
札幌市中央区南三条西八丁目七の三（狸小路八丁目）

電話番号

店舗営業日

営業時間

：（〇一一） 二一〇 七三八八

：金・土・日・月

：十一時から十九時（日曜日十七時まで）

w w w . k u s a k a . n e t

札幌市中央区南3条西7丁目5番地(狸小路7丁目)
TEL 011‒272‒8070　営業時間１7：００～２４：００ / 水曜定休

読む、聴く、触れる
五感で感じる
谷川俊太郎さんの世界。
札幌市中央区南 3西 7 KAKU 
IMAGINATION 2F（KINOから
西へ徒歩約２分。等身大パネルが
目印）TEL.011-211-0204
11～20時（火曜定休）

1302021.9 –11

○受付時にお熱を測らせていただきます。
○マスク着用をお願いいたします。着用されない時は、ご覧いただけません。
○ロビー側入り口に消毒液を設置していますので、入場時に手の消毒をお願いします。
○ロビーでお待ちの時は、大声を出さず静かにお待ち下さい。
○上映中、マスクの着用、お話しはせず、飲み物を飲む時だけそっとマスクをはず
　し、すぐにつけて下さい。（食べ物不可）

○入場整理券は使用後、除菌のため毎回拭いています。
○各回上映開始後、入口やトイレドアや手すり等を除菌のため毎回拭き掃除しています。
○スタッフはマスクを着用し、受付では念入りに手洗い・消毒をして対応しています。
○ブランケットの貸し出しは休止しています。
○スタッフは、毎日検温などにより体調管理をしています。

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

　　シアターキノの感染予防対策　　シアターキノの感染予防対策

　詳しくはシアターキノホームページをご覧ください。

「ある運命に関する物語」上映＆石川慶監督講演「ある運命に関する物語」上映＆石川慶監督講演
＜キェシロフスキ映画の主題と魅力＞＜キェシロフスキ映画の主題と魅力＞

「デカローグ」 公開記念「デカローグ」 公開記念

入場整理番号付きチケットキノ窓口にて発売中。

9.18 SAT

札幌市中央区狸小路6丁目南3条グランドビル2F
TEL 011 231 9355
www.theaterkino.net  ／  webmaster@theaterkino.net

今号のごあいさつ今号のごあいさつ

支配人　中島ひろみ

もう少し「草の響き」のことを。監
督は斎藤久志。キノが誕生する前か
ら監督の作品は上映していましたの
で今回最新作を見て、本当に嬉しさ
でいっぱいになりました。佐藤泰志
と対峙するということはこういうこ
となのかと。1970年代に生まれた
この小説を現代に蘇らせ、まさにそ
こに佐藤泰志自身がいるような気
持ちになりました。どうしようも
ない孤独を抱えた人々の葛藤を静
かな気迫で、何かを追い求めるよ
うに黙々と走り続ける男の姿を通
して、懸命に生きようとする人間
の生の輝きをまざまざと描き出
しました。
ジョニー・デップが世界に警鐘

を鳴らす「MINAMATA」、キェシ
ロフスキの「デカローグ」やジ
ム・ジャームッシュ特集も登場。
秋のキノをどうぞお楽しみに！

函館×佐藤泰志の小説函館×佐藤泰志の小説 ——　五度目の映画化　五度目の映画化
「聞こえてくる「聞こえてくる——　静まらない心の震えが。」　静まらない心の震えが。」

2010年「海炭市叙景」から始まり「そこのみにて光り輝く」「オーバー・フェンス」「き
みの鳥はうたえる」と高く作品世界が評価されてきた佐藤泰志原作の映画化第五弾「草
の響き」がついに完成しました。
心に失調をきたし、妻とふたりで故郷函館に帰ってきた和雄が医師の勧めで、治療の
ために街を走り始める。雨の日も、真夏の日にも、ひたすら同じ道を走り、その繰り返
しの中でやがて心に平穏を見出してゆく……夫婦の物語。
「心を病んだ男がそれでも毎日走る理由は、きっと『良くなりたい』からだと思います。
そして『良い』とは何なのか。羽毛のように柔らかい函館の西陽を受けながら、皆で作っ
た映画」と語るのは主人公・和雄を演じた東出昌大。つねに危うい雰囲気を漂わせなが
ら、走ることで徐々に再生していく変化を細やかな身体表現で体現しています。
一方慣れない土地で不安にさいなま
れながらも夫を支えようとする妻を演
じた奈緒は「なぜそんなに脆いのか。
走り続けることに意味はあるのか。こ
の主人公を理解することを諦めたく
ないと思いました」と。

Vol.132

9 /17 釜山黄金地区にはびこる〈悪〉VS〈悪〉！
極上のクライムアクション。

潜入潜入

毎週金曜日、
フライデーシネマも盛りだくさん！

FRIDAY

Vol.133

 10/1
アニメーションの国宝級監督の二人が
修復版で蘇る２プログラム一挙上映。

川本喜八郎、岡本忠成監督川本喜八郎、岡本忠成監督
アニメーション特集アニメーション特集

Vol.136

 10/29 米軍統治下の沖縄、サンマの関税に端
を発した訴訟が民主主義をめぐる闘い
に発展する。

サンマデモクラシーサンマデモクラシー

Vol.138

 11/19 1944年、オーストラリアの捕虜収容
所で、史上最大規模の脱走事件が発生、
その真相に迫る。

カウラは忘れないカウラは忘れない

Vol.134

 10/15
権力と差別に立ち向かい、今なお人々
を魅了する、史上最もパンクな男。

 トゥルー・ヒストリー・オブ・ トゥルー・ヒストリー・オブ・
ザ・ケリー・ギャングザ・ケリー・ギャング

Vol.135

 10/22 多様なしょうがい者の表現が集まり、
ついに舞台に。日本語字幕、音声ガイ
ド有のオープン上映。

へんしんっ！へんしんっ！

Vol.137

 11/5 人形になりたい少女、他人の心が視え
る探偵・夢幻魔実也。怪奇ミステリ漫
画の実写映画化。

夢幻紳士 人形地獄夢幻紳士 人形地獄

中島洋 製作・脚本・監督中島洋 製作・脚本・監督
「Wakka」秋パート11月撮影、来年7月完成予定！「Wakka」秋パート11月撮影、来年7月完成予定！

クラウドクラウド
ファンディングファンディング
募集中！募集中！
12/7まで▶12/7まで▶

草の響き草の響き

10月8日（金）公開

●2021年度ＫＩＮＯ会員募集　11月30日まで延長！



※1 各回完全入替制。途中入場はご遠慮ください。 ※2 学生の方は、学生証をご提示ください。 ※3 シニアの方は、年齢のわか
るものをご提示ください。 ※4 障害者手帳をご提示の方に付き添いの方1名様まで1,000円でご覧いただけます。 ※5 夫婦50
割引は、どちらかが50歳以上のご夫婦で同じ作品をご覧の場合はご夫婦でいつでも2,200円（お2人そろって受付、年令証明書
をご提示ください。）

一般 ¥1,800

学生 ¥1,400

シニア 60歳以上 ¥1,100

高校生以下 ¥1,100

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで ¥2,200

料金

■上映候補作品
「偶然と想像」「Savor for Sale」「The Most Beautiful Boy in the world」「ファイター 北からの挑戦者」「Gunda」「ドー
ナツキング」「ユニへ」「City Hall」「動物だけが知っている」「主婦の学校」「夢のアンデス」「リトルガール」「Book of Fish」
「スウィートシンク」「ヴェンダース特集」「そしてキアロスタミはつづく」「ルネ・クレール特集」「DAU DEGENERATION」
「ホウ・シャオシェン映画祭」「全員切腹」「ある殺人の落葉のころ」「Shari」etc.

月曜 カップルサービス・デー ¥2,200

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 レディース・デー ¥1,100

日曜 18:00以降の回 ¥1,100

毎月1日 映画サービス・デー ¥1,100

上映時間・日程は変更する場合がございますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。011-231-9355

お得な割引

キノビンテージ会員＆スタンダード会員の方は、
映画券3枚セットが¥3,900。キノ窓口にて発売中 !

キノの3枚セット映画券
¥4,500発売中！

プレゼントにいかがですか？THEATER KINO

MOVIE TICKET

THEATER KINO
MOVIE TICKETTHEATER KINOMOVIE TICKET

THE MOLETHE MOLE  （ザ・モール）（ザ・モール）

10/30-10/30-

これ本当にドキュメンタリー？！ 誰もがそう疑
うほどの衝撃映像の数々。デンマークの平凡な
元料理人はどのように北朝鮮を欺いたのか？ 
潜入10年、衝撃の武器密売の闇を暴く！

監督：マッツ・ブリュガー
出演：ウルリク・ラーセン
2020／ノルウェー・デンマーク他／120分／DCP

Our Friend アワー・フレンド
最終日はお問い合わせください

（調整中作品）

ホロコーストの罪人
最終日はお問い合わせください

サマー・オブ・ソウル （あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）
最終日はお問い合わせください

ミス・マルクス 
最終日はお問い合わせください

ブライズ・スピリット 夫をシェアしたくはありません！
最終日はお問い合わせください

MINAMATA ミナマタ
最終日はお問い合わせください

草の響き
最終日はお問い合わせください

ジム・ジャームッシュ レトロスペクティブ 2021 vol.1
パーマネント・バケーション／ストレンジャー・ザン・パラダイス／ダウン・バイ・ロー／コーヒー＆シガレッツ

偽りの隣人 ある謀報員の告白
1日1回上映

アイダよ、何処へ？
最終日はお問い合わせください

名もなき歌
1日1回上映

コレクティブ 国家の嘘
最終日はお問い合わせください

うみべの女の子
1日1回上映

ディナー・イン・アメリカ
-11/26

マルジェラが語る
“マルタン・マルジェラ”-11/26

NO SMOKING ノースモーキング 2
最終日はお問い合わせください

グレタ ひとりぼっちの挑戦
最終日はお問い合わせください

田舎司祭の日記
1日1回上映

リル・バック ストリートから世界へ
1日1回上映

トムボーイ
1日1回上映

スザンヌ、16歳
1日1回上映

THE MOLE （ザ・モール）
最終日はお問い合わせくださいベルヴィル・ランデブー 1日1回上映

デカローグ 1日1回上映

デニス・ホー・ビカミング・ザ・ソング

シュシュシュの娘 1日1回上映

走れロム 1日1回上映

モロッコ、彼女たちの朝
最終日はお問い合わせください

アウシュヴィッツ・レポート
最終日はお問い合わせください

東京クルド
1日1回上映

大地と白い雲
最終日はお問い合わせください

ココ・シャネル

ジュゼップ 戦場の画家

バケモン 1日1回上映

最後にして最初の人類 1日1回上映

食の安全を守る人々

ゆうやけ子どもクラブ！

1日1回上映

最終日はお問い合わせください

★9/18 石川慶監督が語る「キェシロフスキ」

フライデーシネマ vol.132
 潜入 9/17

フライデーシネマ vol.135
へんしんっ！ 10/22

フライデーシネマ VOL.138
カウラは忘れない 11/19

フライデーシネマ vol.137
夢幻紳士 人形地獄 11/5

フライデーシネマ vol.136
サンマデモクラシー 10/29

フライデーシネマ vol.133
川本喜八郎、
岡本忠成監督特集 10/1

フライデーシネマ vol.134
トゥルー・ヒストリー・オブ・
 ザ・ケリー・ギャング 10/15
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9/23-9/23-9/18-9/18-

MINAMATA ミナマタMINAMATA ミナマタ大地と白い雲大地と白い雲

ジョニー・デップがなぜ水俣を描きたかったのか、
人々の暮らしに寄り添った写真家ユージン・ス
ミスの遺志を継ぎ、世界の公害を告発する。そ
れは地球の環境破壊が広がる今こそなのだ。

モンゴルの大草原、果てしなく広がる空の下、馬
と暮らす夫婦だが、激変する時代の波にすれ違
いがはじまる。遊牧民出身の俳優がアイデン
ティティと現代的価値観の間で揺れ動く。

製作・出演：ジョニー・デップ　監督：アンドリュー・レヴィタス
出演：真田広之／國村隼／美波／加瀬亮／浅野忠信／ビル・ナイ
2020／アメリカ／115分／英語・日本語／Aビスタ／DCP

監督・脚本：クシシュトフ・キェシロフスキ
1988／ポーランド語／DCP

9/18-219/18-21　  「 ある運命に関する物語 」  「 ある運命に関する物語 」 （56分）
　　　　　　「 ある愛に関する物語 」　　　　　　「 ある愛に関する物語 」 （61分）
　　 　　「　　 　　「ある殺人に関する物語 」ある殺人に関する物語 」 （ 60分）

9/22-249/22-24　「 ある選択に関する物語 」「 ある選択に関する物語 」（59分）
　　　　　　「 あるクリスマス・イヴに関する物語 」　　　　　　「 あるクリスマス・イヴに関する物語 」（58分）
　　　　　　「 ある父と娘に関する物語 」　　　　　　「 ある父と娘に関する物語 」（58分）　

9/25-279/25-27　 「 ある告白に関する物語 」 「 ある告白に関する物語 」（57分）
　　　　　　　　　　「 ある過去に関する物語 」「 ある過去に関する物語 」（57分）

9/28-309/28-30　「 ある孤独に関する物語 」「 ある孤独に関する物語 」（61分）
　　　　　　「 ある希望に関する物語 」　　　　　　「 ある希望に関する物語 」（60分）

監督：ワン・ルイ
出演：ジリムトゥ・タナ／ゲリルナスン
2019／中国／111分／中国語・モンゴル語／DCP

白云之下／白云之下／Chaogtu with SarulaChaogtu with Sarula

余命宣告を受けた妻の介護と二人の娘の子育
てに押しつぶされそうになるマット。かつて人生
に絶望した時二人に心から救われた親友のデイ
ンがやってくる。熱い共感をよぶ感動の実話。

これがドキュメンタリーとは！ 痛ましい火災事
故で助かったはずの数十人が病院で死ぬ。ルー
マニアを震撼させた巨大医療汚職事件、国家の
嘘に市民とジャーナリストが立ち上がる。

監督：ガブリエラ・カウパースウェイト
出演：ケイシー・アフレック／ダコタ・ジョンソン／ジェイソン・シーゲル
2019／アメリカ／126分／ビスタ／DCP

監督・撮影：アレクサンダー・ナナウ
出演：カタリン・トロンタン／カメリア・ロイウ 他
2019／ルーマニア他／109分／ルーマニア語・英語／ビスタ／DCP

Our Friend アワー・フレンドOur Friend アワー・フレンド コレクティブ コレクティブ 国家の嘘国家の嘘

10/15-10/15- 10/16-10/16-

ColectivColectiv

9/11-9/11-

10/8-10/8-10/2-10/2- 10/2-10/2-

8/27-8/27-

ホロコーストの罪人ホロコーストの罪人

草の響き草の響きアイダよ、何処へ？アイダよ、何処へ？ ミス・マルクスミス・マルクス

サマー・オブ・ソウル サマー・オブ・ソウル 

ナチスが侵攻したノルウェーでも、政府がホロ
コーストに加担していた。平凡なユダヤ人家族
の悲劇的運命を通じて最大の罪といわれる歴史
的事件が描かれる。70年後に政府は謝罪する。

心に失調をきたし、治療のために街を走り始め
た男、ひたすら同じ道を走り、記録をつけ、妻と
普通の幸せを求めるが。孤独と生の輝きに真正
面から挑んだ佐藤泰志5度目の映画化。

凄まじい迫力に圧倒された。ボスニア紛争末期
の1995年、ジェノサイド。行き場をなくした人々
が国連施設へなだれ込む。今ある世界が丸ごと
ここに。「サラエボの花」監督の渾身作。

19世紀を代表する哲学者で経済学者カール・マ
ルクスの末娘、エリノア。父の偉業を支え、女性
や子供たち、労働者の権利向上に生涯を捧げ、
43歳の若さでこの世を去った激動の半生とは。

サンダンス映画祭審査員大賞＆観客賞W受賞、
50年間封印されていた幻の音楽フェスがあの
ウッドストックと同じ夏、NYで30万人！ 音楽が
運ぶのは本当の自由、尊厳、そして生きる喜び！

監督：エイリーク・スヴェンソン
出演：ヤーコブ・オフテブロ／クリスティン・クヤトゥ・ソープ
2020／諾／126分／諾語・独語／ビスタ／DCP／PG12

監督：斎藤久志　原作：佐藤泰志
出演：東出昌大／奈緒／大東駿介
2021／日本／116分／DCP／PG12

監督：ヤスミラ・ジュバニッチ
出演：ヤスナ・ジュリチッチ／イズディン・バイロヴィッチ
2020／ボスニア・ヘルツェゴビナ 他／101分／DCP／PG12

監督・脚本：スザンナ・ニッキャレッリ
出演：ロモーラ・ガライ／パトリック・ケネディ
2020／伊・白／107分／英語・独語／ビスタ／DCP／PG12

監督：アミール・“クエストラブ ”・トンプソン
出演：スティーヴィー・ワンダー／ニーナ・シモン／B.B.キング 他
2021／アメリカ／118分／英語／ビスタ／DCP

Den Største forbr ydelsenDen Største forbr ydelsen

Quo Vadis, Aida?Quo Vadis, Aida? Miss MarxMiss Marx

11/12-11/12- 11/13-11/13-

音楽活動50周年記念で公開された音楽家・細
野晴臣のドキュメンタリー「NO SMOKING」
から2年。今度は2019年アメリカ公演。NY、LA
の興奮をたっぷりとお届けします。

作品完成、まもなくです！作品完成、まもなくです！

常に時代の美的価値に挑戦し、服の概念を解体
し続けたデザイナー。公の場には姿を現さず、撮
影や取材は断り、匿名性を貫いてきたマルジェラ
が、この作品にだけ、とついに沈黙を破った。

監督・脚本：佐渡岳利
出演：細野晴臣
2021／日本／－分／DCP

監督・脚本・撮影：ライナー・ホルツェマー
出演：マルタン・マルジェラ（声のみ）／ジャン=ポール・ゴルチエ
2019／ドイツ・ベルギー／90分／英語・フランス語／DCP

NO SMOKING NO SMOKING ノースモーキング2ノースモーキング2 マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”
Martin MargielaMartin Margiela：： In His Own Words In His Own Words

11/13-11/13-

パティは孤独で臆病で、唯一平凡な日常から逃避
できるのはパンクロックを聴く時。そんな彼女の
前に不審な男サイモンが現れた。アメリカの片田
舎、社会の偏見をぶっ飛ばす最狂の愛が誕生！

監督・脚本：アダム・レーマイヤー
出演：エミリー・スケッグス／カイル・ガルナー
2020／アメリカ／106分／DCP／PG12

ディナー・イン・アメリカディナー・イン・アメリカ
Dinner In AmericaDinner In America

9/25-10/19/25-10/1

11/6-1211/6-12 11/6-1211/6-12 11/6-1111/6-11

11/13-1911/13-19

10/16-2210/16-22

10/2-810/2-8

11/6-1911/6-19 11/6-1911/6-19 11/6-1211/6-12

11/13-1911/13-19

10/23-11/510/23-11/5

走れロム走れロム

リル・バックリル・バック
ストリートから世界へストリートから世界へ

田舎司祭の日記田舎司祭の日記 ゆうやけ子どもクラブ！ゆうやけ子どもクラブ！

 トムボーイ トムボーイ

名もなき歌名もなき歌

東京クルド東京クルド

グレタグレタ
ひとりぼっちの挑戦ひとりぼっちの挑戦

偽りの隣人偽りの隣人
ある謀報員の告白ある謀報員の告白

食の安全を守る人々食の安全を守る人々

スザンヌ、16歳スザンヌ、16歳

うみべの女の子うみべの女の子

監督：チャン・タン・フイ
出演：チャン・アン・コア／アン・トゥー・ウィルソン
2019／ベトナム／79分／ベトナム語／スコープ／DCP

監督：ルイ・ウォレカン
出演：リル・バック
2019／フランス・アメリカ／85分／DCP

監督・脚本：ローベルブレッソン
出演：クロード・レデュ／ジャン・リビエール
1951／フランス／115分／DCP

監督・製作：井手洋子
2019／日本／112分／DCP

監督・脚本：セリーヌ・シアマ
出演：ゾエ・エラン／ジャンヌ・ディソン／マロン・レヴァナ
2011／フランス／82分／DCP／PG12

監督・脚本：メリーナ・レオン
出演：パメラ・メンドーサ／トミー・パラッガ
2019／ペルー・スペイン・アメリカ／97分／DCP

監督：日向史有
2021／日本／103分／DCP／ドキュメンタリー

監督・脚本：ネイサン・グロスマン
出演：グレタ・トゥーンベリ／スヴァンテ・トゥーンベリ
2020／スウェーデン／101分／DCP／ドキュメンタリー

監督：イ・ファンギョン
出演：チョン・ウ／オ・ダルス
2020／韓国／130分／スコープ／DCP

監督・撮影・編集：原村政樹
プロデューサー：山田正彦
2021／日本／103分／DCP

監督・脚本：スザンヌ・ランドン
出演：スザンヌ・ランドン／アルノー・バロワ
2020／フランス／77分／DCP／PG12

監督・脚本・編集：ウエダアツシ　原作：浅野いにお
出演：石川瑠華／青木柚／前田旺志郎
2021／日本／107分／DCP／R15+

ヨーヨー・マの演奏で踊った動画で、運命が変
わる。「俺たちは人殺しよりダンスがしたい」。

巨匠ブレッソンが聖と俗の間で葛藤する若き司
祭を描く。70年の時を越えて劇場初公開。

ゆっくり育つ子どもたちと、じっくり向き合う大
人たち。遊びと生活の中の、放課後のお話。

夏休みに新しい街に家族と引っ越してきた10
歳の少女は「ミカエル」と名乗ってしまう……。

赤子を奪われた母の悲哀と絶望には、権力の背
後に見え隠れする国際的な乳児売買組織の闇が。

サイゴンの裏町、格差社会の底辺で巻き起こる
狂騒劇、79分爆走、走るとは生きることだ。

難民条約を批准しながら難民認定率が1％にも
満たない日本。二人の青年を通して日本を見る。

毎週金曜日、ストックホルムの国会議事堂前で
たったひとりで始めた15歳の少女のストライキ。

軍事政権下の韓国、軟禁された大統領候補と監
視する諜報員の時に笑いあるヒューマンドラマ。

農薬の規制緩和、ゲノム編集食品の流通、メディア
が伝えない食の裏側に迫る必須ドキュメンタリー。

20歳の脚本、監督、主演！ 新世代の若すぎる才
能にカンヌと世界が驚いた思春期の初恋。

はっぴいえんどの「風をあつめて」がどうしてこ
んなに逢うのか。青春はいつもちぐはぐ。

9/25-10/89/25-10/8

9/18-309/18-30

シュシュシュの娘シュシュシュの娘

9/18-309/18-30

デカローグデカローグ
デジタルリマスター版デジタルリマスター版
特別上映特別上映

ベルヴィル・ランデブーベルヴィル・ランデブー

製作・監督・脚本・編集：入江悠
出演：福田沙紀／吉岡睦雄／宇野祥平／井浦新
2021／日本／88分／スタンダード／DCP

監督・脚本・絵コンテ・グラフィックデザイン：シルヴァン・ショメ
2002／フランス・カナダ・ベルギー／80分／Eビスタ／DCP

ポーランド映画の金字塔、伝説の十篇が甦る！

最愛の孫が誘拐された！ 大都市ベルヴィルで
愛犬ブルーノとおばあちゃんの大冒険が始まる。

平凡に生きてきた私にじいちゃんは出自を明か
す。悪政はびこるこの町に吹き矢が跳ぶ！

9/10-9/10-

ジュディ・デンチという大女優がいるだけでこんな
にチャーミングな作品になる。ベストセラー作家
は妻が亡くなりスランプに。実は彼の作品は妻の
アイデアが元。そこで霊媒師があの世から……！

監督 :エドワード・ホール　原案 :ノエル・カワード (戯曲 )
出演:ダン・スティーヴンス／レスリー・マン／アイラ・フィッシャー／ジュディ・デンチ
2020年／イギリス／100分／スコープ／DCP

  ブライズ・スピリットブライズ・スピリット  夫をシェアしたくはありません！夫をシェアしたくはありません！
BLITHE SPIRITBLITHE SPIRIT（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）

9/11-249/11-24

9/18-309/18-30

最後にして最後にして
最初の人類最初の人類

デニス・ホーデニス・ホー
ビカミング・ザ・ソングビカミング・ザ・ソング

監督・音楽：ヨハン・ヨハンソン
原作：オラフ・ステープルドン
2020／アイスランド／71分／英語／DCP

監督・脚本・制作：スー・ウィリアムズ
2020／アメリカ／83分／DCP／ドキュメンタリー

伝説のSF小説の映画化。ヨハンソンが遺した
20億年先の未来から人類へ贈る壮大な叙事詩。

カリスマポップスターデニスは同性愛をカミング
アウトし、自由を求める香港の闘いに参列する。

 クシシュトフ クシシュトフ・・キェシロフスキ監督  生誕80年キェシロフスキ監督  生誕80年

10/23-11/510/23-11/5

ジム・ジャームッシュジム・ジャームッシュ
レトロスペクティブレトロスペクティブ
2021 vol.12021 vol.1

1986年、日本で初めて劇場公開されてから35
年。vol.1は初期作品から。vol.2は11月下旬
予定。

（仮題）  （仮題）  

「 パーマネント・バケーション」「 パーマネント・バケーション」（1980／75分）
出演 :クリス・パーカー／ジョン・ルーリー

「ストレンジャー・ザン・パラダイス」「ストレンジャー・ザン・パラダイス」（1984／89分）
出演 : ジョン・ルーリー

 10/23-29 10/23-29

「ダウン・バイ・ロー」「ダウン・バイ・ロー」（1986／107分）
出演 :トム・ウェイツ／ジョン・ルーリー

「コーヒー＆シガレッツ」「コーヒー＆シガレッツ」（2003／97分）
出演 : ロベルト・ベニーニ／スティーヴ・ブシェミ

 10/30 -11/5 10/30 -11/5


