
今後の上映スケジュール 

 

■本上映 

高崎電気館(高崎市地域活性化センター) 

住所：〒370-0815 群馬県高崎市柳川町 31 

上映日：2021年 1月 16日(土) 10:00-19:00 

上映作品：劇場用再編集版(約 90分) 

観賞料金：一般 1,000円／学生 500円 

 

アテネ・フランセ文化センター 

住所：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2丁目 11 

上映日：2021年 3月 30日(火) 13:00-21:00 

上映作品：完全版(194分)／劇場用再編集版(約 90分) 

鑑賞料金：一般 1,500円／学生 1,000円(完全版) 

     一般 1,000円／学生 500円(劇場用再編集版) 

 

■試写会 

東広島芸術文化ホールくらら 

住所：〒739-0015 広島県東広島市西条栄町 7-19 

上映日：2021年 1月 11日(祝) 9:30-21:30 

上映作品：完全版(194分) 

観賞料金：試写会につき無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



劇場用再編版における上映作品一覧 

( 短編 66作品 + オープニング・エンディング ) 

 

タイトル 監督 団体 

『明日はきっと…』 宮島健心 大阪市立大学映画研究会 

『明日何したい？』 トマト 東京工芸大学映像制作サークル 

『明日になって死ね』 中畑 智 東京大学映画制作スピカ 1895 

『あなが空いた恋』 真鍋 綾 京都市立芸術大学映像研究部 

『生きてりゃ』 新堀悠哉 北海学園大学放送研究会 

『いと、夏、君ノ声』 石垣翔太郎 成城大学映画研究部 

『色付け』 中川裕太 福岡大学映画研究部 

『うちらは日本の』 さくちゃん 高崎経済大学映画研究部 

『有漏(URO)』 林 龍太郎 大阪芸術大学映画研究会 

『おてだま三姉妹』 平山友斗 横浜国立大学映画研究会 

『ガーベラ』 前園茜音 大阪教育大学映像制作サークル  

ライパチフィルム 

『カメラを持って世界旅行』 松下周平 明治大学映像集団鵺 

『希望と絶望の部屋』 戸田杜男 前橋工科大学放送部 

『小傘の夜更かし』 入江生真 成城大学映画研究部 

『三者三洋』 黒川敏郎 埼玉大学映像制作サークル

MaVie 

『主よ、人の望みの喜びよ』 熊谷宏彰 群馬大学映画部

【MEMENTO】 

『上司とのリモート面談中に 

彼女入ってきて喜びすぎな

奴』 

夏原海斗 京都芸術大学 

グランディール・モーションズ 

『精神世界における光につい

て』 

沙紅 一橋大学・東京女子大学 

放送集団オケアノス 

『全然』 篠田 衛 立教大学シネマトグラフ 

『空色』 Antane 映像制作チーム at.gumi 

『空の色、水の色。』 Oz 青山学院大学 

青山クリエイティブチーム 

『タイセツナミライ』 小松蒼太 関西大学映画研究部 

『誕生』 横山結衣 京都女子大学放送研究会 



『茶柱とプリン』 佐藤桂一 大阪芸術大学映画研究会 

『東京駅前の景色』 石丸峰仁 大東文化大学映画研究会 

『動物磁気』 木村祐介 東京造形大学映画研究会 

『寝ても覚めても』 TERAERA 東海大学映画研究会 

『フィルムカメラ』 さいとう 埼玉大学映像制作サークル

MaVie 

『ほんまの話はあの話…』 川島優太 法政大学Ⅱ部映画研究会 

『訪問販売員のはなし』 ミヤザワトモノリ 立教大学映画研究会 

『マルチタスクな女』 西山瀬里 関西大学映画研究部 

『マンジュジャゲの星』 タミユウタ 東京造形大学映画研究会 

『無題』 年井千尋 自主映像制作団体「宵」 

『ムートの水やり日記』 ゆっきーさん 京都先端科学大学映画部 

『妄想／現実』 加藤聖士 日本大学文理学部映画研究会 

『模索』 ながひな 熊本県立大学映像研究部 

『夢心地』 飯田大貴 東京理科大学映画研究部●REK 

『リモート怪談会』 きつね 自主制作映像集団 primo 

『隣人』 西塔悠稀 北海道大学映画研究会 

『私のアオイトリ』 岡 愛摘 立命館大学 

メディアアートサークル REM 

『私の朝』 高橋鈴奈 秋田公立美術大学映画研究部 

『私の一日』 Aziz Ahmed 群馬大学映画部

【MEMENTO】 

『私のヒーロー』 中嶋健人 岩手大学アクション同好会 

-ACT- 

『CALL YOUR NAME』 鈴木志歩 成城大学映画研究部 

『CRYPTOBIOSIS』 住石孫七 岩手大学より個人参加 

『Day After Day』 山嵜純弥 駿河台大学映画塾 

『Dream Edit』 Guda 京都先端科学大学映画部 

『Hanging out with…』 白濱修己 鳥取大学映画研究会 

『Hope Store』 HK 前橋工科大学放送部 

『hope』 齊藤 青 静岡県立大学映画研究部

PHAGE 

『hope』 齊藤青二 静岡県立大学映画研究部

PHAGE 



『hopeless』 齊藤 青 静岡県立大学映画研究部

PHAGE 

『hopeless』 齊藤青三 静岡県立大学映画研究部

PHAGE 

『letter』 中井川紗波 東京工芸大学映像制作サークル 

『letter』 渡邉幸朔 東京工芸大学映像制作サークル 

『life』 多田 歩 長岡造形大学映像サークル

StrayChildren 

『off-color』 宮野誠基 神戸芸術工科大学WhaleFilms 

『Open World』 石川佳樹 立教大学作詞作曲サークル

OPUS 

『PANDORA』 野島理玖 長岡造形大学演劇部 

「平成ぽこ」 

『Peep Show』 佐藤才起 明治大学映像集団鵺 

『sinsyou』 こうめい 近畿大学 

附属施設近畿大学放送局 

『We Create a new life』 奥 柊太 武蔵大学放送会 

『1000』 田巻 東京都立大学映画サークル

KINO 

『1Kあいどる』 右 詩音 慶應義塾大学映像製作パーティ

BMT 

『21世紀の生命様式』 湯浅彰太 京都産業大学より個人参加 

『7畳半の恋』 古厩阿子 城西国際大学ふるまやぐみ 

オープニングアニメーション 

エンディングアニメーション 

山口健人 九州大学 BUG PROJECT 

武蔵野美術大学映画研究会

MUSA☆CINE 

多摩美術大学映像演出研究会 

など 

 


