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MAP10/14（月・祝） ■武蔵野商工会館 4Fゼロワンホール C

親子でプラモデル教室

10：00～／13：30～

11：00～18：00

11：00～17：0012：00～18：00

10/20（日）

まちなかファミリーステージ

■コピスふれあいデッキこもれび E

ビッグバンドが奏でるアニメソングの数々と活躍中の女性ビッグバンド「たをやめオルケスタ」が登場

「デイリーニュース」
地域密着ニュース放送

10/19（土）・20（日）

まちなかアニメ広場

■東急百貨店吉祥寺店北側広場 MAP D

10/12（土）・13（日）

森のわくわくバザール

■井の頭恩賜公園野外ステージ周辺 B

新企画「まちなかアニメ広場」。ステージでは、ひつじのショーンのミニミニバラエティーショーをはじめ、アニメソ
ングを中心とするライブステージなど、ひつじのショーンとアニメが大好きな皆さんにぴったりの展開が。そのほ
か会場では、成蹊大学漫研のワークショップ、さらに12月13日（金）公開 『映画 ひつじのショーン　ＵＦＯフィー
バー！』のプロモーションコーナーも展開します。ひつじのショーンでいっぱいの2日間をお楽しみください。

荒天中止

荒天中止

荒天中止

10/12（土）・13（日） ■井の頭公園野外ステージ B荒天中止

業界№1プロモデラー
野本憲一

香坂きの

イベントの模様を特集でお届け!
吉祥寺アニメカルチャーの熱気をJ:COMで

13:00
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45

Orchestra Guezzo Wassa
吉祥寺Groovy Sound Jazz 楽団
City Hawk Jazz Orchestra
吉祥寺New Sounds Jazz Orchestra
Stormy Monday Night Jazz Orchestra
たをやめオルケスタ(http://tawoyameorqusta.com/)

10/19（土）

10/20（日）

12：30
14:00
14:45
15:30
16:15

むさしの紙芝居一座
Js.Groove Jazz Orchestra
Kichijoji Infared Jazz Orchestra (KI-JO)
Albert Akita & Noche Shibuya
Kichijoji Join Jazz Orchestra

12:00
13:00
14:30
15:30
16:15

ひつじのショーンミニミニバラエティショー
星さいか
ひつじのショーンミニミニバラエティショー
星さいか
Crescent

※荒天中止　出演者の都合により、内容を変更する場合があります。

お問い合わせ 武蔵野市観光機構　☎0422-23-5900（9:00～18:00）

http://www.kichifes.jp/wonderland

アニメワンダーランド

10/10（木）～10/16（水）

「かいじゅうステップ　ワンダバダ」展

■リベストギャラリー創 A

Kichijoji Anime Wonderland 21th

※イベント内容やタイムテーブルは天候その他の都合で予告無く変更になることがございます。詳しくはHPをご覧ください。

13：30

13：50
14：20
14：50
15：20
16：00
16：30
17：30

グランドオープニング
PEPsチアリーダーズ＆Ａ－１ラブクローバー
映画すみっコぐらしキャラクターステージ
「オトッペ」ウィンディ握手＆撮影会
シルバニアファミリーとあそぼう! わくわくさつえいかい
ひつじのショーンがやってくる
みんにゃあつまれ！ねこねこ日本史クイズ大会
elfin'キッズライブステージ
森の映画館
●映画「ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～」 ●こびと劇場 
●映画「すみっコぐらし」予告映像 ●「オトッペ」といっしょに踊ろう！ ●ねこねこ日本史

●映画「ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～」 ●こびと劇場 
●映画「すみっコぐらし」予告映像 ●「オトッペ」といっしょに踊ろう！ ●ねこねこ日本史

13：00
13：30
14：00

16：00
16：30
17：30

「かいじゅうステップ」ピグちゃんがやってくる！
シルバニアファミリーとあそぼう! わくわくステージショー
神谷明ふれ愛ファミリーコンサート
【出演】神谷明 古川貴子　ぺこりんズ♪（井上かおり・高野慎平）　神谷たえ
【司会】MYMY（山本天心・浜田太一） 
みんにゃあつまれ！ねこねこ日本史クイズ大会
ひつじのショーンがやってくる
森の映画館

10/12（土）
10/12（土）

10/13（日）

森のわくわくステージ＆森の映画館

のわくわく森 ステージ

シルバニア村からショコラウサギちゃんたちがあそびにくるよ!
いっしょにうたったり、おどったりして遊ぼう!

NHK Eテレで放送中のアニメ『ねこねこ日本
史』の主題歌を担当するelfin'のステージ！ラ
イブ後には特典会を開催！小学生以下のお
友達は無料で握手会に参加できます！

おなじみ神谷明さんの素敵なステージ！MYMYさんの司会でたっぷりお楽しみください！

●シルバニアファミリーとあそぼう!
　わくわくステージショー

●シルバニアファミリーとあそぼう!
　わくわくさつえいかい

●まちなかアニメステージショー

●ひつじのショーンスタンプツアー　（11：00～17：00）

10/12（土）●映画すみっコぐらし
　キャラクターステージ

司会は「ひつじのショーン」OPにも登場？のミラクル
ボイスの持ち主、関西のラジオを中心にさまざまな作
品で活躍中の東優夏さんです！

●神谷明ふれ愛ファミリーコンサート

※「森のわくわくバザール」シルバニアファミリーブースでもプレイコーナーや
　シルバニアグッズがあたるイベント限定のくじコーナーもあるよ!

※詳しくは下記のステージスケジュールをご参照ください。

神谷明 古川貴子 井上かおり 神谷たえ MYMY

●ひつじのショーンが
　やってくる

ひつじのショーン

【出演】神谷明 古川貴子 井上かおり 神谷たえ 伊倉一恵 clownものまる
【司会】MYMY（山本天心・浜田太一）

©EPOCH

©2019日本すみっコぐらし協会映画部

 開催期間中はメインイベントを中心に番組でピックアップ! 
デイリーニュースは 月～金 午後6時から生放送(武蔵野市・三鷹市)

吉祥寺アニメワンダーランド 2019
主催：吉祥寺ウェルカムキャンペーン委員会（吉祥寺活性化協議会、武蔵野商工会議所、武蔵野市商店会連合会）
後援：武蔵野市、武蔵野市開発公社、東京都、経済産業省関東経済産業局、コ・フェスタ2019
協賛：武蔵境自動車教習所、キリンビール、キリンビバレッジ
協力：東北新社、アスミックエース、ロクリン社、タツノコプロ、スタジオディーン、コアミックス、ノース・スターズ・ピクチャーズ、STUDIO4℃、

チェブラーシカ・プロジェクト、冴羽商事、φphy（ファイ）、A吉スタジオ、プロダクションI.G、フロンティアワークス、復刊ドットコム、
アニプレックス、エポック社、博報堂、円谷プロダクション、ウェーブ、GSIクレオス、成蹊大学漫画研究会ペルシャ猫、宮地楽器、
関東バス、西武バス、小田急バス、ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局 （順不同）

10
/
12（
土
）

10
/
13（
日
）

©Aardman Animations Ltd 2019

©Aardman Animations Ltd 2019

毎回大人気の「プラモデルワークショップ」。今年は恒
例の大人気アニメ「ガンダム」などのプラモデルを組み
立てます。講師は業界№１プロモデラーで、ホビージャ
パンでの連載や「ノモ研」など関連著作も多い野本憲一
先生が登場！更に今年からプラモデルの楽しさを広め
るプラモアイドルの香坂きのさんも参加！講師の指導
を受けながら、親子でプラモデルを組み立てよう！

井の頭公園の森のなかで繰り広げられる吉祥寺アニメワンダーランドのメインステージ。今年は新たなキャラクター
もいっぱい。司会はミラクルボイスの持ち主、関西のラジオを中心にさまざまな作品で活躍中の東優夏さんです！

「森のわくわくステージ」は日が暮れると「森の映画館」に早変わり。思い出
に残る、森のなかでの上映会です。

※申し込みは締め切りました（毎年９月初旬に市報等で募集します）。

ひつじのショーンのスタンプツアーのスタート＆ゴールとなります（雨天時は武蔵野市
観光機構に変更）。スタンプシートは東急百貨店北側広場の本部ブースにて配布します。
スタンプを集めてゴールするとひつじのショーンの抱っこちゃん風船がもらえます。抽
選でWチャンスもありますので、奮ってご参加下さい。
※詳細は裏面のスタンプツアーをご参照下さい。

※スタンプシートの配布は11:00～16:00

料 

金

■1プログラム：800円　
　（小・中学生：400円）  ＊未就学児は無料

1,000円

■6プログラム通し券：4,000円　
　（小・中学生：2,000円）  ＊未就学児は無料

今年9月27日からテレビアニメが放送開始となる「かいじゅうステップ  
ワンダバダ」。キャラクターデザインを手掛ける、きはらようすけさんの
イラスト展示のほか、絵本やグッズの販売、パペットの展示、アニメー
ションの上映やトークイベントなども予定しています。

ステージの周辺に協力スタジオやショップのブースが出現。
アニメのおまつり広場が出現します。 
成蹊大学漫画研究会によるまんが制作も体験できます。 

10/13（日）

10/13（日）

伊倉一恵 clownものまる

たをやめオルケスタ

©Aardman Animations Ltd 2019

「ＯＨ！ＯＨ！オトッ
ペ」や「バラバラバン
バ」など、「オトッペ」
の大人気曲のミュー
ジックビデオを上
映！みんなで一緒に
楽しく踊ろう♪

10/18（金）～10/20（日）

第15回吉祥寺アニメーション映画祭

■吉祥寺シアター MAP F

今年から吉祥寺アニメーション映画祭が3日間の本格的フェスティバルに向けてリニューアル！トークショー、特
集上映、そしてグランプリを決める本選の3日間。吉祥寺から生み出される充実の映画祭にご期待ください。

現在、世界最高水準を誇る日本のアニメーション。1960年代に動く絵に生命を吹き込
み、新たな表現を目指したアニメーターたちがいた。2019年8月に刊行された「日本の
アニメーションを築いた人々 新版」（復刊ドットコム）の著者で映像研究家の叶精二氏
と、NHK朝ドラ「なつぞら」ヒロインのモデルと言われる故・奥山玲子氏の夫であり、自
身も伝説的アニメーターである小田部羊一氏、アニメ監督の森本晃司氏を迎え、日本の
アニメーションの創世期、中興期、そして現在について語っていただきます。

●一般部門グランプリ

■審査委員長
竹熊健太郎（編集家）

■ゲスト審査員
森本晃司(アニメーション監督)「アニマトリックス」、笹川ひろし(アニメーション監督)「タイムボカン」
青木純(アニメーション監督)「ポプテピピック」

■審査員
氷川竜介（アニメ・特撮研究家）、津堅信之（アニメーション史研究家）、中村誠（アニメーション監督）
STUDIO4°C、コアミックス、Production I.G

※入場終了次第上映開始

※10/16は17：00まで

出
　
店

料 金

シルバニアファミリー/こびとづかん/復刊ドットコム/
簡単！まんが制作広場☆成蹊大学漫画研究会/
「オトッペ」グッズショップ/武蔵境自動車教習所/
ジェイコム東京 武蔵野・三鷹局/
ねこねこ日本史/トヨタモビリティ東京

10/23（水）
午後6時から

●「オトッペ」といっしょに踊ろう！

10/18（金）●スペシャルトークショー
　「日本のアニメーションを築いた人々」

今年11月8日に公開予定の映画の最新予告を上映！
ある日すみっコたちは、お気に入りのおみせ「喫茶すみっコ」の地下室で、古くなっ
た一冊のとびだす絵本をみつける。絵本を眺めていると、突然しかけが動き出し、絵
本に吸い込まれてしまうすみっコたち。絵本の世界で出会ったのは、どこからきた
のか、自分がだれなのかもわからない、ひとりぼっちのひよこ・・・？

10/12（土）

10/12（土）

10/13（日）

10/13（日）

10/12（土） 10/13（日）

10/12（土） 10/13（日）

●「映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ」予告映像

©2019日本すみっコぐらし協会映画部

東優夏

©KSW©TPC

Crescent

星さいか

https://www.kaijustep.com/HP

©C＆CP ©I.TOON

イギリスの片田舎の牧場でのんびり暮らす、ショーンと仲間たち。退屈な毎日に飽き飽き
したショーンたちは、牧場主を眠らせて“バカンス”を楽しむが、牧場主を乗せたトレーラー
が大爆走してしまう。ショーンたちは牧場主を探しに大都会へ旅立つが、そこには数々の
危険が待ち受けていた。平穏な牧場こそが大切な場所だと気付いたショーンたち。果たし
て、ショーンは牧場主を見つけ出し、みんなで愛するわが家へ帰ることができるのか------?

●映画「ひつじのショーン～バック・トゥ・ザ・ホーム～」
大ヒットクレイ・アニメーションシリーズ「ひつじのショーン」
シリーズ初の長編映画を上映！

ノミネート作品上映&授賞式

©2014 AARDMAN ANIMATIONS 
LIMITED AND STUDIOCANAL SA.

 A STUDIOCANAL RELEASE

画：成蹊大学漫画研究会ペルシャ猫
「オトッペ」グッズショップ
©NHK／オトッペ町役場

©2019そにしけんじ・実業之日本社／「ねこねこ日本史」製作委員

©2019そにしけんじ・実業之日本社
／「ねこねこ日本史」製作委員

10/12（土） 10/13（日）

●みんにゃあつまれ！
　ねこねこ日本史クイズ大会

10/12（土）
●elfin'キッズライブステージ

elfin'

「オトッペ」の人気キャラクター ウィン
ディがやってきます！

今年11月8日にアニメ映画が公
開！大人気の「すみっコぐらし」か
らすみっコたちがやってきます！

NHK Eテレでアニメ放送中、2020年2
月には映画が公開予定！『ねこねこ日
本史』のクイズ大会を開催するにゃ！
沖田総司もあそびにくるにゃ！

10/12（土）
●PEPsチアリーダーズ＆Ａ－１ラブクローバー

吉祥寺で活動しているPEPsチアリー
ダーズと笹塚のラブクローバーがア
ニメ曲でのチアダンスでステージを
盛り上げます。観客参加型のチア体験
タイムもありますので、ポンポンを
もってステージで踊ってみたいキッ
ズのみんな、集まれ～！

10/13（日）

●「かいじゅうステップ」
　ピグちゃんがやってくる！

ピグちゃんと写真を
撮ろう！

10/12（土）
●「オトッペ」ウィンディ握手＆撮影会

©NHK/オトッペ町役場

©NHK/オトッペ町役場

●ねこねこ日本史 10/12（土） 10/13（日）

19：00開場　19：30開演

【司会】：津堅信之　【出演】：叶精二、小田部羊一、森本晃司

津堅信之 叶精二 小田部羊一 森本晃司

日本のストップモーション作家の監督作を今年も上映いたします！プログラムは全６プログラム！昨年よりさらに
パワーアップして、色々な作品をご覧いただけます。また、今年からは吉祥寺アニメーション映画祭に応募された作
品の中からストップモーションアニメーションをセレクトして観ていただけるコンペ部門も開設します。

10/19（土）●ストップモーションアニメーション
　フェスティバル 2019 9：15開場　9：45開演

チケットのお買い求めは
イープラスで検索

ご存じ竹熊健太郎さん提唱の、少人数でアニメーションを制作している作家の作品を吉祥寺周辺のスタジオ各社に
講評してもらおうという映画祭。コアミックスやSTUDIO4°C、プロダクションI.G、タツノコプロからは笹川ひろし
監督も審査に参加。アニメーション評論の第一線で活躍する氷川竜介さん、津堅信之さん、吉祥寺を代表する巨匠・森
本晃司監督、新進気鋭の青木純監督が参加。

10/20（日）●第15回吉祥寺アニメーション映画祭
15：30開場

【参加作品監督】伊藤有壱監督、秦俊子監督、見里朝希監督、当真一茂監督、河野亜希監督、合田経郎監督、
　　　　　　　八代健志監督、中村誠監督、村田朋泰監督、小林雅仁監督

●ギャグアニメ部門グランプリ
「マイリトルゴート」 
見里朝希

「決戦型光学機兵ミエナイガーZ」
スタジオぽぷり 

●優秀賞
「蘆屋家の末裔」
吉田惇之介

◇問い合わせ先 ccjjk@chieriandcherry.com

ひつじのショーンがやってくる！  13時・15時
本部テント前にて13時と15時に「ひつじのショーン」との
撮影会を開催します。（各回：30分実施／先着50組予定）

地デジ

11ch

昆虫でもない、植物 でもない、もちろん人間でもない......。正体不明、でもどこかにきっ
といる不思議な生き物、それが“こびと”。トイレットペーパーが三角に折られて い
る......。風もないのに草むらの葉がゆれた......。猫がジッと何かを見ていることがある......。 
こんなことが起こったら、それは“こびと”と呼ばれる生き物の仕業。その強烈なインパ
クトのキャラクターに夢中になる人が年齢性別を問わず多くいる。そんなユニークな
“こびと”たち......。

●こびと劇場

©Toshitaka Nabata/こびと観察会

  9：45～ ララちゃんステージ
【A】10：00～11：23 I.TOON + 東京藝大大学院映像研究科立体ゼミ出身作家 作品集
【B】11：40～12：20 八代健志作品
【C】12：40～13：10 Dwarf作品集
【D】13：40～15：45 中村誠監督作品集
【E】16：10～18：20 村田朋泰監督作品集
【F】18：45～19：45 吉祥寺アニメーション映画祭／ストップモーションアニメーションフェスティバルコンペ作品集

プ
ロ
グ
ラ
ム

ちえりとチェリー ハーバーテイル

協力：東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻　立体ゼミ チケットの
お買い求めは
こちらから

日本の歴史上に存在する様々な
偉大な猫たち。猫たちによって
日本の歴史はいかにして作られ
て来たのか？NHK Eテレでアニ
メ放送中、2020年2月には映画
が公開予定です！

イープラスコード
：309039-0001

私たちは吉祥寺アニメワンダーランドを応援しています！

ショッピングセンター
吉
祥
寺

ショッピングと
味覚の散歩道
武蔵野市吉祥寺本町 1-8-3
☎0422-21-7004

ウテナ産業株式会社

ＪＲ中央線・西武新宿線沿線で

吉 祥 寺 店

創立20周年!
絶版・激レア本を皆さまの投票で復刊!!!

TEL：03-6800-4460（代）　http://www.fukkan.com


