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美しくも切な

1964年カンヌ国際映画祭グランプ Y 受賞/ 1963年ノνイ・デ Y ュック賞受賞

主演"カト Y ーヌ・ドヌーグ+監督・脚本・作詞:ジャック・ドクミ+音楽・作曲:ミシエノv.)vグラン

カト Y ーヌ・ドヌーグ/ニーノ・カステノVヌオーグォ/アンヌ・:ゲエ)vノン/マノνク・ミシエノν

監督・淵1本・作詞:ジャック・ドクミ/音楽・作曲;ミシエノVO)vグタン/撮影:ジャン・ラピエ/美術:ペノνナ -Iv ・エグアン/衣裳:ジャク Y ーヌ・モロー/製作:マグ・ポダ-Iv

1964年フランス=ドイツ合作/配給: /、ピネット/宣伝:マジックアワー ォ y ジナ)vサントラ盤:ソニー・ミュージックジャバンインターナシヨナノvi仏和対訳シナ y ォ:白水社刊
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1968 年米アカデミー賞⑧ミュージカノ ν映画音楽賞ノミネート

主演"カト Y ーヌ・ドヌ}グ+監督・脚本・作詞:ジャッタ・ドクミ+音楽・作曲:ミシエノ ν .)V グラン

カト Y ーヌ・ドヌーグ/フランゾヲーメ・ド )V Vアヲタ/ジーン・ヶ y ー/ジョージ・チャキ Y ス/

ジャツク・ペラシ/ダユエ ]v ・ ~l).;r. -I ミシエ )V ・ピコ少/グローグァー・グイノ ν

監督・脚本・作詞:ジャック・ド歩ミ/音楽・作曲:ミジェ )V.)V グラン/撮影:実ヲン・クロケ/

美術:ベノ νナ -Iv ・エグアン/衣裳:ジャク Y ーヌ・毛ロー +...l)- ・クロード・フーケ/振付:ノー?ン・ミーン/製作:マグ・ボダーノ ν

1967 年フランス=アメ Y カ合作/配給 :ρ ピネット/宣伝:守ジッタアヲ一 方9 ジナノ νサントラ盤:ユニ〆ーサノ ν ミュージック
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ど存知?フランスの名花カト Y ーヌ・ドヌーグは

“ミュージ、カノν女優"プ芝、ったんです!

「昼顔J (67)r哀しみのト yスターナ J (70)r終電車 J (80) rインド\ンナ J (92)

「ダンサー・イン・ザ・ダーク J (00)r8 人の女だち J (02) …
数々の傑作を彩ってきた、仏映画界が世界lζ誇る大輸の花カト Y ーヌ・ドヌーヲ。

近年も「輝ける女だちJ (06) や「ペノνセポYスJ (07) 等新作が相次さ

08年のカンヌ映画祭て1ま特別功労賞を受賞と、いまだ絶えぬ美貌てoトツフ女優として活躍中のドヌーグてすが

クーノVビューティの印象が強い彼女はくミュージカノV女優〉て'もあるとと、ど存知てe しだか一一一?

64年のカンヌ国際映画祭グランプY で、彼女をスターダム lζ のし上げた大ヒット作

r、ンエノνフLノνの雨傘』と、その世界的成功を受け製作ヨれだフランス産ミュージカノVの超大作

rロシュフォーノνの恋人たち J (67) の 2本て・は“歌って踊る"ドヌーグの魅力が全開です。

ドヌーグからそんな、まったく新しい側面をヲ I~ 出したのが〈フレンチミュージカノνの名匠〉

ジャック・ドクミ監督と〈マエストロ〉ミシエノV ・ノνグランの最強コンビて・した。

彼らの作詞・作曲 lζ よる不朽の名旋律の数々とドクミのマジカノYな~~

そしてドヌーグの可憐ヨ・キュートさが化学反応を廷として生み出店れた

r~_エノνフ"':"-;VJ と「ロシュフォーノVJ一一

上lζ燦然と輝く 2本が、『シエノνプーノVJ 製作45年の節目にあたる 09年 lζ

デジタノV修正され蘇 b ます!

映画好きだった母は、小さかった私をよく映画館に連れて行ってくれました。

たくさんの映画を観ていく中で、ある時カトリーヌ・ドヌーヴにめくεり会いましたo “映画スター"らし

い圧倒的な存在感や、均受のとれた美しさ，とってもエレガントで、今風にいえばオーラがあるとい

うことでしょうか。彼女を花に例えれば、ピンク色の大輸のバラ。ノーブルで色気があり、美しい香り

が漂うバラは花の女王、まさにカトリーヌ・ドヌーヴそのものです

そんな彼女が主演の『シェルブールの雨傘j は、音楽と歌とセリフとド‘ヌーヴの存在が完壁に飼和し

宅戸クlこ流れるテーマ音楽や雨の音、側シ叫でとらえられた色と附の傘・..

るて夢をみているよう怠作品です。ほほ笑ましいラフロマンスなのだけれど反戦思想も盛込まれ

一~\--
こはかとない物悲しさを感じ否官、ヒロインの略、い女心や奇跡的ともいえる美しさが、観るもの

の心を鷲摺みにし

とにかくこの2本は「素敵jの2文字につきるんじゃないで、しようか

本物がスクリーンによみがえるのは本当に鑓しいこと。フランス的ロマンティシス'ムと i

ちに教えてくれる“シェルブ‘ール"と“ロシユフォール"。時代を切り開いた哀の芸術を1 人で

の方に観ていただきたいと心から思います。
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監督・脚本・作詞

ジ、ヤツク・ド夕、

音楽・作曲

、ジエノν・ノνクラン4ヌーグ

カトリーヌ・ドヌーヴ(主演)

(J.a1Jul.llinJl(/)Jl..flJl.UDJl

ミシェ Jレ・ルクラン(音楽・作曲)

'knJllcl.1UJ1land

俳優の両親のもとパリに生まれる。学生時代から映画に出演し、主

役に抜濯された fシェルブールj で大ブレイク。続くR・ポランスキー監

『反焼J(64)で演技面でも高い評価を得る。以後トリュフォ一、ブ

ニュ工ル、メルヴィルら巨匠と組み代表作を連発する傍ら米映画界

にも進出。 90年代以降はオゾン、デプレシャンら若手監督と積極的

に組む。近年M.A.Cやルイ・ヴィトンのキャラクターを相次いで務め

るなどファッションアイコンとしても現役であることを示し、仏映画界

の“女王"として君臨中。『終電車j と fインドシナj で仏セザール主演

女優賞受賞、後者では米アカデミー候補にも。 fロジ 1フォーJレ j で

息のあった共演を見せたフランソワ-:;(・ドルレアックは実姉 (67年

交通事故で逝去)。

ジ、ヤツク・ドゥミ(臨・脚本・作詞)

9m:..q.uJl.l1(/)JlJn1J

シエノ νフ、ーノ νの雨傘
デジタノ vy マスター版

ロシュフォ ~)V の恋人たち
デジタノ νy マスター版

感涙必至。ドゥミ+ルグラン+ドヌーヴ

3人の記念すべき初コラボレーション!

なんとキュート! ドルレアック+ドヌーヴ

フランスきつてのセレブ、姉妹の共演

IU 守 l トHζ みちあふれた美しい音楽と色彩 lζ 、文句なく魅せられました。

調高い音楽映画の新しい魅力 lζ

大きな拍手をお送りしたいと思います

;子子さん(

次々のミュージカノ νの名作の良ヨ、すばらしヨ

だのし 3 をすベて盛 h 込んで、それを甘〈可愛い色彩て砂糖菓子のよう lζ

まとめた?をA:な感じがいたします。

一一大内順子さん(ファッション評論家)

務局 M ・

1968 年米アカテ εミ-ll
V

ミュージカル映画音楽賞ノミネート

溺;フランソワーズ・ドルレアノク/ジーン・ケりー/ジョージ・チャキリス/ジャ γク・ペラン/ダニエル・ダリュー/ミシェル・ピコリ

担当:アンヌ・ジヱルマン/クロード・ J~ ロン/ジョゼ・パルテル/ジャック・ Jレヴォー/

Z作:マグ・ポダー J('IU~ 影:ギラン・クロケ/長術ベルナール・エヴァン/

衣裳:ジャクリーヌ・モロー+マリー・クロード・フーケ/振付:ノーマン・ミーン /1967 年フランス=アメリカ合作/

オリジナルサントラ盤;ユニバーサルミュージック (08 年11 月26 日SHM ・CD 版で新発売 )1 よ映時間 127 分

demy.jp demy.jp

シェルブ‘ー Jレj の大成功から 3年、オールスター・キャストによるミュージカル大作を目指し

巨額の製作費を投じて作られたのが本作。ドヌーヴの姉 F・ドソレレアック u柔らかい肌 J)

のほか仏のスターたちに加えミュージカルの本場アメリカからピ \y グネームのジーン・ケリー

a雨に唄えば J) とジ、ョージ・チャキリス aウエスト・サイド物語 J) を招鰐。前作とは一転

港町口シュフォールを背景に、美しい姉妹を中心に繰り広げられる恋のさやあてを、心弾む

安ィと乏 fナミックな踊りで綴るハッピーな人生賛歌に仕上げた。数年前の三菱自動

のTV-CF ゃ蔽胸勺ウィーレ羽プレス]でも使用された P キャラバンの到着や
--・』一一~】自首凶・ーーー一ー』・』一、ーー一ー

本作生まれのスタンダード Pマクサンスの歌など、ルグ切〉名曲の数例全皇多彩る。

双子姉妹の揃いのワンピース+ピンクのラメずくめのドレスなど、ファッションも楽し L

2/14(土)- fl ~パ 4( 土)-

京急黄金町駅徒歩 3分 H 小田急新百合ケ丘駅北口徒歩3分

横浜シネマ・ジヤツク&ベティ II 川崎市アートセンター
045・243・9800 U 044・955・0107


