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ええじゃないか とよはし映画祭実⾏委員会

以下のとおり発表いたします

ええじゃないか とよはし映画祭 2020 のコンセプトを決定しました
今年も豊橋ゆかりの映画⼈の参加が決定しました
４作品の上映が決定しました。
今後のスケジュール（予定）について

★映画が皆さんの新たな「扉」を開く︕コンセプトは「扉をひらく映画祭」

観客と作り⼿、メジャーとインディーズ、普段⾒られないような作品、
普段聞けないようなトーク、様々な交流が参加者の新たな「扉」を開く︕
そんなわくわくする、ウェルカムで刺激的な映画祭を⽬指します。
ええじゃないか とよはし映画祭 2020
プロデューサー 森⾕雄

★活躍を続ける豊橋ゆかりの映画⼈が、今年も参加決定︕
「ええじゃないか とよはし映画祭 2017」からディレクターを務める園⼦温監督、そして同じく第 1 回からアンバサダーを務
める松井玲奈さんをはじめ、毎回映画祭を応援してくださっている豊橋・愛知ゆかりの映画⼈の皆様が今回も参加してくださ
ることが決定しました︕

ええじゃないか とよはし映画祭 2020
ディレクター 園⼦温さん
豊橋東⾼校卒

映画監督/豊橋ふるさと⼤使

ベルリン国際映画祭フォーラム部⾨カリガリ賞・国際批評家連盟賞など多数受賞。
「みんな︕エスパーだよ︕」「東京ヴァンパイアホテル」「クソ野郎と美しき世界 EPISODE01.ピアニストを撃つな︕」など
代表作多数。ハリウッド進出も決定し、撮影が進んでいる。最新作「エッシャー通りの⾚いポスト（仮）」2020 年初夏公開予
定。ええじゃないか とよはし映画祭 2017 からディレクターを務める。

ええじゃないか とよはし映画祭 2020
アンバサダー 松井玲奈さん
豊橋市出⾝

⼥優/豊橋ふるさと⼤使

⼥優としてテレビや舞台などで活躍中。2019 年 6 ⽉公開 映画「今⽇も嫌がらせ弁当」など多数出演。
2020 年度前期 連続テレビ⼩説「エール」出演
2019 年 4 ⽉、⾃⾝初の初短編集「カモフラージュ」を出版。
2019 年 8 ⽉、同作で『第 3 回⽇本ど真ん中書店⼤賞 2019』を受賞
ええじゃないか とよはし映画祭 2017 からアンバサダーを務める。

ええじゃないか とよはし映画祭 2020
コンペティション審査委員⻑ 杉⽥成道さん
豊橋市出⾝

映画監督/演出家/豊橋ふるさと⼤使

⽇本映画放送㈱代表取締役社⻑
㈱フジテレビジョン エグゼクティブディレクター
演出家として芸術選奨新⼈賞、ギャラクシー賞など多数受賞
「1970 ぼくたちの⻘春」「北の国から」のテレビドラマや映画「優駿」「ラストソング」「最後の忠⾂蔵」などを⼿掛ける
最新作は仲代達⽮主演オリジナル時代劇「帰郷」
ええじゃないか とよはし映画祭 2019 からコンペティション審査委員⻑を務める

ええじゃないか とよはし映画祭 2020 メインＭＣ 松岡ひとみさん
松岡ひとみ

映画パーソナリティ 愛知県出⾝

レポーター、テレビタレントを経て、映画の試写会、完成披露試写会、 記者会⾒の司会を担当。2000 年から肩書きを映画パーソ
ナリティとして活動をはじめ、東海地区を中⼼に新作映画のみならず旧作から⾃主映画、短編映画をテレビ、ラジオ、ウェブ、雑誌で
紹介しています。また、シネマインタビュアーとして年間 100 本以上の取材、舞台挨拶の司会、映画祭の主催、PR、出演者のキャス
ティングとしても活動中。
ええじゃないか とよはし映画祭 2017 からメイン MC を務める。

ええじゃないか とよはし映画祭 2020 ＭＣ 桃⽉なしこさん
桃⽉なしこ

⼥優・コスプレイヤー

愛知県豊橋市出⾝

美⼈すぎる現役ナース＆コスプレイヤーとして話題になり、現在では多数の雑誌・イベント・ＣＭ・ドラマなどで活躍する。
ええじゃないか とよはし映画祭 2018 からＭＣを務める。
やしの実 FM の⼈気番組「84 の 3 ウェーブ THE BURRN」（パーソナリティー渡辺欣⽣さん 毎週⼟曜 13 時 00 分〜18 時 00 分放
送）にて映画をテーマにしたトークコーナー「なしこ・森Ｐのええじゃないかシネマ︕」に出演中
2019 年に⼥優デビュー。本広克⾏演出のもと、舞台「転校⽣」に出演。
最近ではファッション雑誌 bis の専属モデルに抜擢。CM「やよい軒」「サカイ引越センター」などにも出演中。

★4 作品の上映が決定しました（全作品ゲストあり。※ゲスト調整中）
オープニング作品
最初の晩餐（2019 年 11 ⽉公開作品）
⽗親の通夜に集まった家族たちの謎が⽗の残したレシピによる通夜振る舞いの料理
とともに解き明かされていく。
『みんな!エスパーだよ!』で豊橋にゆかりのある染⾕将
太を始め、連続テレビ⼩説「スカーレット」出演中の⼾⽥恵梨⾹、また窪塚洋介、⻫
藤由貴、永瀬正敏といったベテラン勢、そして豊橋ロケも⾏った連続テレビ⼩説「エ
ール」出演の森七菜ら豪華キャストによる「⼆度と観られない家族の映画」
。愛知県出
⾝の杉⼭⿇⾐プロデューサー、豊橋出⾝の森⾕雄によるプロデュース作品。

© 映画『最初の晩餐』製作委員会

出演︓染⾕将太

⼾⽥恵梨⾹

監督・脚本・編集︓常盤司郎

窪塚洋介

⻫藤由貴

永瀬正敏

森七菜

企画・プロデューサー︓杉⼭⿇⾐

楽駆

ほか

プロデューサー︓森⾕雄、鈴⽊剛

今⽇も嫌がらせ弁当（2019 年 6 ⽉公開作品）
シングルマザーの⺟親と反抗期の娘が弁当を通じて交流する様⼦を綴った⼈気ブロ
グ原作の映画化。様々なキャラ弁と共に⺟娘の関係性が変わっていき、最後にはその
絆に涙する感動作。ドラマ「時効警察」
、映画『ぼくたちと駐在さんの 700 ⽇戦争』
等の塚本連平監督による、海外映画祭にも多く招待された作品。⺟役の篠原涼⼦、娘
役の芳根京⼦に加え、豊橋出⾝の松井玲奈が演ずる姉が物語に⾊を添える。
ⓒ 2019「今⽇も嫌がらせ弁当」製作委員会

出演︓篠原涼⼦

芳根京⼦

松井玲奈

佐藤寛太/佐藤隆太

原作︓ttkk(Kaori)『今⽇も嫌がらせ弁当』（三才ブックス刊）

監督・脚本︓塚本連平

北の国から ʼ87 初恋デジタルリマスター版
国⺠的⼈気ドラマ「北の国から」のスペシャルとして制作された豊橋ふるさと⼤使で
ある杉⽥成道監督による傑作がデジタルリマスター版として豊橋初上映!
北海道の広⼤な⾃然とともに親⼦の絆、⼦供たちの成⻑を描いた感動作。尾崎豊の「I
LOVE YOU」が効果的に使われ、シリーズの中でも伝説的名作と⾔われている作品。
杉⽥監督、松井玲奈、そして「北の国から」ファンとして知られる本広克⾏監督らに
よるトークも付いた無料上映。
出演︓⽥中邦衛

吉岡秀隆

原作・脚本︓倉本 聰

中嶋朋⼦

⽵下景⼦

岩城滉⼀

地井武男

坂本⻑利

⼩林トシ江

横⼭めぐみ

ほか

演出︓杉⽥成道

クロージング作品
クロージング作品
⼗⼆⼈の死にたい⼦どもたち（2019 年 1 ⽉公開作品）
閉鎖された病院を舞台に、それぞれの理由で安楽死をするために集まった 12 ⼈の少
年少⼥が、そこにいるはずのない 13 ⼈⽬の少年の死体を⾒つけたことから始まる犯
⼈探しと、その過程で彼らの死にたい理由が徐々に明らかになっていくミステリー。
『トリック』等で知られる、愛知県出⾝の堤幸彦監督によるスタイリッシュな演出の
もと杉咲花、新⽥真剣佑、北村匠海、⾼杉真宙、⿊島結菜ら若⼿⼈気俳優が競演。
© 2019「⼗⼆⼈の死にたい⼦どもたち」製作委員会

出演︓杉咲花

新⽥真剣佑

北村匠海

⾼杉真宙

⿊島結菜／橋本環奈／吉川愛

監督︓堤幸彦

原作︓冲⽅ 丁「⼗⼆⼈の死にたい⼦どもたち」（⽂春⽂庫刊）

萩原利久

渕野右登

脚本︓倉持 裕

坂東⿓汰

古川琴⾳

⽵内愛紗

★今後のスケジュール（予定）
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1⽉

1 ⽉中旬
クラウドファンディング詳細
報道発表

1 ⽉下旬

1 ⽉下旬

1 ⽉下旬

ＰＲ映像 報道発表

チケット詳細

クラウドファンディング

報道発表

実施開始（予定）

2 ⽉上旬

２⽉上旬

ＰＲ映像 解禁

チケット発売開始

上映予定

（予定）

２⽉

・映画祭公式ＨＰ
・新宿アルタビジョン
・関東バス⾞内
・豊橋駅⼤型ビジョン

ええじゃないか とよはし映画祭 2020
3 ⽉ 13 ⽇（⾦）〜15 ⽇（⽇）／ 穂の国とよはし芸術劇場 PLAT

ええじゃないか とよはし映画祭 2020 の特⻑
（１）豊橋市や愛知県にゆかりの作品を中⼼に上映
豊橋ロケ、地元出⾝キャスト・監督等の作品
（２）豊橋ゆかりの映画⼈が熱烈応援
豊橋ふるさと⼤使の園⼦温監督、松井玲奈さん、杉⽥成道監督が前回に引き続き参加。
そして豊橋市出⾝の桃⽉なしこさん、愛知県出⾝の松岡ひとみさんも前回に続きＭＣとして参加。
（３）全作品にゲストが登壇
（４）ロケ地を活⽤した PR
（５）映像作品を作る⼈を応援
豊橋発の新たな映像作品のきっかけを創出

※画像は、広報広聴課にあります
○本件に関するお問い合わせ○
ええじゃないか とよはし映画祭実⾏委員会（豊橋市役所担当︓シティプロモーション課

TEL︓0532-51-2179）

