
国立映画アーカイブは長瀬映像文化財団の支援を受けています。

2022年3月15日火　―　3月27日日
会期中の休館日：月曜日

主催：国立映画アーカイブ
特別協力／企画・上映パートナー：
アンスティチュ・フランセ日本、シネマテーク・フランセーズ
特別協力：アンスティチュ・フランセ　パリ本部

 ＊ 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応のため、定
員は国立映画アーカイブのHPにてご案内します。会期、
上映スケジュールおよび前売指定席券の発売日変更等の
場合もHPでお知らせします。

 ＊ マスク着用のない方の入館をお断りします。

 ＊ 来館者全員に検温を行います。37.5℃以上の方は入館を
お断りします。

館内での
チケット販売は
ございません。

国立映画アーカイブ［2階］

長瀬記念ホール　ＯＺＵ
各回の開映後の入場はできません。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため
チケットは前売指定席券のみです。
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
ンパスメンバーズの方も前売指定席券をお求めください。

前売指定席券
3月8日（火）以降、毎週火曜日10:00amより、チケットぴあにて翌週（火
～日）上映回の前売指定席券（全席指定席）を販売します（発売日変更等
の場合はHPでお知らせします）。
［Pコード：551-949］
前売料金　＊別途手数料がかかります。
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）・キャンパスメンバーズ・未就学児：無料
♪生伴奏付上映の回
一般：1,050円／高校・大学生・65歳以上：840円／小・中学生：600円／
障害者（付添者は原則1名まで）・未就学児：無料／キャンパスメンバーズ
（教職員）：500円／キャンパスメンバーズ（学生）：400円
 ● 料金区分の違う前売指定席券では入場できません。差額のお支払
いで観覧することはできません。

 ● 学生、65歳以上、障害者、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。

 ● 購入方法や手数料の詳細は4頁をご覧ください。

下記に該当する方は購入をお控え願います。
新型コロナウイルス感染症について
 ● 陽性判定、あるいは医師に自宅待機指示を受けている方
 ● 検査結果待ち、あるいは体調不良の諸症状がある方
 ● ご自身の身近に感染の疑いがある方
 ● 過去14日間以内に、陽性の方と濃厚接触がある方、感染が拡大し
ている国・地域への訪問歴がある方

入場方法
 ● 前売指定席券は来館前に必ず発券をお願いします。
 ● 開場は開映30分前です。
 ● 各回の開映後の入場はできません。

表紙画像：『冬の旅』撮影スナップ（ボネールとヴァルダ） ©Ciné-Tamaris
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フランス映画を作った女性監督たち
―放浪と抵抗の軌跡
VAGABONDES : CINEASTES ET FRANCAISES
Histoire décadrée du cinéma français des pionnières aux nouvelles venues
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長瀬記念ホール OZU

上映作品
■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　L＝解説

■上映作品にはすべて日本語字幕が付いています。
■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。
■♪印の回は生伴奏付で上映します。
■　 CF  と記載がある作品はシネマテーク・フランセーズ所蔵
作品です。

ご来館の皆様へのお願い
 ● 発熱や風邪などの症状がある方は、来館をお控え
ください。

 ● 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。

 ● こまめな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。

 ● ロビー等での飲食は、蓋の閉まる飲み物以外は禁
止にさせていただきます。

 ● 感染発生時の入館者追跡のため、ご自身で入館
日時の記録をお願いします。

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。
 ● 清掃・消毒を強化。
 ● ホール内の換気を強化。
 ● スタッフはマスク・手袋等を着用して対応。
 ● 受付などの対面場所に飛沫ガードを設置。

マスク着用のない方の入館をお断りします。

フランス映画を作った女性監督たち 
―放浪と抵抗の軌跡
VAGABONDES : CINEASTES ET FRANCAISES 
Histoire décadrée du cinéma français des pionnières 
aux nouvelles venues

　リュミエール兄弟が映画を発明して間もない1896
年、アリス・ギイはフランスのゴーモン社で、キャメラ
をつかってアイデアあふれる物語を語り始めまし
た。世界最初期の映画監督として、1907年にアメリ
カに拠点を移すまでにフランスで400本以上監督し
たアリス・ギイは、作品ごとに新たな表現や技法を
開拓していきました。その功績は、本国フランスで
も長らく忘れ去られていましたが、「フランス映画」は
その始まりから女性がつくったものだったのです。
また、1910年代のフランス映画で最も有名な映画俳
優のひとりであったミュジドラも、監督業に進出
し、スペインを舞台とした独創的な作品を生み出し
ました。第二次世界大戦後もジャクリーヌ・オード
リーや、アニエス・ヴァルダ、そしてユーザン・パル
シーなど、数多くの女性たちがそれぞれの局面にお
いてパイオニアとして、フランス映画を牽引し、また
その裾野を広げていったのです。この歴史を振り返
ることは、映画監督をはじめ映画産業全体のジェン
ダーバランスの偏りが深刻な日本において、切実な
意義があるでしょう。
　本特集は、アンスティチュ・フランセ日本およびシ
ネマテーク・フランセーズの協力を得て、14プログ
ラム28作品で、フランスの女性監督の歴史をパイオ
ニア、そして放浪というテーマで紹介する企画です。
映画史上に輝く重要作から現在第一線で活躍してい
る監督たちの作品まで、時代を超えてラインナップし
ました。また、『オリヴィア』（1951、ジャクリーヌ・
オードリー）など近年復元された作品も数多く上映
いたします。再評価される以前のアリス・ギイがそう
であったように、その業績にもかかわらず、女性で
あるということだけで被る不当な扱いや、歴史から
の忘却への抵抗に、本特集がなることを願っており
ます。みなさまのご来場を心からお待ち申し上げま
す。

アリス・ギイ作品集
（計50分・Blu-ray・無声［1作品を除く］）
物語映画の最初期の監督であるアリス・ギイ（1873-
1968）のフランス時代の短篇13本を特集。数分の短い
尺ながら、アイデアに満ちた物語が展開する。ベッド
が街路を動きまわる『キャスター付きベッド』や、『ソー
セージ競争』では奔放な想像力が炸裂。また、顔のク
ロースアップが極めて効果的に使われている『マダム
の欲望』や、映像と音声の一致を試みた「フォノセー
ヌ」の一本『フェリックス・マヨル　失礼な質問』など新
たな技法への飽くなき探究心がうかがえる作品も上
映する。
＊上映素材には収録された伴奏音楽がついています。

催眠術師の家で（1分・白黒）
Chez le magnétiseur
1898（ゴーモン）Aアリス・ギイ

世紀末の外科医（2分・白黒）
Chirurgie fin de siècle
1900（ゴーモン）Aアリス・ギイ

オペラ通り（1分・白黒）
Avenue de l’Opéra
1900（ゴーモン）Aアリス・ギイ

全自動の帽子屋兼肉屋（1分・白黒）
Chapellerie et Charcuterie mécaniques
1900（ゴーモン）Aアリス・ギイ

カメラマンの家で（1分・白黒）
Chez le photographe
1900（ゴーモン）Aアリス・ギイ

フェリックス・マヨル　失礼な質問
（3分・染色）
Questions indiscrètes
1905（ゴーモン）Aアリス・ギイKフェリックス・マヨル

マダムの欲望
（5分・白黒）
Madame a des envies
1906（ゴーモン）Aアリス・ギイ

フェミニズムの結果（8分・白黒）
Les Résultats du féminisme
1906（ゴーモン）Aアリス・ギイ

キャスター付きベッド（4分・白黒）
Le Lit à roulettes
1907（ゴーモン）Aアリス・ギイ

ソーセージ競争（5分・白黒）
La Course à la saucisse
1907（ゴーモン）Aアリス・ギイ

ビュット＝ショーモン撮影所でフォノセーヌを
撮るアリス・ギイ（2分・白黒）
Alice Guy tourne une phonoscène
1907（ゴーモン）Aアリス・ギイ

バリケードを挟んで
（5分・白黒）
Sur la barricade
1907（ゴーモン）Aアリス・ギイ

銀行券　
（12分・白黒）
Le Billet de banque
1907（ゴーモン）Aアリス・ギイ
＊3/15（火）の上映前にオリヴィエ・デルプ氏 （アンスティ
チュ・フランセ日本　映像・音楽部門総括マネージャー）によ
る挨拶、上映後には坂本安美氏（アンスティチュ・フランセ
日本　映画プログラム主任）による解説を予定しております。

1 3／15（火）3:00pm　　3／25（金）7:00pm

ドン・カルロスのために
（80分・Blu-ray・無声・染色）
Pour Don Carlos

ルイ・フイヤード監督『レ・ヴァンピール　吸血ギャング
団』（1915-1916）のイルマ・ヴェップ役などで知られ
るミュジドラ（1889-1957）の監督作。スペインの王位
継承権をめぐりドン・カルロス派［カルリスタ］とイザベ
ル2世派が争ったカルリスタ戦争を題材に、若い役人
（ウェバー）と彼を魅了するドン・カルロス派のミューズ
（ミュジドラ）を描く。ミュジドラはミューズに多面的な
性格付けをしている。
上映協力：シネマテーク・ド・トゥールーズ
＊上映素材には収録された伴奏音楽がついています。
1921（フランス＝スペイン：ソシエテ・デ・フィルム・ミュジド
ラ）ACKミュジドラAジャック・ラセーヌBピエール・ブノ
ワFフランク・ダニオ＝ジョンストン、レオンス・クルアンG
ルネ・カレールKスティーヴン・ウェバー、アベル・タリド

2 3／19（土）3:30pm　　3／23（水）6:30pm

スペインの祭
（26分・DCP・無声・染色・部分）CF
La Fête espagnole

物語映画にアヴァンギャルドな手法を取り入れたフラ
ンス印象主義の先駆的作品。ダンサーのソレダ（フ
ランシス）に恋焦がれる2人の男（トゥル、モド）は決闘
に臨むが…。監督は先鋭的な映画理論家でもあった
ジェルメーヌ・デュラック（1882-1942）。全篇1671mの
うち、2020年に321m分の染色版可燃性フィルムが発
見され、現存が確認されていた断片と合わせてシネマ
テーク・フランセーズが復元した最長版（全篇の3分の
1に相当）を上映する。
1919（フランス：レ・フィルム・ルイ・ナルパ）Aジェルメーヌ・
デュラックCルイ・デリュックFポール・パルゲルGガスト
ン・ダヴィッドKエーヴ・フランシス、ジャン・トゥル、ガス
トン・モド
This film has been restored by la Cinémathèque française.

太陽と影（53分・DCP・無声・染色・不完全）CF
Soleil et Ombre

スペインの地方が舞台。村の娘は闘牛士に恋心を抱
いていたが、彼は旅行者の女性を気に入り…。ミュジ
ドラが女性二人を一人で演じ分けている。闘牛士を
演じたアントニオ・カニエロは実際に闘牛士として活
躍していた。ミュジドラはロケーション撮影を好み、荒
涼としたスペインの風景が鮮烈な印象を残す。シネマ
テーク・フランセーズ作製の染色復元版での上映。
1922（フランス＝スペイン：ソシエテ・デ・フィルム・ミュジ
ドラ）ACKミュジドラAジャック・ラセーヌBエルネスタ・
スターンFフランク・ダニオ＝ジョンストンKアントニオ・カ
ニエロ、ポール・ヴェルモワイアル
This film has been restored by la Cinémathèque française.

＊3／19（土）の回は、湯浅ジョウイチ氏、鈴木真紀子氏によ
る生伴奏付で上映。3／24（木）の回は無音での上映です。

3 3／19（土）1:00pm♪　　3／24（木）3:00pm

微笑むブーデ夫人
（43分・Blu-ray・無声・白黒）
La Souriante Madame Beudet
妻を見下し抑圧する夫（アルキリエール）と苦悩する妻
（デルモーズ）を描き、フェミニスト映画の先駆とも評
される作品。コントラストの強烈な照明や、顔の歪ん
だクロースアップ、二重露光など、ありとあらゆる技法
を駆使し、妻の自由への渇望や絶望、夫の醜悪さを
表現している。『貝殻と僧侶』（1928）とならぶ、デュラッ
クの代表作。
＊上映素材には収録された伴奏音楽がついています。
1923（フランス：コリゼ・フィルム）ACジェルメーヌ・デュ
ラックCアンドレ・オベFA・モランKジェルメーヌ・デルモー
ズ、アレクサンドル・アルキリエール

魔王（54分・Blu-ray・白黒・不完全）
Le Roi des Aulnes
監督のマリー＝ルイズ・イリブ（1894-1934）はルイ・フ
イヤード監督作品などに出演したのち、夫であるピ
エール・ルノワール（ジャン・ルノワールの兄）とともに
製作会社を興して監督としても活躍した。本作はゲー
テの詩によるシューベルトの歌曲『魔王』に着想を得
た物語で、二重露光を多用して魔王を表現するなど、
大胆な演出で魅せる。イリブは本作のドイツ語版も監
督した。
1931（フランス：レ・ザルティスト・レユニ）ACマリー＝ルイ
ズ・イリブAジャン・マルゲリットCピエール・レストランゲ
Fロベール・バトンGポール・イリブKジョー・アマン、オッ
トー・ゲビューア、レイモン・ラポン

4 3／19（土）6:00pm　　　3／24（木）6:20pm

パイオニアの女性たち
映画最初期の監督であるアリス・ギイに始まり、アヴァン
ギャルドなテクニックを取り入れたデュラック、フッテージ
映像を巧みに編集し鮮烈な記録映画を作り出したヴェド
レス、第二次世界大戦後の撮影所のなかで劇映画監督と
して活躍したオードリーなど、各時代において新たな局面
を切り拓いた女性監督たちの歴史を振り返る。



3

二重の愛（107分・DCP・無声・染色）CF
Le Double Amour

ジャン・エプシュタインがアルバトロス社で撮った3作
目の長篇で、愛する男のために犠牲となった女性（リ
センコ）の苦難を、精巧な室内美術とともに格調高く
描いたメロドラマ。ジャンの妹のマリー・エプシュタイ
ン（1899-1995）によるオリジナル脚本で、彼女は兄の
監督作での脚本の他、J・ブノワ＝レヴィとの数々の協
働でも知られる。シネマテーク・フランセーズによる染
色復元版での上映。
＊上映素材には収録された伴奏音楽がついています。
1925（フランス：フィルム・アルバトロス）ACジャン・エプ
シュタインCマリー・エプシュタインFモーリス・デファシ
オGピエール・ケフェールKナタリー・リセンコ、ジャン・
アンジェロ、ピエール・バチェフ、カミーユ・ バルドゥ
This film has been restored by la Cinémathèque française.

 5 3／20（日）12:00pm　　3／25（金）4:00pm

美しき青春（109分・35mm・白黒） Hélène
グルノーブル大学で医学を学ぶエレーヌ（ルノー）を
中心に、恵まれない境遇にあっても勉学に励む若者
を、虚飾を排したリアリズムで描く。M・エプシュタイ
ンとブノワ＝レヴィの共同監督作には、本作や『母の手』
（1933）など、困難に直面し奮闘する若い女性に焦点
を当てた作品も多い。M・エプシュタインは、戦後は
シネマテーク・フランセーズで映画保存に尽力した。
1936（フランス：レ・フィルム・マルキーズ）ACマリー・エプ
シュタイン、ジャン・ブノワ＝レヴィBヴィッキー・バウムF
レオンス＝アンリ・ビュレルGリュシアン・カレHマルセル・
ラテKマドレーヌ・ルノー、ジャン＝ルイ・バロー、コンスタ
ン・レミー

 6 3／16（水）3:00pm　　3／20（日）3:00pm

パリ1900年（83分・Blu-ray・白黒）
Paris 1900
ジャーナリスト出身のニコル・ヴェドレス（1911-1965）
が1900年から1914年までのパリを捉えた約700本の
記録・劇映画を編集し、ナレーションなども用いて当
時の人々の生と戦争への予感を描き出した記録映画。
クリス・マルケルが激賞し、アンドレ・バザンも「小説
におけるプルーストに匹敵する」とその革新性を評し
た。記録映画『海藻』（1947）などで知られる女性監督
ヤニック・ベロンも編集補として参加している。
1947（フランス：パンテオン・プロデュクシオン）AC
ニコル・ヴェドレスBピエール・ブロンベルジェ アラン・
レネ ミリアム・ボルスーツキHギイ・ベルナールLクロー
ド・ドーファン

 7 3／22（火）3:00pm　　3／27（日）12:00pm

オリヴィア（96分・DCP・白黒） Olivia
女子寄宿学校を舞台に、女性教師（フィエール）に恋
心を抱く生徒（オリヴィア）を描く。同性愛を正面から
描いた先駆的な作品。戦後から1950年代にかけて商
業的に成功したフランスで唯一の女性監督とされる
ジャクリーヌ・オードリー（1908-1977）は、撮影所でス
クリプターや助監督として働き、監督の代理で現場を
任せられるようになって監督への道が開けた。小説家
コレットの作品を原作とした監督作も多い。日本では
1952年に『處女オリヴィア』として公開。2019年作製の
復元版での上映。
1951（フランス：メノン・フィルム）Aジャクリーヌ・オード
リーBドロシー・ビュシーCコレット・オードリー、ピエー
ル・ラロッシュFクリスチャン・マトラGジャン・ドボンヌ
Hピエール・サンカンKマリー＝クレール・オリヴィア、エド
ヴィジュ・フィエール、シモーヌ・シモン

 8 3／18（金）6:20pm　　3／27（日）2:30pm

シメオン（110分・35mm・カラー） Siméon
10歳のとき映画に黒人が登場しないことに違和感を
持ち、映画監督を志したと語るユーザン・パルシー
（1958-）は、『白く渇いた季節』（1989）でハリウッド・
メジャー初の黒人女性監督となった。本作は故郷
でもあるフランス領アンティル諸島を舞台に、霊魂と
なって蘇った音楽教師シメオン（デュヴェルジェ）とそ
の弟子たちが、地元発祥の音楽であるズークを世界
に広めようと奮闘する姿を描いた音楽映画。
1992（フランス：サリニャ・プロデュクシオン＝フランス2シ
ネマ＝クリュブ・ダンヴェスティスモン・メディア＝キャナル・
プリュス）ACユーザン・パルシーCジャン＝ピエール・リュ
モーFフィリップ・ヴェルトGベルナール・ヴェザHカッサ
ヴ、ブリュノ・クーレKジャン＝クロード・デュヴェルジェ、
ジァコブ・デヴァリュー、ジョスリーヌ・ベロアール

 9 3／17（木）3:00pm　　3／27（日）5:00pm

放浪する女性たち
『冬の旅』のようにあてのない旅をしたり、『ジャンヌ・モ
ローの思春期』のように精神的に揺れ動いたりするなか
で、男性の支配や規範に抗い、または逃れ出ようとする
人々を描いた作品や、『奥様は妊娠中』のようにフィクショ
ン、ドキュメンタリーといった枠から離れ、自らの依って立
つところを自ら作り出そうとしている作品などを上映する。
女性監督が既存の基盤から離れて放浪のテーマを扱うと
き、各々の作品で何が賭けられているのだろうか。

ジャンヌ・モローの思春期
（94分・35mm・カラー）
L’Adolescente
第二次世界大戦直前のフランス。12歳のマリー（ショ
ヴォー）は、祖母（シニョレ）が住むフランス南部の小
さな村で夏休みを過ごす。奔放で官能的な役柄で
世界の映画ファンを魅了した大女優ジャンヌ・モロー
（1928-2017）の監督第2作。自然豊かな田舎を舞台
に繰り広げられる様々な形の生と死が、自然と人間を
つなぐ神秘の営みとしてマリーの視点から捉えられ、
思春期を迎えた少女が抱く動揺と大人への憧れが
瑞 し々く描き出される。
1979（フランス＝西ドイツ：カルタゴ・フィルム＝ヤヌス・フィ
ルム）ACLジャンヌ・モローCアンリエット・ジェリネッ
クFピエール・ゴタール、ジルベール・デュアルドGノエル・
ギャランHフィリップ・サルドKレティシア・ショヴォー、シ
モーヌ・シニョレ、フランシス・ユステール

 10 3／16（水）6:20pm　　3／26（土）12:00pm

冬の旅（105分・DCP・カラー） Sans toit ni loi
冬の南仏を放浪した18歳の少女モナ（ボネール）の最
後の日々を、出会った人々の証言によって綴る。無関
心や暴力、さらに飢えや寒さに直面するも、彼女は自
由を望んで孤独を選んだ道を突き進んだ。ヴェネツィ
ア国際映画祭金獅子賞受賞作品。アニエス・ヴァルダ
（1928-2019）は、ヌーヴェルヴァーグの先駆となった
『ラ・ポワント・クールト』（1955）でデビュー以来、60
年以上にわたって活躍し、2017年にアカデミー名誉
賞を贈られた。
上映協力：ザジフィルムズ
1985（フランス：シネ・タマリス）ACアニエス・ヴァルダF
パトリック・ブロシェGジャン・バウアー、アン・ヴィオレH
ヨアンナ・ブルズドヴィチュKサンドリーヌ・ボネール、マー
シャ・メリル、ステファン・フレイス、ヨランド・モロー

 11 3／26（土）3:00pm

グッバイ・ファーストラブ
（110分・DCP・カラー）
Un amour de jeunesse
俳優や映画批評家として活躍し、短篇の監督を経て
『すべてが許される』（2007）で長篇監督デビューした
ミア・ハンセン＝ラヴ（1981-）の長篇3作目。15歳のカ
ミーユ（クレトン）は初恋の人シュリヴァン（ウルゼンド
フスキー）との別れに絶望し、命を絶とうとまでする。
4年後、カミーユは建築を学びながら、他者や外部の
世界との繋がりを築き始めていた。女性が自分の人
生を見出すまでを瑞 し々く描いた名篇。
上映協力：マーメイドフィルム
2011（フランス＝ドイツ：レ・フィルム・ペレアス＝レイザー・
フィルムズ）ACミア・ハンセン＝ラヴFステファン・フォン
テーヌGマチュ・ムニュHパスカル・マイヤーKローラ・
クレトン、セバスティアン・ウルゼンドフスキー、マーニュ＝
ハーヴァード・ブレック

 12 3／17（木）6:10pm　　3／23（水）3:00pm

ガールフッド（113分・Blu-ray・カラー・日本
語字幕／英語字幕付 with English subtitles） 
Bande de filles
16歳のマリエム（トゥーレ）は3人の少女との出会いを
きっかけに今までとは違う自分になろうとする。『燃ゆ
る女の肖像』（2019）がカンヌ国際映画祭で2冠に輝
き、世界的に注目を集めるセリーヌ・シアマ（1978-）
の長篇第3作。前2作で自伝的な要素を盛り込み、思
春期におけるジェンダーとアイデンティティを題材とし
て取り上げたシアマが、緩急を効かせた演出によって
思春期の少女の悩みと衝動、解放感を描き出した青
春映画。
上映協力：グッチーズ・フリースクール
2014（フランス：ホールドアップ・フィルム＝リリー・フィル
ム＝アルテ・フランス・シネマ）ACセリーヌ・シアマFクリ
ステル・フルニエGトマ・グレゾーHパラ・ワンKカリジャ・
トゥーレ、アッサ・シーラ、リンゼイ・カラモゥ

 13 3／18（金）3:00pm　　3／22（火）6:00pm

奥様は妊娠中（101分・Blu-ray・カラー）
Énorme
フレデリック（コーエン）は、妻クレール（フォイス）の
キャリアのために子供を持たないことに合意していた
が…。男女の役割が入れ替わったような夫婦が妊娠
と出産に右往左往する姿を軽快なテンポで描いたコ
メディ。ソフィー・ルトゥルヌール（1978-）は、ドキュメ
ンタリー、実験映画などで培った方法論を生かして独
創的な映画製作を行い、本作で若手監督に贈られる
ジャン・ヴィゴ賞を受賞した。
2020（フランス：アヴニュー・B・プロデュクシオン＝ヴィト・
フィルム）ACソフィー・ルトゥルヌールCマチアス・ガヴァ
リーFローラン・ブリュネ、エミリー・モニエHブリュノ・
フォンテーヌ、ピエール＝オリヴィエ・シュミット、フランソ
ワ・ラバルトKマリナ・フォイス、ジョナタン・コーエン

 14 3／15（火）6:10pm

マティ・ディオップ特集　越境する夢
長篇監督デビュー作『アトランティック』で黒人女性
として初めて2019年カンヌ国際映画祭にてグランプ
リを受賞した、フランス生まれでセネガルにルーツ
を持つマティ・ディオップを巡る特集を開催します。
会期： 2022年4月23日（土）－5月6日（金）
会場： シアター・イメージフォーラム
主催: アンスティチュ・フランセ日本
 シアター・イメージフォーラム
問い合わせ先：シアター・イメージフォーラム
〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2-10-2
TEL:（03）5766-0114
https://www.imageforum.co.jp/theatre/

シアター・イメージフォーラムにて近日上映！

美しき青春

オリヴィア

シメオン　© 1992 Moune Jamet_JMJ International Pictures
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■開場は開映30分前です。　　　　　　　　　　　　　　■各回の開映後の入場はできません。　　　　　　　　　　　　　　■各日11:00amに開館します。
■チケットは前売指定席券のみです。館内でのチケット販売・発券はありません。

4

前売指定席券の購入方法

［Pコード：551-949］
3月8日（火）以降、毎週火曜日10:00amより翌週（火～日）上映
回分を販売
チケットぴあサイト https://w.pia.jp/t/nfaj-france/
 
セブン-イレブン（店頭のマルチコピー機）で購入

▼各回の上映1時間前まで

チケットぴあのサイトで購入

▼購入時期によってご利用可能な決済方法が異なります。上映
当日は、クレジットカードまたはちょコム決済で各回の上映1
時間前まで購入が可能です。

⇒ 決済方法によって1件につき決済手数料がかかる場合があり
ます。

＊ 前売料金に加え、1枚につき発券手数料110円がかかります。
＊ 必ず発券してからご来館ください。
＊ セブン-イレブンでの購入では座席選択ができません。全体的
に散らばるよう自動で割り振られます。

＊ 手数料等の詳細や購入方法に関する最新情報については、チ
ケットぴあのサイトhttps://t.pia.jp/をご覧ください。

＊ 本前売指定席券購入に、システム利用料はかかりません。

フランス映画を作った女性監督たち―放浪と抵抗の軌跡
VAGABONDES : CINEASTES ET FRANCAISES

Histoire décadrée du cinéma français des pionnières aux nouvelles venues

1階受付では，「NFAJニューズレター」（季刊）
を販売しています。これは，国立映画アーカイブ
のさまざまな催し物や事業の情報，上映番組の
解説，予告等はもちろんのこと，世界のフィルム
アーカイブやシネマテークの紹介，映画史研究
の先端的成果の発表などを掲載する機関誌で
す。どうぞご利用下さい。
 

国立映画アーカイブは，国
際フィルムアーカイブ連盟
（FIAF）の正会員です。

FIAFは文化遺産として，ま
た，歴史資料としての映画フ
ィルムを，破壊・散逸から救
済し保存しようとする世界の
諸機関を結びつけている国
際団体です。 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。

展示室（7階）

［企画展］
MONDO
映画ポスターアートの最前線
MONDO： The Front Runner of Film Poster Art

2021年12月7日（火）－2022年3月27日（日）
＊ 月曜日および3月8日（火）－3月13日（日）は休室です。
主催：国立映画アーカイブ、京都国立近代美術館
特別協力：MONDO

アメリカ、テキサス州オースティンを本拠に、鋭い感
性を持つデザイナーやイラストレーターに委嘱した
新旧映画作品のポスターを独自に制作、宣伝とは
一線を画した“オルタナティブ・ポスター ”の先駆と
して各国に熱狂的なファンを持つMONDOの魅力
を、71点のポスターで紹介します。
＊ 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＝午前11時－午後6時30分（入室は午後6時まで）
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の上映観覧券（鑑賞後の半券可）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。

湯浅ジョウイチ（ゆあさ・じょういち）／
作曲・編曲、ギター
1987年、東京国際映画祭でグリフィス監督の
「國民の創生」の楽士を務めて以来、無声
映画期音楽の復元・作／編曲を行い、後に
和洋楽団カラード・モノトーンを結成。当時
の再現演奏ができる唯一の楽士。日仏連携
イベント「ジャポニスム2018」をはじめ欧米へ
の招聘も受け精力的に活動している。
	

鈴木真紀子（すずき・まきこ）／フルート
桐朋学園大学音楽学部卒業。フルートを
峰岸壮一氏に師事。卒業後、無声映画専
門和洋楽団カラード・モノトーンのメンバー
として活動。「ジャポニスム2018」では、パ
リを始め四都市での公演を大成功に収め、
帰国後、楽長の湯浅氏と共に総理官邸で
の感謝の集いに招聘。
	

生伴奏付上映出演者

3 1:00pm
スペインの祭　他 （計79分）
♪生伴奏付
伴奏：湯浅ジョウイチ
　　　鈴木真紀子

5 12:00pm
二重の愛 （107分）

1 3:00pm
アリス・ギイ作品集
 （計50分）
＊上映前挨拶／上映後トーク
あり

6 3:00pm
美しき青春 （109分）

9 3:00pm
シメオン （110分）

13 3:00pm
ガールフッド （113分）

2 3:30pm
ドン・カルロスのために
 （80分）

6 3:00pm
美しき青春 （109分）

14 6:10pm
奥様は妊娠中 （101分）

10 6:20pm
ジャンヌ・モローの思春期
 （94分）

12 6:10pm
グッバイ・ファーストラブ
 （110分）

8 6:20pm
オリヴィア （96分）

4 6:00pm
微笑むブーデ夫人　他
 （計97分）

10 12:00pm
ジャンヌ・モローの思春期
 （94分）

7 12:00pm
パリ1900年 （83分）

7 3:00pm
パリ1900年 （83分）

12 3:00pm
グッバイ・ファーストラブ
 （110分）

3 3:00pm
スペインの祭　他 （計79分）

5 4:00pm
二重の愛 （107分）

11 3:00pm
冬の旅 （105分）

8 2:30pm
オリヴィア （96分）

13 6:00pm
ガールフッド （113分）

2 6:30pm
ドン・カルロスのために
 （80分）

4 6:20pm
微笑むブーデ夫人　他
 （計97分）

1 7:00pm
アリス・ギイ作品集
 （計50分）

9 5:00pm
シメオン （110分）

NFAJ Digital Gallery NFAJ Digital 
Gallery NFAJ Digital Gallery NFAJ 
Digital Gallery NFAJ Digital Gallery

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

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。




