
WAT～世界のアニメーションシアター～ 

貸出可能作品のご紹介 
 

WAT が貸出あるいは上映等の仲介ができる短編アニメーションの一例です。 

詳しくは、オフィスＨ（担当 伊藤）へメールにてお問い合せください： hito@officeh.net 

 

以下の 10 本は、本サイトトップページ掲載画像の作品です。 

 

© KinoPravda 2010 

ノルウェー最後のトロール 
 

■原題 Det siste norske trollet／英題 The Last Norwegian Troll 

■監督 ピョートル・サペギン（Pjotr Sapegin） 

■2010 年 

■制作 KinoPravda（ノルウェー） 

■12 分 40 秒 

■立体(パペット) 

■英語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51678319.html 

 

© Tiny Inventions 

サムシングレフト・サムシングテイクン 
 

■原題 Something Left, Something Taken 

■監督 桑畑かほる（Ru Kuwahata）、マックス・ポーター（Max Porter） 

■2010 年 

■制作 Tiny Inventions（米国） 

■10 分 13 秒 

■立体（パペット等）、2DCG アニメーション 

■英語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51677439.html 

 

© The Animation Workshop 

キャプテン・オウサム 
 

■原題 Captain Awesome: The Rumble in The Concrete Jungle 

■監督 エーカン・ボシュドゥーギャン（Ercan Bozdogan）、 

ミークル・アーベンフーウシュ・セーレンセン（Mikkel Aabenhuus Sorensen） 

■2011 年 

■制作 The Animation Workshop（デンマーク） 

■8 分 10 秒 

■2DCG アニメーション 

■英語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51678393.html 

 

©Donten & Lacroix Films, Claytraces 

ベルリンの野うさぎ 
 

■原題 Esterhazy 

■監督 イザベラ・プリュシンスカ（Izabela Plucinska） 

■2009 年 

■制作 Donten & Lacroix Films（ポーランド）、Claytraces（ドイツ） 

■25 分 

■クレイアニメーション 

■ドイツ語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51574299.html 
 



© Folimage 

ことばの狩人 
 

■原題 Le bûcheron des mots／英題 The Wordcutter 

■監督 Izù Troin(イズ・トロアン) 

■2009 年 

■制作 Folimage（フランス） 

■11 分 10 秒 

■2DCG アニメーション 

■フランス語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51579374.html 
 

©Joanna Rubin Dranger, Lisbet 

Gabrielsson Film AB, A Man & Ink, 

Bullitt Film 2010 

ミス・リマーカブルの就活 
 

■原題 Fröken Märkvärdig & karriären／英題 Miss Remarkable and her Career 

■監督 ヨアンナ・ルービン・ドランゲル(Joanna Rubin Dranger) 

■2010 年 

■制作 Lisbet Gabrielsson Film AB（スウェーデン）、A Man & Ink（アイルランド）、Bullitt Film（デ

ンマーク） 

■29 分 5 秒 

■ドローイングアニメーション 

■スウェーデン語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51579716.html 
 

© Filmakademie Baden-Württemberg 

木の上の海賊たち 
 

■原題 Sperrholzpiraten／英題 Playwood Pirates 

■監督 シュテファン・ショメラス(Stefan Schomerus) 

■2008 年 

■制作 Filmakademie Baden-Württemberg GmbH (ドイツ) 

■17 分 

■パペットアニメーション 

■ドイツ語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51582868.html 

 

©Merwan Chabane,Onyx Films 

パリのパーティ・アニマル 

 
■原題：Cliches de soirée／英題：Party Animals 

■監督 メルヴァン・シャバヌ(Merwan Chabane) 

■2008 年 

■制作 Onyx Films(フランス) 

■17 分 

■ドローイング、2DCG アニメーション 

■フランス語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51580380.html 

 

©Garagefilm International AB 2009 

リディンゴ島のこどもギャング 
 

■原題 Lidingöligan／英題 The Gang of Lidingo 

■監督 マヤ・リンドストレイム（Maja Lindström） 

■制作 Garagefilm International AB 

■2009 年 

■28 分 

■3DCG アニメーション 

■スウェーデン語日本語字幕版 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51577765.html 

 



© Erik Rosenlund 

鏡の中に 
 

■原題 Spegelbarn／英題 Looking Glass 

■監督 エーリック・ローゼンルンド（Erik Rosenlund） 

■制作 Erik Rosenlund／共同製作 SVT（スウェーデン・テレビ）、YLE（フィンランド国営放送） 

■2007 年 

■5 分 

■ドローイング、2DCG、3DCG エフェクト 

■せりふなし 

 

■詳細＞＞ http://blog.livedoor.jp/officeh_notebook/archives/51064248.html 

 

 

他にも貸出・仲介が可能な作品はたくさんあります。 

詳しくはオフィスＨへメールにてお問い合せください： hito@officeh.net 

WAT～世界のアニメーションシアター～ 貸出可能作品のご紹介【2012 年 2 月 1 日現在】 


