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月見草（70分・35mm・白黒）
松竹大船の助監督によるシナリオ同人誌「7人」に大
島が発表したメロドラマ「美しき水車小屋の少女」の
映画化で、岩城其美夫の監督第1作。大学受験のた
め東京へ旅立った修一（清川）は恋人の恭子（十朱）
に次第に冷ややかな態度をとるようになる。2人の仲
を気遣い奔走する修一の弟・健次（山本）はやがて恭
子と惹かれ合うようになるが…。
1959（松竹大船）A岩城其美夫C大島渚F井上晴二G逆
井清一郎 浜村義康H池田正義K山本豊三、十朱幸代、
清川新吾、鳳八千代、菅佐原英一、桜むつ子、岡村文子

明日の太陽（6分・35mm・カラー）
松竹の新人スターをミュージカル仕立てで紹介する
助監督時代の短篇。編集を浦岡敬一に依頼する一
方、撮影には初期の代表作でコンビを組む川又昂を
起用。「それまでの松竹映画と違うような撮り方 ［…］
ふつうのキャメラマンだったらいやがるようなクローズ
アップだとかキャメラの動きだとか。全体的に動きの
あるものに仕上がったと思います」（大島）。
1959（松竹大船）AC大島渚F川又昻G宇野耕司　 　浦岡
敬一K十朱幸代、山本豊三、桑野みゆき、杉浦直樹、九條
映子、川津祐介、津川雅彦

 1 4／13（木）19:00　　4／16（日）13:00

どんと行こうぜ（89分・35mm・白黒）
大学の放送研究会で活動する女子学生が、ラジオ放
送のため「学生のセックス、スピード、スリル」をテーマ
にした録音ルポを作ることになる。津川雅彦と牧紀子
が演じる主役の2人を軸に、若者たちの恋の行方を描
いた青春映画であるが、閉塞した戦後社会に対する
批判も随所に垣間見える。野村芳太郎監督の誘いで
大島が助監督を務めるとともに、大島のオリジナル脚
本を共同で脚色している。
1959（松竹大船）AC野村芳太郎C大島渚F川又昻G宇
野耕司　 　浦岡敬一H芥川也寸志K津川雅彦、牧紀子、
川津祐介、小坂一也、渡辺文雄、九條映子、中圭子、富永
ユキ、高橋貞二、高千穂ひづる

 2 4／19（水）19:00　　4／22（土）12:30

青春残酷物語（96分・35mm・カラー）
中年男性から金を巻き上げる犯罪を重ね破滅に向か
う若い男女の欲望と行動を、旧世代の人間たちの生
き様と対比的に描く。「シナリオ集」8号に発表したオ
リジナル脚本「愛と人間のめざめ」の映画化であるが、
二番館での公開に甘んじた前作から一転、「松竹ヌー
ヴェル・ヴァーグ」の始まりを鮮烈に印象づけた。日本
映画監督協会の第1回新人賞を受賞。
1960（松竹大船）AC大島渚F川又昻G宇野耕司　 　浦岡
敬一H眞鍋理一郎K桑野みゆき、川津祐介、久我美子、
渡辺文雄、小林トシ子、二本柳寛、山茶花究、森川信、浜
村純、佐野浅夫、佐藤慶

 4 4／18（火）19:00　4／21（金）15:00　4／22（土）18:00

飼育（105分・35mm・白黒）
大島にとって初の独立プロ作品であり、芥川賞を受賞
した大江健三郎の原作小説を大胆に解釈してシビア
な寓話に仕立てている。第二次世界大戦末期、山間
の村に米軍機が墜落。村人たちは、生き残りの黒人兵
（ハード）を鎖でつなぎ、「飼育」することになるが、そ
れによって閉鎖的な村社会に混乱が生じていく。以
後、大島と数々の傑作をものする田村孟が脚色を手
がけ、松竹時代の作品で撮影助手を務めていた舎川
芳次が撮影を担当した。
1961（パレスフィルムプロ）A大島渚B大江健三郎C田村
孟　 　松本俊夫、石堂淑朗、東松照明F舎川芳次G平
田逸郎　 　宮森みゆりH真鍋理一郎K三国連太郎、小山
明子、三原葉子、中村雅子、岸輝子、沢村貞子、山茶花
究、浜村純、戸浦六宏、ヒュー・ハード

 7 4／25（火）15:00　4／28（金）19:00　4／30（日）13:00

日本の夜と霧（107分・35mm・カラー）
安保闘争がきっかけで結ばれた新聞記者（渡辺）と女
子学生（桑野）の結婚披露宴を舞台に、学生運動家
OBたちの激しい政治論議が、大胆な長廻しの撮影と
ともに繰り広げられる。公開からわずか4日で打ち切
られたことに対し、大島は「政治的弾圧」であると抗議
して翌年に松竹を退社する。大島自らが「芸術的な集
大成」と呼ぶ一本であるが、再公開まで3年近くを要
した。
1960（松竹大船）AC大島渚C石堂淑朗F川又昻G宇野
耕司　 　浦岡敬一H真鍋理一郎K桑野みゆき、津川雅彦、
渡辺文雄、小山明子、芥川比呂志、佐藤慶、戸浦六宏、𠮷
沢京夫

 6 4／20（木）15:00　4／23（日）16:00　4／25（火）19:00

太陽の墓場（88分・35mm･カラー）
『青春残酷物語』の好評を受けて提案された続篇的
作品の製作を断り、大阪・釜ヶ崎を舞台に愚連隊、
売血、戸籍の売買などを行いながら生き延びる人 と々
そこに鬱積する暴力とエネルギーを描いた群集劇。急
ピッチで製作を進めるため、大島は石堂淑朗と初めて
共同で脚本を執筆した。ヒロインを演じた型破りな新
人女優・炎加世子の登場も話題を呼んだ。
1960（松竹大船）AC大島渚C石堂淑朗F川又昻G宇野
耕司　 　浦岡敬一H真鍋理一郎K津川雅彦、炎加世子、
佐々木功、川津祐介、渡辺文雄、小沢栄太郎、北林谷栄、
藤原釜足、左卜全、佐藤慶、戸浦六宏、浜村純、伴淳三
郎、羅生門

 5 4／19（水）15:00　4／21（金）19:00　4／23（日）13:00

愛と希望の街（62分・35mm・白黒）
助監督室の「シナリオ集」9号に発表したオリジナル脚
本を大島自らが映画化した長篇デビュー作。複雑な
家庭事情を抱え、路上で鳩を売る貧しい少年（藤川）
に同情を寄せるブルジョワの娘（富永）。しかしそれは
鳩の帰巣本能を利用した詐欺まがいの商売だった。
27歳の大島が、階級の断絶を象徴する先鋭的な結末
とともに、旧来の「松竹大船調」の枠組みを踏み越え
た記念碑的作品。
1959（松竹大船）AC大島渚F楠田浩之G宇野耕司　
杉原よ志H真鍋理一郎K藤川弘志、富永ユキ、望月優子、
伊藤道子、渡辺文雄、千之赫子、須賀不二夫、坂下登

 3 4／18（火）15:00　4／20（木）19:00　4／22（土）15:30

小ホール

上映作品

天草四郎時貞（101分・35mm・白黒）
キリシタン弾圧に喘ぐ百姓を率い、江戸幕府への
叛逆を企てた天草四郎（大川）の「島原の乱」に材を
採った、大島唯一の東映作品。時代劇に安保闘争に
連なる戦術論を持ち込み、百姓軍内部において分裂
や扇動の渦巻く討論劇が繰り広げられる。松竹を離
れた大島のもとに、東映時代劇の刷新を期待して持
ち込まれた企画である。
1962（東映京都）AC大島渚C石堂淑朗F川崎新太郎G
今保太郎 宮本信太郎H真鍋理一郎K大川橋藏、大友
柳太朗、三国連太郎、丘さとみ、千秋実、立川さゆり、河
原崎長一郎、加藤嘉、花沢徳衛、佐藤慶、戸浦六宏

 8 4／12（水）15:00　4／14（金）19:00　4／15（土）12:30

■A＝監督・演出　B＝原作・原案　C＝脚本・脚色
 F＝撮影　G＝美術　H＝音楽　K＝出演　
 T＝声の出演　L＝解説・ナレーション
■外国語映画には、すべて日本語字幕が付いています。
■スタッフ、キャスト欄の人名は原則として公開当時の表記
を記載しています。
■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。
■特集には不完全なプリントや状態の悪いプリントが含まれ
ていることがあります。

ご来館の皆様へのお願い
 ● 咳エチケットにご協力ください。
 ● 館内で体調を崩された場合は、スタッフにお知らせ
ください。

 ● 手洗いや手指の消毒にご協力ください。
 ● 入退場やご観覧の際は、互いに適切な距離を保つ
ようお願いいたします。

 ● ホール内での飲食は、蓋の閉まる飲み物以外は禁
止します。

当館の新型コロナウイルス感染症拡大防止策
 ● 来館者全員への検温を実施。
 ● 館内各所に手指用消毒液を設置。
 ● ホール内の換気の実施。
 ● スタッフはマスク・手袋を着用して対応。
 ● 受付などの対面場所に飛沫ガードを設置。

マスクの着用をお願いします。
37.5℃以上の方は、入館の見合わせをお願いします。

　絶えず映画の自由を追い求め、作品ごとに主題や
スタイルを刷新しながら、時に社会の暗部をえぐる
反逆者として、また時に映画の常識を破る冒険者と
して屹立する巨人、映画監督大島渚（1932―2013）を
失ってから早くも10年の歳月が経ちました。
　若き日に松竹撮影所で生み出された鮮烈な『青
春残酷物語』（1960）や『日本の夜と霧』（1960）、自ら
興したプロダクション「創造社」を基盤に次 と々送り
出された『絞死刑』（1968）、『少年』（1969）、『儀式』
（1971）といった問題作、そして世界をセンセーショ
ンに巻き込んだ国際的合作『愛のコリーダ』（1976）や
『戦場のメリークリスマス』（1983）―大島の作品群
は日本の映画界ばかりか、日本社会そのものに大き
な刺激を与え続けました。
　本特集は、大島の没後10年という節目の年に、長
篇デビュー以前に大島が手がけた新人スター紹介
用の短篇『明日の太陽』、脚本を担当した『月見草』や
『どんと行こうぜ』（いずれも1959）、新規収蔵したテ
レビ映画『アジアの曙』全13話（1964―65）を含む計
45作品（34プログラム）を上映する大規模な回顧特
集です。大島が自ら体系的に遺した膨大な作品資料
や個人資料をもとに構成される展覧会と連動して、
その挑戦的な知性と行動の多面体に迫ります。

太陽の墓場

日本の夜と霧



3

KYOTO, MY MOTHER’S PLACE 
（52分・16mm・カラー）

BBC（英国放送協会）の企画を受けて、大島が少年
期を過ごした京都の歴史や文化、伝統を自身の母
の人生と重ね合わせながら綴ったテレビドキュメンタ
リー。大島自身によるナレーションとともに、京都とい
う都市の成り立ちの紹介を通じて、自身の一部を語る
セルフ・ドキュメンタリーともなっている。
1991（大島渚プロ＝BBC）ACL大島渚F吉岡康弘 大
島ともよH福原百之助、普久原恒勇、三木稔、M・渡辺、
S・オノ、山屋清

小さな冒険旅行（56分・35mm・カラー）
家の外へ迷い出た子ども（中川）が東京中の名所を巡
り無事家にたどり着くまでを描く。同年設立された日生
劇場による日本生命のPR映画で、大島が好んで取り
上げた少年の題材に連なる1本としても興味深い。ヴェ
ネツィア国際映画祭児童映画部門銀獅子賞を受賞。
1963（日生劇場映画部）A大島渚B石原慎太郎C石堂淑
朗F舎川芳次G今保太郎　 　沼崎梅子H真鍋理一郎K
中川春喜、佐藤慶、木村俊恵、林和子、浜村純、加藤嘉、
左卜全、小松方正、日下武史、戸浦六宏、矢野宣、小山明
子、渡辺文雄

私のベレット（27分・DCP ・カラー）
日本映画監督協会がプロダクションを設立して製作し
た、いすゞ 自動車のPR映画。小型乗用車ベレットを軸
にオムニバス3話で構成されるが、ベレットに執着する
あまり別れるカップル（佐東、加藤）や、ベレットで自
殺を図ろうとする不倫相手（斉藤）との騒動など、PR
映画としては異色の物語が展開される。
1964（日本映画監督協会プロ）AC大島渚　 　小津安
二郎　 　山本嘉次郎、千葉泰樹、五所平之助、小石
栄一、松林宗恵、中平康、野村芳太郎、関川秀雄、滝沢英
輔、牛原虚彦、田中重雄F舎川芳次G今保太郎　 　沼崎
梅子H中村八大K佐東朝生、加藤澄江、坊屋三郎、小山
明子、柳生博、菅原謙二、家田佳子、斉藤賴子

 9 5／17（水）15:00　5／20（土）12:30　5／25（木）15:00

ユンボギの日記（25分・16mm・白黒）
テレビドキュメンタリー『青春の碑』（1964）の取材で訪
韓した大島は、街頭で子どもたちの写真を撮影した。
その後、日本でもベストセラーになった韓国少年の手
記に感銘を受け、写真を素材に少年のモノローグと
彼の尊厳を称えるナレーションとを組み合わせた映像
詩として構成した作品。日韓基本条約に関する当時の
議論が作品の背景となっている。
1965（創造社）AC大島渚Bイー・ユンボギF川又昻　

　浦岡敬一H内藤孝敏L小松方正

アジアの曙　第一話（53分・16mm・白黒）
1962年からテレビドキュメンタリーや単発ドラマ等
を手がけてきた大島の最初で最後の連続テレビドラ
マ。各局で打ち出された「男性路線」の中、『柔道一代』
（1963、柴田吉太郎　他）に主演した御木本伸介を起
用して、『夕日と拳銃』（1964、田坂勝彦）の後続番組と
して放映された。中国大陸での袁世凱独裁に抗う第
二革命を題材として、革命に参加した唯一の日本人・
中山峯太郎（御木本）を主人公に、革命軍の仲間たち
の群像劇が展開される。第一話は明治末の日本を舞
台に、陸軍士官学校で中山と友情を結んだ清国留学
生の李烈鈞（佐藤）が、辛亥革命（第一革命）の勃発
により帰国するまでを描く。
1964（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、佐藤慶、戸浦六宏、立川さゆり、松本典
子、久米明、小山明子L加藤武

 10 5／13（土）18:30　　5／26（金）15:00

アジアの曙　第二話（54分・DCP・白黒）
エリートの道を歩む中山は、井戸川少佐（久米）の仲
人により康子（小山）と結婚する。他方、日本に残った
革命派留学生の周育賢（戸浦）の恋人・幸子（松本）
は政治犯として逮捕される。中山は、李から革命への
参加を要請する電報を受け取り、陸軍大学校を自主
退学して中国へ渡る。各話の冒頭には、前話までのあ
らすじを説明するナレーションが入っている。
1964（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、小山明子、松本典子、佐藤慶、戸浦六
宏、久米明、平田守L加藤武

アジアの曙　第三話（54分・DCP・白黒）
上海に着いた中山は李の妹・令鈴（立川）の手引きで
李と再会する。袁世凱による弾圧を避けて南京の黄興
（浜田）のもとに合流するため、船を調達しようと中山
たちは顔役の八田（佐野）と取引をする。だが、計画通
りにはいかず、実力行使で南京へ。一方、東京の留
守宅では、中山のスパイ容疑により妻の康子が憲兵
隊に連行される。
1964（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、佐藤慶、戸浦六宏、立川さゆり、佐野浅
夫、浜田寅彦、小山明子L加藤武

 11 5／14（日）13:00　　5／26（金）19:00

アジアの曙　第四話（57分・16mm・白黒）
1913年、袁世凱を打倒する第二革命を起こした革命
軍は、江西省の独立のため金鶏波要塞を攻めようと
するが、日本を嫌う郁英（芳村）は中山に反発する。
他方、東京の康子は井戸川少佐のはからいで憲兵隊
から釈放され、中山を探すため中国へ単身旅立つ。そ
して、湖口要塞の何子奇将軍（小松）が革命軍に加わ
るが、歓迎の宴席で犠牲者が出る。
1964（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、佐藤慶、戸浦六宏、小松方正、芳村真
理、立川さゆり、浜田寅彦、小山明子L加藤武

アジアの曙　第五話（53分・DCP・白黒）
革命軍を率いる李が上海のイギリス租界へ武器調達
に出向いた留守中、中山は皆の反対を押し切って湖
口要塞から革命軍を撤退させ、敵の襲撃をかわして
兵力を温存する。劉師団を率いる劉親子（柳生、加
藤）を味方につけようと中山が説得するが、交戦を望
まない彼らは兵を革命軍に引き渡して戦線を離脱。
一方、康子には新聞記者の斎藤（日恵野）が随行し、
揚子江を船で遡る。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、佐藤慶、小松方正、芳村真理、立川さゆ
り、日恵野晃、柳生博、加藤治子、小山明子L加藤武

 12 5／14（日）16:00　　5／27（土）12:30

アジアの曙　第八話（57分・16mm・白黒）
第二革命の正念場である南昌攻めは難航するが、林
虎将軍（観世）の援軍が到着するまで革命軍は持ちこ
たえる。一方、康子は陳元竜に捕えられる。そして、
南昌城下へ偵察に行った林虎と中山は、死んだ周育
賢の恋人・幸子と思いがけず出会う。郁栄は労働者
たちに蜂起を促して戦闘を続け、革命軍は南昌を攻
略。ついに康子は中山と再会する。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C 
佐々木守、石堂淑郎F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司
一郎K御木本伸介、佐藤慶、観世栄夫、小松方正、芳村
真理、松本典子、小山明子L加藤武

アジアの曙　第九話（53分・DCP・白黒）
南昌に入城した革命軍に地元の財閥から資金提供の
申し出があるが、労働者たちは反発する。一方、革命
に全てを捧げる中山は、康子に対して幸子を連れてす
ぐに帰国するよう説得するが、睦まじい夫妻の姿に令
鈴は秘かな恋心を砕かれる。そして、中山は少人数で
敵軍に夜襲をかけて失敗し、十万の大軍に囲まれた
革命軍は抗戦か撤退かで議論する。李は抗戦を主張
して多数決で支持されるが、負け戦を避けて撤退す
べきという意見の中山たちと袂を分かつことになる。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、石堂淑郎F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司
一郎K御木本伸介、佐藤慶、観世栄夫、小松方正、芳村
真理、立川さゆり、小山明子L加藤武

 14 5／21（日）16:00　　5／27（土）18:30

アジアの曙　第六話（58分・16mm・白黒）
前線で戦う令鈴たちは劉親子の復帰を願うが、すで
に袁世凱軍の捕虜になっており、中山たちはかろうじ
て劉の母を救出する。李が財閥から資金を工面し、
田応詔（椎原）が敵の二個師団を買収する。しかし、
買収が間に合わず、戦闘が始まり劉の死を知った母
は、哀しみのあまり我を忘れて突撃する。ついに買収
は成功して革命軍が勝利を収める。一方、南京に着
いた康子は八田の出迎えを受ける。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、佐藤慶、小松方正、芳村真理、椎原邦
彦、日恵野晃、佐野浅夫、柳生博、加藤治子、小山明子L
加藤武

アジアの曙　第七話（57分・16mm・白黒）
袁世凱派の陳元竜将軍（安達）が守る江西省の首都・
南昌を攻略せよという林虎将軍の作戦を、方声涛（永
井）が革命軍に伝える。作戦に従い戦闘を始めたが、
援軍は来ず苦戦する。声涛が姿をくらませ、恋人の美
瑛（小林）は追い詰められる。一方、斎藤と共に南昌
入りした康子は、新聞記者として身分を偽り陳元竜に
接見する。そして、両軍の間で板挟みとなった、声涛
と美瑛は陳元竜の部下に銃殺される。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、石堂淑郎F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司
一郎K御木本伸介、佐藤慶、小松方正、芳村真理、永井
一夫、小林千登勢、日恵野晃、安達国晴、小山明子L加
藤武

 13 5／21（日）13:00　　5／27（土）15:30

アジアの曙　第十話（53分・DCP・白黒）
革命軍は二手に分裂し、中山は郁英と林虎将軍とと
もに新たな革命の拠点・長沙へ出発する。途中の村
では父を殺された娘・朱浩（小川）に出会い、闘いへ
の抗議を受けるが、林虎将軍が村民たちを袁世凱軍
の徴用から守る。助けられた村民たちも一緒に長沙
に向かうことになる。だが、中山は李を案じて南昌に
戻り、落ちのびた同志たちと合流して李を逃がす。一
方、漢口へ出た康子は井戸川少佐に再会する。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、観世栄夫、佐藤慶、芳村真理、立川さゆ
り、小川真由美、天野鎭雄、久米明、小山明子L加藤武

アジアの曙　第十一話（57分・16mm・白黒）
第二革命は敗北し、南昌で捕らえられた中山は、応
詔や令鈴とともに納屋に閉じ込められる。豪商の金
（伊藤）、郁英や財閥の娘・阿香（寺田）も投獄され
る。李の行方を聞き出そうと次々に拷問にかけられる
が、中山の機転で行き先を偽って陽動する。極限状
況下で中山と郁英との間の特別な感情が露呈する。
そして、彼らは脱出して長沙へ旅立とうとするが…。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、芳村真理、立川さゆり、椎原邦彦、寺田
路恵、天野鎭雄L加藤武

 15 5／23（火）19:00　　5／28（日）13:00

アジアの曙　第十二話（57分・16mm・白黒）
第二革命が失敗して追われる身となった中山は、応
詔や阿香とともに長沙に向かう。一方、漢口で康子
は、日本軍の大陸進出に中山が利用されることを心配
して、中山は死んだと言い張る。旅路の途上で病に臥
せった中山を阿香が看病していたが、日本軍に捕ら
われる。護送中に同志・黒炎児（市川）に救出された
中山と阿香は上海に赴き、阿香の幼馴染の医者・明
哲（新）の治療を受ける。そして、康子は上海の日本軍
司令部で中山の消息を知る。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、石堂淑郎F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司
一郎K御木本伸介、小山明子、椎原邦彦、市川好郎、久
米明、寺田路恵、新克利L加藤武

アジアの曙　第十三話（54分・16mm・白黒）
日本にとっての中国、中国にとっての日本が、以前とは
全く異なる状況となった。上海で日本軍に捕らわれた
中山を黒炎児が救出しようとして失敗する。一方、日
本に亡命して再起を図ろうとする李は日本軍と取引を
する。病身の中山は康子に自らの敗北を語る。そして、
阿香は明哲と結婚し、新たな運動に身を投じていく。
1965（創造社＝国際放映＝TBS）A大島渚B山中峯太郎C
佐々木守、田村孟F菱田誠G今保太郎、小島初雄H司一
郎K御木本伸介、小山明子、佐藤慶、市川好郎、椎原邦
彦、久米明、寺田路恵、新克利L加藤武

 16 5／24（水）19:00　　5／28（日）16:00

ユンボギの日記
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帰って来たヨッパライ
（80分・35mm・カラー）

3人の若者が海岸で服を脱いで遊びに興じている隙
に、砂の中から何者かの手が現れ、彼らの服を奪って
しまう。服を盗み合い、押しつけ合うドタバタが、物語
が途中で最初に戻るという大胆な構造のなかで展開
され、日本人というアイデンティティの自明性が問い直
される。ザ・フォーク・クルセダーズの同名曲がヒット
し、各社が映画化権をめぐって競り合うなか、バンド
側の要望により大島が監督を務めた。
1968（創造社）AC大島渚C田村孟、佐々木守CK足立正
生F吉岡康弘G戸田重昌　 　浦岡敬一H林光K加藤和
彦、北山修、端田宜彦、佐藤慶、緑魔子、渡辺文雄、小松
方正、殿山泰司、車大善、上野堯

 23 5／5（金・祝）13:00　5／11（木）15:00　5／17（水）19:00

無理心中　日本の夏（99分・35mm・白黒）
自分が殺される瞬間を夢見る「オトコ」（佐藤）とセック
スの快楽を追い求める「ネジ子」（桜井）はヤクザたち
につかまり謎の廃墟に閉じこめられる。「ネジ子」を演
じたのは、「フーテン族」の桜井啓子。新宿のスナック
で踊っているところを大島に目撃され、抜擢された。
また、松竹京都撮影所に組まれた異様な存在感を放
つアジトのセットなど、戸田重昌による美術が寓話的
な世界観を際立たせている。
1967（創造社）AC大島渚C田村孟、佐々木守F吉岡康弘
G戸田重昌　 　浦岡敬一H林光K桜井啓子、佐藤慶、戸
浦六宏、殿山泰司、田村正和、小松方正、観世栄夫

 21 5／4（木・祝）13:00　　5／6（土）19:00　　5／9（火）19:00

絞死刑（118分・35mm・白黒）
ATGと独立プロが製作費を折半する「一千万円映画」
として製作された劇映画の第1作。強姦殺人を犯した
在日朝鮮人R（尹）は、死刑の宣告を受けて絞首刑を
執行されるが、彼の肉体は死刑を拒否する。死刑執
行の失敗をめぐる茶番劇を通して、国家権力による暴
力と、日本のナショナリズムの裏返しとしての在日朝鮮
人問題を問い詰めた一作。カンヌ国際映画祭で上映
され、海外での大島ブームに火をつけた。
1968（創造社＝ATG）AC大島渚C田村孟、深尾道典、佐
々木守F吉岡康弘G戸田重昌　 　白石末子H林光K尹隆
道、佐藤慶、渡辺文雄、石堂淑朗、足立正生、戸浦六宏、
小松方正、松田政男、小山明子

 22 5／4（木・祝）16:00　5／9（火）15:00　5／19（金）19:00

日本春歌考（103分・35mm・カラー）
大学受験のため上京した若者4人は、教師（伊丹）の
死をきっかけに性欲と妄想を解き放つ。添田知道の
著作「日本春歌考」に着想を得た大島は、春歌、朝鮮
人慰安婦の歌などをもって、そこに刻みこまれた存在
と歴史を召喚し、紀元節に象徴される国家の虚構性
を解体する。シンガーソングライターの荒木一郎や自
由劇場のメンバーを迎え、各シーンは登場人物に関
する簡単なイメージをもとに現場で即興的に作り上げ
られた。
1967（創造社）AC大島渚C田村孟、佐々木守、田島敏男
F高田昭G戸田重昌　 　浦岡敬一H林光K荒木一郎、小
山明子、田島和子、伊丹一三、吉田日出子、岩渕孝次、串
田和美、佐藤博、宮本信子、益田ひろ子

 20 4／28（金）15:00　4／30（日）16:00　5／3（水・祝）13:00

新宿泥棒日記（96分・35mm・パートカラー）
鳥男（横尾）は、偽店員ウメ子（横山）によって本の万
引きが発覚するも再犯を予告して帰ってしまう。横尾
忠則が主人公を演じるほか、状況劇場の唐十郎や紀
伊國屋書店の田辺茂一など多数の芸術家、文化人
が実名で登場。パリ5月革命を目撃した大島は、アン
ダーグラウンド・カルチャーと政治運動が交差する新
宿の熱気を丸ごと捉えることで、革命的情勢にある新
宿の同時代性、世界性を表現する。
1969（創造社）AC 　大島渚C田村孟、佐々木守、足立
正生F吉岡康弘、仙元誠三G戸田重昌K横尾忠則、横山
リエ、田辺茂一、高橋鉄、佐藤慶、戸浦六宏、渡辺文雄、
唐十郎、麿赤兒

宵闇せまれば（43分・35mm・白黒）
アパートの一室に集まった4人の若者が、開いたガス
栓を放置して誰が最後まで残れるかという危険な賭
けをする。大島がテレビドラマ用に書いたものの内容
が不穏だという理由でお蔵入りになった脚本を、『愛
と希望の街』に深い感銘を受けた実相寺昭雄が演出。
テレビで注目を集めていた実相寺の映画デビュー作
となった。斎藤憐、清水綋治など自由劇場の主要メン
バーが出演している。『新宿泥棒日記』の併映作品と
してATG系の映画館で公開された。
1969（プロダクション断層）A実相寺昭雄C大島渚F町田
敏行G倉橋利韶H冬木透K斎藤憐、三留由美子、清水綋
治、樋浦勉

 24 5／5（金・祝）16:00　5／6（土）15:30　5／10（水）18:30

少年（97分・35mm・カラー）
当たり屋を生業とする一家の父（渡辺）は、戦傷者で
あることをタテにとって息子（阿部）にぶつかり役を
押しつける。大島が新聞の見出しとなった実際の出
来事をもとに「ゆがんだかたちで戦わなければならな
かった人間の戦い」を描いたと語る一作。モデルに
なった一家の足跡をたどりつつ全国縦断ロケを敢行
した。生きるために危険な行為を繰り返す少年が心
の拠り所を求めては挫折し、それでも生き抜いていく
孤独な姿が透徹した目線で捉えられている。
1969（創造社＝ATG）A大島渚C田村孟F吉岡康弘、仙元
誠三G戸田重昌　 　白石末子H林光K阿部哲夫、渡辺文
雄、小山明子、木下剛志
★印の回に上映後トーク（約30分）を行います。

 25 4／11（火）15:00★　4／14（金）15:00　4／15（土）19:10

東京 争戦後秘話（94分・35mm・白黒）
同時代の新左翼運動の翳りを背景に、「映画で遺書
を残して死んだ男」という企画を進めていた大島が当
時10代であった脚本の原正孝（將人）や主演の後藤
和夫等含む自主映画グループ等、新しい世代を迎え
て製作した作品。映画制作グループに所属する象一
（後藤）は幻想に取りつかれ、「あいつ」が遺書として
残した16mmフィルムに記録された東京の風景を街や
地図に追い求める。
1970（創造社＝ATG）A大島渚C原正孝、佐々木守F成島
東一郎G戸田重昌　 　浦岡敬一H武満徹K後藤和夫、福
岡杉夫、福田健一、磯貝浩、橋本和夫、堀越一哉、岩崎恵
美子、大島ともよ

 26 5／6（土）12:30　5／10（水）14:40　5／12（金）19:00

儀式（122分・35mm・カラー）
ATG創立10周年記念映画として製作され、「大島によ
る戦後民主主義の早すぎる総括」と評された集大成
的作品。戦犯から復権した祖父（佐藤）を頂点とする
旧家の冠婚葬祭の儀式をとおして、家父長制に抑圧
される戦後世代、さらにその根底にあって国家のあり
方や政治風土を規定してきた日本の「イエ」制度の実
相を鋭く浮かび上がらせている。
1971（創造社＝ATG）AC大島渚C田村孟、佐々木守F成
島東一郎G戸田重昌　 　浦岡敬一H武満徹K河原崎建
三、賀来敦子、中村敦夫、土屋清、乙羽信子、小松方正、
戸浦六宏、渡辺文雄、小沢栄太郎、殿山泰司、小山明子、
佐藤慶

 27 5／7（日）13:00　5／12（金）15:00　5／16（火）18:50

夏の妹（95分・35mm・カラー）
大村鶴男（石橋）という沖縄の青年から、異母兄妹で
あるとほのめかされた手紙を受け取った菊池素直子
（栗田）は、父（小松）が再婚しようとしている桃子（り
りィ）と夏休みに沖縄へ向かう。16mmで撮影された
陽光溢れる風景とともに、2つの世代の人間関係が沖
縄と日本の複雑な関係に重ね合わされたメロドラマ。
沖縄が日本に復帰した直後の1972年5月から製作準
備が始まり、同年8月に公開された。本作が創造社最
後の作品となった。
1972（創造社＝ATG）AC大島渚C田村孟、佐々木守F吉
岡康弘G戸田重昌　 　浦岡敬一H武満徹K栗田ひろみ、
石橋正次、りりィ、小松方正、殿山泰司、戸浦六宏、小山
明子、佐藤慶

 28 5／7（日）16:20　5／11（木）19:00　5／16（火）15:00

愛のコリーダ［デジタル修復版］
（108分・DCP・カラー）
戦前に世間を騒がせた阿部定と石田吉蔵の猟奇性
愛事件をもとに、2人の究極の愛を描いた日仏合作の
ハードコア・ポルノ。撮影済みのネガをフランスに直
送し現像と編集が行われた。世界中でセンセーショ
ンを巻き起こしたが、日本国内では原型をとどめぬほ
どの修正とカットを余儀なくされた。フランス公開版
をもとに作製された『愛のコリーダ2000』に新たに2K
修復を施した2021年公開版を上映する。
1976（アルゴス・フィルム＝オセアニック＝大島渚プロ）
AC大島渚F伊東英男G戸田重昌　 　浦岡敬一H三木稔
K松田英子、藤竜也、中島葵、芹明香、阿部マリ子、三星
東美、藤ひろ子、殿山泰司、白石奈緒美、岡田京子、松廼
家喜久平、松井康子、九重京司、小山明子
本作の上映時には女性専用席を設けます。

 29 5／13（土）12:30　　5／19（金）15:00

悦楽（91分・35mm・カラー）
山田風太郎の小説「棺の中の悦楽」を映画化した創
造社の第1回作品。広告会社に勤める脇坂（中村）
のもとに、彼がひそかに想いを寄せていた少女・匠子
（加賀）の結婚の知らせが届く。ショックを受ける脇
坂の前に、かつて彼が匠子のために犯した殺人を目
撃したという男（小沢）が出現。脇坂は男から預かった
大金を使って悦楽に耽るが…。大島は徹底的な性表
現を企図したが、映倫の度重なる審査により思うよう
にいかず、その鬱積が後年の『愛のコリーダ』に結実
することとなった。
1965（創造社）AC大島渚B山田風太郎F高田昭G今保
太郎　 　浦岡敬一H湯浅譲二K中村賀津雄、加賀まりこ、
野川由美子、小沢昭一、江守徹、佐藤慶、戸浦六宏、小松
方正、草野大悟、渡辺文雄

 17 4／26（水）15:00　4／27（木）19:00　5／3（水・祝）16:00

白昼の通り魔（99分・35mm・白黒）
長野の農村。共同農業運動の理想は破れ、組織も瓦
解する。それから数年後、シノ（川口）は突然現れたか
つての同志・英助（佐藤）に犯されるが…。大島が、
通り魔の魔性としぶとく生き残る女の生命力を通して
戦後民主主義の内実を問い、新たな飛躍を遂げた作
品。体制に回収されないエネルギーとしての魔性に着
目した大島は「ぼくはもう通り魔として生きる道を選ん
だ」と回想する。
1966（創造社）A大島渚B武田泰淳C田村孟F高田昭G
戸田重昌　 　浦岡敬一H林光K川口小枝、小山明子、佐
藤慶、戸浦六宏、渡辺文雄、殿山泰司、岸輝子、小松方正
L滝沢修

 18 4／26（水）19:00　4／29（土・祝）13:00　5／2（火）19:00

忍者武芸帳（117分・35mm・白黒）
各地で百姓一揆を扇動しながら農民を率いる謎の忍
者の活躍を通して「革命」の精神を描き、学生たちの
熱狂的な支持を集めた白土三平による同名劇画「忍
者武芸帳」を映画化。2万コマに及ぶ原画から約4千
カットまで選び抜いて撮影した静止画を、モンター
ジュやクロースアップなどで再構成し、音声を加える
という大胆な手法を取り入れている。
1967（創造社）AC大島渚B白土三平C佐々木守F高田
昭　 　白石末子HT林光T山本圭、松本典子、佐藤慶、
福田善之、観世栄夫、露口茂L小沢昭一

 19 4／27（木）15:00　4／29（土・祝）16:00　5／2（火）15:00

少年



5

展示室（7階）

［企画展］
没後10年　映画監督　大島渚
Film Director Nagisa Oshima

2023年4月11日（火）－8月6日（日）
＊ 月曜日および5月30日（火）－6月1日（木）は休室です。
主催：国立映画アーカイブ
特別協力：株式会社大島渚プロダクション
監修：樋口尚文
『大島渚全映画秘蔵資料集成』（2021年）の編著者
樋口尚文氏を監修に迎え、同書にも収められた貴
重な資料や当館の所蔵品が一堂に会する本展覧会
は、大島監督の映画人生を貫く挑戦的な知性と行
動を明らかにします。
＊ 詳細は当該チラシまたは国立映画アーカイブのホーム
ページをご覧ください。
開室時間＝11:00－18:30（入室は18:00まで）
＊ 4月28日、5月26日、6月30日、7月28日の金曜日は開館
時間を20:00まで延長いたします（入室は19:30まで）。

料金（常設展・関連企画共通）＝一般250円（200円）
／大学生130円（60円）／ 65歳以上・高校生以下及
び18歳未満・障害者（付添者は原則1名まで）・国立
映画アーカイブのキャンパスメンバーズは無料
 ＊ （　）内は20名以上の団体料金です。
 ＊ 学生、65歳以上、障害者、国立映画アーカイブのキャ
ンパスメンバーズの方は、証明できるものをご提示下
さい。

 ＊ 国立映画アーカイブが主催する上映会の観覧券（オン
ラインチケット「購入確認メール」またはQRコードのプ
リントアウト）をご提示いただくと、1回に限り団体料金
が適用されます。

 ＊ 会期および開館時間等に変更がある場合はホーム
ページでお知らせします。

常設展「NFAJコレクションでみる　日本映画
の歴史」も併設されています。

4月11日（火）15:00『少年』
トークゲスト： 小山明子（俳優）
聞き手：樋口尚文（映画評論家）

4月11日（火）18:30『わが映画人生 黒澤明監督』
トークゲスト： 大島新（映画監督）
聞き手：樋口尚文（映画評論家）

4月15日（土）15:30『御法度』
トークゲスト： 成田裕介（映画監督）
聞き手：樋口尚文（映画評論家）

 ＊ トークイベントからの参加はできません。
 ＊ ゲストは予告なく変更となる場合がございます。予めご
了承ください。

上映後トークのご案内

愛の亡霊（107分・35mm・カラー・仏語字幕付 
with French subtitles）
『愛のコリーダ』に続きフランス資本で製作され、カン
ヌ国際映画祭で監督賞を受賞した。明治中期、人力
車夫の妻（吉行）は若い農夫（藤）との情交に溺れ、共
謀して夫を殺害。しかし、2人は夫の亡霊に苛まれ、
やがて破滅へと向かっていく。撮影に名手・宮島義勇
を迎え、幻想的な画面を構築。それまで大島作品に
批判的だった映画評論家の淀川長治からも作家とし
ての成熟ぶりを絶賛された。
1978（大島渚プロ＝アルゴス・フィルム）AC大島渚B中村
糸子F宮島義勇G戸田重昌　 　浦岡敬一H武満徹K吉行
和子、藤竜也、田村高廣、長谷川真砂美、小山明子、伊佐
山ひろ子、殿山泰司、佐藤慶、川谷拓三

 30 5／13（土）15:30　5／18（木）19:00　5／23（火）15:00

戦場のメリークリスマス［デジタル修復版］
（123分・DCP・カラー）
イギリス人作家ローレンス・ヴァン・デル・ポストの「影
の獄にて」を日英合作で映画化。ジャワの日本軍俘虜
収容所を舞台に、西洋と東洋の文化・価値観が激し
く衝突する。デヴィッド・ボウイ、坂本龍一、ビートた
けしという異色の配役、坂本の主題曲も話題を呼んで
大ヒット。2021年に公開された4K修復版を2K上映。
1983（シネベンチャー・プロ＝レコーデッド・ピクチャー・カ
ンパニー＝大島渚プロ＝テレビ朝日＝ブロードバンク・イ
ンベストメント）AC大島渚Bサー・ローレンス・ヴァン・デ
ル・ポストCポール・マイヤースバーグF成島東一郎G戸
田重昌　 　大島ともよHK坂本龍一Kデヴィッド・ボウイ、
トム・コンティ、ビートたけし、ジャック・トンプソン、ジョ
ニー大倉、内田裕也、戸浦六宏、室田日出男

 31 5／20（土）18:50　　5／24（水）15:00

マックス、モン・アムール
（98分・35mm・カラー）
Max, Mon Amour
パリに暮らす英国大使館勤務のピーター（ヒギンズ）
は、妻のマーガレット（ランプリング）の浮気を疑うが、
彼女の密会相手はなんとチンパンジーだった…。『愛
のコリーダ』、『愛の亡霊』に続くフランス資本の作品
だが、ブニュエルとの作品で知られる脚本家ジャン＝
クロード・カリエールやヌーヴェル・ヴァーグの代表的
キャメラマン、ラウール・クタールら名匠を含めフラン
ス映画界のスタッフで固めた「外国映画」として製作さ
れた。日本公開は1987年。
1986（グリニッジ・フィルム・プロ＝フィルムA2）AC大島渚
BCジャン＝クロード・カリエールFラウール・クタールGピ
エール・ギュッフロアHミッシェル・ポルタルKシャーロット・
ランプリング、アンソニー・ヒギンズ、ビクトリア・アブリル

 32 5／18（木）15:00　5／20（土）16:00　5／25（木）19:00

御法度（100分・35mm・カラー）
1990年代半ばに企画され、脳出血後のリハビリを経
て製作・完成、大島12年ぶりの劇場映画にして遺作
となった。司馬遼太郎の短篇小説をもとに、幕末の武
闘集団・新選組が一人の美少年剣士（松田）をめぐっ
て統制を失っていくさまを描く。『戦場のメリークリス
マス』以来となるビートたけし（主演）と坂本龍一（音
楽）の起用、これが映画デビューとなる松田龍平の妖
しい存在感、アメリカ映画を中心に手がけていた栗田
豊通の撮影による映像美、ワダエミの斬新な衣裳など
も注目を集めた。
1999（松竹＝角川書店＝ IMAGICA＝BS朝日＝衛星劇場）
AC大島渚B司馬遼太郎F栗田豊通G西岡善信　 　大島
ともよH坂本龍一Kビートたけし、松田龍平、武田真治、
浅野忠信、崔洋一、的場浩司
★印の回に上映後トーク（約30分）を行います。

 33 4／12（水）19:00　　4／15（土）15:30★

わが映画人生　黒澤明監督
（115分・DCP・カラー）
大島が理事長を務めた当時（1980―1996）の日本映画
監督協会が創立50周年を機に先輩監督の貴重な証
言を永久保存する目的で製作を開始した「わが映画
人生」シリーズの一本。大島が聞き手を務め、黒澤
明の映画人生と作品について語り合う。大島は「黒澤
さんが『生きものの記録』と早坂文雄さんについて語
られたくだりは、何度見直しても胸が熱くなる」と振り
返っている。1993年8月1日に収録。
2002（日本映画監督協会）K黒澤明 　大島渚　
★印の回に上映後トーク（約30分）を行います。

 34 4／11（火）18:30★　4／13（木）15:00　4／16（日）16:00

お問い合わせ：ハローダイヤル　050-5541-8600
ホームページ：www.nfaj.go.jp
Twitter: @NFAJ_PR  Facebook: NFAJPR
Instagram: nationalfilmarchiveofjapan

国立映画アーカイブ　〒104-0031東京都中央区京橋3-7-6
▼交通：
東京メトロ銀座線京橋駅下車，出口1から昭和通り方向へ徒歩1分
都営地下鉄浅草線宝町駅下車，出口A4から中央通り方向へ徒歩1分
東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅下車，出口7より徒歩5分
JR東京駅八重洲南口より徒歩10分
＊上映をご覧になるお客様へ：チケットをお持ちのお客様も、開映後
の入場はできません。お時間に余裕をもってお越しください。

▶ チケット料金
一般：520円／高校・大学生・65歳以上：310円／小・
中学生：100円／障害者（付添者は原則1名まで）・国
立映画アーカイブのキャンパスメンバーズ・未就学
児・優待：無料
＊ 料金区分の違うチケットでは入場できません。差
額のお支払で観覧することはできません。
＊ 学生、65歳以上、障害者、国立映画アーカイブの
キャンパスメンバーズの方は証明できるものをご
提示ください。ご提示のない方は入場できません。
＊ 未就学児、優待の方は「障害者または付添者等券」
をお求めください。
＊ 『愛のコリーダ』は成人映画です。小・中学生券は
ございません。また成人映画上映の際は、女性専
用席を設けます。料金区分は通常の上映回と同じ
です。

▶ オンライン販売
4月4日（火）以降、毎週火曜日10:00amより、翌週
（火～日）上映回の電子チケットを当館HPより公式
チケットサイトにて各回の開映15分前までオンライ
ン販売します。

▶ 窓口販売
上映当日、当館1階窓口にて各回開映1時間前から
5分前まで、チケットを若干数販売します。座席選
択はできません。窓口に並ばず購入でき、座席選
択可能なオンライン購入をお勧めします。オンライ
ン完売となった場合も、当日の窓口販売はござい
ますが、枚数は限定数となります。

▶ 新型コロナウイルス感染症について
下記に該当する方は購入をお控え願います。
＊ 陽性判定、あるいは医師に自宅待機指示を受け
ている方
＊ 発熱等の諸症状がある方

▶ 入場方法
＊ 開場は開映30分前です。
＊ チケットのＱＲコードをスマホ画面、または印刷さ
れたものでご提示ください。特集名、作品名はチ
ケットに表示されませんので、お間違いないよう
ご注意ください。
＊各回の開映後の入場はできません。

NFAJデジタル展示室
下記ホームページからお入りください

https://www.nfaj.go.jp/onlineservice/digital-gallery

『愛のコリーダ』撮影現場にて ©大島渚プロダクション

戦場のメリークリスマス ©大島渚プロダクション



6 表紙：『愛のコリーダ』公開時の大島渚監督

■開場は開映30分前です。　　　　　　　　　　　■開映後の入場はできません。予告篇はございません。　　　　　　　　　　　■各日11:00に開館します。
■＊印は当該の上映回に女性専用席を設けます。

4
月

11火

4/11火～ 16日上映回の
チケット販売開始:
4/4火10:00～

15:00 ㉕ 少年 ★上映後トーク （97分） 18:30 ㉞ わが映画人生 黒澤明監督 ★上映後トーク （115分）

12水 15:00 ⑧ 天草四郎時貞 （101分） 19:00 ㉝ 御法度 （100分）

13木 15:00 ㉞ わが映画人生 黒澤明監督 （115分） 19:00 ① 月見草／明日の太陽 （計76分）

14金 15:00 ㉕ 少年 （97分） 19:00 ⑧ 天草四郎時貞 （101分）

15土 12:30 ⑧ 天草四郎時貞 （101分） 15:30 ㉝ 御法度 ★上映後トーク （100分） 19:10 ㉕ 少年 （97分）

16日 13:00 ① 月見草／明日の太陽 （計76分） 16:00 ㉞ わが映画人生　黒澤明監督 （115分）

18火

4/18火～ 23日上映回の
チケット販売開始:
4/11火10:00～

15:00 ③ 愛と希望の街 （62分） 19:00 ④ 青春残酷物語 （96分）

19水 15:00 ⑤ 太陽の墓場 （88分） 19:00 ② どんと行こうぜ （89分）

20木 15:00 ⑥ 日本の夜と霧 （107分） 19:00 ③ 愛と希望の街 （62分）

21金 15:00 ④ 青春残酷物語 （96分） 19:00 ⑤ 太陽の墓場 （88分）

22土 12:30 ② どんと行こうぜ （89分） 15:30 ③ 愛と希望の街 （62分） 18:00 ④ 青春残酷物語 （96分）

23日 13:00 ⑤ 太陽の墓場 （88分） 16:00 ⑥ 日本の夜と霧 （107分）

25火

4/25火～ 30日上映回の
チケット販売開始:
4/18火10:00～

15:00 ⑦ 飼育 （105分） 19:00 ⑥ 日本の夜と霧 （107分）

26水 15:00 ⑰ 悦楽 （91分） 19:00 ⑱ 白昼の通り魔 （99分）

27木 15:00 ⑲ 忍者武芸帳 （117分） 19:00 ⑰ 悦楽 （91分）

28金 15:00 ⑳ 日本春歌考 （103分） 19:00 ⑦ 飼育 （105分）

29土 13:00 ⑱ 白昼の通り魔 （99分） 16:00 ⑲ 忍者武芸帳 （117分）

30日 13:00 ⑦ 飼育 （105分） 16:00 ⑳ 日本春歌考 （103分）

5
月

2火

5/2火～ 7日上映回の
チケット販売開始:
4/25火10:00～

15:00 ⑲ 忍者武芸帳 （117分） 19:00 ⑱ 白昼の通り魔 （99分）

3水 13:00 ⑳ 日本春歌考 （103分） 16:00 ⑰ 悦楽 （91分）

4木 13:00 ㉑ 無理心中 日本の夏 （99分） 16:00 ㉒ 絞死刑 （118分）

5金 13:00 ㉓ 帰って来たヨッパライ （80分） 16:00 ㉔ 新宿泥棒日記 他  （計139分）

6土 12:30 ㉖ 東京 争戦後秘話 （94分） 15:30 ㉔ 新宿泥棒日記 他  （計139分） 19:00 ㉑ 無理心中 日本の夏 （99分）

7日 13:00 ㉗ 儀式 （122分） 16:20 ㉘ 夏の妹 （95分）

9火

5/9火～ 14日上映回の
チケット販売開始:
5/2火10:00～

15:00 ㉒ 絞死刑 （118分） 19:00 ㉑ 無理心中 日本の夏 （99分）

10水 14:40 ㉖ 東京 争戦後秘話 （94分） 18:30 ㉔ 新宿泥棒日記 他  （計139分）

11木 15:00 ㉓ 帰って来たヨッパライ （80分） 19:00 ㉘ 夏の妹 （95分）

12金 15:00 ㉗ 儀式 （122分） 19:00 ㉖ 東京 争戦後秘話 （94分）

13土 12:30 ㉙ 愛のコリーダ［デジタル修復版］＊ （108分） 15:30 ㉚ 愛の亡霊 （107分） 18:30 ⑩ ユンボギの日記／アジアの曙 第一話 （計78分）

14日 13:00 ⑪ アジアの曙 第二話／第三話 （計108分） 16:00 ⑫ アジアの曙 第四話／第五話 （計110分）

16火

5/16火～ 21日上映回の
チケット販売開始:
5/9火10:00～

15:00 ㉘ 夏の妹 （95分） 18:50 ㉗ 儀式 （122分）

17水 15:00 ⑨ KYOTO, MY MOTHER’S PLACE 他  （計135分） 19:00 ㉓ 帰って来たヨッパライ （80分）

18木 15:00 ㉜ マックス、モン・アムール （98分） 19:00 ㉚ 愛の亡霊 （107分）

19金 15:00 ㉙ 愛のコリーダ［デジタル修復版］＊ （108分） 19:00 ㉒ 絞死刑 （118分）

20土 12:30 ⑨ KYOTO, MY MOTHER’S PLACE 他  （計135分） 16:00 ㉜ マックス、モン・アムール （98分） 18:50 ㉛ 戦場のメリークリスマス［デジタル修復版］ （123分）

21日 13:00 ⑬ アジアの曙 第六話／第七話 （計115分） 16:00 ⑭ アジアの曙 第八話／第九話 （計110分）

23火

5/23火～ 28日上映回の
チケット販売開始:
5/16火10:00～

15:00 ㉚ 愛の亡霊 （107分） 19:00 ⑮ アジアの曙 第十話／第十一話 （計110分）

24水 15:00 ㉛ 戦場のメリークリスマス［デジタル修復版］ （123分） 19:00 ⑯ アジアの曙 第十二話／第十三話 （計111分）

25木 15:00 ⑨ KYOTO, MY MOTHER’S PLACE 他  （計135分） 19:00 ㉜ マックス、モン・アムール （98分）

26金 15:00 ⑩ ユンボギの日記／アジアの曙 第一話 （計78分） 19:00 ⑪ アジアの曙 第二話／第三話 （計108分）

27土 12:30 ⑫ アジアの曙 第四話／第五話 （計110分） 15:30 ⑬ アジアの曙 第六話／第七話 （計115分） 18:30 ⑭ アジアの曙 第八話／第九話 （計110分）

28日 13:00 ⑮ アジアの曙 第十話／第十一話 （計110分） 16:00 ⑯ アジアの曙 第十二話／第十三話 （計111分）


