
検証・日本映画⑤没後10年松竹大船の天才木下恵介

2/13 I 遠い雲

(金) I 二人で歩いた幾春秋

14 I 野菊の知き君なりき

(土) I二十四の瞳〈デジタルリマスター版〉
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10:30/14:30/18:30
12:35/16:35/20:35(終映 22:15)

12:40/17:25
9':50/14:35/19:20(終映 21: 55)

11:50/17:30
〔トークショーゲスト:山田太ーさん&横堀幸司さん iI1l81-_l
楢山節考

陸軍

花咲く港〈デビュー作〉

大曾根家の朝〈あした〉

お嬢さん乾杯

破れ太鼓

力ルメン故郷に帰る

女の園

日本の悲劇

笛吹川

風花〈かざはな〉

香華〈こうげ〉
前編

後編

9:55/15:40/20:35(終映 22: 15)
12:00/15:25/18:50

10:25/13:50/17:15/20:40(終映 22: 05)

12:00/15:25/18:50
10:20/13:45/17:10/20:35(終映 22: 05)

11:25/15:10/18:55
9:45/13:30/17:15/21:00(終映 22: 25)

13:00/17:50
10:50/15:40/20:30(終日央 22: 25)

11:15/15:00/18:45
9:45/13:30/17:15/21:00(終映 22: 20)

10:10/14:10/18:10
12:00/16:00/20:00(終映 21: 55)

検証・日本映晶⑤

没後 10 年

松竹大 の天才

(土〉2/ (金)~

縮交芸坐授の会スヘ。シャ JL ウィーク
新文芸坐友の会の入場ポイントが 2ポイント!こ!!

(新文芸坐友の会については、お問い合わせくだ、さい。)

⑮

24
(火)

僕らのミライヘ逆回転 (2008 ・米/東北新社) BE 即NDREWIND

監督・脚本:ミシェノレ・ゴンドリー 出演:ジャック・ブラック、モス・デフ、ダニー・グローヴァー、ミア・フアロー

ひょんなことからおんぼろレンタルビデオ店の VHS を全てだめにしてしまった店員とその悪友は、急場しのぎでチープなリメ

イクを作り始める……。笑いと感動で CG 全盛のハリウッドを皮肉った快作。

イントゥ・ザ・ワイルド (2007 ・米/スタイノレジャム) INTOTHEWILD

製作・監督・脚本:ショーン・ペン出演:エミール・ハーシュ、ハノレ・ホノレブルック、キャサリン・キーナ一、ウィリアム・ハート

1992 年、アラスカの荒野で一人の若者の死体が発見される。エリートコースを捨てた彼の 2年に及ぶ旅の足跡を追いなが

ら、本当の自由と幸福、そして人間の紳を描く青春映画の新たなる傑作。

女キネマ旬報ベストテン第 4位 女ゴ、ツサム賞作品賞 女ナショナル・ボード・オブ・レビュー選出

僕らのミライヘ逆回転 13:10/17:55
イントウ・ザ・ワイルド 10:25/15:15/20:00(終映 22: 30)

世界名作シリーズ④懐かしのハリウッドの名医たち

戦場にかける橋 10:05/13:10/16:15/19:20(終映 22: 10)
(ラスト 1 本割引はございません)

ベン・ハー

(ラスト 1 本割引はございません)

地上より永遠ににこよりとわに〉

わが命っきるとも

博士の異常な愛情

2001 年宇宙の旅

波止場

エデンの東

ローマの休日

ロミオとジュリヱット

十戒 (1956)

(ラスト 1 本割引はございません)

10:00/14:15/18:30(終映 22: 30)

9:45/14:05/18:25
11:55/16:15/20:35(終映 22: 35)

12:50/17:30
10:05/14:45/19:25(終映 21: 55)

9:45/14:05/18:25
11:55/16:15/20:35(終映 22: 30)

13:00/17:50
10:30/15:20/20:10(終映 22: 30)

9:55/14:10/18:25(終映 22: 30)

当日料金一般 1300 円、学生 1200 円、友の会・シニア・身障者 1000 円、ラスト 1 本800 円 (1 本立てを除く)

前売券 1100 円([木下恵介特集]は 2/12( 木)まで、「僕らのミライ… J &r イントゥ…」は 2/21( 土)まで、[ハリウッド特集]は 2/24( 火)まで、販売)

3 回券 3000 円([木下憲介特集]は 2/17( 火)まで、[ハリウッド特集]は 2/28( 土)まで販売)



検証・日本映画⑤没後10年松竹大船の天才木下惑介 世界名作シリーズ④懐かしのハリウッドの名匠たち

十戒

スペシャル・コレクターズ・エディシヨン

発売元・パラマウントジャパン

価格:ぜ2625(税込)

グレイテストヒッツ発売中

<--<:廷に討~<気色«««認こ~

口ミオとジュリエット

発売元: I~ラマウントジャパン

価格:￥1，500 (税込)

J 、ッピ-~ベスト! 発売中

コぢ減:>:;:汚〉コーコ民話~汚減:>>:.::だ〉コp

わが命っきるとも(米・1966/SPE) カラービスタ・ 120分
AManforAllSeasons

[製・監 JF ・ジンネマン[出]ポーノレ・

スコフィールド、ロパート・ショウ・カ

トリック教義に背く英国王ヘンリー 8

世に異を唱えた高潔の士、トマス・

モアの生き様を描く。女 [AJ 作品・監

督賞他、全 6部円安キネ旬 4位

2001 年宇宙の旅(米 1968/ ワーナー)カラーシネスコ凶分
2001:ASpaceOdyssey

[製・監・脚・特 JS ・キューブリック

[脚]アーサー・ C ・クラーク[出]キ

ア・デ、ュリア・ SF の金字塔。キネ

旬・戦後 1000 号記念外国映画史上

ベスト 1 。女 [AJ 特殊視覚効果賞女

[KG] 作品・監督賞貴映画評論 1 位 。 2009Warne 日

エデンの東(米・ 1955/ ワーナー)カラーシネスコ・ 115 分
EastofEden

[製・監 JE ・カザン[原]ジョン・スタイ

ンベック [出]ジェームス・ディー

ン、ジュリー・ハリス ・伝説のス

ター、ジミーの没後 50 周年を機にデ

ジタル・リマスターされた青春映画

の名作。貴 [G] 作品賞女キネ旬 1位

ロミオとジュリエット(英=伊附/パラマウント)カデビスタ附
RomeoandJuliet

[監・脚 JF ・ゼフィレッリ [出]レナー

ド・ホワイティング、オリヴィア・ハツ

セー・原作の設定に基づき、

初々しい新人を配したシェイクスピ

ア劇。女 [NB] 監督賞女 [A] 撮影・

衣裳デザイン賞女キネ旬 2位

デ、ヴ、イツド・リーン (David Lean·英・ 1908~9 l) ~戦場 ~j と

『アラビアのロレンス』で 2作連続のアカデミー監督賞。

ウィリアム-ワイラー (William Wyler ・仏・ 1902~81) 歴代 2位

の監督賞 3回、延べ 14 俳優のオスカー獲得は最多。

フレッド・ジンネマン (Fred Zinnemann·填・ 1907~97) 2度の

アカデミー監督賞と、製作の『わが命 ~j では作品賞も。

スタンリー-キューブリック (Stanley Kubrick· 米・ 1928~99)

~2001 ~jの特撮でオスカー受賞他、延べ 12 の候補に。

エリア・カザン (Elia Kazan· トルコ・ 1909~2003) 監督賞 2固と

98 年名誉賞。「アクターズ・スタジオ」創立メンバー。

フランコ・ゼフィレッリ (Franco Zeffirelli ・伊・ 1923~) ~ロミオ

~j の監督賞候補で世界的巨匠に。美術賞候補歴も。

セシル ·8· デミル (Cecil B.DeMille· タ|そ・ 1881 ~1959) 50 年オ

スカー名誉賞、兼製作の『地上最大のショウ』で、作品賞。
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十戒(米附/パラマウント)カラービスタ幻 3分
TheTenCommandments

[製・監 JC ・ B ・デミノレ[出]チヤールト

ン・ヘストン、ユノレ・プリンナー ・サ

イレント期の自作を、タイクーンとも

言われたデミルが壮大なスケール

で再映固化した宗教劇。女 [AJ 特殊

効果賞女 [NBJ 主演男優賞

べン・ハー(米・ 1959/ ワーナー)カラーンネスコ・ 222 分
Ben-Hur

[監 JW ・ワイラー [出]チヤールトン・

ヘストン、スティーヴン・ボイド

・ユダヤ人青年の数奇な運命を、

キリスト生誕から受難までを交えて

描く歴史スペクタクル。女 [AJ 作品・

監督賞他、全 1什1 部門貴[ブ]拘 9位 τで誌 Wよr Bro士s.E友::土;:口7ス入 IIR 蜘 Reserved

地上より永遠に〈にはこニこよ刈りとめわに ω)( 保米附/川 S伊SPE陀附E
FromHeretoEternity

[監 JF ・ジンネマン [出]モンゴメ

リー・クリフト、ノ《ート・ランカスター

・日本軍奇襲直前のパール・ハー

ノミーを舞台に、軍隊の腐敗と兵士

個々の愛憎を描く群像劇。女 [AJ 作

品・監督賞他、全 8部円安[ブ J10 位 固緬眠恥;細目圃邑ぷ
写真協力(財)川喜多記念映画文化財団

博士の異常な愛情 (1964 米/SPE) 白黒ビスタ 92 分
または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか

Dr.Strangeloveor:HowILearnedtoStopWorryingandLovetheBomb

[製・監・脚 JS ・キューブリック [出] 圃L.~・マ

ピーター・セラーズ、ジョージ・ C ・ス

コット・核戦争の脅威を描くシニ

カルなブ、ラック・コメディ。女 [BJ 作

品・美術監督賞他女 [NYJ 監督賞

戦場にかける橋(米間 /SPE) カラーシネスコ附
TheBridgeontheRiverKwai

[監 JD ・リーン [出]ウィリアム・ホー

ルデン、アレック・ギネス、早川|雪サ|、|

・太平洋戦争下、連合軍捕虜と日

本軍所長の橋梁建設の対立を通し

て戦争の愚かさを描く。貴 [AJ 作品・

監督賞他、全 7部門安キネ旬 5位

写真協力(財)川喜多記念映岡文化財問

波止場(米 1954/SPE) 白黒スタンダード 108 分
OntheWaterfront

[監 JE ・カザン[出]マーロン・ブラン

ド、エヴァ・マリー・セイント ・労働

者が悪徳ボスに支配されている港 '

町を舞台に、愛情に目覚めた青年

が一人立ち上がる! 女[A]作品・

監督賞他、全8部円安キネ旬4位

ローマの休日(米・1953/パラマウント)白黒・スタンダード・ 118分
RomanHoliday

[製・監 Jw ・ワイラー [出]グレゴ

リー・ベック、オードリー・ヘプバー

ン・銀幕の妖精、オードリーの出

世作。製作 50 周年にデジタル・

ニューマスター化。女 [AJ 主演女優・

原案・衣裳デザイン賞貴キネ旬 6位

木下憲介(きのした・けいすけ )1912( 大正元)年 12 月 5 日、静岡県浜松市生まれ。 33 年に松竹に入社し、島津保次郎監督の助監
を務めた後、 43 年『花咲く港』で監督昇進。同年監督デビューした黒津明とともに日本映画界を担う巨匠となる。また『二十四の

瞳』がゴーノレデ、ング、ローブ賞外国映画賞を受賞、『永遠の人 j(61) がアカデミー外国語映画賞にノミネートされるなど、海外でも評価

されている。『香華』完成後、松竹を離れ「木下プロ」を設立し、テレビドラマで、も手腕を発揮した o 77 年、紫綬褒章、 84 年、勲四等旭

日小綬章、 91 年、文化功労者。 98 (平成 10) 年 12 月 30 日、脳梗塞のため 86 歳で逝去。 99 年、日本アカデミー賞、毎日映画コンクー

ノレ、ブノレーリボン賞、エランドール賞で、特別賞が贈られた。『わが恋せし乙女 j(46) 以降、音楽を手がけた木下忠司は実弟。
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[製J=製作[監J=監督[原J=原作[脚J=脚本[特J=特撮[助]

=助監督[出]二出演※木下恵介監督作品は全て松竹配給。

[毎J=毎日映画コンクール[ブJ=ブルーリボン賞 [AJ=アカデ

ミー賞 [BJ=英国アカデミー賞 [GJ=ゴールデングローブ賞

[NBJ=ナショナル・ボード・オブ・レビュー [NYJ=ニューヨーク映

画批評家協会賞 [KCJ=力ンザ、スシティ映画批評家協会賞

二人で歩いた幾春秋 (1962) 白黒シネスコ附
[製・脚]木下恵介[原]河野道

[出]高峰秀子、佐田啓二、山本豊

、久我美子、倍賞千恵子・復

員後、道路工夫となった男とその

妻。息子の将来のために懸命に生

きる夫婦の16年の歳月を綴る。

二十四の瞳〈デジタルリマスター版) (目54) 白黒スタンダード附

[原]査井栄[脚]木下恵介[出]高

峰秀子、月丘夢路、田村高度、空

智衆・小豆島に赴任した女教師

と12人の生徒の師弟愛を年代記風

に綴る。女キネ旬 1位女[毎]作品・

監督賞[毎][ブ]脚本賞貴芸術祭賞 。1954 松竹刷会社

楢山節考(問問ラーシネスコ 98分

[原]深沢七郎[脚]木下恵介[出]

田中絹代、高橋貞二、望月優子

・姥捨て伝説を題材にした同名小

説、初の映画化。オールセット&歌

舞伎の様式を採り入れた。ヲ貴tキネ

旬 1 位.監督賞ヲ貴t{[毎]作品.監督貰 。 l畑9何蜘5印8 訟附竹株刷式会鉛社

花咲く港 (1印附9悦叩4幻3抽黒ス対タンがダ一イド 8附2扮分

[原]菊田一夫[脚]津路嘉郎[出]

原謙、小沢栄太郎、水戸光子、

笠智衆、東山千栄子・ヒット舞台

劇の映画で、初の監督作。 2人のペ

テン師の企みが思わぬ展開をみせ

ていくことに・ー。女映画評論4位 。 1943 附株式会社

お嬢さん乾杯(1949) 白黒スタンダード 89分

[脚]新藤兼人[出]原節子、佐野周

二、佐田啓二、東山千栄子・事

業に成功した青年と、没落華族の

令嬢との見合いをめぐるコメディ。

戦後の世相を巧みに反映した、明

朗な“大船調"作品。女キネ旬6位 brふ竹株式会社

カルメン故郷に帰る(四日カラースタンダード・
[脚]木下恵介[出]高峰秀子、小林

トシ子、佐野周二、佐田啓二、笠智

衆・日本初のオール・カラー劇映

画。里帰りしたストリップ嬢をめぐる

珍騒動を描く。高峰は木下映画初

出演。女キネ旬4位女[毎]脚本賞

日本の悲恋、劇 (195抽黒.ス対夕ン万ダ一イド 1川l凶6

[印1脚却刺]木下恵介[出]望月優子、桂木

洋子、田浦正巳、佐田啓二、上原

謙・女手ひとつで息子と娘を育

て上げた戦争未亡人がたどる悲

劇。元々は独立プ口の企画だった。

女キネ旬6位女[毎][ブ]脚本賞 。 1953 松竹株式会社

風花〈かざはな) (1959) カラーシネスコ 78分

[脚]木下恵介[出]岸恵子、久我

子、有馬稲子、川津祐介、笠智衆

・信州の旧家で肩身の狭い暮らし

をする女性を軸に、過去と現在を

自在に錯させて描く野心作。岸は

結婚・渡仏以来、久々の映画出演。

。 1949 絵竹株式会社

遠い雲(1955) 白黒スタンダード 99分

[脚]木下恵介、松山善三[出]高峰

秀子、佐田啓二、高橋貞二、田村

高贋・飛騨高山を舞台にしたメロ

ドラマ。故郷に帰省した男性が、か

つての恋人が未亡人となっている

のを知り、想いが再燃するが…。 01955 松竹株式会社

野菊の如き君なりき(ゆ55) 白黒スタンダード・ 92分
[原]伊藤左千夫[脚]木下恵介

[出]有田紀子、田中晋二、田村高

慶、笠智衆・信州の旧家に育っ

た少年と従姉の悲恋。回想シーン

は楕円形に画面の周囲をぼかす

手法が用いられた。貴キネ旬3位 。ぷ附株式会牡

喜びも悲しみも幾歳月(印問ラー・スタンダード・162分
[原・脚]木下恵介[出]高峰秀子、

佐田啓二、田村高慶、中村賀津雄

(嘉葎雄)・昭和7年の結婚早々の

赴任を振り出しに、灯台守一家の

25年を、全国縦断ロケで描いた大

河ドラマ。女キネ旬3位安芸術祭賞 。 1957 松竹株式会社

陸軍(1944) 白黒スタンダード附

[原]火野葦平[脚]池田忠雄[出]

田中絹代、笠智衆、上原謙、佐分

利信、佐野周二、三津田健・西

南戦争、日清、日露、太平洋戦争

を背景にした一家・三代の物語。出

色のラストが軍部の反感を買った。 。削松竹妹式会社

大曾根家の朝〈あした) (1946) 白黒スタンダード/16mm'80分
[脚]久板栄二郎[出]杉村春

浦光子、小沢栄太郎、賀原夏 J 、

長尾敏之助・『陸軍』以来となる

戦後初監督作。軍人の叔父に苦渋

を飲まされた一家が、終戦後平安

を取り戻すまで。女キネ旬 1位

破れ太鼓(1倒的白黒・スタンダード附

[脚]木下恵介[脚・助]小林正樹

[出]阪東妻三郎、森雅之、小林トシ

子・阪妻主演作として京都撮影

所で演出。一代で財を成した頑固

親父とその家族を描く喜劇。実弟、

木下忠司も出演。女キネ旬4位

女の園(附白黒スタンダード・ 141分

[原]阿部知二[脚]木下恵介[出]

高峰三枝子、高峰秀子、岸恵子、

久我美子、田村高贋・名門女子

大で、封建的な管理教育に反発が

広がるシリアス・ドラマ。女キネ旬2

位女[毎]監督賞女[毎][ブ]脚本賞

箇吹川(1960) カラーシネスコ 117分

[製・脚]木下恵介[原]深沢七郎

[出]高峰秀子、田村高慶、市川|染

五郎(幸四郎) ・戦乱に翻弄され

る半農の足軽一族を通し、民衆の

立場から戦国時代を描く。特殊色

彩を用いた異色作。女キネ旬4位 。 1960 松竹株式会社

香華〈こうげ) (印64) 白黒シネスコ 202分

[製・脚]木下恵介[出]岡田莱新

子、乙羽信子、田中絹代、杉村春

加藤岡Ij、岡田英次回幼くして

芸者に売られた娘の半生を通し

て、淫蕩な母親との愛憎を描く大河

ドラマ。育キネ旬3位安芸術選奨


