監督】 
スペイン出身。カルロスは、インダストリアル・ライト&マジック、ピク
サー、パラマウント・ピクチャーズで働いた経験を持つ。また、実写の
短編映画『Play by Play』、『MarketSt』も監督。AIロボット
『COZMO』のキャラクター監督も務めた。「Animation Mentor」、
「Artella」の共同創業者。現在はカリフォルニアのロサンゼルスに在
住している。 

『観覧車』（La Noria）  

カルロス・バエナ/12:55/スペイン/アニメーション

/2018 

 

観覧車の絵を描いたり作ることが好きな少年が、彼の人

生を一変させる奇妙な生き物と出会う。 

■CGアニメーション部門 応募数  ：747作品（73カ国） 上映：12作品（8カ国） 
■優秀賞賞金：60万円 ■審査員 （五十音順/敬称略）：杉山知之、諏訪道彦、とよた真帆 

CGアニメーション部門 優秀賞 

【受賞理由】ライティングや体の動きなど細部まで見事に表現されており、入選作品の中でも特にクオリティの高い作品。 
主人公の背景などがはっきりと描かれていないため、ストーリーや作品のメッセージを自分なりに理解しようと視聴者の感情が動かさ
れる点も本作品ならではの魅力。 

第3回ひかりTVアワード受賞監督作 『さよならドロシー～ひとりぼっちの魔法使い～』 

【倉田健次 監督】 
映画監督/脚本家/小説家。「サンダンス・NHK国際映像作
家賞」にてグランプリ受賞。連続テレビドラマ『ふたりモノローグ』
監督/脚本、『Novela Picaresca』『藍色少年少女』
『EVERYTIME WE SAY GOODBYE』等、国内外の国際
映画祭にて多数受賞。 

『さよならドロシー～ひとりぽっちの魔法使い～』  

倉田健次/20:00/日本/ドラマ/2019 

 

テツ子は夢見る女の子。母子二人で幸せに暮らしていたテ

ツ子だったが、母・とし子の病が悪くなった事で、叔父の家

へ預けられる事になる。そこでテツ子は母の病を治す為【魔

法使い】になる事を決めるが、その突飛な行動は周囲に混

乱を招き、次々とたらい回しにされていく。 

父方の優しい祖父・喜八に預けられたテツ子は、転校先で

出逢ったぽっちゃり少女・グリ子を【使い魔】とし、魔法修行

を加速させていく！しかしそんなテツ子にも非情な運命は

降りかかり… 

海外映画祭出品後、2019年内に 
NTTぷらら ひかりTVにて配信予定 
https://www.shortshorts.org/content/strea
ming/9555/ 



第4回ひかりTVアワード 

『島のシーグラス』（seaglass)  

榊原有佑/20:46/日本/ドラマ/2018 

 

熊本県上天草市湯島に１年前に移住してきた元骨董品鑑定士の神

田（68）は１年経っても島民との交流はなく、コレクションの絵画や骨

董品を眺める生活をしていたが、ある事をきっかけに、島の子供である朱

莉との不思議な交流が始まる。 

【 榊原有佑 監督】 
2012年より映画制作会社andpicturesに所
属し本格的に映画監督として活動を始める。 
2013年に初監督作品の「平穏な日々、奇蹟
の陽」がショートショートフィルムフェスティバル & 
アジア 2014 ジャパン部門ノミネート。 

ジャパン部門ノミネート監督の中で最も4Kの魅力を伝える事ができる監督へ贈られる賞。 受賞監督は、4Kオリジナルショート
フィルムをNTTぷららと共に製作。 
 

【本件に関するお問い合わせ先】 
 

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア  PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ E-mail： SSFF@ssu.co.jp 

 

ショートショート実行委員会  担当：田中 TEL：03-5474-8201 ／ FAX：03-5474-8202 ／  

E-mail press@shortshorts.org 

 
 

【本資料に関する画像については、下記よりダウンロードいただけます】 
https://www.dropbox.com/sh/yydo70cp42kbilz/AADjtyl3hQaDF4
98jtbnf8Jta?dl=0 
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