
東京国際フォーラム・ホールC TokyoInternationalForumHallC(11/19)
千代田区丸の内 3- 5-l( J円有楽町駅前)

in 什町、 t ofJRYurakuchos·回

open17:30/ 錦町 t 18: ∞
才ープエンタ・セレモヱー 0開削伽酬明
スリータイムズ{仮置} 刊剛而隅 1拍nlnJS ・儲 A

来日本語字幕と英語字幕を付けて上映します.※ fQ 邑AJ と表記の固には‘上映後に~笛芯どゲストとの質疑応答を予定しております。※プログラムや時刻芯どは、やむを得ない事情により、予告芯く変更と怒る場合がございます.

あらかじめと了承下さい。探索京国際フォーラムのホール内は飲食禁止と芯ります.・ The filmwillbescreenedwithEnglishsubtitles'*Q&A:GuestswillmeettheaudienceinaQuestionandAnswersess 旧n

afterthescreening.*Programsandschedulesaresubjecttochangewithoutnotice

有楽町朝日ホール YurakuchoAsahiHall(11/20""'27) 11F,YurakuchoMu有H回難n町， nマeリa才r 廿ン噌 1 1C陪4(E 東M京tメSトubロw銀a座y 駅GlCn4za 出s口ta)

題名 SPL<殺破猿>(原園) パッシング マジシャンズ
start title 13:00 SPL 16:00 Bashing 18:50 Magic 剛(s)

time/secion 97min./C ・Q&A 82min./C*Q&A 95min./C*Q&A

焼けた劇湯の芸術家たち 雪崩 *伴奏付き上映宵 1

16 ・00 TheBurntTheatre 19:00 Children'sFaces

85min./C*Q&A 69minJSW'Accompaniedbylivemusic

現を失へる男 婦人の困苦と幸福 費量後のチャンス 露箇{きりふえ)

10:30 TheEternalMask 13:00 MiseryandFortuneofWomen 16:00 TheLastChance 19 ・20 Rapt

75min./SW'NoEnglishSubtitle 59min./SW 113min./SW 87min./SW

霧笛(きりふえ) 落ちる人 やわらかい生活 ザグァ

10:30 Rapt 12:50 Fallen 15:30 It'sOnlyTalk 19 ・00 Sakwa

87min./SW 9Omin./S*Q&A 126min./S ・Q&A 90min./C*Q&A

マジシャンズ セックスと哲学 落ちる人 完全は一日
10:30 Magician(s) 13:30 Sex&Philosophy 16:00 Fallen 19:00 APerfectDay

95min./C 101min./S 9Omin./S 88min./C*Q&A

アコード・ファイナル フリー・ゾーン あひるを背負った少年 サウンド・パリア

10:30 AccondFinal 13:00 FreeZone 15:50 TakingFatherHome 18:40 SoundBarrier

82min./SW'NoEnglishSubtitle 9Omin./S*Q&A 1oomin./C ・Q&A 102min./S 合Q&A

無磨動 結果 フリー・ゾーン アコード・ファイナル

10:30 PerpetualMotion 13 ・20 Befo 陪 Born 16 ・10 FreeZone 19:00 AccondFinal

9Omin./C*Q&A 104min./C 合Q&A 9Omin./S ・Q&A 82min./SW'NoEnglishSubtitle

婦人の困苦と幸福 現を失へる男 セックスと哲学 叩:初 CFクフ叫Bル偶ロt ・町卸ーオ唱 BアジCn・ン酬エply明タンmプ・セmテyレィ 鵬モ首=晴 lJS"Q&A10:30 Misery 副刈 Fortune ofWomen 12:20 TheEternalMask 14:40 Sex&Philosophy

59min./SW 75min./SW'NoEnglishSub@e 101min./S

※開場は関映の 20 分前です。 *Door Open:20min, beforeeachScreening

※外国映画はすべて日本語字幕と英語字幕を付けて上映します(英語作晶の場合は英字幕無し。日本映画の場合は日本語字幕無し、英語字幕付きでの上映となります).※ fQ&AJ と表記の固に l率、上映後に監督芯どゲストと

の質疑応答を予定しております。※プログラムや時刻などは、やむを得ない事情により、予告なく変更と怒る場合がございます。あらかじめと了承下さい。※有楽町朝日ホールのホール内は飲食禁止と怒ります。

*AIIfilmswillbescreenedinEnglishorwithEnglishsubtitles, *Q&A: GuestswillmeettheaudienceinaQuestionandAnswersessiona代er thescreening アPrograms andschedulesare

subjecttochangewithoutnotice

-東京国際フォーラム・ホール C チケットのご案内(全席指定)

[前売努 1 チケットびあにて 11/3( 線}より発売

.指定 ..:1400 円{税込) [P コード 551-644]

員百オープニングセレモ二 および上映をご覧頂けます. (l U16( 水)まで販売) ※4区援「舞台前Jr前方 j

f中央Jr後方 j のいす・れかを選んでご購入頂けます.また 1階席が売り切れの場合は、 f2階席Jr 3階席 j を追

加発売する予定です。 ※ご注意;上映開始後は場内が暗いため、お手持ちのチケット指定の座席にご案内す

ることができ芯く怒りますので、遅れないようにご来場下さい。

[当日券](指定席 ):1700 円(税込)上映当日、会場にて 16:00 より発売します。

.VurakuchoAsahiHall TIcke 恒例 II seatsrese 何回 farea 凶 separ 剖e screening)
<Advancetickets>
'Singletickets(seatingrese 同ed byslot):1,200 yen(P-cωe 551-645)'Canchoosefromlourseatingblocks:Nears祖ge ，

Front, CenterandBack'OnsalealTickelPiaIromNov, 3tothreedaysbeloreIhescreeningdate ・ Each lickelisgoodlor

onescreeningselectedinadvance, (fixeddateonly)Pleasecheckourprog 阻mandschedulebelorepurchasinganytickel

'Tripleweekdaymalineelickels:3,000 yen(P-code475-12B) ・ Will beassignedseatsatIhedoor

'OnsalealTIckelPialromNov,310Nov, 13 ・One licketvalidforonescreening,MoreIhanonepersonmaysharebooklet.

<Attention>
Arrivalsafterscreeningstartmayforfeilyourrese 刊ed seat

<SameDaytickets>
'Singlelickets:1 ，5∞ yen (S 回ling reserved)Eachday'sdoorsaleswillbegin40minul 田 belores 祖rtto firstscreeningollheday

<SpecialPrograms>

*111121'Children'sFaces'accompaniedbylivemusicAdvancelickets:2,00Oyen (Sealingrese 何回 P- ∞de 551-646)

SameDaytickets:2,200 yen(Seatingrese 刊ed)

圃有楽町朝日ホールチケットのご案内(各国入笛制・全席指定)
※会場によって、チケ lノ卜の注意事項が異なりますので、お気を付け下さい。

[前売努]チケットびあにて 11/3( 観}より発売

・1国勢{指定席) :1200 同(車種込) [P コード 551-645]

※日時指定でのチケットと忽ります。(各上映日の 3目前まで販売) ※4区域「舞台前Jr前方Jr中央Jr後方」

のいすれかを選んでと購入頂けます。 ※ご注意上映開始後は場内が暗いため、お手持ちのチケット指定の

座席にご案内することができなくなりますので、遅れ拡いようにと来措置下さい。

・平日昼間 3園券{当日号 l鎖):3000 円(電車込) [Pコード 475-128]

*期間中、有楽町朝日ホールでの平日昼に上映する作品 (17 崎以前に開場する回)のいす'れかにお使い頂け

ます. (1 l/ 13( 日)まで販売) *3枚綴りで発券します。 (3枚を複数人数で分けて使用可、 1枚につきお 1人

犠のご入唱と芯ります。) 本当日、会場窓口にて指定席券にお引き換えのうえと入場となります。

[当日券 ]1 園券 :1500 円(税込) 指定席制となります。

上映当日、会場にて 1回目開始の 40分前よりその日の金上映回分を発売します.

l特別プログラム 1 前売券:チケットびあにて 11/3( 祝)より発売

合 1 r雪崩」伴奏付き上映 昌 H
11/21(月) 開場 18:40/ 開始 19:00( 全席指定) 前売は 11/18( 金)まで販売 υ

ー圃舞台前 N醐S回90-

-・ a 前方 Front a..

-前売券 [Pコード 551-646]2000 円{税込)

※4区域「舞台前Jr前方Jr中央Jr後方』のいすれかを選んでご臆入頂げます。

・当日券 2200 円(税込) 当目、会場にて 15:20 より発売します。

ーー空中央白川 e乃ーー

.TokyoInternationalForumHallC TIckets(Allseatsrese 刊ed)
<Advancetickets>

・ Single tickets(seating 冊目刊 ed bysial):1,400 yen(P-code551-644) ・ Can chooselromfourseatingblocks:Near

stage, Fronl,CenlerandBack'OnsaleatTIcketPiafromNov, 310Nov, 16
-・竺後方面CKE--

<SameDaytickets>

・ Single tickels:1,700 yen(Seating 問問刊 ed)

Doorsaleswillbeginat16:00
C扉 日]扉

.TicketInformation 前売はチケットぴあにて1l /3( 祝)より発売 AdvanceticketsonsaleatTicketPiafromNov, 3

会. 券橿 Pコード 前売取級い期限 前売{税込) 当日(税込)

V町'IUe TicketType P-Code AdvanceSale SameDay

東京国際フォーラ&・ホー JIIC 指定席券「舞台前/前方/中央/後方 J
551-644

11/16( 水)まで ￥ 1 ，400 ￥ 1 ，700

singletickets(seatingreservedbyslot) fromNov_3toNov.16

有寮町朝日ホール 1 園券(指定席 H舞台前/前方/中央/後方」 各上映自の 3目前まで ￥1.200 ￥ 1.500

Yurak 出回Asah I HaIl singletickets(seatingreservedbyslot)
551-645

fromNov, 3tothreedaysbeforethescreeningdate

平日昼間 3回券(当日引換)
475-128

11/13( 日)まで ￥3.000 無し

tripleweekdaymatineetickets fromNov.3toNov.13 None

11/21r雪崩 J 伴奏付き上映
551-646

11/18( 金)まで ￥2.000 ￥2.200

"Children'sFaces" ・Accompanied bylivemusic fromNov.3toNov, 18

(指定席 H舞台前/前方/中央/後方 J

singletickets(seatingreservedbyslot)

|シCIネ間カ伽ノaンN有m嫡YUrekl刷、。 1回券 各上即時日の3日前まで ￥1.200 ￥ 1.500

singletickets(freeseatingperscreening)
551-647

什oπ1 Nov, 3tothreedaysbeforethescreeningdate

3園券
475-129

1 1/ 13( 日)まで ￥3.000 無し

tripletickets fromNov.3toNov.13 None

フィルムセンターおトル
前売券織し/当日:一般 800 問、直後・大学生・シニア (65 ・以上 )600 円、小・中学生 400 円

Doortickets:SingleTicket￥800/ University.COllege&HighSchoolStudents.Seniors(age65orover) ￥600/

ElementarySchool&JuniorHighSchoolPupils ￥400 (ONoAdvanceTickets)

和党

銀座 4丁目 =園

町田 4.cho-me Mi函お曲 i

副長明白ホー I~ とフィ J~ ムセンターの・は徒歩 15 分程度の-で T.
場開日 m-) レとシネ力ノン有秦町の間It徒歩約 1D 分程鹿田直腫で曹.

"15. 曲wtes onfootfromA坦hiK 副 to Nal抑制円岡e-.

*About10minutesonfωtfromA 田hill 副胎 Ci 間色組側関 VU Ia加 cho

l一川Mメ…紗…一→一シ
(低《松竹 1刊iI I] 周年祭)粉---目 l
日日;本本の美がここにある |目l

11 月 19日(土)~12月16日(盆)
会揚:シネスイッチ銀座

「風景J r暮5しJ rきものJ r女優J など

テーマごとにセレクトした珠玉の41 本を一挙上映!
また生誕75年を記念して武満徹作品も上映。

上映作品: r君の名はH晩春H幸福の黄色いハンカチJ 忽ど。

詳細は松竹HP (http://www.shochiku.co ・jp/) または
劇場公式Hp (http://www.cineswitch.com/) をご覧下さい。

お問合せ先:シネスイッチ銀座 03・3561 ・0707

.前売勢をお買い求めの方ヘ
前売券はチケットぴあで発売します。
*ご購入の際には、6ケ$IのPコードが必要になります。

また、作品の日時については、チケ Y卜ご購入の前に

プロゲラムをご確認下さい.

…
圏
…

[発売日 ]11 月3日(続) lO:OOAMより発売
(発売初日11/3に限り、コンビニエンスストアは12:DDPMより発売)

r.入方途]
1.お近くのチケットぴあ店舗、ファミリーマート、セブン・

イレブン、サンクス(サークルKサンクス)にて直接購入。

2.電話予約

電子チケットぴあ/音声認諮予約0570・02・9999

(10:00AM-11:30PM/ オペレ一世一対応は 6:00PM まで)

3，@電子チケットぴあ http://pia ，jp/t にて踊入。

(24 時間営業 ※ただしメンテナンス時間を除く)

[注意事項 1
・ 1 プログラム券の電話予約は各上映の 5目前までです。

直接購入は各上映日の 3目前までとなります。

'3園券の電話予約は 11 月 11 日(金)までです。

直接購入は 11 月 13 日(日)までとなります。

・前売り券の払戻し・交換・再発券はいたしません。

<Advanceticketsales>

Salessta 同 at TicketPiaonThu" Nov , 3, 10:00AM
(Conveniencestoresalesslartsameday, 12:00PM)
Tobuyticketsinadvance ・Go toyournearestTicketPia

playguide, Familymart, SevenEleven, orSunkus ・Go to

http://pia, jp/t (av剖lable 24hoursexceptformaintenance)

Attention:PleasecheckP-codeandscreeningschedule

inourprogrambeforepurchasinganytickets

。大臣ガス己主 Tふ.i-. Kodak 曜⑨器 J巾り叩町町ピ叫ジ出 2到到別~l附，
A幼A刷"刷崎刷司剛!回

SWISSFILMS 固--三一 t-:::?J 二二τ1ハ 支援:食文化庁且ORF 田昌..c.

~.，/~

KISIIlINOOこの映画祭は「競輪公益資金」の補助を受けて開催します。、

ThisfilmfestivalissubsidizedbyJapanKeirinAssociation

throughitspromotionfundsfromKEIRINRACE,

ｭ•• •ングwww_FilmE!x_nE!~
お問合せ先:東京フィルメックス

Info.Tel:03 ・3560 ・6394

.衛情緒は公式サイトにてご覧頂けます

東京国立近代穀店館フィルムセンター大ホール NationalFilmCenter2F(11/19""'27) 中央時三ニ :J庶民需問

エノケンのとび助冒険旅行 私刑(リンチ) さすらいの旅路
~ヨ sta 同 11:00 Th
医霊 L 81

函 思春の泉 人形佐七捕物帖妖艶六死美人 毒婦高橋お伝

11:00 TheGrassCutterGirl 14:00 D田dy 匂shichi Oa t配伽 e SlOl y-SixF 卸祖国Be a凶時 17:00 AWickedWoman
宮!Ji1 88min .lN 合NewPrint 75min./N ・NewPrint 74min./N

21moo 休館日 Closed

圏
亡霊怪猫屋敷 女服血鬼 東海道四谷怪談

13:00 TheMansionoftheGhostCat 16 ・00 TheLadyVampire 19:00 GhostStoryofYotsuya
也B 69min,1N *NewPrint 78min./N ・NewPrint 76min.lN

圏|
地獄 「粘土のお薗」より かあちゃん 妖艶.婦伝人斬りお勝

11:00 Jigoku 14:00 Kaachan 17:00 OkatsutheAvenger
直!m，' 100min.1N*NewPrint 88min. 1N・ NewPrint 89min.lN*NewPrint

国 1
人形佐七鋪物帖妖魁六死美人 エノケンのとび助冒険旅行 亡霊怪猫屋敷

13:00 Dandy 匂sh 隠削 除t町tive Sl o叩 -s 以 Famous Be auti 田 16 ・00 TheAdventureofTob 陪uke 19:00 TheMansionoftheGhostCat
町 l 75min./N*NewPrint 81min.lN ‘ NewPrint 69min./N ・NewPrint

宮[
東海道四谷怪畿 地裁 私刑(リンチ)

13:00 GhostStoryofYotsuya 16:00 Jigoku 19:00 Lynch
76min.1N 100min./N ・NewPrint 98min.lN*NewPrint

圏
毒婦高機お伝 妖艶毒婦伝人斬りお勝 女服血鬼

11:00 AWickedWo 町、 an 14:00 OkatsutheAvenger 17:00 TheLadyVampire
軍冒 74min.lN 89min.lN*NewPrint 78min.lN*NewPrint

明 「粘土のお面 J より かあちゃん さすらいの旅路 思春の泉

11:00 Kaachar 、 14:00 WanderingJoumey 17:00 TheGrassCu 社erGirl
0!IiL 88min.IN*NewPrint 86min./N*NewPrint 88min./N*NewPrint

会開湯は関映の 30 分前です。ー DoorO 問n: 30min, beforeeachScreening

Eフィルムセンターと入場の際の注意

開眼後It入淘できまぜん。

*大ホール定員 310 名(入替制)

[入絹料金 )(1 作晶)

当日券一般 800 円/高校・大学生・シニア (65 歳以よ )600 円/小・中学生 400 円

発券・ 2階受付にて(前売券無し)

*観覧券は当日・当該回のみ有効です。

*発券・開場は開映 30 分前から行ない、定員に達し次第締切となります。

*シニア (65 鏡以上)の方は、必す年齢を証明できるものをと提示下さい。

※すべて英語字幕付きです。. AllfilmswillbescreenedwithEnglishsubtitles.

・Attention
・No entryafterscreeningstarts.
Cinema1:310seats(Theaterclearedaftereachscreening)

・Tickets
SingleTicket800yen/University, College 邑 High SchoolStudents, Seniors(age65or
over)600yen/ElementarySchool&JuniorHighSchoolPupils400yen

Ticketsalesat2Fticketdesk
*Ticketsarevalidonlyforthedayofsalesandforthespecifiedfilπ1

*Ticketsalessta 代 and doorsopen30min, beforescreening, Nostandingroom
*ToreceivediscountforSeni 口rs (age65orover),Please presentyour10
*Samedayticketsonly, Noadvanceticketsforthisvenue

シネカノン有楽町(レイトショーのみ) CineQuanonYurakucho(11/19""'26)

焼けた劇場の芸術家たち
S泊rt 21:15 TheBumtTheat 陪

85min.lC

JR有蕪町駅前ピッヲカメラSF Tel:03-32S3-9660
SF ，日 icCamera ， in 什ant ofJRYurakuchosta.

-チケットのご案内
※会場によって、チケットの注意事項が異なりますので、お気を付け下さい.

'*シネカノン有楽町は自由席となります。(入嘗制・定員 255 名)

[前売勢]チケットびあにで 11/3 発売{劇場窓口での限り銀い Uありません)

・1 固勢 :1200 円(稜込) [P コード 551 ・647]

来日時指定でのチケットとなります.(各上映日の 3目前まで販売) ※自由席、当日監理券引換無し

・3園券 :3000 円{稜込) [P コード 475-129]

※期間中、シネ力ノン有楽町のプログラムのいすれかにお使い頂けます。 (1 l/ 13( 日)まで販売)

※3枚綴りで発券します。 (3 枚を復数人数で分けて使用可、 1枚につきお 1人様のご入場と怒ります)

[当日傍 ]1500 円(穣込}

.シネカノン有楽町 8F特設受付にて各自 20:30 より発売します。

あひるを背負った少年

21:15 TakingFatherHome

1OOmin./C

サグァ

21:15 Sakwa

9Omin./C

結果

21:15 BeforeBo 打、

104min.lC

サウンド・バリア

21:15 SoundBarrier

102min./S

無窮動

21:15 PerpetualMotion

90min./C

.後のチャンス

21:15 TheLastChance

113min./SW

.シネカノン有楽町のご入場の際の注意
・椅場時に先着順でのと入場となります。入場の際はシネカノン有楽町 SF にお越し下さい.(整理券は発行しません)

※今回のレイトショーの受付システム(先着順、整理券発行無し、 SF 特設受付にて当日券を販売)は、通常のシネカノン有楽

町の方式とは異なっておりますので、ご注意下さい。

.TicketInformation
<Advancetickets>

'singletickets(freese 剖ing perscreening/fixeddateonly):1,200 yen(P-code551-647)
OnsaleatTicketPiafromNov, 3tothreedaysbeforethescreeningdale

*tripletickets:3,000 yen(freeseatingperscreening)(P-code475-129)
Oneticketvalidforonescreening.Morethanonepersonmaysharebooklet
OnsaleatTicketPiafromNov, 3toNov, 13

<SameDaytickets>

‘ Single tickets:1,500 yen(freeseating)
Onsaleeacheveningfrom20:30atCineQuanonYurakucho8Ffestivaldesk

完全な一日
21:15 APe 斤eel Day

88min./C-※開場は関映の 15分前です。 *Door Open:15min, beforeeachscreening

*外国映画はすべて日本語字幕と英語字幕を付けて上映します(英語作昂の場合は英字幕無し).*プログラムや時刻芯どは、やむを得ない事情により、予告なく変更と芯る場合がございます.あらかじめご了承下さい。

宇All filmswillbescreenedinEnglishorwithEnglishsubtitles.*Programsandschedulesaresubjecttochangewithoutnotice
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東京フィjレメックスコンペティション

2005年に製作されたアジアの新進作家による9作品を上映し、国際審査員5名による審査のうえ11/27 ( 日)に

各賞を発表します。

TOKYOFILMsXComp ・tltlo 目
TOKYOFILMeXCompet 耐on willpresent9newfilmsbythebestemergingfilmmakersinAsia.

..勇作品質 郎賞として賃金 100 万円が監督に授与されます。
GrandPrize:Thewinningfilm'sdirectorwillreceive1,000,000 yen

審査員穂別貧 コダック VISION アワード

副賞としてコダック様式会社より賞金 50 万円が監督に授与されます。
SpecialJuryPrize'KodakVISIONAward':Thewinningfilm's , directorwillreceive500,000 yen.Thisprizewasmadepossiblewiththesuppo 同

ofKodakJapanLtd

寄査察員長:アポルフ7ズJl-・ジャリリ(イラン/峡酒監督}

ChairpersonoftheJury:AbolfazlJALILI(IranIDirector)

.査員 :6 島秀俊(日本/俳優)

フレッド・ケレメン{ドイツ/映画監督)

マリアン・レピンスキー(スイス/映画史京、キュレーター)

ヱリカ・グレゴール{ドイツ/映画祭コーテ・ィネ一世一)

Jury:NISHIJIMAHidetoshi(JapanIActor)

FredKELEMEN(GermanyIDirector)

MariannLEWINSKY(Sw 比zerland IFilmHistorian, Curator)
ErikaGREGOR(GermanyIFestivalCordinatar)

踏編欄 m・・・ 輪銅轟轟層面圃

脳踊温溢歯医圃・

HongKong, China1200S197mln

Director:WilsonYIP

監督・ウィルソン・イップ(1I偉僧)

出演.ド二一・イェン、サモ・ハン、サイモン・ヤム、ジン・ウー

配給・メディア・スーツ

チャン刑事 I孟鳳社会の大物ポーの逮捕に執念を燃や

し、死聞が撮り広げられる.・香港ノワール"にマーシャ

ル・アーツが大胆に噂入された作品。サイモン・ヤムが

手段を選ばない刑事を好演.ドニー・イェンとサモ・ハ

ンの対決が痩い。

DetectiveCHANisobsessedwiththecaptureofhis
nemesis.PO, andthetwoengageindeadlycom

bat.Anopusthatboldlyintroducesmartialartsto

theHongKongfilmnoir 印mon YAMgivesasu

perbperform 剖ce asthedetectivewhogetsthIngs
donebyanymeansnece5sa 叩 The finalshowdown

betweenDonnieYENandSammoHUNGisamajor
highlight.

嗣踊嗣箇箇画面圃

Chlna/200S/90mln. Chlna/200S/104mln. Chlna/2 ∞5/1 回min F問nce 1200S/8Smln
Director:NINGYlng Director: ンZHミAンNG(軍M明in) g D監ir督田:悼ィrン:Y・IリNャGンU{a鹿ng弼} DIvect。r: -円パIIこhyュPANH
監督:ニン・イン(寧意] 監督:チャ 監督・リティ

出演.ホン・ホワン、リウ・ソラ、リ・チンチン 出演・リャオ・ズゥン、トミー・ウォン、シュウ・パイホイ 出演:シュウ・ユン、リュウ・シャオベイ 出演・ベン・パン、テヱアン・ポパ、テン・ナン・ドウン‘

変わりゆく北京を播いてきたニン・インが、近年の中国 flt む街 J (96)[ 週末の出来事 J (02) のチャン・ミンの 中国四川音を舞台に、家主主を残して都会へと出てゆき、 カンボジアを舞台に劇映画やドキュメンタリーを作り続

社会の変貌に鋭く迫る .1日正月の祝いに鎮まった 4人 監督第 3作。中国南部の海辺のリゾート・ホテルに、晶 消息を絶った父観を探す 17. の少年の旅を錨〈。ロン けできたりティ・パニュの量新作.焼失したプノンベン

の女性たちのお喋りは他愛もない会話から思わ血感 る男を探しに来た中年男は、若い宜と出会い、同じ男 デショットを多用した映像ス空イルの中に1>年期の申書 のI!喝跡に、かつての所属俳優士ちを集めて揖られた、

情の吐露にまで発置してい<.女優たちの演技のアン を待ちながら時聞を過ごすが .嫌々 な陸が散りぱ わりが鮮烈に表現された監督デビュー作. 劇映画であると同時にドキュメンタリー的要素を備えた

サン 71レが見もの. められた野心作. ユニーヲな作品.

DirectorNINGYing, whopre 叫ously depictedthe
.DRiraeincctolorudZsHAoNveGrWMtUnSghosan-t(h9i6rd1afinlmde-wfoelleokwemndg

…t側h出sabm4納ae-a町rar町dd山h∞d内 畑川向欄a同R山附…町M帥師m署inc白a岡叩仰uechel糊田i向MMI…M脚陶岡申F岡C回i田W耐山山岡旬出臨山YING回刷脈his
TwhheolcaotenstitnuperosdtoucmttoankeIrfoematudre1rsecatnodrRdoitchyumPeAnNtaHr-,rapidlychangingcityofBeijing , focusesonthe

livesofwomeninChIna'sdrasticallymodernizing
rPelosto-r{0t2h)otAelmintdsdoiuet-haegrendCmhainnaa.rwrIhveerseahteamseeaests1dae mtesembbaesresdaimthceamrebmoadmtasoFfIlmainthgeafotrremefnrPtrhonuopmesociety.Theseeminglyaimlesstalkoffourwomen

turnsseriousinanoutpouringofemotions.Featur- youngwoman.Thep副r waitforthesameman, Penh. 寸he BurntTheatre"isauniquefeature 則的
ingafascinatingensembleofactresses passingthetimetogether...Thisambit 旧us workis elementsofadocumenta叩

fullofmyste 叩， Liang

爾爾画面-

踊調胆・・・・・122( 火)21:15 [C J/ 26( 土)13 に20 [瓦 1

闘薗 踊葡園調・・・・
24( 木) 19:00[A J/ 26( 土)21:15 [C)

Korea12005195min Korea12005190mln France, LebanonI2005188mln. Japan1200S/82mln
Director:SONGII-Gon Director:KANGYI ・Kwan DIrector:JoanaHADJITHOMAS, KhalilJOREIGE 日Irector: KOBAYASHIMa.ahlr 。

..督:ソン・イルゴン 監督・カン・イヴァン 監嘗・ジョアナ・ハジトゥーマ&カリル・ジョレイジュ 監督:小林政広

出演チョン・ウンイン、チャン・ヒョン‘ノン、カン・ギョンホン 出演・ムン・ソリ、キム・テウ、イ・ソンギュン 出演・ジアド・サアド、ジュリア・カサール、 出演・占部房子、国中隆三、香川照之、大塚寧々

7レヲサンドラ・カワジ 製作:モンキ-~ウンプロずヲション

大晦日の夜、かつてのバンド仲間が集まり .3 年前に自 7年間つき合った恋人に突然ふられた OLのヒョンジュ ベイルートに住むマレヲは、去っていった恋人を察して 現代の日本で起こる勺〈ッシンク"在、受ける側に焦点

殺した女性メンバーを偲び、過ぎ去った膏春を思い起 ンiム別の男と結婚するが、結婚生活も冷え切ってきた 夜の衡を初纏し、マレヲの母は、内総中の 15年前に失 を当てて描いた力作。中東で武裳デループの人質に

す.95 分ワンカットで婦られ、現在と過去が交錯する構 頃、かつての恋人に再会し 2人の男の聞で揺れる 践した夫在待ちわびている.そんな 2人に転慣が なり帰国した有子をめぐる苛歯車な状態を、占部房子が

成が見事 .f スパイずー・フォレスト J (04) のソン・イル 女をムン・ソリが体現.細やかな心理描写が素晴らし 都市生活者の孤独感を鋭〈錨<.ロカルノ映画祭で国 体当たりで勲満.本年度カンヌ映画祭コンペティショ

ゴンによる慨くべき作品。 い監督デビュー作. 際批'平家連盟貨を費貧困 ンに還ばれた.

AEvgerotoup 。fold bandmatesreunlteonNewYearls

……胸岡目問i崎田間、町町M肉泡…m…町山一m 曲相一一岡目-in山町-一川剛山a畑part一bG山vj山YMHMmM…町mimned-mdw 山曲脚副v加m理 M叩叩問加Pd帥Mad刷d!Z1抑a剖机M1町副5醐山欄開制g州叩M崎四陥S閉鵬山知F同向岡td蜘陶向a田山m山胞dm胸町M蜘四酬副M何M一剛…M附M回向山闘向M一陥L…a副Eaa-町咽zm働'A MF畑胞F…Sm川a町mm胸凶m崎…凶岡同副 Ea組田…町m町組向d町阿問糊自 p闘VmrdeM町sructmmoth 門-s吋田d凶e MpMeonay叩…b吋FhGa叩U副R同M館前E
commemorateafemalememberwhokilled

o9hlyef5srismhtreeuinllcfrut3ltuoerysseei,daypfroaislusmttphanAnoSndrhoooptwhtrheeiinsrleeaonmrnteeamczaceinpoegtntuumwrnmoυtg hrokiumsbsbeytmnadlkloterareineeots--f

torSONGII-gon01'SpiderFor 田r (04) featuresuccessfullycapturesthecharacters'subｷ tionatthisyear'sCannesFilmFestival
tieemotions. atthisyear'sLocarnoFilmFestival

(AJ~ 有楽町朝日ホールでの上映 (Cl~ シネカノン有楽町での上醜 [A)=ScreeningatYurakuchoAsahiHall (C)=ScreeningatCineQuanooYurakuch 。

(炉 ι仰伊観鰐客賞 炉われいい u叫叫…rill
この一票で続客賞が決まります。1£ ヨl!rn ω r:tjJ 'mt· ntiii §"3i·rmm 目

受賞作品の監箇には副賞としてア二工スベーより賞金l;Ii]万円が授与されます lIIiI日MIll山-日間川 ....E
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時 代 の 患 先 端 を 切 り 拓 い て ゆ

く 気 鋭 の 監 督 た ち の と び き り

の 思 新 作 を ご 紹 介 し ま す 。

SpecialScreenlngl
Thissectionwillpresent7filmsby

prominentfilmmakersfrom around

theworld

•
繭爾函E量圃圃

JapanI2005I126mln

Director:HIROKIRyulchl

髭督・贋本隆一

出演.寺島しのぶ、量川悦司、松岡俊介、回目トモロヲ、

妻夫木聡

!ll 96 回文畢界新人賞を受賞した緑山秋子の「イッツ・

オンリー・トーヲ」を検画化。 35. 、無職、独身のヒロイ

ンとその周囲の 4人の男たちとの不思臓な関係を軽妙

につづる。寺島しのぶの演技が埴能できる作品。

BasedonITOYAMAAkiko ・s novelwhichwonthe

literaryawardforbestnewwriterin2003.thisfilm

depictstheoddrelationshipofa35year-oldunｷ
employedsinglewomanandthefourmeninher

life.ActressTERAJ1MAShinobugivesanexcelｷ
lentperformance 、

闘爾覇掴圏・・
119( 土)18 ・00 [TJ

Talwan/200S/139min

Director:HOUHsiao-hslen

監督・ホウ・シャオシヱン(侯孝賢)

出演:スー・チー‘チャン・チェン、メイ・ファン

配給:プレノン・アッシュ

1966 年の高雄、 1911 年の遊郭、現代の台北を舞台に

した三つのラブ・ストーリーが、閉じ俳優によって潰じら

れるオムニバス形式の作品.いずれもホウ・シャオシェ

ンならではのす yチで、エッセンスが草書館された美しい

傑作.

ThreeTImes isanomnibusfilmconsistingof

threelovestoriessetin1966Kaohsiung, aredｭ

lightdistrictin1911 , andpresentdayTaipei, all
playedbythesameactors.WithdirectorHOU

Hsia o-hs陪n's uniquetouchaddedtoeachsto 叩1

thisfilmisabeautifullycondensedworkofart

•
嗣繭個幽圃圃

USA12005I102mln

Director:AmlrNADERI

監督:アミール・ナデリ

出演:チャーリー・ウィ Jレノン、フランヲ・デラッケン

イラン映画界で巨匠としての名声を確立し、現在はニュ

ーヨーヲをベースに独自の活動を続けるナデリの憲新

作.亡くなった母規の声が録音されたテープを揮す少

年を摘し鮮烈な映像表現が見る者を圧倒する健作.

ThelatestfiimbyAmirNADER!.whoestablished
himselfasamasterfilmmakerin Iran, andthen

movedtoNewYorktobecomeengagedinindeｷ
pendentfilmmaking.Thefilmdepictsaboywho

seeksthecassettesonwhichhislatemother's
vOicewasrecorded.ｷSoundBarrierｷisamasterｷ

piecethatwillsfuntheaudiencesawaywith 比s

powe 付ul visuals

醐輔副画面画圃

Iran/200S/98mln

Director:AbolfazlJALILI

監督:アポルファズル・ジャリリ

出演.ナピド・レイシ

ベルシア湾岸の港町チャパハールを舞台に、一目ぽれ

した女性と結婚するために奔走する教師志望の著者を

描く.ジャリリのコミカルな側面が十分に発揮された作

品.即興的にデジ ~I~ ビデオで婦彫されたという.

Ina PersianGulfcoastal town , Chahbahar, a

youngmanwhowantstobecometeacher, s汀ug

glestogetmarriedtoawomanhe'sfalleninlove
withatfirstsight.JAlILIexerciseshisfullc四nedic

talentsinthisfilmspan 回neously shotondigital
video

闘欄幽圃圃

Tadzhikistan, France/2005/101mln
Director:MohsenMAKHMALBAF

監督:モフセン・マフマルパフ

出演:ずレル・ナザーロフ、マリアム・ガイポヴァ

『カンヨ fハール J (0 1):から 4年ぷりと生るマフマルパフ

待望の新作 .4 人の佳人たちとの関係に区切りをつ It

ょうとする男を主人公に、愛とモラルの問題を聞いか It

る。原色を基慣とした絢燭鞭撃な映像が素晴らしい.

MAKHMALBAF's long-awaited follow-up to
・ Kandahar'(01). madefouryearsago.MAKHMALｭ

8AFquestionsloveandmoralityinthissto 叩 01 a

manwhohasdecidedtobreakupwithhisfour
mistresses.WIthitsaccentuatedpnma 叩 colors ，

thegorgeousimagesareawe-inspiring

J 向上映{映画大国スイス 19203 イ940iUGi;: 「 特集上映 ci| 再開再開照明ー明野田岡開閉 E:
- specialProgramswi幻e制問 一川 生誕百年特集 Ii F'~"--""-~'-~ ~一日唱圃園田園圏圃圃圃園哩 E理覇彊;

;Li-- ニ…ムょとんどよ映 一…-寸叫セ帥ルふ一ンふダ W二ムムグよム二ふふサ←一一ク党仙伽と ι卸Lい、
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償会がない作晶に焦点を当てる特集上峡として、今包臨 lは孟、スイスを取り上 的に名だたる匡匠たちの知られざる足 E跡，舵を辿掛 ~J 、映菌史のミツシング.リン ~ : I 0_'_~ _ _ _ I, .塵滋鋤翻--=監:.剤岨.圃-‘凶剖.圃 .圃.圃.量L“.lI' _ιt"抽楢聞聞堕圃.圃.圃.圃圃圃.圃 .圃.圃--圃.圃.圃.司・圃・・・ー・・・ ・・・・園瞳鶴~""':II・・・・・歯車盟副

; げ悦…ω靴の傑作をサい闘も舎一介します。 クとも吋ベ蛾怖をプログラムします。 じ I ，ow地獄のアルチザン，.."" III 臨軍羽圏直圃・む硝置・・・・園田 ~r 田園・酎圃圃踊
スイス娘面の喝の黄金時代は、また同時に、スイスの持つ多聞町 スイス大使館およびスイス・フィルムズ、スイス・プロ・ヘルヴ工ティア文 : ; I,.,.......r-, r-o.,,,..........,,... ,.,......"...".. ~ .--....11r"''''''r''''.---~''''' r""II ・，r=・ E・. mr~ 司 ・E・E・.湿II!' _EP!!..I{'JI ・・・--・・・・・園田

ロ【コ ，;)~~~'J~C"" '100 .. ，'n ヨ【【ロー.......~....，r") E・E・・ E・- .圃. "I" 臼E 可 E・E・-量二 ....-;;::'i::--~_--・ E・-
デンティティと永世中立国という政治的慨を背景に、ロシアやヨーロッ 化財団、問主近代美術館フィルムセンーにより、 6作品を : : I 一一一一一一一一一一 -・E・.- .一一I圃 ~~C.... ー •

. パの闘人たちが当地で才能を糊した酬でもありました。ジャック・ 上映します。: : 生髭1∞周年を記念して、怪奇映画の巨匠というのみならずバラエティ豊かな作品でユニ_ 19491附川Shin帆 Enoken抑制宝エノケンプロ 1割問min./S川ho， T，蜘 i pro 鯛宝、竹井プロ 1951I86min.IShlntoh。嗣宝 19関川min.!剖in剛山刊担制宝、韓髄
出演:複本健一、ずイゴ幸江、花島希世子.木場摘地 出演:嵐寛野郎、進藤英太郎、東野英治郎、池部皇、 出演・若山セツ子、鶴崎一郎、国崎潤、清川玉枝 出演;左幸子.宇津井健、岸鱒子、高鍋量子、東野英治郎

: :Iクな作lJ性を発鐸した鬼才・中JII信夫監督(1ω5・1984)を特集します。 ω剖・ ENOMOTO Ken-i凶i ， DA陥o Sachie, 久義英子 Ca剖 WAKAYAMAS剖副知， RYUZA附 Ichiro ， Cast:HIOARISa 出i凧 UTSUI Ken, KISHITeruko,

ForourSp 叫ial Prog 悶m. weshedlightonfilmsthataresignificantinthehis- identityandpermanentneutrality.Following in 陶 unexplored footstepsat ・ : サイレント期からキャリアを鎗め、殺後，;U青葉宝のプログラム・ピクチャーの鍾い手として活 HANASHIMA 附卯加.附BA 印刷i Cast:A臥SHI Ka吋uro， SHINDOE陶fO ， TAZA 附 Jun ，附 YOKAWA Tamae TAKAHASHIToyoko, TONOEiji,o :

十 川 of cinemabuthave附刊目附削 y山beε 目問陀 e制n凶 in J品a叩p附胡 tad。ω陥da町y 川問附 r，附抑 s削u山川ch川w削o州f叶Id-刊r問剛e朋n問。脚w刷伽 m附踊旬附陪 a踊川sυJ 抗制qu鵬田附 DER_ Se町叩r

pr叩oud t拍。 in川t問d山uc悶沼 1ω，Ims 1打r。問 Sw削itze軒r吋巾1同a叩nd叫d: ma田s胞fゆpi泌e目ces madebetweenthe andDoug 刷la剖s SIRK, wehaveprogrammedtheirSwissworks, whichmayse 問e ~ • さまざまな怪物に出会う浪乱万丈の冒険を描いたファ 日陰者の人生の溝転を描くフィルム・ノワールの快作. 歌手を主人公とした敵楓モノの恋愛映画.恋人たち 東北の島村を揖台に.年寄りたちが若い男女を縁結びしようと

:γ1怜92加日Os a削nd 愉伽e 1削94日山cl
Thed肉aw削n a出s we州lI a剖st泊he gωaide 開n a勾ge 01S削s持s cωin問ema wasm同a町rked byfilmma 副k- Wiはth ourde帥e叩P凹es杭t a却pp阿f問e叩c引t岨凶刷a剖ωtion to。拘 e Embassy01SwitzerlandinJ品ap附a剖n ， SWi 渇SS : : 文芸作、怪奇映画などの多織な作品を取り上げます。 のような宮ツチでユ モラスに物腐りつつ、自由奔故 関する前半と、戦後を背景に清書の姐・桑子を軸とす やかに摘し鎖舌さを避け、省略と引いた視銀により 初々しきが光吾、瑞々しい量作.窟作I:石垣洋賓郎「草制jる

4在E表現に実E敏量糟神が溢れ

踊歯菌・・・・・(視) [A]/24(木)

Germany.Latvla/2005/90min

Director:FredKELEMEN

監督 :7 レッド・ケレメン

出演:エゴンス・ドン 7ロフスキス、ニコライ・コロポフ

橘から身投げする女を見たマティスは、彼女の足跡を

探り始める・・ラトヴイアの首都リガを舞台に、独特な

昆量を活かしつつ、人間の溜在的生心理を描いた秀作 a

東京国際映画祭で上映された『アーベントランド J (99)

のケレメンの新作。

Matiss, afterseeingawomanthrowherselffroma
bridge, becomesobsessedwiththeslo 叩 behind

hersuicide... Fallen skillfullyportrayshuman

subconsc 旧usness ， makinguseoftheI田dscape in
theLatviancapit 副 of Riga.Latestfilmf(l町 n director

KELEMEN.whose'Abendland'( 鈎) wasscreened
attheTokyoInternat 旧nal FilmFestival

闘田園置・・・

Isra 副. France, Spain, B剖glum 1200S/90min

Director:AmosGITAI

監雷アモスギヲイ

出演:ナタリー・ポートマン、ハンナ・ラス口、

ヒヤム・アッパス

イスラエル人の婚約者と喧嘩して家を飛び出したアメ

リカ人女性・レベ。ノ:カ I:. .フリー・ゾーン"に行〈ハンナ

の車に同乗するが…・・・。カンヌ映画祭女優賞を受賞し

たハンナ・ラスロの名演は、ギ空イ作品に新たな軽妙さ

を加味している.

Rebecca, ayoungAmericanwholeaveshomeaf

terafight 削h herIsraelifiancee , joinstaxidriver
Hanna'sjourneytotheFreeZone...Thelmpresｷ

siveperformancebyHannaLASLO, winner01the
BestActressAwardatCannes, addsalightness

tothefilmabsentinthepastworksofdirectorGI
TAl

[Al~ 有楽町朝日ホールでの上眼 [C)~シネカノン有楽町での上映 [Tl~ 東京国際フォーラムホール Cでの上映 [A]=ScreeningatYurakuchoAsahiHall [T]=ScreeningatTokyoInternationalForumHallC [円=フィルムセンターでの上映[円=Screening atNational 円1m Center


