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初の で開催が決定！　
若者の夢や希望を繋ぐ映画祭とするとともに、
若者の映像のチカラで日本を元気に寄与することを目指して開催！
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JCF 学生映画祭実行委員会
実行  高  秀蘭

　　    fe val

第16回JCF学生映画祭　初の で開催が決定！　
若者の夢や希望を繋ぐ映画祭とするとともに、
若者の映像のチカラで日本を元気に寄与することを目指して開催！

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度は、 によ
って影響を受けられた皆さまに、心より 申し上げます。
さて、 の第1回開催以来、「学生映画の 」として多くの才能を輩出して
「JCF学生映画祭」ですが、本年いよいよ第16回の開催を迎えることができました。これも皆
様方のご支援の賜物であると一同深く感謝しております。本当に有難うございます。
JCF学生映画祭は、第1回JCF学生映画祭を開催して以来、「若者の夢を引き受ける
を創造する」ことを目指し、一過性の で終わるのではなく、一貫して「世の中に貢献する
才能の発掘・育成」を に継続し開催して参りました。
本年は、 の感染拡大防止の観点から、JCF学生映画祭として初の
で開催することとなりました。 でコンペテイション 2部門（学生映画部門、

部門）を開催し、最終審査の結果、各部門 プリ、準 プリ等を含む入
賞作品が決定いたします。
審査は、JCF学生映画祭事務局による一次審査を経て、審査員による最終審査を実施し、各部
門の各賞が決定いたします。各部門で受賞した作品は、 上で公開いたします。

により、多くの が中止、延期となる状況下ではありますが、若者の夢や希望を
繋ぐ映画祭とするとともに、若者の映像のチカラで日本を元気に寄与することを目指して参り
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たいと考えております。
謹白

記

■「第16回JCF学生映画祭  」開催概要
●名  称：第16回JCF学生映画祭  
●開催日時： （火）～  （月）
●開催場所：  開催（JCF学生映画祭 サイト上での開催）

:http://www.jcf.jpn.com
●主　　催：JCF学生映画祭実行委員会
●共催　　：The  
●実行委員：実行 /高　秀蘭（映画 ）
　　　　　  実行委員/ 　廣樹（映画 ）
実行委員/ 太田　雅人（ GETTI代表 ）
●審査委員 : 林海象(映画監督)
　　　　　  松井久子(映画監督)
　　　　　  益田祐美子(映画 )
　　　　　  大津一瑯( )
●事務局　  : 事務局長 /福永信也( 地域活性化大学　代表 )
副事務局長 / o (The  代表 )
副事務局長 /東條勝弘(The  )
●協力　　：NEW / / GET H ings
●制作運営：JCF学生映画祭実行委員会
●行事内容： コンペティション
　　　　　　＜映像/映画部門＞１　学生映画(短編)部門　　2　 部門　　
●開催 （予定）
・ 6月：募集応募期間
・ 7月：事務局審査
・ 8月：審査員による最終審査で各賞を決定
※全て により 等の は、開催しません。ご了承ください。

■「JCF学生映画祭」これまでの歩み
JCF学生映画祭は、 当時の竹下内閣の＜ふるさと創生資金＞の1億円を活用した地域
振興という目的の為に、 が主催・開催していた「ゆうばり国際 ック映画
祭」（現在の同名の映画祭がありますが、主催形態が 。）の 特別協賛企画として

に＜学生映画の ＞を に、当時の949団体の ・同好会・ が所
属する日本 連盟（  ・  Fed tion）が主催した＜ゆうばり国際

ック映画祭　特別協賛企画　第1回JCF学生映画祭＞の流れを組み、第1回から
第3回までを で開催、第4回は と共催で 部門も拡充し、受賞監督に
新作映画を製作支援するオキナワ ラボを実施しました。第5回目は初の東京開催
で、東京 の温泉施設「大江戸温泉」内で「世界初！畳の上で映画祭」を開催、 に
LVMH（ルイヴィトン）映画祭で短編部門 プリを受賞した月川翔君（当時 在学）
を輩出しました。第6回は の公式 として、 O Lで開催し、国際学生
映画祭として世界各国の学生作品を集め世界の を披露致しました。第7回は運営を完全
に学生だけ行う形の に移行し東京・上野の東京国立 で開催いたしました。その
後、 の の財政破綻の報を聞き、 、 とこの映画祭が生まれた夕張
の地に恩返しをしようということで、夕張国際学生映画祭2 ・ を夕張で開催致しまし
た。
財政破綻の影響で中止になった「ゆうばり ック映画祭」も、地元 の運
営により復活を果たし、夕張での学生映画祭の2年間の活動の成果も残せました。 か
ら3年連続 で開催し 開催時には、映画部門、 部門に加えて 部門を
新設し、第12回JCF学生映画祭を開催。 から に第10回山形国際

と連携し第13回JCF学生映画祭を初の東北での開催。
にワオ・ 様特別協賛の元、 Lにて第14回JCF学生映画

2 レゴブロックで『魔女の宅急便』ジジを作って
みた！ 籠の中のジジを可愛く再現

3 12歳少女がコイン型リチウム電池を誤飲、食
道に停滞したまま死亡（露）

4 ゲームの制作者がデザインをパクったことがバ
レで開き直り

5 さんま「吉本に申し訳ないけど」尾田栄一郎の
依頼受ける

6 シバターの妻子を暴露した迷惑系ユーチューバ
ー　「やりすぎ」と批判相次ぐ

7 川崎希、ユニクロの会計方法に驚き　「ほぼ人
に合わない」「近未来的」

8 裸の王様･安倍晋三の"電撃辞任"で｢公明･山口
那津男総理｣が急浮上だ

9
ホリエモン、生配信の視聴者に「マジで死んだ
方がいい」連発 「野菜食べて偉い」コメント
にブチ切れカメラ殴る

10 書道で書いたら…　一瞬で矛盾してしまった『
目標』に２９万人が爆笑
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祭を初の関西での開催。 松本 として 松本 にお
いて 観光 ア 、 、
飯田 として IRO GUEST において学生映画ア ・パネルデ

ィスカッション第15回JCF学生映画祭を開催してきました。

■本件に関するお問い合わせ先
町春日5

　せとうちIT E内　JCF学生映画祭運営事務局
　 i l:fuk ga@ .jp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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2018年12月1日 プログラム 信州大学 キャンパス
長野県 インスタ ワード 長野県ドローンショートフィルムコンテスト 2019年3月2

日 プログラム YAMA HOUSE ワード

鹿児島県奄美大島瀬戸内
BAS

Ema una japanproject

株式会社

PR(しまのや)

可愛い50代はみんなやってる！老け
顔の人が絶対やらない寝る前の習慣
が衝撃

ビジネス

就活会議「学生が本当に行ってよか
ったINTERNSHIP 2020」を発表

ビジネス

【新潟ビジネス専門学校】MOS 世
界学生大会2020日本大会で二冠達
成！教育機関...

ビジネス

株式会社人事の味方、2022年卒業
予定学生向け※ オンライン企業・業
界研究イベン...

PR(「カルピス健康通販」)

日常生活におけるストレスを緩和す
る乳酸菌サプリ

ビジネス

インターハイ・全国選抜が中止！代
わりとなる高校生・大学生のための
アーチェリー大会...

1
裸の王様･安倍晋三の"電撃辞任"で｢
公明･山口那津男総理｣が急浮上だ

2
ゲームの制作者がデザインをパクっ
たことがバレで開き直り

3
米当局、極左暴力集団「ANTIFA」を
テロ組織認定へ　東京渋谷の警察抗
議デモにも参加

4
ホリエモン、生配信の視聴者に「マ
ジで死んだ方がいい」連発 「野菜食
べて偉い」コメントにブチ切れカメ

5
ガガ、トランプ大統領を猛批判「愚
かな人種差別主義者」

6
「障害を売りにするな」人生の再起
をかける車椅子YouTuberを襲った誹
謗中傷
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