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生きるチカラ、ここにあり!

メキシコ・ドキュメンタリ
主催:メキシコ・ドキュメンタリー映画第実行書員会 ..:在日メキシコ大使 .1. メキシコ外務省 助慮:国庫変涜墨金

也カ:メキシコ映画公祉(l MCINE)/ 園事文化芸術庁 (CONACULTA) メキシコ映画研修センター (CCC)/ モレリア国際映画祭実行書員

箇費:暢式会祉メキシコ鶴光/グローバルキャプションセンター

WWW.ACTION-INC.CO.JP/MEXICO/

Global Ca伽Ce n梅r JAP ，鮒剛山岳璽



きチカヌー‘.Lあり.i刷I TIENESLAFUERZADEVIVIR!生る ー....ーあり
経済格差や地域、民族の多様性を抱えながらも巧みに共存し、シブトク生き抜いているメキシコの人々。

彼らを被写体とし、残雷なまでに人と祉会の現実を映し出しつつ、

.後には不思蛾と希望を与えてくれるのがメキシコ・ドキュメンタリーの魅力だ。

珠玉の 6作品が初公開 -r 生き方にはあらゆる選択肢がある !J

最新作 (2003 隼"'2005 年制作)から厳選された 6作品がついに、日本初上陸!!

自分を信じる力、まわりが何と冨おうと迷わず突き進むバイタリティ、どん底に落ちても立ち上がろうとする粘り強さ。

そして、最大の魅力であるユーモアと人生を楽しもうとする姿勢。主役はいずれも、 f自らの居場所を築こう j とする人々。

力強く潔い女性監督作品 3本を含め、エネルギーに満ちた 6本は、「人の生き方にはあらゆる選択肢がある j ことに気づかせてくれる。

固ムーシェス:アタシたちの楽園を求めて
MUXES;AUTENTICAS, INTREPIDAS, BUSCADORASDELPELIGRO

:アレハンドラ・イスラス(監督来日予定) 2005 年/ov/ カラー /105 分

サボテカ語で「ムーシェ」と呼ばれるゲイの男性

たち。オアハカ州フチタンの小さな町の中で、カミ

ングアウトし、支え合いながら自らの楽園を築こう

としている。今では共存しているかのように見える

フチタンだが、イスラス監督は、人々の日常生活

やインタビューを通して、外からは見えない葛藤と

ムーシェたちの本心、そして「尊厳」とは何かを浮

き彫りにしていく。

。'05 モレリア国際映画祭最優秀ドキュメンタリー観客賞

。'05 リオデジャネイロ国際映画祭出品

。'06 パリ・インディベンデン卜映画祭出品

国黒い牛
TORONEGRO
監督:カルロス・アルメージャ、ベドロ・コンサレス・ルピオ 2005 年/ov/ カラー /87 分

ユカタン半島に住む;23歳のフェルナンド・パチェコ。

地元の闘牛士として、称識を得るべく、牛目がけ

叫 て突き進む毎日。しかし、苦しい生活の中、自らの

懇いとは裏腹にアルコール中毒や暴力など自己

破犠的な行動が次第にエスカレートする。アレハ

ンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督 fバベル j の

メイキン夕、担当者 2人による長編ドキュメンタリー・

テεビ、ュー作。

。'05 モレリア国際映画祭量優秀ド.キュメンタリ一作

品質 ゲ05 サンセパスチャン映画祭ホライズン賞

ゲ05 トロント映画祭出品

国メキシコ女性刑務所/塀の申の鴨圃
RELATOSDESDEELENCIERRO
~.:グアダルベ・ミランダ 2004 年/ov/ カラー /78 分

ハリスコ州、プエンテ・グランデ女性刑務所に初

めてカメラが潜入。時には唄い、踊り、笑い、涙し

ながら、自らの想いを語る受刑囚たち。監督以下、

すべて女性スタッフだったからこそ捉えることがで

きた女性刑務所の内状。受刑囚たちの日常生活

から独自に至るまでをあますところなく映し出し、

女性にとって「自由とはなにか ?J を一貫して追

求している。

。'04 ヒ‘アリッツ映画祭震優秀ドキュメンタリー賞

。'05 -P リエル賞初監督ドキュメンタリ一部門ノミネート

ゲ05 トウールーズ・ラテンアメリカ映画祭出品

固メキシコの魂を唄った男/ホセ・アルフレド・ヒメネス
LAVIDANOVALENADA
監督:ヱドアルド・ゴンサレス・イパーラ 2005 年/ov/ カラー・モノクロ /54 分

メキシコが.生んだ偉大な歌手であり、作曲家のホセ・

アルフレド・ヒメネス。「人生なんて価値はない」

と唄う「ク.アナファトへの道 J などメキシコ人たち

の鳴を震わせる詩とメロテ εイー。楽器も弾かなけ

れば、音符も銃めなかった伝説的な作曲家の知

られざるエピソードが、今、彼の歌声とともによみ

がえる。

。'05 アリエル賞最優秀短編ドキュメンタリー部門ノミ

ネー卜

国債は・
SOY
監督:ルシア・ガッハ 2003 年/ov/ カラー /54 分

ハンガリーで開発された脳性小児麻揮の人々の

ための自立支援システム“ Peto" 。身体の動き

や発声を絵画や歌、演劇を通じて訓練していくこ

のシステムが、親たちの手によってラテンアメリカ

で初めてメキシコに導入された。そこに参加する 4

人の子供たちの訓練と日々の生活、

彼らが全身を使って語る映像を通して、「生きる J

とはどうし、うことかの様子が伝わってくる。

ゲ05 アリエル賞最優秀短編ドキュメンタリー賞

回アレック Aeローラ/ロックに取り恋かれた
ALEXLORA,ESCLAVODELROCANROL
監督:ルイス・ケリー 2003 年/ov/ カラー /106 分

メキシカン・ロックを歌って 35 年、メキシコ内外で

も有名なバンド“ Tri" のリーダー、アレックス・

ローラ。体制を批判する歌詞とジョークが原因で、

これまで・テレビで放映されたことがなかったコンサ

ートツアーにケリー監督が 2年間密着し、メキシコ、

南米、ヨーロッパ・ツアーで-のファンの反応からロ

ーラの私生活までを記録した迫力満点の 1 本。

。'03 グアダラハラ映画祭 FIRESCI 賞ゲ 04 ロサンゼ

ルス・ラテンアメリカ映画祭審査員特別賞。 '04 サン

タバーバラ国際映画祭出品グ 04 シカゴラティーノ映

画祭出品

お問い合せ

メキシコ・ドキュメンタリー映画祭事務局(アクション内)

Phone:03 ・3770 ・3936

www.action-inc.co.jp/mexicol

渋谷・文化村前交差点左折

tel03 ・3461 ・0211

www.eurospace.coｷJP
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2006 年10. 月14 日[土 ]~20 日[金]入場料
,.."'I.....r_' ,..'" I..nr_ , l..ft 1.._r.I.' I..ft I...~r -ll.' I...ft /...ftr .....a-, 1...1'> /""I'> r... , 11園券…前売1 ，200円/当日1 ，500円

10/14[土~.. 1~~~~5~日] 1~~~~6~月] 1~~~~7~火] 1~~~~8~水] 1~~~~9~木] I~~~~O~金] Ii回券 前売3.3∞円(劇場窓口のみ販売)
12:30-圃. 112:30-[ID 112:30- 圃 112:30- 固 112:30- 圃 112:30 一国 112:30 一国 |

I~~':: ~ -L I~~;~~ ~ I~~;~~ ~ I~:;~~ -~ I~~;~~-~ I~~;~~-~ ーロスペース会員・シニア1 ，0∞円
14:40一貴 114:10一回+114:40-[ID 114:30- 圃 115:00-[ID 114:10-固 114:10-圏 |
同:15-固 Ii“5一圃 li6;20一回 li6;iO'-圃 Iiω5 一圃 |削 o-[E Iiωo 一国 |大学生・専門学校生 1 ，3∞円/高校生 8∞円/
18:20 一回 li9;OO 一圃 li8~50- 園 li8~40- 圃 Ii8~i0-rrJ+Ii8~ 3'5一国 li8~45-園 |中学生以下5∞円(当日のみ)
*上映前舞台挨拶 女 オーたング+来的トトーク(入場無料) + 上映後ゲストトーク |:32222JfJ22説(P:::J -!':476-489) 口お買い求めく飴い
・上映作品、イベントは変更・中止される場合がござい去す.ご了承ください。 ・イベントの詳細はHPにでご確認ください。 I. 聾理券は当日朝より各回全四分の監理券をすべて発行いたします

-各国15分前開場、自由席、盤理番号順に入場・入れ脅え制


