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報道関係各位 

 

「練馬アニメカーニバル２０１５」いよいよ開催！  
１０月１７日（土）、１８日（日）練馬駅北口周辺で開催 

（続報） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想を超える合計約７，０００人分の事前申込、誠にありがとうございました。 

当日券もご用意しています。是非ご来場ください。 
 

「練馬アニメカーニバル２０１５」の開催が、いよいよ１０月１７日（土）、１８（日）に迫りました。本イベントは練馬区にとって

重要な産業であるアニメーションを、より楽しく、より身近に感じていただきたいと考えています。“ジャパンアニメ発祥の

地”であり、現在も９０社を超えるアニメ関連産業のある町として、「レジェンドアニメ」企画から「最新アニメ」企画まで幅広

く魅力的なプログラムを展開します。 

放送４０周年となるレジェンド作品『ガンバの冒険』のプログラムには主役・ガンバを演じた野沢雅子さんがゲストとして登

場します。来年秋公開予定の注目作品『この世界の片隅に』をクローズアップしたプログラムでは、監督の片渕須直さん

と原作者・こうの史代さんのトークセッションのほか、パイロットフィルムの上映や、二人が携わった NHK 復興支援ソング

『花は咲く』アニメ版なども上映。また《Coconeri 会場》の上映コーナーも含め、全上映作品プログラムも公開いたしました。

『ロボットガールズ Z プラス』は、第 6 話配信に先駆け、先行上映となります。 

《文化センター会場》のプログラムの事前チケット申込には全プログラム合計７，０５４人分の申込をいただきました。予想

を超える応募者数でしたが、厳正な抽選を行い、当選者には整理番号入り当選ハガキをお送りいたします。枚数は多く

ありませんが当日券もありますし、入退場自由な《Coconeri 会場》もありますので、ぜひご来場ください。 

 

 

練馬アニメカーニバル公式サイト（練馬アニメーションサイト内） 

http://animation-nerima.jp/event/carnival/carnival2015/ 

 

  

「練馬アニメカーニバル２０１5」メインビジュアル 



平成 27年 10月 8日 

2 
 

■イベント開催概要 

・開催日  ：２０１5 年１０月１7 日（土）・１8 日（日） １１：００～１８：３０（予定） 

・会場    ：練馬駅北口周辺   

① 練馬文化センター 小ホール 

② 区民・産業プラザ（Coconeri 3F） 

③ 平成つつじ公園 

※	 西武池袋線（地下鉄有楽町線・副都心線直通）および都営大江戸線の練馬駅北口から徒歩１分 

・入場料  ：無料 

・主催    : 練馬アニメカーニバル推進連絡会 

   （練馬区、練馬区観光協会、西武鉄道株式会社、ジェイコム東京、東映アニメーション、 

      一般社団法人練馬アニメーション） 

・共催   ：練馬区産業振興公社  

・協力   ：アヌシー市、日本大学芸術学部、東京商工会議所練馬支部 

 

 

 

 

■当日チケット情報 

当日券を発行いたします。 

当日券は、当日朝 9 時より、運営本部・インフォメーションテント（つつじ公園内）にて配布します。 

おひとり様 2 枚まで。（「プリキュア」「プリパラ」は 4 枚まで） 

※近隣にお住まいの方のご迷惑となりますので徹夜、早朝のお並びはご遠慮ください。 

 

当日券を発行するプログラムは以下の通りです。 

・映画『この世界の片隅に』公開まであと 1 年！記念トークイベント 

・放送 40 周年『ガンバの冒険』 

・『四月は君の嘘』最終話スタッフ生コメンタリー＆トークイベント 

・河野マリナ&小林竜之アニソンステージ 

・『プリパラ』Prizmmy☆&プリズム☆アイドル研究生’s ライブ 



平成 27年 10月 8日 

3 
 

・『Go!プリンセスプリキュア』ショー 

 

■注目プログラム 

 

1）片渕監督×こうの史代先生トークセッションと関連作品上映 映画『この世界の片隅に』

公開まであと 1 年！記念トークイベント 
 

「この映画が見たい！」という日本全国からの熱い支援で製作が決定した期待作の公開 1 年前記念トーク。監督の片渕

さんと原作者・こうの史代さんとのスペシャルトークセッション実施。 

この作品のパイロットフィルム、関東圏ではほぼ初披露の作品冒頭部分の「冬の記憶」を上映。 

片渕監督とこうの先生をつなぐことになった思い出の作品『名犬ラッシー』、おふたりが携わった『花は咲く』も上映しま

す。 

 

 

◆ステージ：練馬文化センター 小ホール 

10 月 17 日（土）16:30～18:30 

 

◆ゲスト：片渕須直監督・こうの史代先生（原作者） 

 

※上映素材はブルーレイ及び DVD です。 

 

 

 

 

 

2）野沢雅子さん登場！放送 40 周年 『ガンバの冒険』 

 

主人公ガンバ役であり、数々の傑作アニメで少年主人公を演じてきた野沢雅子さんがステージに登場。制作当時の思

い出を語ってくださいます。この『ガンバの冒険』は、斎藤惇夫の児童文学作品『冒険者たち ガンバと 15 ひきの仲間』を

TV アニメ化した作品で、日本のアニメ史上に巨大な足跡を残した出﨑統監督の最高傑作のひとつという点でも見逃せ

ない作品です。 

上映は、旅立ちにあたる 2 話「ガンバ、船で大暴れ」と大イタチ・ノロイとの命を懸けた死闘を描く 24 話「白い悪魔のささや

き」26 話(最終回)「最後の戦い大うずまき」の 3 本を上映。 

さらにアニメ史研究家・原口正宏さんによる『ガンバの冒険』がアニメ史に残したものを探るトークも実施します。 

 

◆ステージ：練馬文化センター小ホール 

10 月 17 日（土）12:30～14:30 

 

◆ゲスト：野沢雅子さん（声優） 

     原口正宏さん（アニメ史研究家） 

 

※上映素材はブルーレイです。 
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3）河野マリナ&小林竜之アニソンステージ 
 

第 4 回・第 7 回アニソングランプリ王者 2 人によるアニソンライブステージ。 

西尾維新のライトノベルシリーズをアニメ化した「<物語>シリーズセカンドシーズン」の『花物語』ED テーマ曲「花痕 

-shirushi-」を歌う河野マリナ、『最強銀河 究極(ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ)ゼロ ～バトルスピリッツ～』OPテーマ曲「ZERO」を歌う小林竜

之が登場！ 

 

 

◆ステージ：練馬文化センター小ホール 

10 月 18 日（日）14:15～15:00                         

 

◆	 ゲスト：河野マリナさん・小林竜之さん 

 

 

 

 

 

4）全上映作品決定！片渕須直氏脚本デビュー作品『名探偵ホームズ』(監督・宮崎駿)や 

出﨑統監督の名篇『あしたのジョー2』も上映します！ 
 

 
「練馬アニメカーニバル 2015」では、《練馬文化センター会場》の各プログラム内と

《Coconeri 会場》内にある上映コーナーで数多くのアニメ作品の上映を行います。 

注目したいのは、《文化センター会場》プログラムと《Coconeri 会場》上映作品の連

動です。 

《文化センター会場》のプログラム『この世界の片隅に』（17 日 16:30）では、来年公

開の片渕須直監督の最新作に関してトークと関連映像の上映が行われますが、

Coconeri ではその片渕須直さんが脚本デビューした『名探偵ホームズ』の「青い紅

玉(ルビー)」(監督・宮崎駿)を上映。また『ガンバの冒険』(17 日 12:30)を堂々と描き切

った巨匠・出﨑統監督の『あしたのジョー2』第 1 話「そして、帰ってきた・・・」も上映。

出﨑演出の究極の完成形をお楽しみいただけます。 

そのほか練馬区在住の吉沢やすみさんが原作漫画を描きはじめて 45 周年になる

『ど根性ガエル』、世界名作劇場でおなじみの制作会社・日本アニメーション創立 40

周年記念企画として『THE DOG OF FLANDERS』の上映も行います。 

また区内にある日本大学芸術学部の学生が作った珠玉の短編作品や、練馬区と産

業交流協定を結んでいるフランス・アヌシー市から「アヌシー国際アニメーションフェ

スティバル]参加作品の映像をお借りして上映します。 

 

【全上映作品】 

《Coconeri 会場》 

上映コーナーで上映。ご自由に出入りいただけます。 

■『タイムカプセル＋』／短編作品集／17 日(土)・18 日(日)11:30 

■練馬区小中学生作品／短編作品集／17 日(土)・18 日(日)11:30 

■『でででん』／短編作品集／17 日(土)・18 日(日)11:30 

■『小森さんは断れない！』／短編作品集／17 日(土)・18 日(日)11:30 

■『マリンとヤマト 不思議な日曜日』／短編作品集／17 日(土)・18 日(日)11:30 
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■『SARUTOBI くん 動画秘帖の巻』／17 日(土)・18 日(日)12:00 

■『ロボットガールズ Z プラス』1 話/3 話/5 話/6 話／17 日(土)・18 日(日)13:00 

■『あしたのジョー2』第 1 話「そして、帰ってきた・・・」／17 日(土)15:00、18 日(日)17:30 

■『名探偵ホームズ』第 5 話「青い紅玉（ルビー）」／17 日(土)15:30、18 日(日)17:00 

■『ど根性ガエル』第 1 話「ピョン吉誕生の巻」／17 日(土)16:30 

■『ど根性ガエル』第 2 話「平面ガエルはつらいよの巻」／17 日(土)16:30 

■『THE DOG OF FLANDERS』／18 日(日)14:30 

■『ああ、爆走』／日本大学芸術学部作品／17 日(土)14:00、18 日(日)13:30 

■『景色ナナメ上』／日本大学芸術学部作品／17 日(土)14:00、18 日(日)13:30 

■『竜と魔法使い』／日本大学芸術学部作品／17 日(土)14:00、18 日(日)13:30 

■『二股人魚』／日本大学芸術学部作品／17 日(土)14:00、18 日(日)13:30 

■『虹色の花畑』／日本大学芸術学部作品／17 日(土)14:00、18 日(日)13:30 

■『Changeover（チェンジオーバー）』／アヌシー国際アニメ映画祭参加作品／17 日(土)14:30、18 日(日)14:00 

■『One, Two, Tree（ワン・ツー・ツリー）』／アヌシー国際アニメ映画祭参加作品／17 日(土)14:30、18 日(日)14:00 

■『The Present（ザ・プレゼント）』／アヌシー国際アニメ映画祭参加作品／17 日(土)14:30、18 日(日)14:00 

■『Le Rêve d'Awa（ル・レーヴ・ダワ（アワの夢））』／アヌシー国際アニメ映画祭参加作品／17 日(土)14:30、18 日(日)14:00 

■『Captain 3D（キャプテン３D）』／アヌシー国際アニメ映画祭参加作品／17 日(土)14:30、18 日(日)14:00 

■新作アニメ PV・予告篇集／17 日(土)11:00/12:30/13:30/16:00/18:00、18 日(日)11:00/12:30/16:30/18:00 

 

《練馬文化センター会場》 

小ホールで実施される各プログラム内で上映。ご覧になるには各プログラムの入場チケットが必要です。 

■『ガンバの冒険』第 2 話「ガンバ、船で大暴れ」／17 日(土)12:30『ガンバの冒険』  

■『GAMBA ガンバと仲間たち』予告篇／17 日(土)12:30『ガンバの冒険』 

■『ガンバの冒険』第 24 話「白い悪魔のささやき」／17 日(土)12:30『ガンバの冒険』 

■『ガンバの冒険』第 26 話「最後の戦い大うずまき」／17 日(土)12:30『ガンバの冒険』 

■『この世界の片隅に』パイロットフィルム／17 日(土)16:30『この世界の片隅に』  

■『この世界の片隅に』「冬の記憶」篇／17 日(土)16:30『この世界の片隅に』 

■『名犬ラッシー』第 1 話「ひとりじゃない」／17 日(土)16:30『この世界の片隅に』 

■『花は咲く』アニメ版／17 日(土)16:30『この世界の片隅に』 

■『四月は君の嘘』第 22 話「春風」／18 日(日)16:00『この世界の片隅に』 

 

このほかにも様々な企画を展開します。 

 

 

練馬アニメカーニバル公式サイト（練馬アニメーションサイト内） 

http://animation-nerima.jp/event/carnival/carnival2015/ 

その他《アニメ・イチバンのまち》練馬に関する情報は『練馬アニメーションサイト』をご覧ください。 

http://animation-nerima.jp/ 
 

【問合せ先】 

 練馬アニメカーニバル推進連絡会事務局（練馬区商工観光課アニメ産業振興係内） 

電話:03-5984-1276（直通） 

 E-mail：shokokanko02@city.nerima.tokyo.jp 


