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作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『バーミィトーリ』
世界中で
西表島にしかいないイリオモテヤマネコ。 その交通事故が゙
減らないことに島の若者は危機感を抱い
ていた。そんなある日、若者の元に不思議な娘が
現れる。言葉を話さないが、島のわらべうたを口ず
さみ、
手仕事をする美しい娘。一攫千金を夢みる者たちは、娘がつくる美しい紙を見て、よからぬ計画を企てる。
果たして娘は何者なのか? 彼女の目的は人間への恩返しか、仕返しか？ 人間はヤマネコとともに、西表島
で
生きていくことが
で
きるのか？

Bamitori
Iriomote Wildcat is only found on Iriomote Island in the world. A young man living on the island felt a sense of crisis
that the traffic accident of Iriomote Wildcat would not decrease. One day, a mysterious daughter appears to him.
Although She doesn't speak words, she is a beautiful girl who does handicrafts while humming the island's nursery
rhymes. Seeing the beautiful paper made by her, those who dream of getting rich make a nasty plan. Wondering who
she is. Is her purpose to give back or revenge to humans? Can humans live on Iriomote Island with wildcats?

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『闘牛女子。』
闘牛の盛んな沖縄本島中部うるま市。「牛からやー」 として、親の代から牛たちと暮らし
てきた主人公・友美は、牛に魅了され、闘牛の町をアヒールするために奮闘中。しかし、
住み込みで削蹄師を目指すヨシキは、牛との関係に疑問を持つように。写真集「闘牛女
子。」を出版した写真家・久高幸枝さんの実話をベースに、闘牛のアピールに奮闘する
主人公と削蹄師を目指す青年の心の成長を描く。
監督：真栄平仁 キャスト：比嘉あずさ 佐久本宝 新垣晋也 赤嶺かなえ 喜瀬剛 名
嘉真裕子 くだかまり 與那嶺望 前堂ニイナ 平良直子 真栄城弥香 Kジャージ

Bullfight Girl
Uremia City, located in the central part of the main island of Okinawa, is attracting
attention as a region where bullfighting is flourishing. Tomomi, the main character who
has lived with cows since her parents‘ generation, is fascinated by cows and is
struggling to appeal to the bullfighting town. Yoshiki, who aims to become a farrier by
living in her, asks questions about her relationship with cows. Based on the true story
of Yukie Kudaka, a photographer who published the photo book "Bullfighting Girls."

Film is Click Here

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『こんな、菊灯りの夜に』
読谷村にある電照菊畑を舞台に、農業に従事する青年テッペイと、
地元に帰ってきた幼なじみのサツキとの話を中心に描く人情コメ
ディ。
監督松田正さんは１９８４年沖縄生まれ。読谷村の出身で、実家が
菊農家を営んでいた。
監督：松田正 キャスト：山城皆人、棚原里帆、空馬良樹、新垣正弘

Such a Night of Sreesanth's Lights
Set in the Densho Kikuhatake in Yomitan Village, a humane comedy that focuses on
the story of a young man, Teppei, who is engaged in agriculture, and his childhood
friend, Satsuki, who has returned to his hometown.
Director Profile: Born in Okinawa in 1984. He won the long-awaited victory in "Owarai
Biathlon 2019", which decides the manzai and the number one in Okinawa. He was
from Yomitan Village, and his parents' house ran a chrysanthemum farm.

Film is Click Here

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『演じる女』
病で余命わずかな年老いたアキラには、若くて美しい妻・好子がいる。好子はアキラが
病で歩くことも出来ないこともお構いなしに外に連れ出しては二人の時間をしもうとす
る。日に日に衰弱していくアキラ。それを見て嬉々として楽しむ好子。果たして彼女の思
惑とは？
監督：照屋年之（ゴリ） キャスト：満島ひかり 品川徹 普久原明 上田真弓 喜舎場泉
宮川たま子 比嘉恭平 チアキ（しゃかり）金城昴希 仲田まさえ 崎浜秀彌 神里梨帆

A Woman Who Acts
Akira is an elderly man in a hospital who doesn’t have much time to live.
He’s married to a beautiful young wife Yoshiko, who takes him out every day
to enjoy their time together - not even caring that he can’t walk. The
sickness is weakening Akira, but Yoshiko watches him with a pleased look,
relishing the moment. What exactly is her intention?

Film is Click Here

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『NAGISA』
都会での生活に疲れ、沖縄県恩納村の海岸にたどり着いた一人の女性・恵。そこで出
会った天真爛漫で、誰とでもすぐに友達になれる明るい女の子・渚。「死にたい」「生き
たい」という相反する気持ちをテーマに、青い海と豊かな自然、どこか懐かしい街並み
といったロケーションの沖縄県恩納村を舞台に繰り広げられるファンタジー映画。
脚本：照屋年之（ゴリ） キャスト：江口のりこ、新井美羽、金城文世、福嶺初江、北川彩
子、上田真弓

NAGISA
A woman, Megumi, who got tired of living in the city and arrived at the coast
of Onna Village, Okinawa Prefecture. A cheerful girl who met there, Megumi
who can make friends with anyone immediately.A fantasy film set in the
blue sea, rich nature, and nostalgic cityscape where is OnnaVillage,Okinawa
Prefecture,. with the theme of conflicting feelings of “I want to die” and “I
want to live”

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『YACHIMUN』
陶芸家國吉清尚（村上淳）の工房は緑深い山に囲まれ、毎日を陶器作りに捧げていた。
ある日、女（尾野真千子）が現れ陶器を破壊し始める、清尚の無意識か狂気の幻想か。
ついに、陶器に命が吹き込まれるが…。沖縄県読谷村に実存した陶芸家の最期の一日
を全編セリフなしで描く。清尚役にはストリートカルチャーのカリスマで役者・村上淳。
共演には尾野真千子。撮影は竹内スグル、衣装提供を北村道子がしている。
監督：高山創一 キャスト：村上淳 尾野真千子

YACHIMUN
A real-life story of an artist’s final days who devoted his life to pottery
(Yachimun) in the heart of the deep green mountains. The distant potter,
Seisho Kuniyoshi (Atsushi Murakami) ingenuously sacrifices his life seeking
the charms of nature.

Film is Click Here

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『選ばれた男』
台湾から石垣島行きのクルーズ船上で、台湾人の青年(陳彥達)が、一枚の手紙を見
つめ、自問自答をしていた。
「自分は選ばれた人間なのか？」
「日本三選星名所」である沖縄県石垣島を舞台にして、海岸で拾ったボトルの中に
入っていた一枚の手紙をきっかけに、自分に自信を持ったことが一度もない青年の
運命が動き出すハートフルコメディー。
監督:照屋年之（ゴリ） キャスト：陳彦達、比嘉梨乃、伊波雅美、比屋根祐、金城弘美、
吉本美雪、長田紀彦

THE CHOSEN ONE
Aboard a cruise ship heading from Taiwan to Ishigakijima, a young Taiwanese
man (Yenda Chen) is staring at a letter as he ponders to himself, “Am I the
chosen one?” Set in Ishigakijima, Okinawa Prefecture, one of the “Top 3 Stargazing Sites” in Japan, this film is a heartwarming comedy of how an insecure
young man’s destiny begins to change because of a message found in a bottle
by the seaside.

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『

born、bone、墓音。』

新婚の等は、嫁・優子を紹介するため、故郷の粟国島に帰ってきた。しかし、本当の帰郷理
由を告げた途端、優子は大激怒。「東京へ帰る！」とわめきちらす。その理由とは、島で受
け継がれてきた風習「洗骨」だったのだ……。言葉を失った母、頑固者の兄、心を閉ざした
連れ子の娘……そして父親の骨。バラバラだった家族が、骨を洗う儀式を通し、本当の自
分と出会うハートフルコメディー。粟国島に今なお残る「洗骨」というシリアスなテーマが、
ゴリ監督の真骨頂である「笑えて泣ける」コメディーとして、心にしみる作品に。
監督：照屋年之 （ゴリ）

born bone boon
Hitoshi has returned to his hometown of Agunishima to intro-duce his wife,Yuko,to the family.
But Yuko is furious when she’s told the reason for the trip home.The true purpose was for
the“senkotsu”ceremony-Agunishima’s continuing custom of cleansing the bones of the
dead.This is a heartwarming comedy of a disconnected family discovering their true selves
through the ceremony of cleansing bones.While dealing with the serious subject of
Agunishima’s still remaining “senkotsu”custom, the film is an inspiring piece by director Gori,
who shows his best in creating a comedy that brings laughs and tears.

Film is Click Here

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『わたしの宝もの』
「あなたたちに、いいこと教えてあげる」
ある日、仲良しのミイとハナは、影のうすい転校生の佐藤さんからウサギ型の手紙をも
らう。そこには、町の中に隠した「宝もの」への道順が記されていた。「なぞなぞ」を解き
ながら、大人の世界と子どもの世界、新旧の混ざり合う那覇の街を探検するミイとハ
ナ。佐藤さんのウソとホントに惑わされながら、ふたりは宝ものを発見できるのか？
監督：宮平貴子 キャスト：黒木裕子 津波さくら 上原千果 内田周作 上田真弓 まる
やまえりな 島袋寛之 金城カイリ

Treasure Hunt

“Wanna know a secret?” Lan, the new, quiet girl in class gives Mi and Hana
an origami rabbit. In the rabbit’s folds hides a treasure map. Answering
riddles one by one leads Mi and Hana to an adventure through Naha, a city
shared by the old and the new, children and grownups. Between Lan’s lies
and truths, the two find a great treasure hidden in the City

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『こころ、おどる』
座間味村の民宿に外国人夫妻がやってきた。夫のクリストフはスイス人でカメラマン、
妻のメグは日系アメリカ人。ふたりの会話は英語、日本語はまったくわからない。民宿
のオーナー花城ハナとそこで働く孫の花城雄飛は日本語しか話さない。コトバを理解
しなくても次第にハナと仲良くなるメグに対し、宿にも島の環境にも馴染めず不機嫌
なクリストフ。固く閉ざした彼の心は海の中で、ある事に気づかされる…。
監督：岸本司 キャスト：桃原遥、ダニエル・ロペス、尚玄、吉田妙子

Kelama Blue
A couple arrives from Europe to stay at a guesthouse in Zamami Village. The hus-band
Chris is a Swiss photographer, and his wife Meg is Japanese-American. Their
conversations are in English and neither understands Japanese. Hana Hanashiro, owner
of the guesthouse, and Yuhi Hanashiro, Hana's grandson who works there, only speak
Japanese. While Meg grows closer to Hana even though they do not understand each
other’s language, Chris is miserable, moody and unable to adjust to the guesthouse or
island environment. His stubbornly closed heart is awakened by something he sees
underwater.

Film is Click Here

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『 RUMAH 』
情報センターのオペレーターとして働くあゆみは、勤務歴10年の34歳。必要
な情報をインターネットで検索できるようになったいま、問い合わせは激減し、
電話は鳴らず、彼女は虚しさと孤独感に悩まされていた。あゆみが応対するの
は1日に1件か2件の電話のみで、それは決まって電話を情報源として利用する
老人からの問い合わせだった。ある日、数人の同僚と共に部長に呼び出された
あゆみは、突然解雇を告げられる。導かれるように実家へ帰省するあゆみ。そこ
には長年連絡をとっていなかった父が待っていた。

RUMAH
Ayumi is 34 years old and has been working as an information call center operator for the
past 10 years. In this day and age when anyone can find whatever they want on the
internet, inquiries have dropped markedly. The phone doesn’t ring much anymore. Ayumi is
plagued by feelings of emptiness and loneliness. She responds to only one or two calls a
day, routine inquiries from older people who use the telephone as their source for
information. One day, Ayumi is summoned along with several of her coworkers by her boss
to be suddenly told she would be laid off. She returns to her parents’ house as if drawn
there for some reason. When

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『僕と明日の島歩き』
東京から日本の南の島、沖縄の離島・阿嘉島を訪れた新人女優の明日香。民宿の息子
で中学生の丈は、TVでしか見たことがない明日香が目の前にいることに動揺しなが
らも、島を案内することに。島巡りの途中で天然記念物のケラマジカの姿を見かけた
明日香。丈の父親からケラマジカの由来を聞いていた彼女の脳裏に仕事仲間の激しい
声がよみがえり落ち込む。丈と島の生活を通して、次第に明日香の心に変化が起きる。
監督：田渕研路
キャスト：松岡璃奈子 伊波大乃晋 久高友昭 上原尚子

The Deer in Me
Asuka, a new actress who lives in Tokyo visits Aka Island in Okinawa, the southern islands of
Japan. Junior high-school student Takeshi, the son of the owner of a guest house, is to show
her around with his heart pounding. He can’t imagine himself talking to someone like her who
he only sees on a screen. When she walks around, she happens to see a Black sika Deer.
Since she heard the legend about Black sika Deer from Takeshi’s father previously, it raises
painful memories and accusing voices from her workmate come up to her mind, she gets
depressed.
Through the day-to-day life on the island with Takeshi, her mood gradually gets changed.

Film is Click Here

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『うんじゅぬ花道』
博物館職員である神谷武史は、働きながら琉球伝統芸能『組踊』の実演家として日々、舞台
と稽古場、仕事場を行き来し、芸の道を邁進していた。息子の武之心は父親が稽古や舞台出
演でほとんど家におらず、寂しい日々を過ごしていたが、次第に自分も『組踊』の実演家を目
指す事で忙しい父と一緒にいることができると考えるようになった。そんな時、劇場に棲む
伝統芸能の化身「マルムン」と出会う。マルムンを通して伝統芸能の先人たちの「声」を受け
取った武之心は、勇気を出して「組踊がやりたい」と父に伝える。そして琉球古典芸能『組踊』
の本番を目指す事になった武之心は次第に芸能の深い世界に魅せられていく。
監督：砂川敦志、山城知佳子

The Path of KUMIODORI

Takeshi works for museum personnel as well as for performer of Ryukyuan performing art "KUMIODORI".
He push forward with his skill to go back and forth between on stage and place of wok or practice room
every day. Takenoshin who is Takeshi's son spend feel lonely because of his father doesn't back home
until midnight each every day. He think if he will be a performer like his father, he could spend with his
father much more than now. One day, Takenoshin goes to the theater with his mother and unexpectedly
meet incarnation of traditional Ryukyuan performing art "MARUMUN" who lives in the theater.
Takenoshin got the voice of predecessors for the traditional performing art by the MARUMUN. He get
the courage to talk to his father "I want to be a performer of KUMIODORI". He practice hard for his first
stage KUMIODORI and he

作品紹介

YouTubeにて公開中！こちらをクリック
YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『愛と藍』
台湾の女優「藍美玲」は沖縄の高級リゾートホテルで溜まっていた仕事のストレスを癒すつ
もりが、予約をしたのがホテルと似たような名前の民宿「kafuu」であることが分かり呆然
自失となる。民宿は無口な従業員「愛」とお調子者の悟、そしてぶっきらぼうな宿のおばあ
オーナー3人だけ。藍のバカンス気分は粉々に崩れていく。多忙を極める台湾の女優藍美
玲。休暇先の沖縄で次々と問題勃発。藍のバカンス気分は粉々に崩れていく…。
監督：福本幸子

Indigo Love
A busy Taiwanese actress, Meiling, is troubled by many incidents that happen on her vacation
on Okinawa island. It is her first experience traveling all by herself.
She meets a guy who is supposed to be staff at the luxury hotel she reserved at Naha
International Airport, but there is something wrong.... Her vacation mood is completely
ruined…

Film is Click Here

『ニービチの条件』
数年前に家出して、今は東京に住む比嘉栄一（大田享）は伊藤汐里（福田萌子）との結婚を報告するため沖縄に
戻った。折しも沖縄は旧盆の真っ只中。実家に戻ると、家出中に父親は既に他界。母の千賀子（やよい）と祖母の
カマド（吉田妙子）は栄一の結婚を「関係ない。勝手にすれば良い」と冷たく拒否する。しかし、どうしても結婚を
認めて貰いたい、祝福されたいと食い下がる二人に母の千賀子は結婚の条件を出す。それは沖縄の伝統行事を
まったく知らない汐里に「ウークイ（※）を手伝いなさい」というハードルの高いものだった…。
※ウークイ：旧暦7月13日から16日未明にわたって各家で精霊（先祖）を祀る盆行事の中心となる精霊送りの
儀礼。
監督：岸本司 キャスト：大田享（比嘉栄一）、福田萌子（伊藤汐里）、やよい（千賀子）吉田妙子（カマド）

Mother of the Groom

After leaving home several years ago, Higa Eiichi (Akira Ota) and Ito Shiori (Moeko Fukuda), both now living
in Tokyo, announce their marriage and return to Okinawa. Their return just so happened to be in the middle of
‘the Bon Period’ in Okinawa. Upon returning to the family home, Eiichi finds his father has passed away and
his mother, Chikako (Yayoi) and grandmother, Kamado (Taeko Yoshida), are less than pleased with the
marriage declaring that it is ‘None of their business. He can do whatever he wants’. However, the couple who
desperately want their marriage accepted and blessed are given conditions by Chikako. Shiori must clear the
high hurdle of helping with‘Ukui’an Okinawa traditional event of which she knows nothing about.
Ukui: A ceremony that welcomes back and the sees off the ancestors of each housefold from the 13th ～
16th of July in the lunar calendar.

作品紹介

YouTubeにて公開中!こちらをクリック

『ウムイの花』
沖縄県南部の村落。そこに住むユタ（※）のアカネは母と息子の3人で暮らしていた。
ある日、7歳の息子が蒸発してしまう。息子を失ったことを受け入れられないアカネ
の前に、行方不明になった息子を捜してほしいという女性が訪ねてきた。自分だけ
の世界を出て現実と向き合うことになる。南城市佐敷を舞台に息子を失った母親の
「母性」をテーマに描く。
※ユタとは、神がかりなどの状態で神霊や死霊など超自然的存在と直接に接触・交
流し、この過程で霊的能力を得て託宣、病気治療などをおこなう呪術・宗教的職能者。
（沖縄大百科事典より）

YouTubeにて公開中！こちらをクリック

『やぎの散歩』
昔ながらの沖縄の風景が広がるヤンバルのとある集落。息子の結婚式のお祝いの為にオジィが大事
に育てていたヤギが結婚式当日、オジィの目を盗んで逃げ出し、集落は大騒ぎに・・・。逃げ惑いなが
らも目に映る沖縄の情景はヤギ自身にとっても美しい光景だった。そしてヤギは一人の少年と出会
い、自信の運命を知る事になる。
監督：仲村 颯悟

GOAT-WALKING
.In a peaceful village of YAMBARU with traditional Okinawa’s beautiful scenery.
An old man raised and cherished a GOAT for eating for his son’s Wedding.
It is an Okinawan traditional way of celebration.
On that day the GOAT run away from the old man’s house. It looks like the GOAT realized he is going to kill
her for the ceremony.The groom chased off after the GOAT and the children in the village chased them with
cheer. But no one catch the GOAT.
The GOAT run from place to place, then she met the boy who sat on the beach alone. They say nothing but
understand each other. Is it FATE?

