2010 年 7 月 6 日
報道関係各位
株式会社ゲッティコミュニケーションズ

ミスソフィアを含む、ミスキャンパス 7 名が
「夕張映画祭 2010」
親善大使に就任！
CampusNavi も夕張映画祭２０１０を応援!!
ポジティブな学生を応援するメディア＜CampusNavi＞を展開する株式会社ゲッティコミ
ュニケーションズ（以下ゲッティコム／本社：東京都港区／代表：今城和志）は、子会社
の株式会社ＣＮＢｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ（以下ＣＮＢ／本社：東京都港区／代表：大和
亮介）と共同で、財政破綻した夕張市を、＜映画＞と＜若者の情熱＞で元気づけようと始
まった、夕張国際学生映画祭（www.yubarifilm.com）（註 1）が発展し、学生の枠を飛び越
え て 、 本 年 7 月 24 日 （ 土 ） に 開 催 さ れ る 、「 夕 張 映 画 祭 2010 」（ 註 2 ） （ URL
http://www.yubariwood.com/）の親善大使に、ミスソフィアを含む 7 名の現役大学生ミスキャ
ンパスを起用し、運営するポジティブな学生を応援する WEB サイト「CampusNavi」（キャン
パスナビ：www.campusnavi.com）（註 3）でも夕張映画祭応援キャンペーンを展開します。
今回「夕張映画祭 2010」親善大使に就任するのは、「CampusNavi」で活躍する、全国の大
学学園祭のミスキャンパス７名（09 年ミス上智大学 早川 真理恵、09 年ミス同志社大学 松岡 史
子、09 年ミス成蹊大学 森本明日香、09 年ミス横浜市立大学 岩田 明子、09 年ミス関西学院大学
吉川 亜樹、 09 年ミス同志社女子大学 外薗 真衣、07 年ミス東京理科大学

宮崎 憲子）で、

大学の顔として選出されたミスキャンパスが、夕張映画祭２０１０の広報を、キャラバン隊を結
成し、ネットや USTREAM、twitter を駆使して広報を担当します。
＜「夕張映画祭 2010」親善大使＞
「ミスソフィア 2009」早川 真理恵（上智大学 外国語学部ロシア語学科４年）

「ミスキャンパス同志社 2009」 松岡 史子（同志社大学 社会学部 ４年）

「2009 ミス成蹊大学」森本明日香(成蹊大学 文学部現代社会学科２年生)

「09 年ミス横浜市立大学」 岩田 明子（横浜市立大学 国際総合科学部 国際総合科学科 ４年）

「09 年ミス関西学院大学」 吉川 亜樹（関西学院大学 社会学部 ２年）

「09 年ミス同志社女子大学」 外薗 真衣（同志社女子大学 現代社会学部 ３年）

「07 年ミス東京理科大学」

宮崎 憲子 （東京理科大学 理学部 3 年）

（註 1）「夕張国際学生映画祭」について
夕張映画祭 2010 は、夕張国際学生映画祭（www.yubarifilm.com）が発展した映画祭です。
夕張国際学生映画祭は、1989 年竹下内閣のふるさと創生資金１億円を元手に、映画による
観光振興を目的に、夕張市が財政破綻までおよそ 17 年間に公費約 20 億円を通じて開催し
た、＜ゆうばり国際ファンタステイック映画祭＞（現在、同名の映画祭がありますが、主
催者が異なり、現在は私NPO法人が同名の映画祭を開催しています。）が、1999 年の１０
周年の節目に学生を誘致したいとの想いで、当時のＪＣＦ日本サークル連盟に打診し、開
催されたゆうばり国際ファンタステイック映画祭特別協賛企画

第 1 回ＪＣＦ学生映画祭

（1999 から 2001 年の第 3 回まで夕張市で開催）が、第 4 回以降、沖縄、東京、愛知、東
京と開催地を毎年変更して第 7 回まで開催していた、2007 年に夕張市の財政破綻による、
ゆうばり国際ファンタステイック映画祭の中止の報を受け、ＪＣＦ学生映画祭ＯＢと有志
一同、学生が協力して、<学生よ、熱き情熱で夕張の雪を溶かせ！＞をテーマに、夕張に元
気にと開催された学生映画祭です。
（夕張国際学生映画祭 2007、2008 開催）

（註 2）「夕張映画祭 2010」概要
名称：「夕張映画祭 2010」 http://www.yubariwood.com/
期日：平成 22 年 7 月 24 日(土)
場所：ゆうばりホテルシューパロ
〒068-0400 北海道夕張市本町 2 丁目 19

Tel:01235-2-2400 Fax:01235-2-2401

内容：1)招待作品上映
2)著名人によるトークショー
3) YUBARIWOOOD 構想の実現に向けたプレゼンテーション

等

主催：夕張映画祭 2010 実行委員会
企画・製作：株式会社 LMH、夕張映画社
制作・運営：夕張映画祭 2010 運営事務局
後援：北海道／北海道経済連合会／毎日新聞北海道支社／読売新聞北海道支社／北海道
放送／北海道文化放送／テレビ北海道／ 株式会社エフエム・ノースウェーブ、FM
東京、ジャパンエフエムネットワーク、5L、CampusNavi、Camjam、FM 企画
（2010.6.29 現在）
特別協賛：

＜ｔｈｅメロン犬

ＴＨＥ

ＭＯＶＩＥ

製作委員会＞

協賛：日本航空、JAL ホテルズ
協力：5L、NEWWAVE、株式会社ゲッティコミュニケーションズ、ライフエンタテイメ
ント株式会社※2010 年 6 月 29 日現在。

（註 3）「学生向け情報サイト CampusNavi」とは
大学生活を有意義に、楽しく過ごすための情報を中心に、入学シーズンや学園祭時には、
月間 1,000 万 PV 以上のアクセスがある国内最大級の大学生及び受験生・予備校生を対象と
した総合情報/ブロードバンドサイト（http://www.campusnavi.com）。
ポジティブな大学生を応援するべく各方面で活躍するさまざまな大学生のブログやコンテ
ンツを展開中。クラブ・サークル団体、学生クリエイター、学生イベント、アナウンサー

を目指す学生によるニュースレポート、学園祭ミスキャンパス候補者などの他、大学生ア
イデアコンテストのような企業様とのタイアップ企画も実施するなど、大学生の情報源と
して広く認知されている。
●サイト名 ： Campus Navi ＜キャンパスナビ＞
●媒体 URL ： http://www.campusnavi.com/
●開始時期

：

2003 年 6 月

●総ページビュー数 ： 約 480 万/月平均
※2009 年 11 月には、約 1000 万 PV を記録。
●コンテンツ
・全国のミスキャンパス 240 名の紹介映像
・ミスキャンパスをキャスターに起用したオリジナル番組「CampusNaviBroadcasting」
・全国 180 団体のクラブ・サークル紹介映像
・学園祭や夕張国際学生映画祭、海の家など春夏秋冬のイベント情報
・ミスキャンパスや学園祭実行委員のブログ
・映像、アート等、気鋭の学生クリエイターの紹介などの人気コンテンツが多数。

■

商標等について
「ミスキャンパス」は、ミスキャンパスインターナショナル

の登録商標です。ゲッティ

コムは、ミスキャンパスインターナショナルの認定を受けて、ミスキャンパスの情報発信と活動
支援を行っています。
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