小平市を舞台に平成 27・28 年度に制作した映画で
グリーンロード、あじさい公園、７小、あの駐輪場
山之内整形外科、福祉会館、ほっとスペース「きよ
か」、玉川上水、白梅学園……を訪ねてみませんか。

2018 年 9 月 13 日（木） 13：30 開場 14：00～16：30
ルネこだいら 地下 1 階 レセプションホール
東京都小平市美園町 1-8-5（西武新宿線｢小平駅｣下車、南口徒歩 3 分）
駐車場はございませんので、ご来場の際は電車・バスをご利用ください。

第 12 回子どもシネマスクール制作作品

●第 1 部● 「おじいちゃんの季節」 上映（47 分）
◆キャスト◆

社会問題化している「認知症」を取り上げました。

映画では、交通

石濱 朗

事故で両親を失くした３人姉弟が、一緒に暮らす祖父の認知症に向

戸佐幸音 ｜ 広瀬みお ｜ 今村草志

き合いながら、祖父の戦争体験を知って成長していく姿を描きます。

上月左知子 ｜ 南原健朗 ｜ 板倉光隆 ｜ 千葉誠樹

認知症は加齢で起こる一症状と考え、地域で支え合っていく人々の

制作：竹下資子

監督：後藤俊夫

姿を描きました。

第 13 回子どもシネマスクール制作作品

●第 2 部● 「少年ムヒカ 道徳のものさし」 上映（50 分）
◆キャスト◆
乙津昂光海｜藤江優奈
南原健朗 ｜石濱 朗｜上月左知子｜草薙 仁
嘉月絵理｜板倉光隆｜千葉誠樹｜山科ゆき子

制作：竹下資子

監督：坂下正尚

小学５年生の渡辺一輝は幼い頃に両親を亡くし祖父と二人で質
素に暮らしていた。彼は、ウルグアイの元大統領“ホセ・ムヒカ”を尊敬
し、クラスメートに笑われても自分のズボンの穴にツギをあててはいて
いた。 そんなある日……
学校では、道徳が教科化されることになったが、子供たちに「自分
の中に道徳のものさしをきちんと持つように」担任の杉浦は教える。

参加費 無料（カンパ歓迎）

お申込み・問合せ （担当：竹下）
〒163-8799 新宿郵便局私書箱１６４
TEL：03-3200-2118 ＦＡＸ：042-344-3399

タイトル(分数)

回・年度

第１回
平成１４年度

第２回
平成１５年度

第３回
平成１６年度

第４回
平成１７年度

第５回
平成１８年度

スタッフ・キャスト

「ぼくらの夏休み」 （23分）

スタッフ… 監督：後藤俊夫 他

キーワード：農業

キャスト…金子吉延 草薙仁 他

「パチ！パチ！」 （65分）

スタッフ… 監督：及川善弘 撮影監督：長田勇市 美術監督：木村威夫 他

キーワード：ソロバン

キャスト… 石濱朗 杉義一 南原健朗 久保明 他

きらきら談話室第１話

「今日からはじまる」 （44分）

キャスト… 上月左知子 石濱朗 中真千子 山浦栄 他

「講談少年パパンパン」 （75分）

スタッフ… 監督：瀬川昌治 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：木村威夫 他

キーワード：講談 本牧亭

キャスト… 千葉繁 辰巳琢郎 斉藤清六 出光元 俵山栄子 他

きらきら談話室第２話「

スタッフ… 監督：五十嵐敬司 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：木村威夫 他

キーワード：ケータイいじめ

キャスト…上月左知子 石濱朗 久保明 杉義一 高野真二 他

「五月の空」 （49分）

スタッフ…監督：松林宗恵・瀬川昌治 美術：木村威夫 撮影：満井坦彦 他

平成１９年度

キーワード：松林・瀬川・木村威夫そろいぶみ

キャスト…板倉光隆 俵山栄子 野村信次 世志凡太 斉藤清六 他

第７回

「ぼくらの自転車日記」 （38分）

スタッフ…監督：後藤俊夫 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：木村威夫 他

キーワード：自転車マナー

キャスト…石濱朗 上月左知子 南原健朗 板倉光隆 草薙仁 他

第６回

平成２０年度

第８回
平成２１年度

第９回
平成２３年度

第10回
平成２4年度

第11回
平成２6年度

第12回
平成２7年度

第13回
平成２8年度

第14回
平成２9年度

きらきら談話室第3話

「よさこいの向こうに」 （38分）

キーワード：よさこい踊り

きらきら談話室第4話

「笑顔がいちばん」 （52分）

スタッフ…監督：後藤俊夫 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：木村威夫 他
キャスト…石濱朗 久保明 上月左知子 石浜美希 泉水美和子 寺本純菜 他

スタッフ…監督：坂下正尚 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：林 隆 他

キーワード：東日本大震災 避難者いじめ

キャスト…上月左知子 石濱朗 よの森あかね 横須賀泰希 中根一樹 他

きらきら談話室第5話「

スタッフ…監督：坂下正尚 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：林 隆 他

唐がらしのまち」 （40分）

キーワード：内藤唐辛子

きらきら談話室第6話

「開店 きらきら食堂」 （40分）

キーワード：子どもの貧困

きらきら談話室第7話

「おじいちゃんの季節」 （47分）

キーワード：地域で支える認知症
きらきら談話室第8話

キャスト…上月左知子 石濱朗 板倉光隆 髙橋美来 浅田晴香 服部幸子 他

スタッフ…監督：後藤俊夫 撮影監督：岩渕 弘 美術監督：林 隆 他
キャスト…上月左知子 石濱朗 菅野菜保之 矢野泰子 益田悠佳 藤江優奈 他

スタッフ…監督：後藤俊夫 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：小口詩子 他
キャスト…石濱朗 上月左知子 山科ゆき子 南原健朗 千葉誠樹 戸佐幸音 他

「少年ムヒカ 道徳のものさし」（50分）

スタッフ…監督：坂下正尚 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：星埜恵子 他

キーワード：道徳のものさし

キャスト…南原健朗 石濱朗 上月左知子 乙津昂光海 藤江優奈 草薙仁他

講座「映画のつくり方」
平成30年3月24・26・27日

西東京市

世田谷区

スタッフ… 監督：五十嵐敬司 撮影監督：伊藤嘉宏 美術監督：木村威夫 他

キーワード：ニートと万引き

ビタミン・愛」 （35分）

実施地区

講師…後藤俊夫（映画監督）・星埜恵子(美術)・佐藤理（脚本）・林隆（美術）
石濱朗(俳優)・山科ゆき子(俳優)・弓家保則（演出）

新宿区

多摩市

新座市

調布市

立川市

豊島区

武蔵野市

新宿区

豊島区

小平市

小平市

小平市

◎上記作品（1～13回）は、当法人ホームページ（http://www.eibunsin.com/）及びYouTubeにてご視聴いただけます。

