
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

(製作・販売)
5月 札幌にて個展開催予定

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）

1322022.1–4

○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

　詳しくはキノHPを

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

中島洋 製作・脚本・監督中島洋 製作・脚本・監督
春パート４月撮影、７月完成予定。サポーター募集中！春パート４月撮影、７月完成予定。サポーター募集中！

Vol.145

2 /25 アヌシー国際アニメ―ション映画祭グ
ランプリ。少女ジェーンは、開拓団で
生きるために少年になって冒険する。

カラミティカラミティVol.144

2 /11 訪問介護の仕事をしている林恵子67歳、
姉は北朝鮮に渡った。葛藤と断絶、58
年ぶりの再会。

 ちょっと北朝鮮まで行ってくるけん。 ちょっと北朝鮮まで行ってくるけん。

金曜日の夜は映画を観よう！FRIDAY

カンヌ国際映画祭 脚本賞カンヌ国際映画祭 脚本賞受賞受賞
全米映画批評家協会賞 作品賞・監督賞・脚本賞・主演男優賞受賞全米映画批評家協会賞 作品賞・監督賞・脚本賞・主演男優賞受賞
ゴールデン・グローブ賞受賞ゴールデン・グローブ賞受賞
日本各地でロングラン上映中、見た方は「もう一度見たい」そうおっしゃる方がとて
も多く、3時間という時間が愛おしいほどに、言葉が満ちて魂の旅へと誘います。
「 2018年『寝ても覚めても』（カンヌ国際映画祭に出品）の次回作をプロデューサー
と検討しているとき、村上春樹さんの短編を提案され、それは『ドライブ・マイ・カー』
とは別の作品だったんですが、どう手を付けたらいいか正直わかりませんでした。その
時に以前読んでいた『ドライブ・マイ・カー』のことを思いだしたんです。この小説は
2013年に、知人から文芸春秋で掲載している村上春樹さんの新作として教えてもらっ
て、読んでみると自分にとって実に興味深いことを扱っていました。
「声」について非常に真実と思えることが書いてあった。
それで当時やっていた『ハッピーアワー』を作るためのワークショップで参考テキス
トとして読んでもらいました。
ぼくが一番心に残った部分は、高槻というキャラクターの言葉を「高槻という人間の
中にあるどこか深い特別な場所から、それらの言葉が浮かび出てきたようだった。ほん
の僅かなあいだかもしれないが、その隠された扉が開いたのだ。彼の言葉は曇りない、
心からのものとして響いた。少なくともそれが演技ではないことが明らかだ。」と表わ
す部分です。この高槻の言葉は演技ではないのだけれど、じゃあそんな言葉が、声がど
うやったら演技として出てくるのだろうか、とワークショップで話をした記憶がありま
す。そのことを思い出して、プロデューサーに『ドライブ・マイ・カー』であれば自分
は映画化したい、と言いました。そして何度も読み返すうちに、自分にはそれが出来る、
というような妙な確信を得ました。
その後、2019年の 2月にプロットを書いて、村上春樹さんへお手紙とともにお送り
しました。村上さんからリアクションというのは特になかったんですが、制作の許可は
下りました。」（濱口竜介監督）

ドライブ・マイ・カードライブ・マイ・カー

 1月22日よりアンコール上映

●2022年度KINO会員2月19日（土）より募集開始！
　ビンテージ・スタンダード・シニア・学生会員 ご利用期間：2022年6月1日～2023年5月31日
※今年度からムービーラインナップ送料600円かかります。（希望の方）

今号のごあいさつ今号のごあいさつ
いかがでしたか？ 映画はこうして始まり、多くの人たちの力で誕生するのですね。

昨年は海外や日本各地を飛び回る忙しさの中、濱口監督にお越しいただいて「ドライブ・

マイ・カー」の上映を、12月には「偶然と想像」が始まり、ささやかな日常をおくる人々の
小さなお話がなんて心に響いてくるのでしょう。この 2作品は 2020年という特別な年に中断
を余儀なくされ、撮影が微妙に重層していることもあり、蓄積された脚本力、じっくり時間を

かけた中で生まれた演出力・演技力に圧倒されます。

みさきを演じた三浦透子さんが「みさきという女性は、自分の足で立って、仕事をして生

きてゆく覚悟のある人です。彼女の姿勢から、私はたくさんのことを学びました。自分の弱さ

を受け入れ、何かを諦めながらも前向きに生きる勇気をもらいました。きっと私のように、彼

女の優しさに救われる方がいると信じています」と。

世界が注目する監督作品、まもなくアカデミーの季節がやってきます。

2022年、今年も様々な映画たちからパワーをもらいそうですね、表紙の「ゴヤの名画と優
しい泥棒」もまるで嘘のようなホントのお話に大笑いしながらそのやさしさに涙します。ギレ

ルモ・デル・トロ最新作「ナイトメア・アリー」もいよいよです…… それではキノで！

支配人　中島ひろみ

 1.28 FRI 「名付けようのない踊り」 「名付けようのない踊り」 
コーカー・ケイトリンさんコーカー・ケイトリンさん(北海道大学准教授・文化人類学)(北海道大学准教授・文化人類学) 上映記念トーク 上映記念トーク

 2.26  SAT 「春原さんのうた」 主演 荒木知佳さん「春原さんのうた」 主演 荒木知佳さん(滝川出身)(滝川出身)  ご挨拶ご挨拶

 3.4  　FRI 「メモリア」 上映記念トーク「メモリア」 上映記念トーク
～アピチャッポン・ウィーラセタクンの世界を巡って～

 3.12  SAT 「永遠の矢」「永遠の矢」 主宰 宇梶剛士さん ご挨拶 主宰 宇梶剛士さん ご挨拶

 3.11   FRI

 3.18   FRI

「遺言 原発さえなければ」「遺言 原発さえなければ」

3.11から10年を越えて ～ 特別上映3.11から10年を越えて ～ 特別上映

「サマショール」「サマショール」  

東日本大震災翌日から福島原発の取材現場に入り、800日に
及ぶ長期取材によって描かれる震災ドキュメンタリーの決定版。

原発事故から10年、人類は放射能と共存できるのか？
フクシマの終わることのできない第6章。



※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
「Ennio」「林檎とポラロイド」「オードリー」「First Cow」「Two Of Us」「親愛なる同志たちへ」「BOTTERO」「エリザベス」
「夢見る小学校」「ブルーノートストーリー」「金の糸」「焼け跡クロニクル」「テアトルクラシックス」「タルベーラ革命前夜」
「カール・ドライヤー特集」「気狂いピエロ」「勝手にしやがれ」「三度目の正直」「ニトラム」「ムクウェゲ」「ひかり探して」「リン
ダワンダリング」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

永遠の矢 永遠の矢 （トワノアイ） 映画版（トワノアイ） 映画版

3/12-313/12-31

北海道がアイヌモシリと呼ばれていた時代に想
いを馳せながら、現代を生きる青年たちの物語
へと導いた宇梶剛士主宰の劇団の公演が新型
コロナで中止になり、映像化して昇化させた。

監督：上林昌嗣　作・出演：宇梶剛士
出演：宇梶剛／金井良信／平野貴大／岡田優
2021／日本／128分／DCP

Moonlit WinterMoonlit Winter

こんにちは、私のお母さん
最終日はお問い合わせください

名付けようのない踊り
最終日はお問い合わせください

フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊
最終日はお問い合わせください

マヤの秘密
最終日はお問い合わせください

春原さんのうた
1日1回上映

白い牛のバラッド
最終日はお問い合わせください

ゴヤの名画と優しい泥棒
最終日はお問い合わせください

エルプラネタ

ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ

永遠の矢 （トワノアイ） 映画版シチリアを征服した
クマ王国の物語 1日1回上映

ルネ・クレール
レトロスペクティブ

再会の奈良
最終日はお問い合わせください

（調整中作品）

（調整中作品）

アネット
最終日はお問い合わせください

TITANE （原題） 
最終日はお問い合わせください

ナイトメア・アリー
最終日はお問い合わせください

ゼイリブザ・フォッグニューヨーク1997
ジョン・カーペンター レトロスペクティブ 3作品連続上映 1日1回上映

ジャンヌ 1日1回上映

ジャネット 1日1回上映

ジギー・スターダスト 1日1回上映

ワン・プラス・ワン 1日1回上映

国境の夜想曲
最終日はお問い合わせください

MEMORIA メモリア
最終日はお問い合わせください

テレビで会えない芸人
1日1回上映

声もなく
1日1回上映

禁じられた遊び
1日1回上映

ドライブ・マイ・カー
最終日はお問い合わせください

アイム・ユア・マン
最終日はお問い合わせください

英雄の証明 4/16-

2022年度 KINO会員2月19日（土）より募集開始！
ご利用期間 2022年6月1日～2023年5月31日
ビンテージ・スタンダード・学生・シニア会員 誰かの花 1日1回上映

オーストリアからオーストラリアへ
二人の自転車大冒険 1日1回上映

フライデーシネマ vol.145
カラミティ 2/25

フライデーシネマ vol.144
ちょっと北朝鮮まで行ってくるけん。 2/11

特別上映
サマショール 3/18

特別上映
遺言 原発さえなければ  3/11
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3/5-3/5-3/4-3/4-

2/12-252/12-25

国境の夜想曲国境の夜想曲MEMORIA MEMORIA メモリアメモリア

エルプラネタエルプラネタ

9.11から20年、3年以上の歳月をかけて、イラク、
シリア、レバノンの国境地帯を撮った本作、戦争
に翻弄され、分断された世界にも、一条の光を
待つ人々のささやかな営みを見る。

人はなぜ生かされているのか、その記憶（メモリ
ア）や死生観を巡って、映画は思いもかけぬ方向
へ導かれ覚醒していく。カンヌ国際映画祭審査
員賞が頷ける名匠アピチャッポンの世界。

ゴダールやジャームッシュを彷彿とさせる映画
的センス。サンダンス映画祭で話題沸騰のアマ
リア・ウルマン初監督・脚本・主演・プロデュース
作。スタイリッシュな崖っぷち母娘の現実逃避行。

監督・撮影・音響：ジャンフランコ・ロージ
2020／伊・仏・独／104分／アラビア語・クルド語／Aビスタ／DCP

監督・脚本：アピチャッポン・ウィーラセタクン
エグゼクティブ・プロデューサー・主演：ティルダ・スウィントン
2021／コロンビア・タイ・英他／136分／西語・英語／DCP

監督・脚本・出演：アマリア・ウルマン
出演：アレ・ウルマン／チェン・ジョウ
2021／米・西／82分／英語・スペイン語／Aビスタ／DCP

1/22-1/22-

 ドライブ・マイ・カー  ドライブ・マイ・カー アンコール上映アンコール上映

カンヌ映画祭以降、受賞が続き、全米映画批評家
協会賞を受賞して、アカデミー賞の可能性も高まる。
非の打ちどころのない脚本と役者たちの演技、そ
れを引き出す演出、映画表現の極致を見る思いだ。

監督・脚本：濱口竜介
出演：西島秀俊／三浦透子／霧島れいか／岡田将生
2021／日本／179分／Aビスタ／DCP／PG12

NOTTURNONOTTURNOMemoriaMemoria

EL PLANETAEL PLANETA

2/262/262/25-2/25-2/18-2/18-

マヤの秘密マヤの秘密ゴヤの名画と優しい泥棒ゴヤの名画と優しい泥棒白い牛のバラッド白い牛のバラッド

1950年代、アメリカ。平穏な日常に鳴り響いた
指笛。それはマヤの暗闇の悪夢を呼び起こす。
脳裏から消えないナチスの記憶……その男は
やってきた。この悪夢は妄想か？現実なのか？

世界屈指の美術館ナショナル・ギャラリーで起
きたゴヤの「ウェリントン公爵」盗難事件。犯人
は年金生活の老人へのTV受信料異議申し立て。
イギリス中を巻き込んだ嘘のような感動の実話。

死刑を受けた夫の無実を明かし賠償金より判
事に謝罪を求めるシングルマザー。新鋭女性監
督が、未亡人が生きづらい敬虔なイスラム社会
に立ち向かう衝撃の冤罪サスペンス。

監督・脚本：ユヴァル・アドラー 
出演：ノオミ・ラパス／ジョエル・キナマン
2020／アメリカ／97分／DCP

監督：ロジャー・ミッシェル
出演：ジム・ブロードベント／ヘレン・ミレン
2020／イギリス／95分／英語／スコープ／DCP

監督：ベタシュ・サナイハ／マリヤム・モガッダム
2020／イラン・フランス／105分／ペルシア語／Aビスタ／DCP

The Secrets We KeepThe Secrets We KeepTHE DU K ETHE DU K EBa llad of a W hite CowBa llad of a W hite Cow

4/1-4/1-

アダム・ドライバーが歌い、マリオン・コティヤー
ルが歌うダークファンタジー・ロック・オペラ。
フランスの鬼才カラックスが魅せる夜の果ての
旅―。カンヌ国際映画祭監督賞受賞作。

監督：レオス・カラックス　原案・音楽：スパークス
出演：アダム・ドライバー／マリオン・コティヤール
2021／仏・独・ベルギー他／140分／Aビスタ／DCP／PG12

アネットアネット
AnnetteAnnette

上映中上映中 上映中上映中

短編オムニバスを撮るのが長年の夢だったとい
うＷ・アンダーソン監督。「ニューヨーカー」と出
版界で著名な記者に触発されたお話は、長年暮
らしていたフランスへの愛にあふれた「映画」に。

1978年パリデビュー、世界中の人々を魅了し続
ける世界的ダンサー田中泯、76歳。自らの身体
で心のままに。間近に人の呼吸を、場の呼吸を
感じながら五感を研ぎ澄ます。心が躍りだす。

監督：ウェス・アンダーソン
出演：ベニチオ・デル・トロ／ビル・マーレイ／フランシス・マクドーマンド
2021／アメリカ／108分／英語・フランス語／ビスタ／DCP

監督・脚本：犬童一心　アニメーションパート：山村浩二
出演：田中泯／石原淋／中村達也／大友良英
2021／日本／114分／DCP

フレンチ・ディスパッチフレンチ・ディスパッチ 名付けようのない踊り名付けようのない踊り
ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊

4/1-4/1-

映画史を塗り替えるほどの衝撃作！ カンヌ国際映
画祭最高賞・パルムドール受賞。幼い頃交通事故
で頭蓋骨にチタンプレートを埋め込まれた少女が
大人になるにつれ異常な執着と衝動にかられ……

監督・脚本：ジュリア・デュクルノー
出演：ギャランス・マリリアー／ヴァンサン・ランドン
2021／フランス・ベルギー／108分／DCP

TITANE TITANE （原題）（原題）
©Caro le_Bethue l © 2021 K A Z AK PRODUCTIONS – FRAK AS 
PRODUCTIONS – ARTE FRANCE CINEMA – VOO

2/26-3/42/26-3/4

2/19-252/19-25

春原さんのうた春原さんのうた

シチリアを征服したシチリアを征服した
クマ王国の物語クマ王国の物語

監督・脚本：杉田協士　原作短歌：東直子
出演：荒木知佳／新部聖子／金子岳憲／伊東沙保
2021／日本／120分／スタンダード／DCP

監督・グラフィックデザイン：ロレンツォ・マトッティ
原作：ディーノ・ブッツァーティ
2019／仏・伊／82分／フランス語／ビスタ／DCP

歌集「春原さんのリコーダー」をもとに描かれた
ある喪失感を抱えた女性のささやかな日々。

クマの里の牧歌的風景が、サスペンスと共に輝
きだし、冒険に胸躍り、溢れる詩情の珠玉アニメ。

初期ロードムービー、代表作の「パリ、テキサス」
「ベルリン・天使の詩」。本邦初公開「夢の涯て
までも」ディレクターズカット版。

上映中上映中

こんにちは、私のお母さんこんにちは、私のお母さん

中国全土が泣いて笑って、世界最高興収を記録
したのは、人気喜劇女優のジア・リン監督（主
演）が、いつも苦労かけていた最愛のお母さん
に贈る、古き良き80年代へのラブレター。

監督・脚本・出演：ジア・リン
出演：チャン・シャオフェイ／シェン・トン
2021／中国／128分／DCP

Hi,MomHi,Mom

2/5-182/5-18

2/5-2/5-

チャーリー・ワッツ追悼チャーリー・ワッツ追悼
ワン・プラス・ワンワン・プラス・ワン

「ジギー」誕生50年記念「ジギー」誕生50年記念
ジギー・スターダストジギー・スターダスト

監督・脚本：ジャン＝リュック・ゴダール
出演：ザ・ローリング・ストーンズ
1968／イギリス／101分／英語／SD／DCP／PG12

2/5-112/5-11

ジャネットジャネット

監督・脚本：ブリュノ・デュモン　原作：シャルル・ペギー
出演：リーズ・ルプラ・プリュドム／ジャンヌ・ヴォワザン
2017／フランス／112分／フランス語／ビスタ／DCP

監督：D.A.ペネベイカー
出演：デヴィッド・ボウイ／ミック・ロンソン他
1973／イギリス／90分／DCP

2/5-112/5-11

ジャンヌジャンヌ

監督・脚本：ブリュノ・デュモン　原作：シャルル・ペギー
出演：リーズ・ルプラ・プリュドム／ファブリス・ルキーニ
2019／フランス／138分／フランス語／ビスタ／DCP

ザ・ローリングストーンズの若き日のレコーディ
ングのドキュメンタリー。でもゴダールだからね。

ジャンヌダルクの幼少期を、奇妙奇天烈な破壊
的ミュージカルで描く「ジャネット」、様式的な
画面と白熱の議論に彩られたサスペンスとアク
ションが華麗に展開する「ジャンヌ」。

ツアー最終公演で、ボウイがジギーを演じる最
後の場所となったコンサートの貴重な記録。

3/12-3/12-

2/12-252/12-25

3/19-253/19-25

再会の奈良再会の奈良

ヴィム・ヴェンダースヴィム・ヴェンダース
レトロスペクティブレトロスペクティブ

テレビで会えない芸人テレビで会えない芸人

監督・脚本：ポンフェイ
出演：國村隼／ウー・イエンシュー／イン・ズー
2020／中国・日本／99分／日本語・中国語／Aビスタ／DCP

監督：四元良隆／牧祐樹
出演：松元ヒロ
2021／日本／81分／ドキュメンタリー／DCP

日本に帰国した残留孤児の養女を探しにやってき
た陳ばあちゃん。母と娘の60年にわたる絆を描く。

政治や社会問題をネタに笑いで一言もの申す
彼のライブは連日満席、チケットは入手困難。

ナイトメア・アリーナイトメア・アリー

3/25-3/25-

一歩入れば世界の神秘が待っている。人間か？
獣か……？ 究極のファンタジーロマンス「シェイ
プ・オブ・ウォーター」でアカデミー賞作品賞・監
督賞Ｗ受賞のギレルモ・デル・トロ監督最新作！

監督：ギレルモ・デル・トロ
出演：ブラッドリー・クーパー／ケイト・ブランシェット
2021／アメリカ／DCP

NIGHTMARE ALLEYNIGHTMARE ALLEY

3/26-313/26-31
3/26-313/26-31
日本最終上映日本最終上映

3/26-313/26-313/26-313/26-31

オーストリアからオーストリアから
オーストラリアへオーストラリアへ
ふたりの自転車大冒険ふたりの自転車大冒険

禁じられた遊び禁じられた遊び

声もなく声もなく誰かの花誰かの花

監督：アンドレアス・ブチウマン／ドミニク・ボヒス
2020／オーストリア／88分／ドイツ語／DCP

監督：ルネ・クレマン
出演：ブリジット・フォッセー／ジョルジュ・プージュリー
1952／フランス／87分／DCP

監督・脚本：ホン・ウィジョン
出演：ユ・アイン／ユ・ジェミョン／ムン・スンア
2020／韓国／99分／韓国語／ビスタ／DCP

監督・脚本：奥田裕介
出演：カトウシンスケ／吉行和子／高橋長英
2021／日本／115分／DCP

訪問国19か国、期間にして11か月、三大陸を駆
け抜ける過酷な自転車ロードムービー。

1952年の完成後、60年以上愛されてきた映画
がデジタルで蘇る、3月で版権切れの最終上映。

闇の仕事を請け負う口のきけない青年と、両親
に身代金を払ってもらえない孤独な少女と。

私たちミニシアター仲間の横浜ジャック＆ベ
ティの30周年記念で製作された作品。

4/16-4/16-

カンヌ国際映画祭グランプリに輝いた「別離」
「セールスマン」のファルハディ監督の新作は原
点回帰の傑作。現代社会における“罪と罰”とは、
“正義”とは何なのか、を問う心揺さぶる衝撃作。

監督・脚本：アスガー・ファルハディ
出演：アミール・ジャディディ
2021／イラン・フランス／127分／DCP

英雄の証明英雄の証明
A HeroA Hero

ルネ・クレールルネ・クレール
 レトロスペクティブ レトロスペクティブ

巴里の屋根の下 巴里の屋根の下 4K デジタル・リマスター版4K デジタル・リマスター版
出：アルベール・プレジャン　　  （1930／93分／仏）

ル・ミリオンル・ミリオン  4K デジタル・リマスター版4K デジタル・リマスター版		
出：アナべラ／ルネ・ルフェーブル（1931／83分／仏）

自由を我等に自由を我等に  4K デジタル・リマスター版4K デジタル・リマスター版
出：アンリ・マルシャン　　　　（1931／84分／仏）

巴里祭巴里祭  4K デジタル・リマスター版4K デジタル・リマスター版
出：アナべラ／ジョルジュ・リゴー  （1933／86分／仏）

リラの門リラの門  4K デジタル・リマスター版4K デジタル・リマスター版
出：ピエール・ブラッスール　       （1957／99分／仏・伊）

3/19-243/19-24

映画の神様ルネ・クレール没後40周年。映画の神様ルネ・クレール没後40周年。
恋と友情と音楽、リリカルな恋と友情と音楽、リリカルな
パリの下町ファンタジィの世界へ。パリの下町ファンタジィの世界へ。

都会のアリス　　　　　　　　　　	都会のアリス　　　　　　　　　　	（1974／西独／112分）
まわり道　　　　　　　　　　　　まわり道　　　　　　　　　　　　（1975／西独／103分）
さすらいさすらい　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1976／西独／175分）
アメリカの友人　　　　　　　　　アメリカの友人　　　　　　　　　（1977／西独・仏／126分）
パリ、テキサス　　　　　　　　　パリ、テキサス　　　　　　　　　（1984／西独・仏／148分）
東京画　　　　　　　　　　　　　東京画　　　　　　　　　　　　　（1985／西独・米／92分）
ベルリン・天使の詩	ベルリン・天使の詩	　　　　　　　（1987／西独・仏／128分）
都市とモードのビデオノート都市とモードのビデオノート   　　　（1989／西独・仏／81分）
夢の涯てまでも夢の涯てまでも		ディレクターズカット版ディレクターズカット版   （1994／独・仏他／287分）
ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ  　（1999／独・米／105分）

 ジョン・カーペンター ジョン・カーペンター
 レトロスペクティブ レトロスペクティブ

 3/5-11 3/5-11
ニューヨーク1997 ニューヨーク1997 
出：カート・ラッセル         　（1981／99分／アメリカ）

 3/12-18 3/12-18
ザ・フォッグザ・フォッグ		
出：エイドリアン・バーボー　（1980／89分／アメリカ）

 3/19-25 3/19-25
ゼイリブゼイリブ
出：ロディ・パイパー　          （1988／94分／アメリカ）

3/5-253/5-25

ホラー映画の帝王ジョン・カーペンター、80ホラー映画の帝王ジョン・カーペンター、80
年代カルチャーの金字塔。伝説のSF傑作年代カルチャーの金字塔。伝説のSF傑作
「ニューヨーク1997」40年ぶりに降臨！「ニューヨーク1997」40年ぶりに降臨！


