
編集部からのお知らせ  

 

第16回JCF学生映画祭　開
催のご案内　
株式会社地域活性化大学  From: PR TIMES  2020-06-02 16:12

online movie festival

初のonline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！

2020年6月2日
報道関係各位
JCF 学生映画祭実行委員会
実行委員長 高 秀蘭
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新着記事まとめ：アジャイル開発が支えるDX 新しい働き方の関連記事はこちら

ZDNet Japan プレスリリース

データ保護の最適解-デジタル活用社会のバックアップ戦略PR

顧客データの最適な管理方法などマーケター必読の情報がここに！PR

「データ活用」進んでいますか？遅れがちなDWH導入のヒントPR

導入事例、製品情報、調査・レポートなど、ホワイトペーパー多数掲載PR

運用管理
安全なテレワークや在宅勤務を担保する、DCセキュリ
ティの新パラダイム

1

経営
ひとり情シス・はぐれ情シスでも安心のシンプルで確
実なBCP/DR対策

2

セキュリティ
【事例動画】日本国内で最も多い侵入手口が明らか
に！標的型ランサムウェア攻撃の実態と対策法を徹底
解説

3

セキュリティ
ついに“サイバー攻撃AI”の攻撃事例が！将来のAI攻
撃シナリオを検証しいち早い対策を

4

ビジネスアプリケーション
【事例】導入2ヶ月でメール問い合わせ半減！「サンプ
ル百貨店」企業に学ぶチャットボット活用術

5

windows-server
伝説の「ひとり情シス」が解説、5つのステップで実現
できる“ミニ仮想環境”構築 指南書

1

コミュニケーション
在宅勤務・テレワークで効果を発揮! SB C&Sが明か
すTeams活用事例

2

運用管理
3つの業界それぞれの「バックアップ」に関する課題と
解決方法をわかりやすくマンガで解説

3
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第16回JCF学生映画祭　初のonline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、新型コロナウイルスによって影響を受け
られた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
さて、1999年の第1回開催以来、「学生映画の甲子園」
として多くの才能を輩出してまいりました「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ステージを創造する」こと
を目指し、一過性のイベント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」をコンセプ
トに継続し開催して参りました。
本年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点か
ら、JCF学生映画祭として初のonlineで開催することと
なりました。onlineでコンペテイションプログラム2部
門（学生映画部門、ショートムービー部門）を開催し、
最終審査の結果、各部門グランプリ、準グランプリ等を
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、NET上で公開いた
します。
コロナ禍により、多くのイベントが中止、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たいと考えております。
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運用管理
3層構造のITでは、なぜDXが進まないのか--ある中堅
製造業はいかにDXの第一歩をスタートさせたか？
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仮想化
なぜ多くの企業が仮想デスクトップへの移行を急いで
いるのか？その理由と最適なDaaSを知る
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■「第16回JCF学生映画祭 online」開催概要
●名 称：第16回JCF学生映画祭 online

●開催日時：2020年6月2日（火）～ 8月31日（月）
●開催場所：online 開催（JCF学生映画祭WEBサイト上
での開催）
URL: (リンク ») 

●主　　催：JCF学生映画祭実行委員会
●共催　　：The Japan Project

●実行委員：実行委員長/高　秀蘭（映画プロデューサ
ー）
　　　　　 実行委員/大和田　廣樹（映画プロデューサ
ー）
実行委員/ 太田　雅人（株式会社GETTI代表取締役）
●審査委員 : 林海象(映画監督)

　　　　　 松井久子(映画監督)

　　　　　 益田祐美子(映画プロデューサー)

　　　　　 大津一瑯(脚本家)

●事務局　 : 事務局長/福永信也(株式会社地域活性化大
学　代表取締役)

副事務局長/Minto Brown(The Japan Project代表取締役)

副事務局長/東條勝弘(The Japan Project取締役)

●協力　　：NEW WAVE/ドリームキッド/TARGET

Holdings

●制作運営：JCF学生映画祭実行委員会
●行事内容：onlineコンペティション
　　　　　　＜映像/映画部門＞１　学生映画(短編)部
門　　2　ショートフィルム部門　　
●開催スケジュール（予定）
・2020年6月：募集応募期間
・2020年7月：事務局審査
・2020年8月：審査員による最終審査で各賞を決定
※全てonlineにより上映会等のイベントは、開催しませ
ん。ご了承ください。
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リリース
【共同検証】大容量給電を実現する最新規格PoE++対応給
電スイッチの相互接続検証を実施
アライドテレシスホールディングス株式会社

イベント
vSphereの既存ストレージを爆速に！？新機能キャッシュ自
動調整で楽々構成
株式会社クライム

企業ブログ
増大するデータワークロードに対応するハイパースケール
ストレージのトレンド
ファルコンストア・ジャパン株式会社
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■「JCF学生映画祭」これまでの歩み
JCF学生映画祭は、1989年当時の竹下内閣の＜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、夕張市が主催・開催していた「ゆうばり国際ファ
ンタステイック映画祭」（現在の同名の映画祭がありま
すが、主催形態が違います。）の10周年特別協賛企画と
して1999年に＜学生映画の甲子園＞を合言葉に、当時
の949団体のクラフ゛・同好会・サークルが所属する日
本サークル連盟（Japan Club・Circle Federation）が主
催した＜ゆうばり国際ファンタステイック映画祭　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回までを夕張市で開催、第4回は沖縄県那覇市
と共催でアジア部門も拡充し、受賞監督に新作映画を製
作支援するオキナワコンテンツラボを実施しました。第
5回目は初の東京開催で、東京お台場の温泉施設「大江
戸温泉」内で「世界初！畳の上で映画祭」を開催、
2010年にLVMH（ルイヴィトン）映画祭で短編部門グラ
ンプリを受賞した月川翔君（当時成蹊大学在学）を輩出
しました。第6回は愛知万博の公式プログラムとして、
EXPOHALL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レベルを披露致しました。第7

回は運営を完全に学生だけ行う形のフレームに移行し東
京・上野の東京国立博物館で開催いたしました。その
後、2007年の夕張市の財政破綻の報を聞き、2007年、
2008年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2007・2008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「ゆうばりファンタステ
イック映画祭」も、地元NPO法人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。 2011年から3年連続鳥取県で開催し2013年
開催時には、映画部門、アニメ部門に加えてマンガ部門
を新設し、第12回JCF学生映画祭を開催。2014年11月
12日から11月15日に第10回山形国際ムービーフェステ
ィバルと連携し第13回JCF学生映画祭を初の東北での開
催。2016年11月26日にワオ・コーポレーション様特別



協賛の元、心斎橋SUNHALLにて第14回JCF学生映画祭
を初の関西での開催。2018年12月1日松本プログラムと
して信州大学松本キャンパスにおいて長野県観光インス
タアワード、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日飯田プログラムとしてYAMAIRO

GUEST HOUSEにおいて学生映画アワード・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
鹿児島県奄美大島瀬戸内町春日5

　せとうちITBASE内　JCF学生映画祭運営事務局
　Email:fukunaga@japanproject.jp
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