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少年と女性だけが暮らす、とある島。少年だけに施される奇妙な医療
行為。まるで悪夢のような禁断のダークファンタジーが、圧倒的映像
美で綴られる81分間。ギャスパー・ノエのパートナーであり、2004年
の映画『エコール』の監督も務めたルシール・アザリロヴィックの新作
は、トロント国際映画祭、サンセバスチャン国際映画祭等、各映画祭
で上映されるやいなや、「初期クローネンバーグ・リンチを思わせる！」「ル
イス・キャロル、グリム兄弟、アンデルセンの死体を掘り起こした」等、
大きな反響を巻き起こした。倫理や道徳を超えた美しい“悪夢”の中で
描かれる“エヴォリューション（進化）”とはいったい…?

2015年 /フランス、スペイン、ベルギー /81分 /アップリンク/PG12
監督・脚本：ルシール・アザリロヴィック
出演：マックス・ブラバン/ロクサーヌ・デュラン/ジュリー＝マリー・パルマンティエ

エヴォリューション

アザリロヴィック監督の日本未公開作品。2014年に制作した“蜂”をモ
チーフにした18分の短編映画。森の中に暮らす女王蜂とメイド蜂たち
が織り成す密やかな儀式を艶かしく幻想的なタッチで描いた異色作。

2014年 /18分 /フランス/アップリンク　監督・脚本：ルシール・アザリロヴィック
出演：オルガ・リャザーノワ/ブリジット・ロシエロ/カンタン・ブリュシュー

併映 ネクター

そこはユートピアか、ディストピアか。

デヴィッド・ボウイ一周忌 追悼上映

昨年7月4日に逝去した巨匠アッバス・キアロスタミ監督。世界中の映画監督
たちから作品を讃えられていた。キアロスタミの名を世界的にした名作“ジグ
ザグ道3部作”。キアロスタミは“ジグザグ道”とは、目標にたどり着くことの難
しさ、大切な何かを探すことだと言う。これらの作品群を追悼上映致します。

配給：ユーロ・スペース　共催：フィルム世界旅行　監督：アッバス・キアロスタミ

キアロスタミ追悼特集 1 / 7 - 13

トラベラー
1974年 /イラン/72分 /モノクロ/35mm
出演：ハッサン・ダラビ/マスード・ザンドベグレー

サッカー好きの少年が試合観たさに、両親や友人などに嘘をつき旅立つ姿
を通し誰もが幼き頃に持つ良心の呵責を牧歌的に描いた作品。

併映 パンと裏通り
1970年 /イラン/11分 /モノクロ/35mm
出演：レザ・ハシェミ/メヘディ・シャハヴァンフール

おつかいに行った男の子が大きな犬に遭遇し困ってしまう様子をユーモラス
なタッチで描いた、キアロスタミの処女短編作品。

友だちのうちはどこ？
1987年 /イラン/85分 /35mm　出演：ババク・アハマッドプール

友だちのノートを間違って家に持ち帰ってしまった少年が、ノートを返すため
友だちの家を探し歩く姿を描く。キアロスタミの名を世界的にした名作。

ホームワーク
1989年 /イラン/86分 /16mm
出演：〈シャヒッド・マスミ小学校〉の生徒と先生

子供たちにとっての宿題とは何かを問いかけることを通して、現代イランの小
学校教育と社会の問題をさぐる映像リサーチ。

クローズ・アップ
1990年 /イラン/97分 /35mm
出演：ホセイン・サブジアン/モフセン・マフマルバフ

映画を愛するあまり、映画好きの一家を騙してしまった主人公の顛末を描い
た傑作。実話に基づき、登場人物は全て本人が演じている。

そして人生はつづく
1992年 /イラン/91分 /35mm
出演：ファルハッド・ケラドマンド/プーヤ・パイヴァール

キアロスタミが、大地震に見舞われた『友だちのうちはどこ？』の撮影地を訪
ねた体験をそのまま再現。92年カンヌ国際映画祭ロッセリーニ賞受賞。

オリーブの林をぬけて
1994年 /イラン/103分 /35mm
出演：ホセイン・レザイ/モハマッド=アリ・ケシャヴァーズ

『友だちのうちはどこ？』『そして人生はつづく』に続く“ジグザグ道3部作”の
最終章。現実と映画が織り重なった、みずみずしいラブストーリー。

ライク・サムワン・イン・ラブ
2012年 /日本・フランス/109分
出演：奥野匡 /高梨臨 /加瀬亮

キアロスタミが自身のロマンティシズムを主人公に投影した、愛をめぐるドラ
マ。日本を舞台に撮影され遺作となった作品。

デヴィッド・ボウイの死を受け、配給会社boidと共に、当館が初めて出
資提供した本作。全国ロードショーからはや数カ月が過ぎ、今回あらため
てデヴィッド・ボウイの誕生日である1/8から、命日の1/10にかけて全国
22館の劇場で上映して頂ける事になりました。伝説的スターの映画初
主演作。不老不死のデヴィッド・ボウイを、是非大画面でご覧下さい。

1976年 /イギリス/139分 /boid　提供：京都みなみ会館 /boid
監督：ニコラス・ローグ　原作：ウォルター・テヴィス　出演：デヴィッド・ボウイ

地球に落ちて来た男 1 / 7 - 20

宇宙飛行士・ジャックは、火星探査中に宇宙生命体ゴーデスと戦うウルトラマング
レートと出会う。戦闘に巻き込まれ負傷したジャックは、ゴーデスを倒したグレートと一
体化し、地球へと生還。しかし、倒したはずのゴーデスの細胞も地球に飛来し…。

第1作の『ゴジラ』（1954年）が公開されてから約60年、現在までに国内で計28作品が製作され、1億人に迫る
累計観客動員数を記録するなど、日本を代表するシリーズ映画として君臨する「ゴジラ」。その人気は国内に止まら
ず、記憶に新しい2014年にはハリウッド版『GODZILLA』が全世界で大ヒットを記録し、日本で誕生したゴジラと
いうキャラクターは、世界の“キングオブモンスター”として今なお人気を博している。そして今回、日本版ゴジラ復
活の声が高まる中、国内シリーズ12年ぶりとなる最新作『シン・ゴジラ』が誕生した。脚本・総監督は、人気アニメー
ション『エヴァンゲリオン』シリーズの生みの親にして、日本のみならず世界中にファンをもつ庵野秀明。アニメーショ
ンで不動の地位を築いた庵野総監督が、その圧倒的な映像表現で全く新しいゴジラを生み出した。本作のゴジラ
は、史上最大となる体長118.5メートルのスケールはもちろん、国内シリーズ初のフルCGで描かれ、我々の想像
を遥かに超える最強の完全生物としてスクリーンに現れる。また、庵野総監督自ら徹底的なリサーチに基づき書き
下ろした脚本は、「現代日本に初めてゴジラが現れた時、日本人はどう立ち向かうのか？」というテーマのもと、リア
リティを限界まで追求し、まるでドキュメンタリーのような迫真のストーリーに仕上がった。そして、ゴジラに立ち向かう
キャストには、長谷川博己・竹野内豊・石原さとみ、その他計328人にもおよぶ、日本を代表する豪華俳優陣が
集結。さらに日本映画では異例の三監督・四班体制、総勢1000人以上のスタッフによる超大規模撮影を敢行。
日本映画界最高峰のチームが切り拓く、“まだ誰も観たことのないゴジラ”が、ついに京都みなみ会館に上陸する。

2016年 /日本 /120分 /東宝　監督・特技監督：樋口真嗣　准監督・特技統括：尾上克郎　脚本・総監督：庵野秀明
出演：長谷川博己/竹野内豊 /石原さとみ

シン・ゴジラ《字幕付き上映あり》
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1918年、フランスにやって来た米政府高官には信仰心の深い妻と、
まるで少女のように美しい息子がいた。しかし、その少年は終始何かに
不満を抱え、教会への投石や部屋に籠城するなど、その不可解な言
動の数々に両親は頭を悩ませていた。周囲の心配をよそに、彼の性
格は次第に歪み始め、ヴェルサイユ条約を締結したある夜、ついに彼
の中の怪物がうめき声を上げる―。20世紀が生んだ最悪の怪物=“独
裁者”誕生に迫る心理パズルミステリー。あなたは、解き明かせるか―。

2015年 /イギリス、ハンガリー、フランス/116分 /REGENTS
監督・脚本：ブラディ・コーベット　脚本：モナ・ファストボルド
出演：ベレニス・ベジョ /リーアム・カニンガム/トム・スウィート

シークレット・オブ・
モンスター
何が少年を独裁者へと変貌させたのか―

©COAL MOVIE LIMITED 2015

©2016 TOHO CO.,LTD.
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京都みなみ会館

tel.075-661-3993    www.kyoto-minamikaikan.jp

九条大宮｜近鉄東寺駅西へ150ｍ、京都駅八条口より徒歩20分
　　　　　※無料駐車場ご利用いただけます。

京都みなみ会館

明けましておコマネチ！

ウルトラ大全集 PART.2
きたぞ！われらのウルトラマン

1 / 28, 29

劇場版 ウルトラマンG  ゴーデスの逆襲
1990年 /日本 /68分 /円谷プロダクション　監督：アンドリュー・プラウズ
特撮監督：ポール・ニコラ　声の出演：京本政樹 /榊原良子 /小林昭二 /山寺宏一
出演：ドーレ・クラウス/ジーヤ・カリディス/ラルフ・コトリール/リック・アダムス

日本に希望はあるのか。

オオカミに恋愛感情を抱き、野性化していく女性の倒錯した愛を描いたドイツ映画。職場と自宅の往復で無機
質な毎日を過ごす女性アニア。彼女はある日、自宅マンションの前に広がる森で、一匹のオオカミを見かける。
オオカミは彼女をじっと見つめ、再び森の中に姿を消した。上司ボリスにこき使われ、冴えない日 を々過ごしてい
たアニアは、初めて触れる“野性”に心をかき乱され、激しく惹かれていく。次第にオオカミに執着するようになっ
た彼女はあらゆる手を尽くし、ついに捕えて自分の高層マンションに連れ込む。狭い部屋で暴れるオオカミに最
初は命の危険を感じるが、次第に“彼”と心を通わせ、彼女が秘めていた欲望があらわになっていく。果たして
獣と愛を交わした彼女を待ち受ける運命とは…。監督・脚本は『バンディッツ』などで女優としても活躍するニコ
レッテ・クレビッツ、主人公アニア役は『アイヒマンを追え！ナチスがもっとも畏れた男』のリリト・シュタンゲンベ
ルク、音楽にはフジロックフェスティバルにも出演したジェイムス・ブレイク。なお撮影にはCGやぬいぐるみを一
切使わず本物のオオカミを使用。文字通り体を張った演技にも注目。サンダンス映画祭を震撼させたショッキン
グな映像で〈自由と幸福〉について描いた異色作。あなたは究極の“純愛”を目撃する。

2016年 /ドイツ/97分 /ファインフィルムズ/R15+　監督・脚本：ニコレッテ・クレビッツ
出演：リリト・シュタンゲンベルク/ゲオルク・フリードリヒ/ザスキア・ローゼンダール

ワイルド わたしの中の獣

©2014 Heimatfilm GmbH + Co KG

愛の対象は人間なんて―教わっていない。

グレート

絶賛上映中

ウルトラ大全集 PART.2 ラインナップ
2/25,26　劇場版 ウルトラマンＸ きたぞ！われらのウルトラマン
3/18,19　ウルトラマンコスモス #6「怪獣一本釣り」#48「ワロガ逆襲」
4/15,16　ウルトラセブン #26「超兵器R1号」#38「勇気ある戦い」
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★1 1/14（土）20:10 ～『無垢の祈り』…上映後、BBゴローさん、平山夢明さん(原作 )、亀井亨監督舞台挨拶　司会：ペコイチさん

★2 1/15（日）18:20 ～『トマトのしずく』…舞台挨拶予定

★3 1/21（土）14:20 ～『ちょき』…上映後、金井純一監督舞台挨拶

★4 1/27（金）10:00 ～『ベトナムの風に吹かれて』…上映後、大森一樹監督舞台挨拶

当日料金

一　般

学　生

会　員

小中高校生
1,000円均一
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1,100円均一

〈R〉
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■特別料金
【明けましておコマネチナイト】…一般2,800円 /学生・会員・前売り2,600円
【みなみ二本立て劇場】…1,300円均一 /会員1,000円

■特別割引
『地球に落ちて来た男』ボウイ追悼割引…1/8（日）、1/10（火）1,000円均一

■通常割引
ファースト・デー（毎月1日、1月は2日）、マンデイ（月曜男性）、レディース・サービ
ス（水曜女性）… 1,100円均一　ペア割引（毎週火曜、男女問わず）、夫婦50割

　  ★1
無垢の祈
20：10 -

　  ★3
ちょき

14：20 -

ポバティー・インク ～あなたの寄付の不都合な真実
10：00 -11：35

シン・ゴジラ
11：45 -13：50

PK
14：00 -16：35

エヴォリューション 併映 ネクター
16：45 -18：25

シン・ゴジラ
18：35 -20：40

地球に落ちて来た男
15：25 -17：45

KARATE KILL
21：15 -22：45

地球に落ちて来た男
13：25 -15：45

地球に落ちて来た男
13：50 -16：10

シン・ゴジラ
16：20 -18：25

エヴォリューション 併映 ネクター
18：35 -20：15

シン・ゴジラ
20：25 -22：30

トマトのしずく
10：30 -12：05

シン・ゴジラ
12：20 -14：25

地球に落ちて来た男
14：40 -17：00

シン・ゴジラ
17：15 -19：20

無垢の祈り
19：30 -20：55

シン・ゴジラ
17：50 -19：55

シン・ゴジラ
11：00 -13：05

シン・ゴジラ
16：00 -18：05

シン・ゴジラ
19：30 -21：35

シン・ゴジラ
19：45 -21：50

ちょき
14：20 -16：00

将軍様、あなたのために映画を撮ります
10：00 -11：40

ちょき
11：50 -13：30

台湾新電影時代
13：40 -15：30

台湾新電影時代
10：00 -11：50

風櫃の少年
12：05 -13：50

ワイルド わたしの中の獣
14：00 -15：40

将軍様、あなたのために映画を撮ります
15：50 -17：30

あなたを待っています
17：40 -18：55

シークレット・オブ・モンスター
19：05 -21：05

ワイルド わたしの中の獣
21：15 -22：55

シークレット・オブ・モンスター
15：40 -17：40

KARATE KILL/カラテ・キル
17：50 -19：20

あなたを待っています
19：30 -20：45

無垢の祈り
20：55 -22：20

ちょき
17：55 -19：35

トマトのしずく
16：10 -17：45

無垢の祈り
14：40 -16：05

台湾新電影時
10：00 -11：50

ちょき
12：00 -13：40

無垢の祈り
13：50 -15：15

無垢の祈り
17：55 -19：20

シン・ゴジラ
21：45 -23：50

エヴォリューション
併映 ネクター
20：00 -21：40

シン・ゴジラ 字幕版
20：45 -22：50

キアロスタミ追悼特集■B

※ゲストは予告なく変更となる場合がございます

ウルトラ大全集 PART.2『ウルトラマンG』 1,500円均一
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詳細
後日

詳細
後日

引（どちらか50歳以上のご夫婦）…お二人で2,200円　レイト割（21:30以降開始の回）
…1/7（土）～9（月）『シン・ゴジラ』1,300円均一　ロードショーウィークデー初日割引（R・
Aの作品）…1/30（月）『シークレット・オブ・モンスター』1,100円均一
招待券使用不可…すべてのオールナイト上映、【みなみ二本立て劇場】、【ウルトラ大全集】

（日・祝） （月・祝） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月・祝） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）
1 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 /1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

©YUMEAKI HIRAYAMA/TORU KAMEI

虐待・宗教・連続殺人などを盛り込んだ内容がゆえに、映像化不可能と言わ
れた平山夢明による同名短編を、「『超』怖い話」（TV版）で初タッグを組んだ
亀井亨監督が、自主製作に踏み切って完全映像化した問題作 ! 主演は撮影
当時9歳だった福田美姫。虐待を繰り返す狂気の男に、芸人のBBゴロー。
学校で陰湿ないじめを受ける10歳の少女フミ。家に帰っても、日常化した義
父の虐待が日を追うごとに酷くなり安息の時間もない。母親は、夫の暴力から
精神の逃げ場をつくるべく、新興宗教にいっそうのめり込んでいく。誰も助けて
くれない―フミは永遠に続く絶望の中で生きている。そんなある日、自分の住む
町の界隈で起こる連続殺人事件を知ったフミは、殺害現場を巡る小さな旅を
始める。そしてフミは“ある人”に向けて、メッセージを残した―。

2015年 /日本 /85分 /R18+　監督・脚本：亀井亨　原作：平山夢明
出演：福田美姫 /BBゴロー /下村愛 /サコイ/綾乃テン/奈良聡美 /YOSHIHIRO/幸将司

無垢の祈り

みなみ二本立て劇場　共催：京都映画センター

みんな、殺されちゃえばいいのに

open 24：15（翌朝終了予定）

今年一発目のオールナイトは、お正月といえば“ヤクザ映画”ということで、映画監督・北野武の初期監督作
品3作を35mmフィルムで一挙上映致します! 通常券とは別に、“モノマネ割”券も用意してやったぜコノヤロー! 
ということで、 気になる方は当館HPをチェック! 本年度も、オールナイト上映ぶっ飛ばしていきます !!

その男、凶暴につき
1989年 /日本 /103分　監督：北野武　出演：ビートたけし/白竜 /
川上麻衣子 /佐野史郎 /芦川誠 /平泉成 /岸部一徳
映画監督・北野武の記念すべき第1回監督作品。凶暴なるがゆえに異端
視されている刑事・我妻が、麻薬組織の真相を探る為、組織や殺し屋た
ちと繰り広げる闘いを描く。ある日、一隻の釣り船で麻薬売人の惨殺死体
が発見された。捜査を進める内、我妻は一人の男に辿り着き…。

3-4Ｘ10月
1990年 /日本 /96分　監督・脚本：北野武　出演：小野昌彦 /
石田ゆり子 /井口薫仁 /飯塚実 /渡嘉敷勝男/ビートたけし
原案・脚本も手掛けた北野武監督の第2回監督作品。勤務先のガソリン
スタンドで暴力団組員に絡まれた冴えない青年・雅樹は、逆上してその組
員に殴り掛かる。このことをきっかけに、雅樹が所属する草野球チーム“イー
グルス”と暴力団との間で全面抗争が勃発する。

ソナチネ
1993年 /日本 /93分　監督・脚本：北野武
出演：ビートたけし/国舞亜矢 /渡辺哲 /勝村政信 /大杉漣
独自の映像センスと暴力描写で北野武の名を世界に知らしめた第4回監
督作品。ヤクザ稼業に嫌気が差している北嶋組幹部の村川は、親分の依
頼で中松組の助っ人として沖縄へ飛ぶことに。村川の到着を機に抗争は
激化し、舎弟たちはひとりまたひとりと殺されていく…。

©1990 バンダイビジュアル／松竹株式会社

©1993 バンダイビジュアル／松竹株式会社

©1989 松竹株式会社

All Night 1 / 14平成29年 元旦
明けましておコマネチナイト

ダンカン

配給：松竹　全て35mmフィルム上映

1 / 14 - 27

1 / 21 - 2 / 3

1 / 14 - 2 / 3

1 / 21 - 27

©2012ファミリーツリー

素直になれない娘と口下手で不器用な父との葛藤、絆、そして家族の愛を描い
たヒューマン・ドラマ。監督は『木屋町DARUMA』など、様々な視点で人間ドラ
マを描き続ける榊英雄。お蔵出し映画祭2015グランプリ＆観客賞W受賞作。

2012年 /日本 /91分 /アークエンタテインメント　監督・脚本：榊英雄
脚本：山口晃二 /渡来敏之　出演：小西真奈美 /吉沢悠 /柄本時生 /山口祥行 /石橋蓮司

トマトのしずく

©「ベトナムの風に吹かれて」製作委員会

©2012「わが母の記」製作委員会

ハノイ在住の日本語教師・小松みゆき氏が認知症の母とのベトナム暮らしを綴った「越
後のBaちゃん ベトナムへ行く」を、大森一樹監督がメガホンを取り、松坂慶子主演で
映画化。ふたたび岐路にたつ大人たちの青春と人生の輝きを描く。

2015年 /日本・ベトナム/114分 /アルゴ・ピクチャーズ　監督・脚本：大森一樹　脚本：北里宇一郎
原作：小松みゆき　出演：松坂慶子 /草村礼子 /藤江れいな/山口森広 /貴山侑哉 /奥田瑛二

ベトナムの風に吹かれて

昭和の文豪・井上靖が68歳の時に出版した自伝的同名小説を映画化。幼少期の出
来事から母親と心が離れてしまった作家と、その母の想い。そして家族の絆を静かに描
きだす。第35回モントリオール世界映画祭審査員特別グランプリ受賞作。

2011年 /日本 /118分 /松竹　監督・脚本：原田眞人　原作：井上靖
出演：役所広司 /樹木希林 /宮崎あおい/南果歩 /キムラ緑子 /ミムラ/赤間麻里子 /三國連太郎

わが母の記

©2016「ちょき」フィルムパートナーズ

『ゆるせない、逢いたい』の金井純一監督が、和歌山でのシナハンを経て書き上
げたオリジナルヒューマンラブストーリー。妻に先立たれ、商店街で美容院を営む
男と、美容院に髪を切りに訪れた盲目の少女との心の寄り添いを描く。

2016年 /日本 /98分 /SDP　監督・脚本：金井純一　原案：7days�lms
出演：増田璃子 /吉沢悠 /藤井武美 /和泉ちぬ/広澤草 /芳本美代子 /小松政夫

ちょき

1 / 30 - 2 / 10

1 / 28 - 2 / 3

©ハリケーン企画2016

いましろたかし×いまおかしんじ×大橋裕之×松江哲明×山下敦弘×オシリペ
ンペンズ×坂本慎太郎による映画 ! 東京から脱出するため、アルバイトに精を出
す西岡はある日、“あなたを待っています”というプラカードを下げた女性と出会う。

2016年 /日本 /74分　監督・脚本：いまおかしんじ 　企画・原案：いましろたかし
プロデューサー：松江哲明 /山下敦弘　出演：大橋裕之 /山本ロザ /守屋文雄 /姫乃たま

あなたを待っています

©2016 TORIN, INC.

『女体銃 ガン・ウーマン』の光武蔵人監督が、妹を救うため単身アメリカへと乗り
込む日本人空手家の活躍を描いた空手アクション! 主演を務めるのは、空手の
師範で、パルクールコーディネーターとしても活躍するハヤテ。

2016年 /日本 /89分 /マメゾウピクチャーズ/R15+　監督・脚本：光武蔵人
出演：ハヤテ/紗倉まな/亜紗美 /デヴィッド・サクライ/鎌田規昭

KARATE KILL/カラテ・キル

2 / 4 - 10

©ATRIUM PRODUCTIONS KFT

侯孝賢の自伝ともいえる青春映画。風櫃に住む阿清と友人達は悪戯
や喧嘩をして日 を々過ごしていた。ある日、対立するグループとの争いが
警察沙汰となり、家に戻れなくなった阿清らは高雄に行くことを決める。

1983年 /台湾 /101分 /オリオフィルムズ　監督：ホウ・シャオシェン
脚本・原作：ジュー・ティエンウェン　出演：ニュウ・チャンザイ/チャン・シー

風櫃の少年

2/19（日）ライブ+映画上映イベント “New Neighbors"
OPEN 15:00 / START 15:30
京都のインディーバンドで大注目を浴びる〈Homecomings〉の自主企
画イベントを開催 ! アコースティックバージョンのライブと、デヴィッド・ロ
バート・ミッチェル監督『アメリカン・スリープオーバー』を特別上映 !

1 / 28 - 2 / 10

1 / 28 - 2 / 10

©2016 Hellflower Film Ltd/the British Film Institute

1978年に起こった韓国の国民的女優チェ・ウニと映画監督シン・サン
オクの北朝鮮拉致事件の真実に迫った衝撃のドキュメンタリー !

2016年 /イギリス/97分 /彩プロ　監督：ロス・アダム/ロバート・カンナン
出演：チェ・ウニ/シン・サンオク/金正日/元CIA職員

将軍様、あなたの
ために映画を撮ります

©ABLAZE IMAGE Ltd.

1980年代、台湾映画界に新しい潮流をもたらし、世界の映画史にそ
の名を刻んだ<台湾ニューシネマ>。その足跡と後世に与えた影響を、
世界の映画人たちを通して浮き彫りにするドキュメンタリー。

2014年 /台湾 /109分 /オリオフィルムズ　監督：シエ・チンリン
出演：ホウ・シャオシェン/ツァイ・ミンリャン/ジャ・ジャンクー /黒沢清 /是枝裕和

台湾新電影時代
ニューシネマ

C o m i n g  S o o n

2017年第 2回目のオールナイトは、1/28（土）に開催 ! 
詳細は後日発表 ! 乞うご期待 !


