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「カサプランカJ のヒロイン、イルザからさかのぼること数年、スウェーデンに類いまれ

な美貌をそなえた女優がいた。彼女の名はイングリッド・バマク‘マ，ン。

彼女かハリウッドに渡る以前め、若くみすみすしい姿か刻みとまれた日本来公開6作昂をメイン{こ

白ベルト・ロッセツーでことの愛を結実さぜたイタリア時代の3作晶を加えて連続上映。

スクリーンに永遠に生き続ける伝説の美女パークマンのすべてが、今明らかになる。

ムンクブローの伯爵
THECOUNTOFTHEOLDTOWN('35)
監督:エトヴィン・アドルフソン/シーグルド・ヴァーレン

ノマーグマンの記念すべきデビュー作。とき

に彼火は 19 才ロあどけなさの伐るメしみを，市 :tF ，

た必 iカ<1 ロJ ともいえず愛くるしい。

象車内は、 ストックホノレムの IU 市桂社也ムンク

ブロー。そこに巣くう作 j吹師と j西の密 3愉業者

の-I)末、そして k友達たちのユーモラスでスリ

I) ングな U 常を千苗く。/ぐーグマンは、 Jド j吹自rfJ

たちの I~:t.れ家となっている独身者間ホテルの女・

巨人の憾。彼女の周りではたえず大企が動い

ている。あるとき、 ジゴロでもある詐 j吹良市の

・人が、女から大金をだまし取る。が、結問

%は 11 日まり、お金も持ち寸三に返される。ラス

トは、 3 人の詐 Jt州市とそれぞれガールフレン

ドがめでたく結婚式を挙げてハッピーエンド

を j血える。

間奏曲
INTERMEZZO('36)
監督:グスタフ・モランデル

ノぐーグマンがハリウッドに招かれるきっか

けとなったイ乍品。 39 ご年にリメイクさオ工、アメ

リカ H央 II司テ。ビューを宣桁った。

彼女は前途有望なピアニスト、アニタを j寅

じる。アニタは、有名なヴァイオリニスト、

ホルゲル・プランの岐にピアノを教えでし

た。そのうち、ホルゲルの方がアニタに熱を

!二げてしまう。ある lオ、 ホノレゲノレは家族の 1 ::1

を盗んで、アニタに伴#者として一緒にコン

サートツアーに行かないかと誘う。 2 人はヨ

ーロッパの主要な者 ISI !Jをツアーで同り、ロマ

ンチックなときを過ごす。が・・・楽しい u-; 予It汀は

長くは統かなし "\0 J;f;.[-ある男との恋から、身需
をひく'慎ましい女↑生をパーグマンが好演し、

ー一昨 ILl注 H を集めた話題作。

女の顔
AWOMAN'SFACE('38)
監督:グスタフ・モランテ fル

最(.jにー子供のときのひどい火傷の跡が伐って

いたため、アンナ(ロパーグマン)は、 11音く

ゆカ fんアごづ P会:-lJ寺千℃をよ邑ごした。 カf 、 ふやカずてタト

ミ:ト l宍ヴェーゲルトの手術により、美しい五<， I主

に生まれ変わる。その頃、アンナはトルシュ

テンという男の勧めで、 f皮の甥にあたる少年

の家民主教師になる。その当初の目的は、少年

を j段し、少年が継ぐべき財産を繍取りしよう

とするトルシュテンの企てに協力することだ

ったロが、美しくなったアンナはしだいに↑生

十各もおだやかになり、ノ\ヲノレドという締約若

もで・きる。 しかし、 トノレシュテンの ;thrlf ，をく

い止めようとするアンナとハラルドの労 JJ も

むなしく、悲劇は起こってしまった・・・(本イ 1~

IIλ は 41 勺三に、 ジョーン・クロフォード主 iおで

ジョージ・キューカー ~~if.. >t守により r浮H央\I'1:f lf ヒ

オ1 アニ。)

渋谷パルコパート I 9F-03-477 四5858

スウェーデンイェルム家
SWEDENHIELMS('35)
監督:グスタフ・モランデル

スウェーテ e ンイェルム家は、 ヒ流階級だが

実は一文無し。将来的な希望といえば、科学

者の父親ロルフがノーベル賞を授賞し、莫大

な11:金を得ることだけ。実は 3 人の寸乙イ共、 ロ

ルフ Jr 、ユーリア、ボーはそれぞれ金貸しか

ら f皆金していたのだったロ父親の J受賞が難し

いとなったとき、 子イ共たちは'慌てた。オ寺に、

ボーは金持ちのガールフレンド(=パーグマ

ン)との結婚を決めていたが、それを諦めよ

うとする。こんな状態では体裁が惑いからだ。

実際、この家の人々は体面を気にしすぎてき

た。ついには、'不正欠如?までがここ数年間に体

口'Iiを保つため借全をしていたことを暴露し、

J奈は絶吉型的な状態となるが・・・。

スウェーデン 11央 l司として初めて間際的に高

い .tf イ聞を 4斐iH しアこといオつオ工るイ乍 11110

ドル
DOLLAR('38)
監督:グスタフ・モランデル

舞台はあるスキー場。そこに 3 組の夫婦と

億万長者のアメリカ女↑生ミス・ジョンストン

がやってきた。ジョンストンは、 3 組の夫婦

の n庖と虚栄を凡抜き、彼らの間にもめごとを

起こそうと企てる。そのうちの 1 組が、クル

ト・/.;:ルサルと9:: 1:愛であるジュリア(=/ぐー

グマン)のカップルだった。「ノぐルサル氏は

奥.さんより k友達の Ii を愛している J とい

うジョンストンの詩集が一波乱起こす。その

プJでジョンストンは、ま昏約を結んでいた七

地の医者に、金持ちの長のえいなりになるの

はいやだと婚約を破棄されてしまう。

いくつものカップルが巻き起こすトラブル

を拙いたコメディー。/ぐーグマンのそれまで

にないコミカルな j寅技が賞賛された。

六月の夜
JUNENIGHT('40)
監督:ベル・リンドベルイ

ある襲撃事件がきっかけで、カーリン(=パ

ーグマン〉は名前を変え、街を Jもなければな

らなくなったロ彼女は 3 人の丈友達とストッ

クホルムへ山て薬局の仕事を見つけ、ひっそ

りと暮らしていた。しかし、街での生活もじ

き 1笹えがたいほど複雑なものになる口ある日、

彼久ーが襲って怪我を負わせてしまった引が現

われ、彼 kに桂子に戻ってほしいという。だが、

カーリンは久・友達オーサの婚約者で医者をし

ているステファンとひそかに愛し合っていた

-。これまで γ〉辛しゾ主活から逃れるアこめ、カ

ーリンはステファンと事斤しい坐 i舌を拐さしに方 f王

立つことを決ぷする。

/ぐーグマンはこの作品て\激しく、怖感盟

かなヒ口インを演じ、女イ憂として新たな境地

を|用桁したといわれる口

上映スケジュー lレ 11:30 1:30 3:30 5:30 7:30

9月 29 日程島 イタリア旅行
ムンクフーローグ〉 スイウェェルームテ家 'ン 女の顔 間奏曲伯爵

9月 30 日(お ストロンボリ 六月の夜 ドル
ムンクフ.ローの スイウェェルームテ家 。ン

伯爵

10 月 1 日(日) 不安 kの顔 トークショー 4:3間0か突ら 出 6:30 から 8:30 ヵ、ら

六月の仮 ドル

※ 10 月|日(日 )3:30~ のトークショーは、 I :30~ の回、 4:30- の回を御覧になる方がそのまま御覧いただけます。

・当劇場窓口、チケットぴあ、チケットセゾン他、お間合わせは東京国際映画祭チケットガイド 03(477)7007 まで。

ベア券く 2400 円〉・ 5回券 <5000 円〉はチケットひ。あ、チケットセゾンのみで限定発売。


