
第20回東京フィルメックス/ TOKYO FILMeX 2019　登壇ゲスト 2019/11/20現在　

有楽町朝日ホール ／ Yurakucho Asahi Hall
開映 作品名 上映分数 カテゴリー 種別 Q&A登壇ゲスト（予定） 国 会場

トニー・レインズ（審査委員長、映画評論家） 香港

ベーナズ・ジャファリ（女優） イラン

サマル・イェスリャーモワ（女優） カザフスタン

操上和美（写真家） 日本

深田晃司（映画監督） 日本

Q&A(20分) ロウ・イエ（映画監督） 中国 朝日ホール

21:15 夢の裏側〜ドキュメンタリー・オン・シャドウプレイ 94min. 特別招待作品 Q&A(20分) マー・インリー（映画監督）、ロウ・イエ（映画監督） 中国 TOHO日比谷12

11:30 つつんで、ひらいて 94min. コンペティション Q&A(20分) 広瀬奈々子（映画監督） 日本 朝日ホール

舞台挨拶(10分) 中川龍太郎（映画監督）、仲野太賀(出演俳優)、衛藤美彩（出演俳優）、高木正勝（音楽 日本 朝日ホール

Q&A(20分) 中川龍太郎（映画監督） 日本 朝日ホール

17:50 春江水暖 154min. コンペティション Q&A(20分) グー・シャオガン（映画監督） 中国 朝日ホール

21:15 ある女優の不在 101min. 特別招待作品 Q&A(20分) ベーナズ・ジャファリ（出演俳優） イラン TOHO日比谷12

13:00 ふたりの人魚 83min. 特集上映 歴代受賞作人気投票上映 Q&A(20分) ロウ・イエ（映画監督） 中国 朝日ホール

15:40 評決 126min. コンペティション Q&A(20分) レイムンド・リバイ・グティエレス（映画監督） フィリピン 朝日ホール

火 18:40 気球 102min. コンペティション Q&A(20分) ジンパ(出演俳優) 中国 朝日ホール

12:10 鉄拳 128min. 特集上映 阪本順治 Q&A(20分) 阪本順治（映画監督） 日本 朝日ホール

15:30 水の影 120min. コンペティション Q&A(20分) サナル・クマール・シャシダラン（映画監督） インド 朝日ホール

17:40 昨年度最優秀作品『アイカ』主演女優、サマル・イェスリャーモワに聞く。 50min. トークイベント トークイベント（50分） サマル・イェスリャーモワ（女優、審査員） カザフスタン スクエアB

18:40 熱帯雨 103min. コンペティション Q&A(20分) アンソニー・チェン（映画監督） シンガポール 朝日ホール

ニアン・カヴィッチ（映画監督） カンボジア

フロリアン・ヴェグホルン ドイツ

シュウ・ケイ（審査員長・映画監督・脚本家・プロデューサー） 香港

木下雄介（映画監督） 日本

今井太郎（映画監督） 日本

15:00 タレンツ・トーキョー　公開プレゼンテーション　※事前予約アリ 180min, タレンツ・トーキョー プレゼンテーション（50min×3） タレンツ・トーキョー参加生徒15名 スクエアB

15:50 昨夜、あなたが微笑んでいた 77min. コンペティション Q&A(20分) ニアン・カヴィッチ（映画監督） カンボジア 朝日ホール

18:20 ヴィタリナ（仮題） 124min 特別招待作品 Q&A(20分) ペドロ・コスタ（映画監督） ポルトガル 朝日ホール

10:00 ビリケン 100min. 特集上映 阪本順治 Q&A(20分) 阪本順治（映画監督） 日本 朝日ホール

12:50 波高(はこう) 94min. コンペティション Q&A(20分) パク・ジョンボム（映画監督） 韓国 朝日ホール

佐野正太郎（経産省コンテンツ課) 日本

小泉明（映画プロデューサー） 日本

パク・ジョンボム（映画監督) 韓国

深田晃司（映画監督 独立映画鍋共同代表） 日本

土屋豊（独立映画鍋共同代表） 日本

10:00 KT 138min 特集上映 阪本順治 Q&A(20分) 阪本順治（映画監督） 日本 朝日ホール

13:30 この世の外へ　クラブ進駐軍 123min 特集上映 阪本順治 Q&A(20分) 阪本順治監督、オダギリジョー（出演俳優） 日本 朝日ホール

16:00 VRプログラム「戦場の讃歌」について監督に聞く。 60min トークイベント トークイベント（60分） ヤイール・アグモン監督（映画監督） イスラエル スクエアB

タレンツ・トーキョー受賞者

タレンツ・トーキョー審査員

トニー・レインズ（審査委員長、映画評論家） 香港

ベーナズ・ジャファリ（女優） イラン

操上和美（写真家） 日本

学生審査員（3名） 日本

受賞監督※予定

Q&A(20分) ウェイン・ワン（映画監督） アメリカ 朝日ホール

9:50 狼煙が呼ぶ 16min. 特別上映 舞台挨拶（10分） 豊田利晃監督、渋川清彦（出演）、飯田団紅（出演） 日本 朝日ホール

13:10 第20回東京フィルメックス作品振り返り合評会 50min トークイベント トークイベント（50分） 古賀重樹（日本経済新聞）、齋藤敦子（字幕翻訳家・映画評論家） 日本 スクエアB

14:00 HHH：侯孝賢 96min
特別招待作品 フィルメックス・クラ
シック

Q&A(20分) オリヴィエ・アサイヤス監督（映画監督） フランス 朝日ホール

17:00 フラワーズ・オブ・シャンハイ 130min
特別招待作品 フィルメックス・クラ
シック

Q&A(20分) オリヴィエ・アサイヤス監督（映画監督） フランス 朝日ホール

日付

セレモニー（数分） 朝日ホール
特別招待作品【オープニング】125min.開会式＋シャドウプレイ18:10

14:40

18:00

13:00

コンペティション99min.静かな雨

17:15 30min.タレンツ・トーキョー授賞式

18:10 特別招待作品【クロージング】86min.

映画の働き方改革〜インディペンデント映画のサステナブルな制作環境とは〜

タレンツ・トーキョー オープン・キャンパス「私たちの十年」※事前予約アリ

授賞式＋カミング・ホーム・アゲイン

スクエアB

スクエアB120min 独立映画鍋イベント

セレモニー（30分）

トークイベント（120分）

タレンツ・トーキョー

朝日ホールセレモニー(約40分)

スクエアBトークイベント（90分）タレンツ・トーキョー90min.

11/23 土

11/24 日

11/25 月

11/26

11/27 水

11/28 木

11/29 金

11/30 土

12/1 日


