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-渓 5作品券で‘はルビ\yチ作品はこe覧いただけませんので、ご注意くださし、。

I!!室単 指定席1回券 自由席1回券 ルピッチ指定席1 回券ルピッチ自由席1 回券 5作品券 パスポート予約券可|
i目。冗努'mUT' I各回~席....日時のみ指定..演奏付き、各国~席) 勾戸北旦町民-限定.枚 I I限定.が I'

SCHESFILMFESTIVALINTOKIO2006
「日本におけるドイツ年 j の公式企画として始まった「ドイツ映画祭 j を、日本の観客の要望とドイツ映画界の

期待に応え、今年も引き続き開催することになりました 新作 10 本に加え、今年から 4本の短篇も上映し

ます。更に、昨年「ドイツ時代のラングとムルナウ J で、好評だったサイレント映画を今年も演奏付きで上映

します。今年は、もう一人の巨匠ルピッチを特集します O ドイツ映画の現在と過去をお楽しみください。

入場料

D

12 ， 000円

「当日券 指定席1 回券 自由席1回券 ルビyチ指定席1回券ルピッチ自由席1 回券 ~
t'-n I各回~席....日時のみ指定) (演奏付き、各国~席-演奏付き、日時指定， l

一般

2 ， 000 円

2.000 円

「ブレリザーブ J( インターネット先行抽選発売)について

ルビ\yチ指定席 1 回券とパスポート予約券のみフレリザーブのお申し込

みができます。受付開始は 5月 26 日(金 )PM6:00 、受付終了は 6月2 日(金)

AM9:00 、抽選は 6月 2日(金)夕方。詳細は、電子チケットひ。あホームペー

ジ (http://info.pia.co.jp/e tJ promo/cinema/de2006.jsp) をご参照くださし 1。

10.000 円

5.500 円

4.500 円1 ， 800 円

2 ， 200 円

2.200 円

2.000 円

2.400 円

2 ， 200 円

入場整理券について

パスポート、 5作品券、自由席 1 回券をお持ちのお客様には、各回の入

場整理券を、上映当日の AM9:30 (初日は AM11:00) から配布します。な

お、指定席券をお持ちの方は、入場整理券は不要です。

指定席について

右図の指定席区域のお席をご用

意いたします。前売分で指定席が

売り切れた場合、当日分の指定

席は販売いたしません。

上映開始後は場内が暗いため、

お手持ちのチケットの指定席にご

案内できない場合がご、さ、 1 ます。

上映開始時刻に遅れないようご

来場くださし \0

パスポート、 5作品券、自由席 1 回

券でご来場の方には、指定席は

ご利用いただけません。

:指定席区域(各回 72 席)

前売券をお買い求めの方ヘ

[発売日 J6 月 3 日(土 )AM10:00 カ3 ら(コンビニエンスストアは発売初日

のみ正午から)

[購入方法]

お近くのチケットぴあ窓口で直接購入

@電話予約後、店頭で受け取り

チケットぴあ/音声認識予約: 0570(02)9999

(AM10:00 カ=ら PM11:30 、オペレータ一対応は PM6:00 まで)

ファミリーマート、サークル K、サンクスで直接購入

Pコード:指定席 1 回券 =552 ・146/ 自由席 1 回券 =552 ・147

ルビ、 yチ指定席 1 回券 =552 ・148/) レビ \y チ自由席 1 回券 =552-149

5作品券 =476 ・051/ パスポート予約券 =476 ・052

5作品券をお買い求めの方ヘ

ルビ \y チ作品は、 5作品券ではご覧いただけませんのでご注意くださし \0

また 5作品券では、指定席はご利用いただけません。

5作品券は日時指定ではありませんので、ご来場の初日に日時指定券

に引き換えてくだ、さし 1。チケットを購入後、 7月 13 日(木)までにあらかじめ

下記の内容を FAX 、 e-mail 、ハガキのいずれかでお知らせ頂ければ\ご

希望回分の日時指定券のご用意が可能です。予約されずに当日会場

で日時を指定された場合、券のご用意、にお時聞がかかる場合がありま

す。本券は、複数のお客様によるご使用はできません。

[記入事項]

5作品券に印字された予約番号@名前

@住所・電話番号。ご希望の作品と、その上映日時

[宛先]ドイツ映画祭事務局

FAX:03-3265 ・5659 e-mail:germanff@pff.jp

ハガキ:干 102 ・8661 東京都麹町郵便局私書箱 75 号

1.200 円

1 ， 500 円

1 ， 400 円

1.300 円

1 ， 400 円

1 ， 700 円

1 ， 600 円

1 ， 500 円

学生・ 60 才以上

学生・ 60 才以上

凡

又

白

河

2006 年7月16 日[日]一 -20 日[木]有楽町朝日ホール東京都千代田区有楽町 2-5 ・ 1 マリオン 11 階

直田
TRANSITFILM

主催:朝日新聞社、ドイツ映画輸出協会、東京ドイツ文化センター

協力:ムルナウ財団、トランジ、ツトフィ jレム、ニッポン・シネ・テレビ・コーポレーション/運営協力:ぴあ株式会社/宣伝協力:パンドラ

お問い合わせ :03-3265 イ 979 (ドイツ映画祭事務局、 6月 1 日 "-'7 月 14 日、平日のみ 10:00"-'18:00) 03-3215 ・9660( 会場、会期中のみ)

G思!"EINSTiTUT ｭFRIEDRICHWILHELM
MURNAU
STIFTUNG

g~ r:m~fl..1-films
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注意事項

。1 回券の前売券の電話予約は各上映の 5目前までです。直接購入

は各上映の 2日前までとなります L

。5作品券、パスポート予約券の電話予約は 7月 10 日(月)までです。直

接購入は 7月 12 日(水)まで、となりまれ

O前売券の払し 1戻し、交換、再発券はいたしません。

。当日券はその日の上映分を AM9:30( 初日は AM11:00)

から売り出しまた

。高・専・大生、 60 歳以上の方は、チケット購入時及び

ご来場時に必ず‘身分の証明となるものをお持ちくださし \0

pia.jp/t

0570 ・02 ・9999

パスポート予約券をお買い求めの方ヘ

パスポートをお持ちのお客様は、上映期間中にすべての回をご、覧いた

だくことが、できます。ただし、各回入れ替え制です。また、指定席はご利

用いただけません。ご来場の初日に会場入り口にてパスポート予約券

をパスポートと引き換えてくださし 1。この時、パスポートにお名前のご記

入をお願いいたします。複数のお客様によるご使用はできません。紛

失の際の再発行はいたしかねますので、ご注意くださし'0



『山猫リシュカJ
DieBergkatze

1921 年、 90 分=20 コマ/秒

プレイボーイの少尉アレクシスは、高山の砦へ

転勤を命じられる。松任の途中、山賊の娘、男

まさりのリシュカと彼が心を通い合わせたことか

ら、大混乱劇がはじまる……。ルピッチ全作品

のなかで、ももっともラテ 2イカルなギャクに満ちた作

品。遊び心に満ちた大組なフォ jレムから構成さ

れるセットはまさに驚異的で‘ある。 fカリガ I) 博士 j

と同時代の、表現主義映画作家としての側面

がここには如実に現れている。当時のルビ\ンチ

が〈山岳映画〉の達人でもあったという意外な笛

も示す、実験的で斬新な一本。日本初公開。

同士嬬の王女 J
DieAusternprinzessin

1919 年、 58 分=20 コマ/秒

大金持ちの f牡嬬の王 Jが;娘オ、ンシーの結婚相

手として f王子 Jを捜す。結婚斡旋業者から紹介

されたのは、没落貴族ヌキだった o ヌキの代理

で慶敷に出かけた召使のヨーゼフカてそのままオ

ッシーと結婚式をあげる or アル中撲滅運動 Jt こと

りくむオッシーの前に、泥酔したヌキが連れてこら

れる……。富豪の生活のグロテスクな描写、大

勢の人間を装飾として活用する手法が楽しし、。

見逃せないのは、のちにルピッチ自身が「あの演

出で私は喜劇映画に開眼した Jと語ったことで、有

名な、ヨーゼフが広間で待たされる場面である。

r:1r女性/男性 J
・・. Female/Male(DanielLang)

・・. 2005 年、ダニエル・ランク‘監督、 3分

E司『ディスタント・メモリー』
ー. MariesL語cheln (MichaelSch 泊 fer)

・・. 2005 年、ミヒャ工ル・シェーファー監督、 9分50 秒

『男だったら J
IchmochtekeinMannsein

1920 年、 41 分=20 コマ/秒

大富豪の家庭で甘やかされて育ったオッシーは、

新しく雇われた家庭教師、ケルステン樽士に子

供扱いされて憤慨する。男だったらこんな自に遭

うまいと考えた彼女は男装して街ヘ出る祇想像

もしなかった困難に苦しめられる O パーティー会

場でオッシーはケルステン博士と出会い、 f男性

同士 jとして意気投合する……。のちのルビ.ッチ

映画の重要なテーマとなるく仮装〉もしくは〈変装〉

を中心に据えた、ハイテンポで、展開される傑作

喜劇。乱暴な娘が恋のせいで別人のような性

格ヘ変わっていく過程が見と、ころ。日本初公開。

f陽気な監獄 j
DasfideleGefangn!s

1917 年、 48 分=20 コマ/秒

シュトラウスのオペレッタ fこうもり jを下敷きとす

る軽快な喜劇。遊び人アレックスの自宅に、 24

時間の服役命令書が届けられる。萎アリーツェ

は、買い物中につきまとってきた男、エーコンを、

「夫 jとして警察署長に引き渡す。舞踏会に出

かけたアレックスは、仮面の美女(実はアリーツ

ェ)をくと‘いているうちに、結婚指輪を盗まれてし

まう……。広い舞踏会場の場面は視覚的にき

わめて刺激的に構成されており、のちにルビ\ンチ

がスペクタクル映画をまかされたのも当然のな

りゆきだったと思われるだろう。日本初公開。

日『火曜日』
Dienstag(RobertWiezorek)

2004 年、口パート・ヴ}ゾ、レック、 9分

日悲鳴 J
Quietsch(BaranBoOdar)

2005 年、バラン・ボ・オター監督、 7分

短編

上映プログラム
7月 16 日(日) 12:00----b+C 14:45----w- トX 17:30----D

17 日(月・祝) 10:30----E 13:15----C+G 15:00---- 座談会 17:30----Y+Z
18 日(火) 10:30----a+B 13:15----H 16:00----A 18:30----d+F
19 日(水) 10:30----D 13:30----b+C 16:10"-'E 18:45"-'a+B
20 日(木) 10:30----d+F 13:15----I 15:45----C+G 18:15----J

各回入れ替え制、定員776名、開場は上映20分前です。座談会は入場無料です。 7月 16 日(日 )17:30---の上映前に開会式(約30分間)があります。

『漁師と妻J
2005年、ドリス・デリ工監督、 102分

DerFischerundseineFrau(DorisDりrrie)

デザイナー志望のイダと、鑑賞用の鯉の買いっ

けに来ていたオットーは、日本の田舎で‘知り合っ

て恋に落ち、神社で結婚式を挙げる。帰国後、

イ夕、は鯉の模様を生かしたデザインで注目を集め

る。やがてふたりに子供ができるが……。イダを

演じるのは、昨年の話題作「ヒトラー~最期の 12

日間 ~J でヒトラーの秘書役を演じた可憐なアレ

クサンドラ・マリア・ララ。現代ドイツを代表する

女性監督であり、日本びいきでも知られるデリ工

の描き出す、昧わい深い〈現代のメルヘン〉。モ

ントリオール映画祭コンペ部門上映。

『素粒子 J [プレミア上映]

2006 年、オス力一・レーラー監督、 113 分

Elementarteilchen(OskerRoehler)

全ヨーロッパで、熱い議論を喚起したミシェル・ウ

工ルベ‘ックの小説(邦訳あり)を、〈ファスビ、ンダー

の後継者〉として注目を集めるレーラーが映画化

したセンセーショナルな傑作。ヒッピ一世代に属

する母のもとに生まれた異父兄弟、性的欲求不

満に苦しむ作家志望のブルーノと、女性には淡

白な天才科学者のミヒャエ Jレ。レーラーは、 ωに

深い傷を負った両者が、人生と苦闘する姿を鋭

いタッチで、描き出す。 06 年ベルリン国際映画祭

でブルーノ役のモーリッツ・ブライプトロイは銀熊

骨(主演男優賞)に輝いた。今秋公開予定。

『マサイの恋人 J
M2m 年、ヘルミーネ・フントゲブルト監督、 126 分

DieweiBeMassai(HermineHuntgeburth)

コリンヌ・ホーフマンの自イ云的べ‘ス卜セラ-小言見

(邦訳あり)の映画化で、昨年のドイツで最高の観

客数を記録した。ボーイフレンドとケニアを訪れて

いたカローラは、伝統的衣装を身にまとったマサイ

の戦士と知り合って恋に落ちる o 彼女は帰国をと

りやめ、彼を捜す。ついに再会を果たした両者は

結婚して子供をもうけるカ丈文化のギャッフ。が両者

を苦しめる。美しくも広大なアフリカの自然を背景

に、女性監督ならではの繊細な演出で展開される

ラヴストーリー。トロント国際映画祭出品、バイエ

ルン映画賞主演女優賞(二一ナ・ホス)。

『異国の肌 J
2005 年、アンジ、エリーナ・マッカ口ーネ監督、 97 分

FremdeHaut(AngelinaMaccarone)

既婚女性との関係を人々に知られ、迫害を恐れ

たイラン女性ファリバは、ド‘イツへと逃れる。入管

で止められた彼女は、自殺した同国人男性の身

分証明書を使って入国をはカ句。田舎の収容施

設へと送られたファリバは、男性として工場で働

くうちに、同僚のアンネと好意を寄せ合うように

なる。その「恋」には、大きな危険が伴っていた

一。女性監督マッカ口ーネが難民問題、向性

愛を中心に据えて現代ドイツの-側面を鋭く切り

取った秀作。カル口ヴ、イ・ヴ、ァリ国際映画祭、ワ

ルシャワ国際映画祭等で熱い賞賛を受けた。

『裸足の女 J
2005 年、テイル・シュヴ‘アイガー監督、 110 分

Barfuss(TilSchweiger)

失業中のプレイボーイ、ニックは精神病院で‘掃除

夫の仕事をしていたときに若い女性ライラの自殺

未遂現場に遭遇する。彼女は二ックの自宅までつ

いてきたばかりか、遠い街にある義父宅への旅に

も同行する。長年母親に監禁されていた彼女に

とって、それは生まれてはじめての外出だった o 冒

険を重ねるうちに、両者は次第に心を通い合わせ

るようになる…・・・。主演・監督をつとめたシュヴ.ア

イガーは、ドイツ最高の人気俳優である。軽やか

で心温まる演出のなされた本作は、欧州諸国で

大ヒットを記録した。上海国際映画祭で上映。

『黒い雲 J [プレミア上映]
2006 年、グレゴール・シュニッツラー監督、 107 分

DieWolke(GregorSchnitzler)

チェ jレノブイリ原発事故の翌年に発表され、「ドイ

ツ青少年文学賞 Jに輝いたベストセラー小説(邦

訳『見えない雲 j) を、 <20 年後〉の節目に映画化し

た話題の作品。フランクフルト南西の田園地帯

にある原子力発電所で、深刻な事故力ず起こる。

迫り来る放射能雲から逃げまどう人々のなかに、

十六歳のハンナと恋人のフランツもいた。彼ら

は生きのびられるのか、ふたりの愛はどうなるの

か。監督シュニッツラーは、究極のパニック状況

から美しい恋愛映画を生み出すことに成功した。

今冬、シネカノン有楽町ほかで公開予定。

r3 度下がれば、』

温 2005 年、フ口リアン・ホフマイスター監督、 1ω

3Gr悶"ad kく訪訓l比ter (仔F円lor川ian Hof仔fme引is討terけ)

親しい友人たちに固まれて充実した日々を送って

いたヤンが、とつぜん姿を消す。恋人のマリ一、

親友フランクらは大きな空白を抱えて生きなけれ

ばならなくなる。ヤンが‘以前と変わらぬ姿で、戻っ

てきたのは五年後だったo その出現は、まだ彼を

愛しているマリ一、マリーの夫となっていたフラン

クだけでなく、周辺のあらゆる人々の心に波紋を

投げかける。カメラマンとしてすぐれた実弟責をもっ

ホフマイスターは、現代人の心にひそむ孤独と不

安を端整な映像、静訟なタッチで、描き出した。ロ

カルノ国際映画祭「銀豹賞」受賞。

『サウンド・オブ・工タニティーJ
2005年、パスチャン・クレーヴ監督、 107分

1<langderEwigkeit(BastianCleve)

J.S· バッハが晩年に作曲した「口短調ミサ曲 Jの

作品世界を映像に変換しようとした画期的な試

み。短編映画で過去に多くの受賞歴を誇る監督

クレーヴは、曲を構成する 27 のパートを綴密に分

析し、それぞれにふさわしい同数の映像を撮り上

げた。つまり観客=聴衆は、二時間のミサ曲を耳

にしながら、永遠、希望、調和、輪廻転生などを

テーマとする短編 27 本を次々と目にすることにな

る。多彩な工夫がこらされ、高度な技術が投入さ

れた映像は珠玉の輝きを放ち、人々を甘美な陶

酔へと誘わずにはいまし'0

『異国の肌 J も、現代ドイツの側面をユニークに、しか

も繊細に切り取った傑作である。またファンにとって

見逃せないのは、〈ニュー・ジ、ヤーマン・シネマ〉の中心

人物としてその名をとどろカ 3せたヘルツオークカ丈長い

キャリアのひとつの到達点、ともいえる『ワイルド・ブル

ー・ヨンダ一』で元気な姿を見せてくれることであろう。

そしてルピ \y チ。ハリウッドで、の〈洗練された喜劇〉の

巨匠としての評価はわが国で、も定着している。しかし、

『寵姫ズムルン J 等の超大作を手がける前の、不条

理で、スラッフ。スティック的要素の強いドイツ時代の中

短編については十分に紹介されてこなかった O それら

の作品に関しては、世界的規模での再発見および、

修復の作業力ず続けられてきたが L 今回は 17 年から 21

年までの時期の、新進映画監督としての勢いを感じ

させる作品が四本も揃った O 映画ファンなら跨路なく

会場に駆けつけるしカ=ないだろう。

『血の結婚式 J
2005 年、ドミニク・テリュテ 2レ監督、 87 分

DieBluthochzeit(DominiqueDeruddere)

息子の結婚披露パーティーを古城レストランで聞

いた大富豪ヴルツアーは、前菜の昧に不満を抱

き、即座に全員で引き上げようとする。その態度

に立腹したシェフは、トイレに入っていた新婦たち

を人質にとる。両者のにらみ合いは、やがて流

血の惨事へと発展する……。 u· オクセンクネヒ

トと A ・口ーデというこ大スターの競演が見もの。

『工ブリバディ・フ工イマス j (2000) でアカデミー外

国語映画賞にノミネートされた実績をもっ監督デ

リュテごレが、コミックを原作に撮った緊迫感溢れ

るフラック・コメディー。

『ワイルド・ブルー・ヨンター J
2005 年、ヴエルナー・ヘルツオーク監督、 81 分

TheWildBlueYonder(WernerHerzog)

〈ニュー・ジ、ヤーマン・シネマの旗手〉として君臨し

たヘルツオークが健在ぶりを見せつける待望の新

作。人が住めなくなった地球。帰還で‘きぬまま、無

重力状態での生活を続ける宇宙船の乗務員た

ち。無人の地上では、エイリアンが故郷の星に思

いを馳せている。最初期から〈人聞が存在する以

前の始原的風景><誰も見たことのない景色〉に

こだわってきたヘルツオーク独特の映像世界は、

まさしく感動的である。監督自身が <SF ファンタジ、

一〉と呼ぶこの作品はヴ、エネチア国際映画祭で、絶

賛され、国際批評家連盟賞を受けた。
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そしてドイツ映画は続く瀬川裕司

ワ-)レド、カッフ。開催で、世界の注目を集め、映画産

出国としても好調を維持しているドイツから、今年も選

りすぐりの魅力的な新作が、やってくる O

まず目を惹くのは、『マサイの恋人 j r裸足の女川素

粒子 jという大ヒット作品が揃ったことで、あろう。白人

女性とマサイの戦士と恋を描いた fマサイの恋人 J は

美しい風景と劇的な展開で人々の感動を呼んだ作

品だし、ドイツ最高のスターである T ・シュヴ‘アイガーカず

主演・監督した f裸足の女 Jは、心温まる〈癒し〉の物

語である。昨年『アグネスと彼の兄弟 Jで日本の観客

に強い衝撃を与えたレーラーは、 M· ウエルベックの話

題の小説と切り結んだ『素粒子』によって、新しい境

地を切り拓いたと評判だ。

カメラマンとして傑出した実績を残してきたトホフマ

イスターのね度下がれば J、日独交流の象徴ともいう

べきデリヱの『漁師と妻 j、イタリア系女性監督による



『山猫リシュカJ
DieBergkatze

1921 年、 90 分=20 コマ/秒

プレイボーイの少尉アレクシスは、高山の砦へ

転勤を命じられる。松任の途中、山賊の娘、男

まさりのリシュカと彼が心を通い合わせたことか

ら、大混乱劇がはじまる……。ルピッチ全作品

のなかで、ももっともラテ 2イカルなギャクに満ちた作

品。遊び心に満ちた大組なフォ jレムから構成さ

れるセットはまさに驚異的で‘ある。 fカリガ I) 博士 j

と同時代の、表現主義映画作家としての側面

がここには如実に現れている。当時のルビ\ンチ

が〈山岳映画〉の達人でもあったという意外な笛

も示す、実験的で斬新な一本。日本初公開。

同士嬬の王女 J
DieAusternprinzessin

1919 年、 58 分=20 コマ/秒

大金持ちの f牡嬬の王 Jが;娘オ、ンシーの結婚相

手として f王子 Jを捜す。結婚斡旋業者から紹介

されたのは、没落貴族ヌキだった o ヌキの代理

で慶敷に出かけた召使のヨーゼフカてそのままオ

ッシーと結婚式をあげる or アル中撲滅運動 Jt こと

りくむオッシーの前に、泥酔したヌキが連れてこら

れる……。富豪の生活のグロテスクな描写、大

勢の人間を装飾として活用する手法が楽しし、。

見逃せないのは、のちにルピッチ自身が「あの演

出で私は喜劇映画に開眼した Jと語ったことで、有

名な、ヨーゼフが広間で待たされる場面である。

r:1r女性/男性 J
・・. Female/Male(DanielLang)

・・. 2005 年、ダニエル・ランク‘監督、 3分

E司『ディスタント・メモリー』
ー. MariesL語cheln (MichaelSch 泊 fer)

・・. 2005 年、ミヒャ工ル・シェーファー監督、 9分50 秒

『男だったら J
IchmochtekeinMannsein

1920 年、 41 分=20 コマ/秒

大富豪の家庭で甘やかされて育ったオッシーは、

新しく雇われた家庭教師、ケルステン樽士に子

供扱いされて憤慨する。男だったらこんな自に遭

うまいと考えた彼女は男装して街ヘ出る祇想像

もしなかった困難に苦しめられる O パーティー会

場でオッシーはケルステン博士と出会い、 f男性

同士 jとして意気投合する……。のちのルビ.ッチ

映画の重要なテーマとなるく仮装〉もしくは〈変装〉

を中心に据えた、ハイテンポで、展開される傑作

喜劇。乱暴な娘が恋のせいで別人のような性

格ヘ変わっていく過程が見と、ころ。日本初公開。

f陽気な監獄 j
DasfideleGefangn!s

1917 年、 48 分=20 コマ/秒

シュトラウスのオペレッタ fこうもり jを下敷きとす

る軽快な喜劇。遊び人アレックスの自宅に、 24

時間の服役命令書が届けられる。萎アリーツェ

は、買い物中につきまとってきた男、エーコンを、

「夫 jとして警察署長に引き渡す。舞踏会に出

かけたアレックスは、仮面の美女(実はアリーツ

ェ)をくと‘いているうちに、結婚指輪を盗まれてし

まう……。広い舞踏会場の場面は視覚的にき

わめて刺激的に構成されており、のちにルビ\ンチ

がスペクタクル映画をまかされたのも当然のな

りゆきだったと思われるだろう。日本初公開。

日『火曜日』
Dienstag(RobertWiezorek)

2004 年、口パート・ヴ}ゾ、レック、 9分

日悲鳴 J
Quietsch(BaranBoOdar)

2005 年、バラン・ボ・オター監督、 7分

短編

上映プログラム
7月 16 日(日) 12:00----b+C 14:45----w- トX 17:30----D

17 日(月・祝) 10:30----E 13:15----C+G 15:00---- 座談会 17:30----Y+Z
18 日(火) 10:30----a+B 13:15----H 16:00----A 18:30----d+F
19 日(水) 10:30----D 13:30----b+C 16:10"-'E 18:45"-'a+B
20 日(木) 10:30----d+F 13:15----I 15:45----C+G 18:15----J

各回入れ替え制、定員776名、開場は上映20分前です。座談会は入場無料です。 7月 16 日(日 )17:30---の上映前に開会式(約30分間)があります。

『漁師と妻J
2005年、ドリス・デリ工監督、 102分

DerFischerundseineFrau(DorisDりrrie)

デザイナー志望のイダと、鑑賞用の鯉の買いっ

けに来ていたオットーは、日本の田舎で‘知り合っ

て恋に落ち、神社で結婚式を挙げる。帰国後、

イ夕、は鯉の模様を生かしたデザインで注目を集め

る。やがてふたりに子供ができるが……。イダを

演じるのは、昨年の話題作「ヒトラー~最期の 12

日間 ~J でヒトラーの秘書役を演じた可憐なアレ

クサンドラ・マリア・ララ。現代ドイツを代表する

女性監督であり、日本びいきでも知られるデリ工

の描き出す、昧わい深い〈現代のメルヘン〉。モ

ントリオール映画祭コンペ部門上映。

『素粒子 J [プレミア上映]

2006 年、オス力一・レーラー監督、 113 分

Elementarteilchen(OskerRoehler)

全ヨーロッパで、熱い議論を喚起したミシェル・ウ

工ルベ‘ックの小説(邦訳あり)を、〈ファスビ、ンダー

の後継者〉として注目を集めるレーラーが映画化

したセンセーショナルな傑作。ヒッピ一世代に属

する母のもとに生まれた異父兄弟、性的欲求不

満に苦しむ作家志望のブルーノと、女性には淡

白な天才科学者のミヒャエ Jレ。レーラーは、 ωに

深い傷を負った両者が、人生と苦闘する姿を鋭

いタッチで、描き出す。 06 年ベルリン国際映画祭

でブルーノ役のモーリッツ・ブライプトロイは銀熊

骨(主演男優賞)に輝いた。今秋公開予定。

『マサイの恋人 J
M2m 年、ヘルミーネ・フントゲブルト監督、 126 分

DieweiBeMassai(HermineHuntgeburth)

コリンヌ・ホーフマンの自イ云的べ‘ス卜セラ-小言見

(邦訳あり)の映画化で、昨年のドイツで最高の観

客数を記録した。ボーイフレンドとケニアを訪れて

いたカローラは、伝統的衣装を身にまとったマサイ

の戦士と知り合って恋に落ちる o 彼女は帰国をと

りやめ、彼を捜す。ついに再会を果たした両者は

結婚して子供をもうけるカ丈文化のギャッフ。が両者

を苦しめる。美しくも広大なアフリカの自然を背景

に、女性監督ならではの繊細な演出で展開される

ラヴストーリー。トロント国際映画祭出品、バイエ

ルン映画賞主演女優賞(二一ナ・ホス)。

『異国の肌 J
2005 年、アンジ、エリーナ・マッカ口ーネ監督、 97 分

FremdeHaut(AngelinaMaccarone)

既婚女性との関係を人々に知られ、迫害を恐れ

たイラン女性ファリバは、ド‘イツへと逃れる。入管

で止められた彼女は、自殺した同国人男性の身

分証明書を使って入国をはカ句。田舎の収容施

設へと送られたファリバは、男性として工場で働

くうちに、同僚のアンネと好意を寄せ合うように

なる。その「恋」には、大きな危険が伴っていた

一。女性監督マッカ口ーネが難民問題、向性

愛を中心に据えて現代ドイツの-側面を鋭く切り

取った秀作。カル口ヴ、イ・ヴ、ァリ国際映画祭、ワ

ルシャワ国際映画祭等で熱い賞賛を受けた。

『裸足の女 J
2005 年、テイル・シュヴ‘アイガー監督、 110 分

Barfuss(TilSchweiger)

失業中のプレイボーイ、ニックは精神病院で‘掃除

夫の仕事をしていたときに若い女性ライラの自殺

未遂現場に遭遇する。彼女は二ックの自宅までつ

いてきたばかりか、遠い街にある義父宅への旅に

も同行する。長年母親に監禁されていた彼女に

とって、それは生まれてはじめての外出だった o 冒

険を重ねるうちに、両者は次第に心を通い合わせ

るようになる…・・・。主演・監督をつとめたシュヴ.ア

イガーは、ドイツ最高の人気俳優である。軽やか

で心温まる演出のなされた本作は、欧州諸国で

大ヒットを記録した。上海国際映画祭で上映。

『黒い雲 J [プレミア上映]
2006 年、グレゴール・シュニッツラー監督、 107 分

DieWolke(GregorSchnitzler)

チェ jレノブイリ原発事故の翌年に発表され、「ドイ

ツ青少年文学賞 Jに輝いたベストセラー小説(邦

訳『見えない雲 j) を、 <20 年後〉の節目に映画化し

た話題の作品。フランクフルト南西の田園地帯

にある原子力発電所で、深刻な事故力ず起こる。

迫り来る放射能雲から逃げまどう人々のなかに、

十六歳のハンナと恋人のフランツもいた。彼ら

は生きのびられるのか、ふたりの愛はどうなるの

か。監督シュニッツラーは、究極のパニック状況

から美しい恋愛映画を生み出すことに成功した。

今冬、シネカノン有楽町ほかで公開予定。

r3 度下がれば、』

温 2005 年、フ口リアン・ホフマイスター監督、 1ω

3Gr悶"ad kく訪訓l比ter (仔F円lor川ian Hof仔fme引is討terけ)

親しい友人たちに固まれて充実した日々を送って

いたヤンが、とつぜん姿を消す。恋人のマリ一、

親友フランクらは大きな空白を抱えて生きなけれ

ばならなくなる。ヤンが‘以前と変わらぬ姿で、戻っ

てきたのは五年後だったo その出現は、まだ彼を

愛しているマリ一、マリーの夫となっていたフラン

クだけでなく、周辺のあらゆる人々の心に波紋を

投げかける。カメラマンとしてすぐれた実弟責をもっ

ホフマイスターは、現代人の心にひそむ孤独と不

安を端整な映像、静訟なタッチで、描き出した。ロ

カルノ国際映画祭「銀豹賞」受賞。

『サウンド・オブ・工タニティーJ
2005年、パスチャン・クレーヴ監督、 107分

1<langderEwigkeit(BastianCleve)

J.S· バッハが晩年に作曲した「口短調ミサ曲 Jの

作品世界を映像に変換しようとした画期的な試

み。短編映画で過去に多くの受賞歴を誇る監督

クレーヴは、曲を構成する 27 のパートを綴密に分

析し、それぞれにふさわしい同数の映像を撮り上

げた。つまり観客=聴衆は、二時間のミサ曲を耳

にしながら、永遠、希望、調和、輪廻転生などを

テーマとする短編 27 本を次々と目にすることにな

る。多彩な工夫がこらされ、高度な技術が投入さ

れた映像は珠玉の輝きを放ち、人々を甘美な陶

酔へと誘わずにはいまし'0

『異国の肌 J も、現代ドイツの側面をユニークに、しか

も繊細に切り取った傑作である。またファンにとって

見逃せないのは、〈ニュー・ジ、ヤーマン・シネマ〉の中心

人物としてその名をとどろカ 3せたヘルツオークカ丈長い

キャリアのひとつの到達点、ともいえる『ワイルド・ブル

ー・ヨンダ一』で元気な姿を見せてくれることであろう。

そしてルピ \y チ。ハリウッドで、の〈洗練された喜劇〉の

巨匠としての評価はわが国で、も定着している。しかし、

『寵姫ズムルン J 等の超大作を手がける前の、不条

理で、スラッフ。スティック的要素の強いドイツ時代の中

短編については十分に紹介されてこなかった O それら

の作品に関しては、世界的規模での再発見および、

修復の作業力ず続けられてきたが L 今回は 17 年から 21

年までの時期の、新進映画監督としての勢いを感じ

させる作品が四本も揃った O 映画ファンなら跨路なく

会場に駆けつけるしカ=ないだろう。

『血の結婚式 J
2005 年、ドミニク・テリュテ 2レ監督、 87 分

DieBluthochzeit(DominiqueDeruddere)

息子の結婚披露パーティーを古城レストランで聞

いた大富豪ヴルツアーは、前菜の昧に不満を抱

き、即座に全員で引き上げようとする。その態度

に立腹したシェフは、トイレに入っていた新婦たち

を人質にとる。両者のにらみ合いは、やがて流

血の惨事へと発展する……。 u· オクセンクネヒ

トと A ・口ーデというこ大スターの競演が見もの。

『工ブリバディ・フ工イマス j (2000) でアカデミー外

国語映画賞にノミネートされた実績をもっ監督デ

リュテごレが、コミックを原作に撮った緊迫感溢れ

るフラック・コメディー。

『ワイルド・ブルー・ヨンター J
2005 年、ヴエルナー・ヘルツオーク監督、 81 分

TheWildBlueYonder(WernerHerzog)

〈ニュー・ジ、ヤーマン・シネマの旗手〉として君臨し

たヘルツオークが健在ぶりを見せつける待望の新

作。人が住めなくなった地球。帰還で‘きぬまま、無

重力状態での生活を続ける宇宙船の乗務員た

ち。無人の地上では、エイリアンが故郷の星に思

いを馳せている。最初期から〈人聞が存在する以

前の始原的風景><誰も見たことのない景色〉に

こだわってきたヘルツオーク独特の映像世界は、

まさしく感動的である。監督自身が <SF ファンタジ、

一〉と呼ぶこの作品はヴ、エネチア国際映画祭で、絶

賛され、国際批評家連盟賞を受けた。
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そしてドイツ映画は続く瀬川裕司

ワ-)レド、カッフ。開催で、世界の注目を集め、映画産

出国としても好調を維持しているドイツから、今年も選

りすぐりの魅力的な新作が、やってくる O

まず目を惹くのは、『マサイの恋人 j r裸足の女川素

粒子 jという大ヒット作品が揃ったことで、あろう。白人

女性とマサイの戦士と恋を描いた fマサイの恋人 J は

美しい風景と劇的な展開で人々の感動を呼んだ作

品だし、ドイツ最高のスターである T ・シュヴ‘アイガーカず

主演・監督した f裸足の女 Jは、心温まる〈癒し〉の物

語である。昨年『アグネスと彼の兄弟 Jで日本の観客

に強い衝撃を与えたレーラーは、 M· ウエルベックの話

題の小説と切り結んだ『素粒子』によって、新しい境

地を切り拓いたと評判だ。

カメラマンとして傑出した実績を残してきたトホフマ

イスターのね度下がれば J、日独交流の象徴ともいう

べきデリヱの『漁師と妻 j、イタリア系女性監督による


