


International Selection Committee Members! 

国際選考委員決定！

Svetlana Filippova (Russia) 
Animation Film Director 

スヴェトラナ フィリッポヴァ（ロシア）
アニメーションフィルム監督

Zbigniew Czapla (Poland) 
Director, Screenwriter, Animator, 
Painter, Graphic Designer 

ズビグニェ フチャプラ（ポーランド）
監督、脚本家、アニメーター、
画家、グラフィックデザイナー

Lynn Tomlinson (U.S.A.) 
Animator, Director, Assistant Profes sor of Electronic 
Media and Film at Towson University 

リントムリンソン（アメリカ）
アニメーター、監督、タウソン大学電子メディア・
映画学部助教授

Stefan Stratil (Austria) 
Animation Filmmaker, Lecturer at Webster Vienna 
Private University and Webster University St. Louis/USA 

ス テファン ストラティル（オーストリア）
アニメーション作家、ウェブスターウィーン私立大学／
ウェブスター大学セントルイス校（アメリカ）講師

Hiroshi Onishi (Japan) 
lntermedia Artist, Professor of the Department of 
Information 函如t_the_Ky�to Unwersity ofArt and Design 
(Kyoto lklive喋y of the Arts) 

大西宏志（日本）
映像作家、
京都造形芸術大学（京都芸術大学）情報デザイン学科教授

Special Programs (tentative) 
- Alexander Petrov Special Program of Short Films (Screening and Tal k) 
- Osamu Tezuka Special Program 
- UK Animation Special Programs 
- Recent Cuban Animation 2009 - 2018 (Asian Premiere) 
- Best of the World
- Contemporary Japanese Animation 
- Stars of Students 
- Animation for Peace
- Animation for Children
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--- and many more!!! 

�ree Spaces for �romotion and Exchanges 
Bring your wonks with youl Reservation can be made at the venue, during the festival 

"Nexus Point" : A fi ree space for business exchange. Animation professionals, 
production companies, distributors, etc., are welcome to bring and show your 
works, make presentations and lectures. Looking forward to your participation! 
"Frame In" : A free space for young creators who wish to become professionals 
to present your own works and exchange information. Animation professionals 
may give you sugge弐ions on your work. There will also be special seminars by 
fe如val guests. Looking forward to your participation! 

Educational Film Market 
A very unique film market providing bridges between schools, students and 
productions. Japanese major animation schools and universities will be setting up 
booths to publicize their programs and to find new students. Students may 
promote their talents and gain chances to work internationally. Production 
companies may take this opportunity to discover new young talents. Also, there 
will be previewing desks to appreciate students works from all over the world 

特別プログラム（変更する場合があリます）
ーアレクサンドルペトロフ短編作品特集（上映とトーク）
ー手塚治虫作品特集
ーイギリスのアニメーション大特集
ーキューバのアニメーション2009-2018（アジア ・ プレミア）
—ベスト ・ オブ ・ ザ ・ ワールド
—現代日本のアニメーション特集
—学生優秀作品特集
—平和のためのアニメーション特集
—子どものためのアニメーション特集 他、多数！ ！ ！ 

皆様

お蔭様で、この夏、第18回大会を迎える段となりました。
世界の恒久平和を願う広島市と国際アニメ ーションフィルム協会(ASIFA)とが、その精神を重ねて
1985年に第1回大会を実現して以来、今日迄、2年に一度の開催を続けてくることができまし
たのも、皆様の温かく力強いこ支援の賜物であり、心より、深く感謝申し上げます。
アニメ ーションアートの振興を通して、言語を超えた異文化交流を促進し、あらゆる芸術
文化の発展を頴う本映画祭に、今回も多くの作品が寄せられることを頷つております。
また、8月には、皆様を会場でお迎えできることを楽しみに、事務局ー同、鋭意準備に専念
しております。
皆様の素暗らしいアニメ ーション作品のご応募、 そして、c，来場を、心よりお待ちいたします。
今後とも、変わらぬご支援を、よろしくお願い申し上げます。

木下小夜子

フェスティバル ・ ディレクタ ー

Dear Friends, 

With your kind coope「ation, we are very pleased to announce that the 18th International Animation 
Festival in Japan - HIROSHIMA 2020 will be held from August 20th to 24th this summer. 
It is only with you「 wa「m and encou「aging support fo「 many yea「s that we have been able to hold our 
manifestation every two yea「s, since its first edition in 1985 till today, wtth the spirit of pursuing world 
peace, shared by both the City of Hiroshima and the Association International du Film d'Animation 
(ASIFA). On behalf of ou「 festival team, I would like to extend my sincere g「atitude to all of you. 
Through promoti�g the art of anim_ation,_ we_ aim to encourage cross-cultural commun.ication bey。nd
language, as well as to develop all kinds of art and cultu「es. It is our sincere hope that we receive 
many entries to HIROSHIMA 2020. 
Also, we, the festival team, are working hard for the preparation to welcome 
all of you at the festival venue in August. We look forwa「d to your inspiration
al entries, and to your participation in person in HIROSHIMA 2020! 
Thank you very much lo「 your continued suppo「t to our Festival. 

Sincerely yours, 

喜
:Sayoko Kinoshita 

Festival Director 

作品詩ち込み参加型会場
フェスプイハル初日以降申込、無料。 ご自分の 作品DVD等をご持参ください。

「ネクサス・ポイント」：プロのアニメ ーション関係者やプロダクション、配給
会社等のための、作品の持ち込み上映や広報 ・ プレゼンテーションを適じたビジネ
ス交流の場です。 多くの皆様のご参加·ご利用をお待ちしております。
「フレ ー ム・イン」：プロを目指す若者のための、作品持ち込み上映と情報交
換の場です。アニメ ーション専門家のアドバイスを受けることもできます。
また、映画祭ゲストによる特別セミナ ーも開催されます。
多くの皆様のご参加. C'利用をお待ちしております。

エデュケー ショナル・フィルム・マ ーケット
世界で唯一、学校・学生 ・ 企業を結ぶユニ ー クなマ ー ケットです。国内の主要な
アニメ ーション教育機関にブース出展していただき、アニメ ーシ ョン制作を志す
学生には自分のオ能を発表し国際的飛躍を目指す場として、教育機関には学校の
PR ・ 学生確保の場として、プロダクションや企業の皆様には若い侵れたオ能発掘
の場として活用していただけます。世界の学生作品の視聴コ ーナーもあります。
アニメ ーション教育機関の出展及び皆様のご参加をお待ちしておリます。

I:> WOWOW PLUS/NHK ENTERPRISES/DENTSU TEC 

"The Old Man and the Sea" (l 999) 
directed by Alexander Petrov 

©NF「S 1989 

"A Grand Day Out" (l 989) 
directed by Nick Park, 

in "UK Animation Special Programs" 

ll> TEZUKA PRODUCTIONS 

"Broken Down Film" (1985) 
directed by Osamu Tezuka 

© lCAlC StudlOS 

"20 Anos/ 20 Years" (2009) 
directed by Barbaro JoelOrtiz, 

in "Recent Cuban Animation 2009 - 2018" 

I ？悶E悶竺和悶四翌二， 饂芦認担上映日程、入場券
Ticket |nformatIOn | について

Hiroshima 2020 Festival Office 4-17, Kako-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-0812 JAPAN 
TEL : +81-82-245-0245 FAX : +81-82-504-5658 E-mail : hiroanim@hiroanim.org URL : https:/ /eng.hiroanim.org/ 

広島国際アニメ ー ションフェスティバル事務局 〒730-0812広島市中区加古町4-17
TEL : 082-245-0245 FAX : 082-504-5658 E-mail : hiroanim@hiroanim.org URL : https://hiroanim.org/ 




