
5/26

5/25

5/27

イーグレひめじ  あいめっせホール
13:00 東北復興応援プログラム 5本、約 85 分（無料）
             復興支援呼び掛け、原発問題を考える作品
14:40  スペシャルプログラム 日本の力（無料）
             協賛企業提供短編作品、日本の技術と力を感じる作品集
15:30 世界の短編映画パノラマ、8本、約 105 分（チケット×2）
             短編初心者向けへの入門編、アカデミー、クレルモンフェランなど
            世界の映画祭で話題の作品集
17:30  佐藤福太郎監督特集（チケット×1）
             短編映画２本
             映像制作の魅力と地域との関わり
19:15 フランス短編パノラマ 8本、約 80 分（チケット×2）
             フランス映画の多様性を紹介するプログラム
             ゴダール＆トリュフォー他、フランス映画界の若手の作品

イーグレひめじ  あいめっせホール 姫路文学館 姫路市立美術館
10:00　フレデリック・バック特集
               「木を植えた男」他、5本 95 分
　　　 （チケット×2）
12:05    世界の短編映画パノラマ
               短編初心者向けへの入門編 8本
              （チケット×2）
14:35     スタッフセレクション①恋愛特集
               5 本、約 120 分（チケット×1）

10:00　地域発信短編特集 6本、約 60 分（無料）
              地元高校生監督作品＋姫路出身井上真行
               監督新作短編＋ミニトーク
11:10    皆で楽しむ世界のアニメーション
               7 本、約 80 分（チケット×2）
               2012 年アカデミー受賞作品
12:40   初心者向けアート短編
              6 本、45 分（チケット×1）
              会話無、映像を楽しむ作品特集
13:40   フランス短編パノラマ 8本
　　　 約 80 分（チケット×2）
              フランス映画の多様性を紹介するプログラム
              ゴダール＆トリュフォー他
              フランス映画界の若手の作品
15:30   横浜聡子監督特集②
              「真夜中からとびうつれ」
              「おばあちゃん女の子」上映
              上映 44 分＋トーク１時間
              （チケット×2）★要整理券
17:30    公募コンペ授賞式、約 30 分 ( 無料）
               ★公募コンペ鑑賞者優先入場

10:00　animation soup 特集
               16 本、約 75 分
　　　（チケット×1）  
　　　　　親子で楽しむアニメーション
12:00    初心者向けアート短編
              6 本、45 分（チケット×1）
13:00    皆で楽しむ世界のアニメーション
              ７本、約 80 分（チケット×2）
15:00   animation soup 特集
　　　 16 本、約 75 分
              （チケット×1）
               親子で楽しむアニメーション

イーグレひめじ  あいめっせホール 姫路文学館

西二階町  七福座

姫路市立美術館

短編映画鑑賞チケットのご購入案内

10:00　皆で楽しむ世界のアニメーション
              ７本、約 80 分（チケット×2）
               2012 年アカデミー受賞作品他　
11:30　世界の短編映画パノラマ
　　　  8 本、約 105 分（チケット×2）
               短編初心者向けへの入門編、アカデミー
　　　 クレルモンフェランなど世界の映画祭
　　　 で 話題の作品集
13:20　横浜聡子監督特集①
　　　 「ジャーマン＋雨」上映
　　　 上映 71 分 +舞台挨拶 10 分
　　　 （チケット×2）
　　　 ★要整理券
14:50   フランス短編パノラマ 8本、約 80分
　　　 （チケット×2）
16:20  　フレデリックバックミニ特集
　　　 （illusion+ 木を植えた男）45 分
              （チケット×1）
17:30    公募コンペティション入選作品
　　　  3 時間 15 分（チケット×1）
              （途中休憩あり、点灯時入退場可）
　　　 入選監督舞台挨拶あり
　　　 半券で翌日の授賞式優先入場可

10:30　animation soup 特集
               16 本、約 75 分
              （チケット×1）
　　　 親子で楽しむアニメーション
12:30    初心者向けアート短編
              6 本、45 分（チケット×1）
13:30    フレデリック・バック特集　
               「木を植えた男」他、5本 95 分
　　　   （チケット×2）
15:15   animation soup 特集
　　　  16 本、約 75 分
              （チケット×1）
               親子で楽しむアニメーション

10:00　東北復興応援プログラム
               5 本、約 85 分、復興支援呼び
               掛け、原発問題を考える作品（無料）
11:35　スタッフセレクション②
              アニメーション特集 10 本、約 80 分
              （チケット×1）
13:00    スタッフセレクション④
              入門編　特集 5本、約 120 分
              （チケット×1）
15:15   スタッフセレクション③
              コメディ特集 5本、75 分 （チケット×1）

14:00~14:50　開場 13：00 
※別途専用チケット必要
    ( チケット料金 3000 円）

12:00    月世界旅行社　関西自主映画特集 ( 無料）
14:00    スタッフセレクション 5 ( 無料）
15:30    月世界旅行社　関西自主映画特集 ( 無料）

西二階町  七福座
12:00    月世界旅行社　関西自主映画特集、360 分 ( 無料）

上映プログラム一覧
ひめじ国際短編映画祭2012

5月25日（金）26日（土）27日（日）

望景亭 ジュスカグランペールコンサート

前売りチケット（￥500）は以下の場所にて
お買い求めいただけます。
・ひめじ国際短編映画祭事務局
　079-281-0876
・神姫バス旅行センター
　079-224-1501
・文化センタープレイガイド
　079-298-8015
・キャスパホールプレイガイド
　079-284-5806
・パルナソスホールプレイガイド
　079-297-1141　
当日チケット（￥600）は各上映会場窓口と
ひめじ国際短編映画祭 2012 本部（大手前公園）
にてお買い求めいただけます。
※小学生以下無料


