
9.21（火） 3×3 Lab Future MAP F

9.29（水） ROUTE CAFE AND THINGS MAP E9.25（土）
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世界と繋がる

大手町・丸の内・有楽町地区から

「顔が見える」

「声が聞こえる」

「心で感じる」

そんなSDGsを届けます

ショートフィルムも上映！
ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジアが
選出するショートフィルムも多数上映！ 世界各国で作
られた、多様な世界観の作品を、一気に味わえます。
長編作品とはまた違う“余韻”も、ぜひお楽しみください。

私たちの日常生活の至るところに存在するプラスチック。
自然分解されないプラスチック製品は、今世界中の海で
浮遊あるいは沈殿しています。サンシャインシティでは、プ
ラスチックが海に生きる生物たちと私たち人間の体に及ぼ
す影響を、映画を通じて考えます。

サンシャインシティ池袋

※上映作品は一部変更になる可能性があります

上映会後

プラスチックの海

サテライト上映

大丸有SDGs ACT5
映画祭特設ページ

18：30上映開始

18：30上映開始（予定）

お申込はこちら
（8/2受付開始）
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戦火のランナー Simplife
内戦下のスーダンで逃げるために走
り続けていたグオル。難民として渡っ
た米国でマラソンのオリンピック出場
権を得る。彼は分離独立を目指す故
郷の仲間を励ますため、「代表する国
がない」なかで走ることを決意する。

9.3（金）
丸ビルホール
MAP D

現代芸術家ヴィックが、故郷ブラジル
の巨大なごみ処理場で働く人たちと
一緒に、ごみを使った作品を作ってい
く。初めてアートに触れた彼らは、次
第に自分の人生や仕事を見つめ直し
ていく。芸術は世界を変えるのかー？

9.17（金）
Have a Nice TOKYO!(HaNT)
MAP C

“身の丈に合った”タイニーハウス（小
さな家）でシンプルに暮らす人たちを
追う。物を手放し得られた自由、移動
式の家で旅する楽しさ、育まれていく
「家族」の絆…。「自分らしい生き方」
のヒントが詰まった一作。

9.22（水）
3×3 Lab Future
MAP F

自然を愛する夫婦が「究極の農場」を
つくる8年間の奮闘を追う。時に自然
の厳しさに翻弄されながらも、そのメッ
セージに耳を傾け、命のサイクルを学
び、多種多様な生き物たちとともに美
しい農場を創りあげていく。

9.24（金）
3×3 Lab Future
MAP F

ニュージーランドの小さな島で誕生し
たダンスグループは平均年齢83歳！
夢は世界最大のヒップホップ大会に
出場すること。その挑戦の過程や、そ
れぞれの人生ドラマ、歳を重ねること
の悲喜こもごもを映し出す。

10.1（金）
DMO東京 丸の内
MAP B

日本の食品ロスは世界トップクラス。
国民一人あたり毎日おにぎり1個分を
捨てている。しかし「もったいない」精
神でアクションを起こす人たちも！その
アイディアをたどり日本中を旅していく
ロードムービー。

10.6（水）
micro FOOD&IDEA MARKET
MAP A

目が見えず耳も聞こえない「盲ろう者」
を全国各地訪ねていく。同じ「障がい」
でも、地域や年代、家族や仕事環境
によって、喜びも葛藤も様々。そんな
彼らと周囲の人たちのリアルな日常と
「声」が詰まった一作。

9.27（月）
3×3 Lab Future
MAP F

10か国の再生可能エネルギーの導
入事例を4年の歳月をかけて取材。
環境活動家やノーベル賞受賞者、政
治家など様 な々視点から再エネへの
シフトの可能性を探る。ドイツのエネ
ルギー政策に影響を与えた作品。

9.28（火）
3×3 Lab Future
MAP F

「日雇い労働者の街」大阪釜ヶ崎で
38年にわたり営まれてきた「こどもの
里」は、様々な事情を抱える子どもと
親を多面的に支える居場所だ。そこ
に集う人たちの奮闘と、全力で関わり
合う姿を追う人情溢れる一作。

9.10（金）
3×3 Lab Future
MAP F

ビジネスによって世界の課題解決を目
指す3人のミレニアル世代の起業家。
彼らの起業前から、課題がある現場
へインパクトをもたらすまでの道のりを
追う。資本主義の枠組みのなかで本
当に世界は変えられるのだろうか。

10.8（金）
3×3 Lab Future
MAP F

ビッグ・リトル・ファーム

はじまりはヒップホップ もったいないキッチン

ヴィック・ムニーズ
ごみアートの奇跡

もうろうをいきる 第4の革命

さとにきたらええやん

ザ・ニュー・ブリード

micro FOOD&IDEA MARKET有楽町ビルA

DMO東京 丸の内B 二重橋ビル

Have a Nice TOKYO!(HaNT)C 三菱ビル

丸ビルホールD 丸の内ビル（7F）

ROUTE CAFE AND THINGSE 丸の内ビル（4F）

3×3 Lab FutureF 大手門タワー・ENEOSビル

エリアMAP

昨年からスタートした「大丸有SDGs映画祭」は、SDGsの目標の背後にある、世界の課題の実情や、その解決のヒントなどを、映画を通じて
お届けする映画祭です。今年は１作品ずつ、より多くの人により深くお届けできるよう、開催期間を約1ヶ月に延長！ 難民、フードロス、身体障がい、
高齢化など様々なテーマの作品と、その課題と熱く向き合うゲストたちとともに、大丸有でお待ちしております！
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※イベントの内容は、予告なく変
更になる可能性があります。必ず
公式サイト（映画祭特設ページ）
で最新情報を確認してください。
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ACT5メンバーポイントアプリ

みなさんの“普段の行動”をSDGsアクションにつなげ、
貯まったポイントはエシカル商品などに交換できます。

映画祭参加でポイントがもらえる！

詳細はこちら！
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