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Born 1990 in Kyoto, Japan. Ai started making short films when she was a university student.
Her short film, DELICIOUS BREAKFAST (2012) was awarded for Grand Prize in the Student 
Film Competition Section at The 2nd edition of Nara International Film Festival. After 
graduating from Tokyo University of Arts, Ai joined Hirokazu Kore-eda’s production company
Bunbuku in 2015. She began her career as an assistant on Kore-eda’s film THE THIRD 
MURDER (2017), SHOPLIFTERS (2018). Ai made her directorial debut in 2015 with a short 
factual television program KYOUNOAKINAI (2015-16), SOMEONE (2020) is her fiction 
film debut.

河股藍

1990年、京都生まれ。

京都芸術大学（旧称：京都造形芸術大学）・映画学科、東京藝術大学大学院・映像研究科卒。

2011年度卒業制作映画『美味しい朝食』が、第２回なら国際映画祭NARA-wave優秀作品賞受賞。

2016年『海よりもまだ深く』に美術助手として参加後、分福に所属。是枝裕和監督のもとで

監督助手を務め、2017 年『三度目の殺人』、2018 年『万引き家族』に参加。

2015年～2016年放送、TBSミニ番組『きょうの、あきない』でディレクターデビュー。



SYNOPSIS

DIRECTOR’S NOTE

One day, Yuko receives a divorce notice signed by her husband who had already left their 
apartment. Being struggle to put her stamp on it to agree to a divorce, she goes to work 
and make and sell stamps for customers. She is asked by her elder sister to look after her 
nephew after work, and reluctantly spends half a day with him. While spending time with 
her nephew, Yuko unexpectedly questions herself about “not having become a mother”, 
“non-returnable time with her husband”, and “her own future”.

判子屋で働く裕子の元に夫の名前が記入済みの離婚届が届いた。それと向き合うことが出

来ないまま仕事へと出かけ、誰かの存在証明となる判子を作り売っている。

仕事終わりに姉から甥っ子を預かるように頼まれ、半日を共に過ごすことになるが、甥っ子

との何気ない時間の中で母親にはならなかったこと、戻らない夫との時間や自身の未来を

自らへ問いかけることとなる。

2011年の震災後、国内中があらゆるメディアを通してどことなく「顔を上げ、一歩を踏み出

すこと」を促している印象を受け、違和感のようなものを感じていました。私は当事者が

大なり小なり抱えている問題に対して苦しみ、世の中の流れに逆い立ち止まってしまう姿

にこそ、人の本質があるのではないかと考えています。みんながみんな前を向こうとしな

くても良いのではないか、と。この物語は規則正しく訪れる日々の中で、人生につまずいて

しまった主人公の未来を肯定したいと書き始めました。

Since the 2011 Great East Japan Earthquake, there has been some kind of encouragement 
in Japan through various media to regard looking up and taking a step forward as virtue, 
which I have had doubts about. I rather believe true humanity exists in those people concerned
suffering problems, whether or not they are large or small, and stopping unavoidably in 
the flow of people and the world. Not everybody needs to look ahead. I started to write 
this story intending to affirm the future of the main character, who stumbles over life while 
going about her daily business.



判子屋で働く裕子の元に夫の名前が記入済みの離婚届が届いた。それと向き合うことが出

来ないまま仕事へと出かけ、誰かの存在証明となる判子を作り売っている。

仕事終わりに姉から甥っ子を預かるように頼まれ、半日を共に過ごすことになるが、甥っ子

との何気ない時間の中で母親にはならなかったこと、戻らない夫との時間や自身の未来を

自らへ問いかけることとなる。
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