
仏交流 150 周年記念
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とても見逃すわけにはゆくまし、
~賓重彦(映画評論家/元東京大学総長)
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何かのはずみで公開されそびれたり、目に触れる機

会のごく稀だった映画が、 この秋、いきなり日本に登

場する。大半の作品はシネマテーク・フランセーズの

提供による。それを知らずにフランス映画を語ること

など許されるはずもない貴重な 13 本である。

できれば 15 本はほしいところだが、 この際、賛沢は

いわずにおこう。何しろ、フランス国籍を取得したば

かりのユダヤ系でドイツ生まれのマックス・オフュノレス

による味わい深い『マイエノレリンクからサラエグォへ』

をはじめ、「呪われた作家」ジ、ヤン・グレミヨンのとり

わけ美しい『曳き船 J、病気を装ってドイツ軍の捕虜収

容所から脱走したのだというジャック・ベッケノレが撮

りあげた爽快な無国籍活劇『最後の切り札 J 、ジ、ヤン・

ジロドーの台詞を女優たちが朗唱してみせるロベーノレ・

ブレッソンの処女長編『罪の天使たち j、円熟期にさし
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入場料

一般 1 ，500 円 1 ，800 円

必生・ 60 歳以上 1 ，400 円 1 ， 700 円

前売券をお買い求めの方へ

.発売日 :8 月9日(土 )10:00 から

(コンビニエンスストアは発売初日のみ 11:00 から)

.購入方法:

①お近くのチケットぴあ窓口で直接購入

②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(10:00 から 23:30)

③ファミリーマート、サークノレ K、サンクスで直接購入

.P コード :1 回券 =554-363

「プレリザーブ J (インターネット先行抽選販売)について

各国の 1回券はプレリザーブのお申し込みができます。受付開始は 8月2日

(土) 1 1: 00 、受付終了は 8月7日(木) 1 1: 00 、抽選は 8月8日(金)昼過

ぎ。詳細は、@電子チケットぴあホームページ、(t. pia.jp/cinema/

cinema.html) をご参照くださし、。

関連企画

!日仏交流
150周年記念

かかった異才サッシャ・ギトリのメロドラマ『あなたの

になりたい』までがスクリーンで見られるのである。

そればかりではない。「ヌーグェノレ・グァーグ」の遥

かな起源と見なされるロジ、ェ・レ一ナノレトの『最後の休

暇J 、 ジ、ヤン=ピエーノレ・メノレグィノレの『海の沈黙』のみ

ならず、「ヌーグェノレ・グァーグ」によって否定された

と思われているクロード・オータン=ララの充実した

『パリ横断J までが上映されるのだ。それに、クロード・

シャブロノレの『肉屋J 、ジ、ヤン=クロード・ブリソーの『野

蛮な遊戯J、モーリス・ピアラの『刑事物語J、エリッ

ク・ロメーノレの『三重スパイ J と個性豊かな犯罪映画が

続き、ジ、ヤツク・ドワイヨンの新作『誰でもかまわない』

が全編をしめくくる。ゴダーノレの不在を不在とは思わ

せないこの例外的なプログラム、 とても見逃すわけに

はゆくまし、。

指定席について

席指定です。

4区域「舞台前J I前方J I 中

央J I後方」のいずれかを選ん

でご購入いただけます。なお、

「舞台前jの席は可動席です。

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

ざいます。上映開始時刻に遅

れないようご来場くださし、。

舞台前区域 l 前方区域

.中央区域 l後方区域

注意事項

則冗券の電話予約は各上映の5日前までです。直接購入は各上映の2

前までとなります。

円Jj売券の払い戻し、交換、再発券はいたしません。

当日券はその日の上映分を9:30(初日は11:00) から売り出 空り.jp/t

します。 陸車函量

高・専・大生、 60才以上の方は、チケット購入時及びご来 F忌々;市

場時に必ず身分の証明となるものをお持ちくださし、。 一一一一一
0570・02・9999

[フランス映画特集(仮)J2008年9月以降、仙台、神戸、広島、高知、山口、川崎、福岡、東京巡回7疋

問い合わせコミュニティシネマ支援センター (03-5562-9574、 http://www.jc3 .jp/)

[ジ、ヤツク・ドワイヨン特集J2008年9月3日(水)----25日(木)、東京日仏学院 (03-5206-2500、 http://www.institut .jp/)



日仏交流 150周年を記念して、映画祭「フランス映画の秘宝」を

開催します。上映されるのは、日本未公開作を中心とした日本で

はほとんど見る機会がなかった貴重な作品ばかりで、フランス映

画の新たな一面が浮かび、上がってくるでしょう。セノレジュ・トワ

ビアナ氏(シネマテーク・フランセーズ館長)と蓮賓重彦氏(映画

評論家/元東京大学総長)の二人が、監督・作品の選定をしまし

た。上映作品のプリントは、 この映画祭のためだけにフランスか

ら借用します。是非この機会に、奥深いフランス映画の世界をス

クリーンでご堪能ください。

1930千F代から

21 世紀の長新作まで、
珠二長のフランス映画

13本を A挙卜映!
マイエノレリンクからサラエヴォへ
DeMayerlingaSarajevo
(1 939 年/95 分/35mm/ 白黒)

監督:マックス・オフュノレス (Max Ophuls 、 1902---57)

主な作品: r歴史は女で作られる J rたそがれの女心 j

フランツ・フェノレデ、ィナン大公は、オーストリア=ハンガ

リー帝国の皇位継承者ではあったが、革新的な考

えの持ち主だったため皇室から疎まれていた。チェ

コ人のゾフィー・ホテク伯爵令嬢と出会った大公は

恋に落ちる O たが、身分が違う二人の前には困難が

待ち受けていた。流麗なキャメラワークを特徴とする

匠オフュノレスが、史実を基に作り上げた作品。

曳き船 Remo 叩es
(1 941 年/81 分/35mm/ 白黒)

監督:ジ、ヤン・グレミヨン(j ean Gremillon 、 1901---59)

、な作品 f愛慾 J rこの空は君のもの J

曳き船サイクロン号の船員たちは、仲間の結婚を祝

っていた。その会場に、船が遭難しているとしづ連絡

が入るやいなや、船員たちは救助に向かう。妻がい

るにもかかわらず船長のアンドレは、救助に成功し

た遭難船の船長の妻カトリーヌにひかれてし、く。若か

りし頃のジ、ヤン・ギャパンとミシェノレ・モノレガンとし、うス

ターの共演が見物のリリシズムに満ちたド、ラマ O

最後の切り札 Dernier atout

(1 942 年/105 分/35mm/ 白黒)

監督:ジ、ヤツク・ベッケノレ(j acques Becker 、 1906---60)

、な作品: r肉体の冠 J r穴j

南アメリカのある都市のホテノレで、一人の男が撃ち

殺される事件が起こる。捜査を担当するのは、警察

学校の生徒で甲乙付けがたく優秀なクラランスとモ

ンテスの二人。良き仲間でありライバノレでもある二人

は、先に事件を解決することでどちらが優秀か決める

ことにする。アメリカ映画の影響が見受けられる刑

もので、ベッケノレの長編デビュー作。

罪の天使たち Les angesdupeche

(1 943 年/96 分/35mm/ 白黒)

監督:ロベーノレ・ブレッソン (Robert Bresson 、 1907---99)

主な作品 Iパノレタザーノレどこへ行く J rラノレジ、ヤン J

ブノレジ、ョワの娘アンヌ=マリーは、自らドミニコ会の修

道院に入札修道女になる。その修道院は、刑務所

で服役を終えた女性たちをも受け入れていた。アン

ヌ=マリーは、刑務所で出会ったテレーズとし、う反抗

的な若い受刑者に関心を抱き、出所後は修道院に

来るように誘う。罪と魂の救済というブレッソンならで

はの題材が扱われている長編第 1 作。

あなたの目になりたい
Donne-moitesyeux
(1943 年/90 分/35mm/ 白黒)

監督:サッシャ・ギ、トリ (Sacha Guitry 、 1885---1957)

、な作品: rとらんぷ諒 j rナポレオン J

彫刻家のフランソワは、美術展の会場で出会った

い女性カトリーヌにほれ込み、モデノレを頼む。相思

相愛になり、順調に見えた二人だったが、突然フラン

ソワはカトリーヌに冷たい態度を取るようになる。理解

できないカトリーヌだが、彼のそのような態度には理由

があった。監督と当時の妻が、実際にカッフ。ノレを演

じたエレガントなメロドラマ。

最後の休暇 Les derni 色町 vacances

(1947 年/95 分/35mm/ 白黒)

監督:ロジ、ェ・レ一ナノレト (Roger Leenhardt 、 1903---85)

、な作品: fLerendez-vousdeminuid

高校生のジ、ヤツクは、南仏にある売却が決まった先

祖代々の領地で、親族揃つての最後の休暇を過ご

すことになる。彼は、いとこのジ、ュリエットとともに売却を

阻止しようとする一方で、彼女にひかれていく。思春

期の少年が一夏に経験した出来事がみずみずしく

描かれる。ヌーグェノレ・グァーグの精神的な父と見 Y

されるレ一ナノレトの長編デビュー作。

海の沈黙 La silencedelamer

(1 947 年/88 分/35mm/ 白黒)

監督:ジ、ヤン=ピエーノレ・メノレグィノレ

(jean-PierreMelville 、 1917---73)

、な作品 fサムライ J r仁義 j

ナチ占領下のフランスの田舎で、ドイツ軍に自宅を徴

発された老人とその姪は、ドイツ軍将校と同居すること

になる。フランス文化を愛し、両国の融和を信じる将

校は対話を試みるが、二人は沈黙で応対する。本作

を見て、 j・コクトーは自作『恐るべき子供たち j の映画

化をメノレグィノレに依頼したといわれる。レジ、スタンス

学の名作を原作とするメノレグイノレの長編第一作。

ノパfリ横断 La 凶verse 伐e d白e Pari

(1 956 年/8幻2分/3犯5mm/ 白黒)

監督:クロード・オータン=ララ

(ClaudeAutant-Lala 、 1901---2000)

、な作品 :r 肉体の悪魔 J r可愛い悪魔 j

舞台は 1943 年、ドイツ軍占領下のパリ。失業中のタ

クシー運転手マノレタン(ブーノレグィノレ)は、豚肉を運

ぶ闇市の仕事を引き受ける。一人で運べる量ではな

いので、酒場で見知らぬ男グランジ、ノレ(ジ、ヤン・ギ、ヤ

パン)を誘うが、グランジ、ノレはマノレタンの手には負え

ないとんだ食わせ者だった。対照的な二人のコミカノレ

な掛け合いが楽しいオータン=ララの隠れた名作。

肉屋 Le boucher

(1969 年/93 分/35mm/ カラー)

監督:クロード・シャブロノレ (Claude Chabrol 、 1930---)

士な作品: rいとこ同志 j r石の微笑 j

女教師エレーヌと、戦争帰りで今は肉屋のポポー

ノレは、結婚式で知り合い仲の良い友達になる。その

後、女性の連続殺人事件が起こり、エレーヌはその

現場に誕生日の記念にポポーノレに贈ったライター

が落ちているのを発見するが・・・。スリラーの巨匠シ

ャブロノレを代表する作品の一つで、当時の妻ステフ

ァーヌ・オードランがエレーヌを演じている。

野蛮な遊戯 Un jeubrutal

(1 983 年/90 分/35mm/ カラー)

監督:ジ、ヤン=クロード・ブリソー

(jean-ClaudeBrisseau 、 1944---)

、な作品[ひめごと j r白い婚礼 J

物学者として輝かしし、地位を築いたテシエは、突

然全てを捨てて故郷に戻り、久方ぶりに下半身不随

でわがままな娘イザ、ベノレと再会する o厳格な父に反発

する娘だが、父との再会を契機に、次第に新しい世

界が開けていく。その一方で、村では子供が犠牲とな

る連続殺人事件が起こっていた。高い評価を受け、

一躍注目を集めた鬼才ブリソーの長編デビュー作。

刑事物語 Police
(1 984 年/113 分/35mm/ カラー)

監督:モーリス・ピアラ (Maurice Pialat 、 1925---2003)

、な作品 :r 悪魔の陽の下に j r愛の記念に J

刑事マンジ、ヤン(ジ、エラーノレ・ドパノレデュー)は、麻

薬捜査で逮捕された若い女性ノリア(ソフィー・マノレ

ソー)を尋問する。釈放されたノリアは危険な金を

盗み出し、裏社会から追われる羽目になり、彼女に

愛情を持ち始めたマンジ、ヤンも巻き込まれてし、く。パ

リの嘘にまみれた裏社会と二人の危うし、恋愛模様が

リアノレに映し出されるピアラの大ヒット作。

三重スパイ Triple 中nt
(2003 年/115 分/35mm/ カラー)

監督:エリック・ロメーノレ (Eric Rohmer, 1920---)
、な作品 :r 緑の光線 j rクレーノレの膝 j

誰でもかまわない Le prenuervenu

(2007 年/123 分/35mm/ カラー)

監督:ジ、ヤツク・ドワイヨン(j acques Doillon 、 1944---)

、介作品 :r ポネット Jr ラ・ピラート j

人生に物足りなさを感じるブノレジ、ョワの娘カミーユ

は、誰でもかまわないから、愛情をささげることにする。

その相手は、周囲と折り合いが付けられなく、長らく

と娘と会っていないコスタ。カミーユに関心を持つの

は、コスタの幼なじみで刑事のシリノレ。三人の思い

がほとばしり、交錯する。躍動感にあふれた演技を引

き出す演出が冴え渡るドワイヨンの最新作。

上映プログラム

9月 5 日(金) 13:00"-'H 15:30rvF 18:15rvM

6 日(土) 10:30"-'G 13:10"-'J 15:40 rv 仁 18:30rv I

7 日(日) 10:30rvE 13:10rvL 15:30 rv座談会 18:00rvD

12 日(金) 11:15"-'B 13:45"-'K 16:35rvA 19:10rvG

13 日(土) 10:30rvD 13 ・ 10"-'M 16:10rvH 18 ・ 30 rv K

14 日(日) 10:30"-'F 13:20"-'B 15:45rvL 18:40 rv 仁

15 日(月・祝) 10:30rvA 13:10"-'I 15 ・ 40 rv E 18:10rvJ

各国入れ替え制、定員750名、開場は上映30分前です。

座談会は入場無料で、セルジュ・トウビ7ナ(シネマテーク・フランセース'館長)、蓮賓重彦(映画評論家/元東京大学総長)、

ジャック・ド.ワイヨン(映画監督)、青山真治(映画監督)の各氏が出席する予定です。

9月 5日(金 )18:15~の上映前に開会式(約15分間)があります。

すべて日本語字幕付きの上映です。 作品A、 C 、 D 、 E 、 F、 J 、 K、しは、シネマテーク・フランセーズ所蔵プリントで上映される予定です。 上映作品は外国

から借用するプリントであるため、上映プログラムは変更の可能性があります。あらかじめご了承ください。/記載した上映分数は、当日のものと多少異な

ることがあります。/上映作品は、不完全なプリントが含まれていることがあります。/上映作品は、英語字幕などが入っている可能性があります。

写真提供 :la BIFI(シネマテーク・フランセーズ)、ピラミッド・インターナショナノレ、フィルム・デュ・ロザンジュ、ゴーモン


