56th SCIENCE AND TECHNOLOGY FILM/VIDEO FESTIVAL

第56回

入場無料

巨大災害 メガディザスター 地球大変動の衝撃
第４集 火山大噴火

鳥の道を越えて

表彰作品上映プログラム

4 月16日(木)
11:55

福島 生きものの記録シリーズ 2 ̶ 異変 ̶ （85分）
Sex Change オキナワベニハゼの社会と性転換 （28分）

13:15

NHKスペシャル

▲ ▲

10:30

̶̶̶休憩50分̶̶̶

▲

「巨大災害 メガディザスター 地球大変動の衝撃」 第4集 火山大噴火
〜迫りくる地球規模の異変〜 （49分）

生命の誕生 絶滅危惧種日本メダカの発生 （13分）

▲ ▲

14:05
Sex Change オキナワベニハゼの社会と性転換

14:20

大地震に備える防災安全対策シリーズ
活断層のメカニズム （20分）

検証 巨大地震

自然を知る新たな知を求めて

15:20

N H Kスペシャル 人体 ミクロの大冒険 第１回
〜あなたを創る！ 細 胞 のスーパーパワー 〜 （49分）

▲

14:45

〜映像で語る生命誌研究館の２０年〜 （36分）

▲

4 月 17日(金)
天王寺おばあちゃんゾウ 春子 最後の夏 （45分）
新宿に生きた縄文人 市谷加賀町二丁目遺跡の発掘 （23分）

▲ ▲

10:30
11:15

表 彰 式
14：00

内閣総理大臣賞受賞作品 鳥の道を越えて （93分）
表彰授与式

15：00

NHKスペシャル 知床ヒグマ 運命の旅 （49分）

新宿に生きた縄文人 市谷加賀町二丁目遺跡の発掘

▲ ▲ ▲

12：10

会場=科学技術館 サイエンスホール

九段下駅
靖

り
国通

田安門

九段会館

日本武道館 清水門

科学技術館 ●毎日新聞社

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園2-1

■東京メトロ東西線・半蔵門線・都営地下鉄新宿線「九段下駅」
（2番出口）徒歩7分、東京メトロ東西線「竹橋駅」
（1b出口）徒歩7分
■お問い合わせ=科学技術映像祭事務局 Tel.03-3212-8487
科学技術映像祭公式ホームページ

高速
首都 号線
五

主
催／（公財）日本科学技術振興財団、
（ 公社）映像文化製作者連盟、
（ 公財）つくば科学万博記念財団
特別協賛／科学技術団体連合
後
援／文部科学省、
、
（ 一社）日本民間放送連盟、
（ 一社）日本新聞協会、
（ 一財）日本視聴覚教育協会
（一財）経済広報センター、
（ 独）科学技術振興機構、全国科学館連携協議会

http://ppd.jsf.or.jp/f ilmfest/

北の丸公園

竹橋駅

P

●近代美術館
●公文書館

P

皇居

6th SCIENCE AND TECHNOLOGY FILM/VIDEO FESTIVAL

第56回
■主催／（公財）日本科学技術振興財団、
（ 公社）映像文化製作者連盟、
（ 公財）つくば科学万博記念財団 ■特別協賛／科学技術団体連合
■後援／文部科学省、
、
（ 一社）日本民間放送連盟、
（ 一社）日本新聞協会、
（ 一財）日本視聴覚教育協会、
（ 一財）経済広報センター、
（ 独）科学技術振興機構、全国科学館連携協議会

科学技術映像祭は、優れた科学技術に関する
映像を選奨し、科学技術の普及と向上を図ることを

■上映会の日程 上映作品、プログラム等詳細は、各問合せ先まで

〜17（金） 問合せ：03-3212-8487
●科学技術館 4/16（木）
●つくばエキスポセンター 4/14（火）
〜19（日）
4/29
（水）
、5/2（土）〜6
（水）
に優れた科学技術映像の普及・活用による科学技術
問合せ：029-858-1100
教養の向上を加えるとともに表彰部門を見直し3部 ●旭川市科学館 6/14（日）、21（日）
問合せ：0166-31-3186
門といたしました。
●帯広市児童会館 8/7（金）〜9（日）
「自然・くらし部門」
「研究開発・教育部門」
「科学
問合せ：0155-24-2434
〜5/6
（水）
（4/20、23、27、
30は休館）
技術教養部門」の3部門に、製作者、企画者（スポン ●仙台市科学館 4/18（土）
問合せ：022-276-2201
サー）、
テレビ局、
および学術研究機関、31機関から、
●新潟県立自然科学館 5/2（土）
〜6（水）
2014年1月1日から2015年1月20日までに完成または
問合せ：025-283-3331
●大洗わくわく科学館 4/15（水）
〜19（日）
放映された32作品が出品され、別紙のとおり10作品
問合せ：029-267-8989
の優秀作品が選定されました。
（9/24は休館）
●所沢航空発祥記念館 9/19（土）
〜27（日）
問合せ：04-2996-2225
内閣総理大臣賞（1作品）、文部科学大臣賞（3作
●名古屋市科学館
（主催：中部科学技術センター） 4/18（土）
品）、部門優秀賞（6作品）および特別奨励賞（1作
問合せ：052-231-3043
●富山市科学博物館 7/15（水）
〜8/31（月）
品）
が製作者ならびに企画者に贈呈されます。
問合せ：076-491-2125
●大阪科学技術館 4/13（月）
〜19（日）
問合せ：06-6443-5318

目的として、昭和35年から始められ、第51回より、
目的

●広島市こども文化科学館 8/15（土）
問合せ：082-222-5346
●阿南市科学センター 8/11（火）
〜16（日）
問合せ：0884-42-1600
●宮崎科学技術館 5/5（火）
問合せ：0985-23-2700
●鹿児島市立科学館 10/1（木）
〜 31（土）
問合せ：099-250-8511

内閣総理大臣賞
科学技術教養部門

鳥の道を越えて

企画・製作：工房ギャレット／共同製作：シネクライム
岐阜県の山村で暮らす祖父・今井照夫は、鳥の道 があったと
いう山を指さした。
「祖父の見た光景を見てみたい！」孫である
監督は、
その 鳥の道 を探し求めて旅に出る。 （ビデオ93分）

文部科学大臣賞
自然・くらし部門
NHKスペシャル

「巨大災害 メガディザ
スター 地球大変動の衝
撃」第4集 火山大噴火

研究開発・教育部門

科学技術教養部門

Sex Change
オキナワベニハゼの
社会と性転換

新宿に生きた縄文人
市谷加賀町二丁目遺跡
の発掘

〜迫りくる地球規模の異変〜

企画：日本放送協会／製作：株式会社NHKエンタープライズ

企画・製作：株式会社東京シネマ新社

企画：新宿区地域文化部文化観光課／製作：株式会社日映企画

世界各地で頻発している火山の噴火。
その知られざるメカニズ
ムと、予想される被害を最新の研究データから映像化。私たち
人類が経験していない巨大災害の実像に迫っていく。
（TV49分）

オキナワベニハゼの社会における、
メスからオス、
オスからメスへの
魚類の「双方向性転換」
を、
オス・メスの行動の鮮やかな違いを
通じて考察、
巧妙な繁殖の仕組みの進化を解く。（ビデオ28分）

新宿区加賀町二丁目の工事現場から見つかった縄文期の
人骨。集落の状況、埋葬品や人骨の特徴などを科学的に分
析・検証し、
新宿縄文人の実態とその謎に迫る。
（ビデオ23分）

部 門 優 秀 賞
自然・くらし部門

自然・くらし部門

自然・くらし部門

天王寺おばあちゃんゾウ
春子 最後の夏

NHKスペシャル

福島 生きものの記録
シリーズ ２

知床ヒグマ 運命の旅

̶ 異変 ̶

企画・製作：テレビ大阪株式会社

企画・製作：日本放送協会 札幌放送局

企画・製作：株式会社群像舎

ゾウは長生きのため死に立ち会うことは飼育員でもあまりない
そうです。後日、飼育員の方から言われた言葉は一生忘れられま
せん。
「春子は最期にあなたたちを待っていたんだ」。
（TV45分）

生まれて間もない頃から撮影を続けてきた２頭のオスグマ兄弟
が、
町に出て撃たれて死んだ。
これは、
知床のヒグマたちの運命
の旅を4年間にわたり記録した物語だ。
（TV49分）

ふくしま から拡散した大量の放射性物質は動植物など、生態
系にどんな影響をもたらしたのか？ 福島第一原発事故から
（ビデオ85分）
3年目の記録・
・
・
・
・
・

研究開発・教育部門

研究開発・教育部門

科学技術教養部門

自然を知る新たな
知を求めて

生命の誕生

NHKスペシャル

絶滅危惧種日本メダカ
の発生

〜映像で語る生命誌研究館の
２０年〜

人体 ミクロの大冒険 第１回

〜あなたを創る！細胞の
スー パーパワー〜

企画：株式会社生命誌研究館／製作：株式会社メディア・ワン

企画：豊岡定夫／製作：豊岡與志子

企画・製作：日本放送協会

小さな生きものを見つめ、発生・進化・生態系から３８億年の生
命誌を探る研究に寄り添い、
自然を知り、
その中で生きている
という感覚を持つことの大切さを考える。
（ビデオ36分）

神秘に包まれた胚の発生。血液や心臓も形作られていない頃
から、命は宿り、生を継承する為に生まれ出てきます。命とは何
なのかを、
メダカの胚の発生から見つめます。 （ビデオ13分）

私たちの身体を作り上げている６０兆個の細胞。超高精細の
ＣＧで再現した知られざる細胞世界の姿を通し、成長に合わせ
自在に変化し続ける細胞のダイナミズムを描く
！（TV49分）

自然・くらし部門

特別奨励賞

大地震に備える防災安全対策シリーズ
検証 巨大地震 活断層のメカニズム
企画・製作：株式会社映学社
2013年の淡路島の地震を導入とし、
活断層による地震につい
て、
そのメカニズムをCGやイラストで解説。
また、地震に対する
日頃の備えについて、
わかりやすく説明する。 （ビデオ20分）

■科学技術映像祭公式ホームページ

http://ppd.jsf.or.jp/filmfest/

＊写 真 提 供
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（株）
メディア・ワン、
豊岡與志子、
（株）
映学社

