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なぜこの年代を中心にしたかといいますと、仕事や家

児に忙しく、人生でもっとも映画館から離れているであ

ろう 30代・40代の皆さんが、最初の映画体験をされた時

期だからです。時間に追われ、何かとストレスの多い世の

中ですが、どうか2時間だけ浮世を忘れて、映画の原体験

を思い出してみませんか。過去は変えられませんが、未来

が少し明るくなるかもしれませんよ。



『レオシ完全版J

丸眼鏡のちょいワルオヤジ、レオン (J. レノ)と、オカツパ頭

の美少女マチルダ (N・ポートマン)との孤独な魂の謹遁を描

いた本作は、 R·ベッソンのオシャレな映像スタイルとも相

まって、 90年代シブヤ系ヤングのハートを鷲掴み。ハードボ

イルドなアクションノワールが、一躍オシャレアイコンへと

豹変した90年代の映画文化を象徴する 1 本。

でもその熱狂が冷却しきった今、 50過ぎのオヤジが 12歳

の少女と 2人っきりの部屋でマドンナやマリリン・モンローの

コスプレごっこでイチャイチャするシーンを冷静に観ると、

工ツヂの効いたロリコン変態映画に見えてしまい不思踊です。

恋も映画も、一時の熱狂って本当に怖いですね。

原題:Leon: VersionIntegrale 葵題: TheProfessionalI 製作園:フ

ランス/アメリカ/創作 :1994 年/日本公開 :1995 年/上映時間 :133

分/監督・脚本:リュック・ベッソン/キャスト:ジャン・レノ、ナタリー・ボー

トマン、ゲイリー・オールドマン
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今や押しも押されもせぬ 2大インテリ・スター、マット・デイ

モン&ベン・アフレツクの愛の結晶ともいうべき若き日の出世

作。 2人で仲良く共同執筆した本作のオリジナル脚本で、なん

とオスカー脚本貨を獲得。天才だが性格破能者の清掃員マッ

ト・デイモンと、彼の心を解放すべく奔走する心理学者ロビン・

ウィリアムスとの心の湿遁を描くシリアス・ドラマ。

脚本親筆のみにとどまらず、劇中でも仲睦まじい親友同士

を演じたデイモンとベンアフは、実生活でも幼なじみのマブ

ダチ。ちなみに、監督のガス・ヴァン・サントはゲイを公表して

いるが、ベンアフとデイモンも、かつてはゲイ姫惑がガチで噸

かれていた(後に両者ともに否定)。

『ファ-:f j

服店 :Good WillHuntingI 創作園:アメリカ/創作 :1997 年/日本公

開:1998 年/上映時間 :127 分/監・:ガス・ヴァン・サン卜/脚本:マッ

ト・デイモン、ベン・アフレック/キャスト:マット・デイモン、ロビン・ウィリ

アムズ、ベン・アフレック、ミニー・ドライヴァー

原題 :Fargol 創作図:アメリカ/製作 :1996 年/臼窓公開 :1996 年/上

映時間 :98 分/監笥:ジョヱル・コーエン/脚本:ジョエル・コーエン、イーサ

ン・コーエン/キャスト:フランシス・マクドーマンド、ウィリアム ·H· メイ

シ一、スティーヴ・ブシヱミ

映画の冒頭に出てくるが、最初にお伝えしたいのは「この映

画が実話 J であること。曹を鶴拐させてお金を得たい男、妊娠

中の警察署長、ロうるさい&無口な麟拐犯コンビ。個性的な

面々がそれぞれの思惑で動いた結果、ドミノ倒しのように

態は悪転し続け、もはや収集不可な状況に。「嘘じゃないかと

思う展開」で、ここまでくると悲劇も笑える。警官役のフラン

シス・マクドーマンはアカデミー賞主演女優賞を受賞。しかし、

ここまで観客に挑戦的な映画も類をみない。監督・脚本を務め

るコー工ン兄弟の皮肉がたっぷり結まっていることをお忘れ

なきょう。

原題:、 Jerry MaguireI• f字国:アメリカ/創作:1996年/日本公開

1997年/上映時間:139分/監笛・脚窓:キャメロン・クロウ/キャスト

トム・クルーズ、レニー・ゼルウィガ一、キューパ・グッディング・Jr

スポーツ選手をスターダムにのし上げるエージエントorミッ

ション・インポッシブルj はじめ、アクションのイメージが強

いトム・クルーズだが、是非この感情的で繊細な演技をご覧い

ただきたい。アカデミ一貫主演男優賞にノミネートされた彼

の転機的作品。レニー・ゼルヴィガーとの微妙な恋模棟もうま

く、 rvou completeme.J(君がぼくを完成させる)という

セリフがグッとくる。もちろん、無名選手をスターにしようと

奮闘するドラマも熱い。喪失と再生をテーマに描くキャメロ

ン・クロウ監督作品。一歩踏み出すのを摺踏しているあなたの

背中を押してくれるはず。

『ザ・工ージ工シト j Ii rグッド・ウィル・ハシティシグ
1997 隼公開 I! /旅立ち』

『ライフ・イズ・ビ1ーティフルJ

1999 隼公開

“ドーランの下に涙の喜劇人"本作には、そんなサブタイトル

がお似合いだ。第二次世界大戦下、ホロコーストに収容された

ユダヤ人口ベルト・ペニーニが、自身の幼い息子を救うため驚

くべき作織に打って出る!

本作のキモは、喜劇人ペニーこが得意の身体性を活かし、ス

ラップスティックなギャグを連打する前半部分にこそある。

観客をこれでもかとめいっぱい笑わせてくれるからこそ、後

半の泣きの演出が最大級の効果を発揮する。極めて日本人好

みな“昭和の人情喜劇"の物語構造を持つ社会派コメディの

傑作。

原.:La 凶ta ebella 英題:LifeIsBeautifulI 創作園:イタリア/製

作:1997 隼/日本公開 :1999 年/上映時間 :117 分/監笛:ロベルト・ペ

ニーニ/脚本:ヴインチエンツォ・チエラーミ、ロベルト・ペニーニ/キャス

ト:ロベルト・ペニー二、ニコレッタ・プラスキ、ジョルジオ・カンタリーニ

『トレイシスボッティシグ J

1996 隼公

原田 Trainspetting I 創作園:イギリス/副作 :1996 年/日本公開

1996 年/上映時間 :94 分/監.:ダニー・ボイル II闘志;ジョン・ホッジ/

キャスト:ユアン・マクレガー、ロパート・カーライル、ケリー・マクドナルド、

ユエン・ブレムナー

ドラッグ、音楽とともに集走する若者たちそれぞれの運命を

描く。平凡な生活や将来に反抗するため、がむしゃらに生きる

若者の姿がほとばしると同時に、退廃的な現実が迫る。閉じよ

うな毎日を打破したい人にオススメ。ユアン・マクレガーのフ

レッシュな演技とオールドな UK ファッションにもご注目。

Underworld の rBorn SlippyNuxxJ 、 New Order の

rTemptatlonJ はじめ疾走感のある名曲がイギリスの衝と著

者たちを彩る。『スラムドッグ S ミリオネア j などアカデミー

受賞監督ダニー・ボイルが描く膏春群像劇の金字繕。

19a9 隼公

『恋人たちの予感 J

原題: WhenHarrymetSally…/創作園:アメリカ/創作 :1989 年/日

本公開 :1989 年/上映時間 :96 分/監・:ロブ・ライナー/脚本:ノーラ・エ

フロン/キャスト:ピリー・クリスタル、メグ・ライアン

「男女に友情は成立するのか ?J そんな人類史上究極の命題に

挑んだロマンティック・コメディ。『恋人までの距瞳 j などの友

達以上恋人未満、どっちつかず系男女の恋愛モノのハシリに

して金字塔。主演コンビは、ラブコメの女王メグ・ライアンと、

俳優よりもオスカー授賞式の名物司会者として有名なピリー・

クリスタル。

本作が恋量映画の名作と語り継がれる所以は、主演コンビ

が絶品のコメデイ・センスを持っているから。全舗にわたって

2人が奏でる心地よい音楽的な雷藁のダンスは、今観てもまっ

たく色栂せる乙とはない。 2人に甘いロマンスが芽生えるかは

ご自身の目でお確かめあれ『

バック・トゥ・ザ・シアターの楽しみ方

19a9 年公開

チョイスに、毎月 1 本、思い出の映画をスクリーシで。

たヘ。この作品でおなたの人生が少し変わる、かもしれま世ん。

リないあなたヘ。映画を通してあの頃の自分に会いにいきまぜんか?

、今だからこそ振り返れるおの頃を、映画館で体験してください。もちろん

原・:Ra in ManI 製作図:アメリカ/創作 :1988 年/日本公開 :1989 年

/上映時間 :134 分/監管:パリー・レヴィンソン/脚本:パリー・モロー(原

作}、ロナルド・パス/キャスト:ダスティン・ホフマン、トム・クルーズ

本作の公開当時、イケイケ二枚目膏春スター街道を爆走中だっ

たトム・クルーズ。彼が突如、演技派への路線変更を図り世間

を驚かせた野心作にして、男同士の兄弟愛をブロマンス映画

風に味付けたロード・ムービーの名作。もちろん、自閉症の兄

役ダスティン・ホフマンの映画史に残る入魂演技も絶品だが、

大先輩とタイマン張つでも一歩も引けを取らない、若き日の

トム君の前のめりな大熱演こそが本作量大の見どころ。でも、

人生とは悲しいかなアカデミー賞作品・監督・主演男優賞など

主要 4部門を独占した本作で、トムはノミネートすらされな

かった。未だに無冠のスターである。

『レイシマム]
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