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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

10/1より、学生さんの
当日料金が1,000円に!

『キングコング：髑髏島の巨神』で全世界に衝撃を与えた、ジョーダン・ヴォート＝ロバーツ監督の類稀なビジュ
アル・センスが炸裂する、青春映画のニュー・スタンダード! 高校生のジョーと親友のパトリックは、ともに親へ
の不満から家出を計画。二人は一風変わった少年ビアジオと一緒に、森に隠れ家を作って自立した生活を目
指す。しかし、そこにジョーが想いを寄せるクラスメイトのケリーがやってきて、少年たちの友情に亀裂が生じは
じめ…。主演は『ジュラシック・ワールド』、『フィフス・ウェイブ』の人気若手俳優ニック・ロビンソン。

10 / 10 -

2013年 /アメリカ/95分 /グッチーズ・フリースクール　監督：ジョーダン・ヴォート=ロバーツ
出演：ニック・ロビンソン/ガブリエル・バッソ/モイセス・アリアス/エリン・モリアーティ/ニック・オファーマン

キングス・オブ・サマー
自由に生きる

イタリア映画が誇る現代の古典と永遠の古典。
ネ オ ク ラ ッ シ コ ク ラ ッ シ コ

降矢聡さん（グッチーズ・フリースクール教頭）ゲスト・トーク
グッバイ、サマー（写真上）
2015年 /フランス/104分 /トランスフォーマー /PG12　監督・脚本：ミシェル・ゴンドリー
出演：アンジュ・ダルジャン/テオフィル・バケ/ディアーヌ・ベニエ/オドレイ・トトゥ

20センチュリー・ウーマン（写真下）
2016年 /アメリカ/119分 /ロングライド/PG12　監督・脚本：マイク・ミルズ
出演：アネット・ベニング/エル・ファニング/グレタ・ガーウィグ

キングス・オブ・サマー 〈先行上映〉

open 23：00 start 23：15（終了予定 翌6：10）

All Night 9 / 30キングス・オブ・サマー公開記念！
Oh! Teenager Night

©2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

©Partizan Films - Studiocanal 2015

ティーンエイジャー×夏＝冒険、友情、恋、成長、etc.。ミシェル・ゴンドリー
＆マイク・ミルズ、両監督の最新作にして少年時代を描いた自伝的2作
品に『キングス・オブ・サマー』を加えた珠玉の青春3本立てナイト！

悪魔の起源 -ジン-（写真上）
2013年 /アラブ首長国連邦 /86分 /ファインフィルムズ　監督：トビー・フーパー
出演：カリッド・ライト/ラザーヌ・ジャマル/アイーシャ・ハート

マングラー
1995年 /アメリカ/107分 /キングレコード　監督：トビー・フーパー
出演：ロバート・イングランド/テッド・レヴィン/ヴァネッサ・パイク

悪魔のいけにえ（写真下）
1974年 /アメリカ/84分 / 松竹メディア事業部　監督：トビー・フーパー
出演：マリリン・バーンズ/ガンナー・ハンセン/エド・ニール/アレン・ダンジガー

open 23：45 start 24：00（終了予定 翌5：25）

All Night 9 / 23V-ZONE 洋画劇場
追悼 トビー・フーパー オールナイト

©MCMLXXIV BY VORTEX, INC.

©2013 Image Nation Abu Dhabi FZ-LLC. All rights reserved.

8月に逝去された巨匠トビー・フーパーを偲び、追悼オールナイトを開催。
ホラー映画の金字塔として名高いデビュー作『悪魔のいけにえ』、スティー
ヴン・キング原作『マングラー』、遺作『悪魔の起源 -ジン-』の3本立て。

ジプシーのとき〈デジタル・リマスター〉（写真上）
1989年 /ユーゴスラビア/142分　出演：ダボール・ドゥイモビッチ/ボラ・トドロビッチ

黒猫・白猫　1998年 /フランス、ドイツ、ユーゴスラビア/129分
出演：バイラム・セヴェルジャン/スルジャン・トドロヴィッチ/ブランカ・カティッチ

アンダーグラウンド（写真下）　1995年 /フランス、ドイツ、ハンガリー /
171分　出演：ミキ・マノイロヴィッチ/ミリャナ・ヤコヴィッチ/ラザル・リストフスキース

open 22：10 start 22：20（終了予定 翌6：40）

All Night 10 / 21Directed by エミール・クストリッツァ

©CIBY 2000  PANDORA FILMMOVO FILM

©1989 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

Directed by シリーズ第4弾は、9年ぶりの最新作『オン・ザ・ミルキー・ロード』
が公開されたばかりのエミール・クストリッツァ。世界三大映画祭を制した鬼
才の作品と共に、朝までLet’s ウンザ！ウンザ！

カナザワ映画祭2017〈エロス＋猟奇〉
in 京都みなみ会館

昨年で10周年を迎えたカナザワ映画祭が、更にスケールアップし、今年は全国6都市
を横断。京都では、「エロス＋猟奇」をテーマにオールナイト上映やトークイベントを含む
計3日間のフルボリュームで開催。これは変態ではない、芸術だ！

イタリア映画史上興収No.1の大ヒットコメディ ! 子供のころからの夢だった
安定した終身雇用の職＝公務員に就いて15年のケッコ。だが、ある日、政
府による公務員削減の対象になってしまい…。

詳しくはカナザワ映画祭のHPをご覧ください。
http://www.eiganokai.com/

2015年 /イタリア/86分 /パンドラ　監督・原案・脚本：ジェンナーロ・ヌンツィアンテ
原案・脚本：ルカ・メディチ　出演：ケッコ・ザローネ/エレオノーラ・ジョヴァナルディ

主催：一般社団法人 映画の会

配給：コピアポア･フィルム　監督：エミール・クストリッツァ　共催：半径500m

Viva！公務員

©TAODUE srl 2015

9 / 25 - 10 / 6

結婚詐欺師のハゲ男レイと看護婦長の巨漢女マーサ。文通クラブ
を通じて出会った2人はすぐに恋に落ちる。だが、次第にエスカレー
トしていく嫉妬に駆られ、マーサはレイの結婚詐欺の相手を次 と々
殺害していく…。1940年代後半、アメリカに実在した殺人鬼カップ
ルを題材にしたクライムドラマ。公開当時、批判を浴びながらも、フ
ランソワ・トリュフォーが絶賛した伝説のカルト作がスクリーンに蘇る!

1970年 /アメリカ/108分 /アンプラグド/R15+　監督・脚本：レナード・カッスル
出演：シャーリー・ストーラー /トニー・ロー・ビアンコ

ハネムーン・キラーズ

©1969 ROXANNE CO.ALL RIGHTS RESERVED.

10 / 10 - 14, 16 - 20

10 / 10 - 13, 15 - 20

シングルマザーのグロリアは、出会い系サイトで知り合った結婚詐欺
師ミシェルに心を奪われる。ミシェルの正体を知ってもグロリアの愛
は冷めず、共に詐欺を繰り返すように。2人の愛はやがて狂気へと
変貌し、女性たちを次 と々殺していく。『ハネムーン・キラーズ』でも
描かれた実在の殺人鬼カップルをモチーフに、『変態村』のファブリ
ス・ドゥ・ヴェルツ監督がディープで強烈な愛の形を投げかける! 

2014年 /ベルギー、フランス/93分 /アンプラグド/R15+
監督・脚本：ファブリス・ドゥ・ヴェルツ　脚本：ヴァンサン・タヴィエ/ロマン・プロタ
出演：ローラン・リュカ/ロラ・ドゥエニャス/エレーナ・ノゲラ/ピリ・グロワーヌ

地獄愛

©Panique / Radar Films / Savage Film / Versus Production / One Eyed - 2014

『キャリー』『スカーフェイス』『アンタッチャブル』『ミッション：インポッ
シブル』など数多くの有名作品を手掛けハリウッドを代表する巨匠の
一人、ブライアン・デ・パルマ監督。彼の手掛けた全作品の舞台
裏を含め、狂気の映画作家デ・パルマの姿に『フランシス・ハ』、の
ノア・バームバック、『マッド・ガンズ』のジェイク・パルトロー、気鋭
の両監督が迫るインタビュー・ドキュメンタリー映画。

2015年 /アメリカ/110分 /是空、TOMORROW Films.
監督：ノア・バームバック/ジェイク・パルトロー　出演：ブライアン・デ・パルマ

デ・パルマ

©2016 Empire Ward Pictures. All Rights Reserved.

9 / 30 - 10 / 6

©2016 Pennebaker Hegedus films.Inc

9 / 30 - 10 / 6, 10 - 14, 16 - 20

若き日のボブ・ディランの姿を収めた音楽ドキュメンタリー。ビートルズやローリン
グ・ストーンズ、アンディ・ウォーホルらが活躍し、ポップカルチャーの旋風が巻き
起こった1960年代。「時代は変る」「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」を
リリースし、アコースティックからエレクトリックへの転換期を迎えたディランが、65
年に行ったイギリスツアーを追い、当時の世界の空気を映し出した。「サブタレニ
アン・ホームシック・ブルース」を歌うディランの姿から始まり、コンサートシーンや
インタビュー映像を織り交ぜながら、若き日のディランを余すことなく捉える。監督
は、音楽ドキュメンタリーの名匠D・A・ペネベイカー。

1967年 /アメリカ/96分 /モノクロ/アダンソニア、オンリー・ハーツ　監督：D・A・ペネベーカー
出演：ボブ・ディラン/ジョーン・バエズ/ドノヴァン/アラン・プライス/ボブ・ニューワース

ドント・ルック・バック
1965年、時代もボブ・ディランも変わろうとしていた―

©2016 Sony Music Artists Inc.

9 / 16 - 29

高校二年生の夏。クラスの中心的存在だが、元彼との間に子どもができて
いるかもしれないと悩むはづき、孤独を紛らわすために万引きを繰り返す優
等生の葵。同じクラスにいながらもまるで接点のない対照的なふたりが、
ひょんなことから認知症のおばあさんと出会い、想いを伝えられなかった初
恋の人にラブレターを渡したいというおばあさんの為に協力することに…。
『ディアーディアー』の菊地健雄による監督2作目。話題作への出演が続
く萩原みのりと久保田紗友を主演に迎え、少女たちの繊細な心模様を透
明感溢れる世界観で捉えた、ほろ苦くもみずみずしい青春映画。

2016年 /日本 /80分 /アンプラグド　監督：菊地健雄　脚本：加藤綾子
出演：萩原みのり/久保田紗友 /渡辺シュンスケ/渡辺真起子 /もたいまさこ

ハローグッバイ

9 / 16 - 29 10 / 7 - 9イタリア ネオ＋クラッシコ映画祭2017
〈デジタル・リマスター〉　配給：コピアポア・フィルム　製作国：イタリア

友達ってなんですか？

ウンベルトD　1952年 /89分 /モノクロ
監督：ヴィットリオ・デ・シーカ　出演：カルロ・バッティスティ

三月生れ　1958年 /111分 /モノクロ
監督・脚本：アントニオ・ピエトランジェリ
出演：ジャクリーヌ・ササール/ガブリエーレ・フェルゼッティ

気ままな情事　1965年 /123分 /モノクロ
監督・脚本：アントニオ・ピエトランジェリ
出演：ウーゴ・トニャッツィ/クラウディア・カルディナーレ

狂った夜　1959年 /93分 /モノクロ
監督：マウロ・ボロニーニ　出演：ジャン＝クロード・ブリアリ

汚れなき抱擁　1960年 /101分 /モノクロ
監督：マウロ・ボロニーニ　出演：マルチェッロ・マストロヤンニ

わが青春のフロレンス
1970年 /111分　監督：マウロ・ボロニーニ
出演：マッシモ・ラニエリ/オッタヴィア・ピッコロ

愛の果てへの旅　2004年 /104分
監督・脚本：パオロ・ソレンティーノ　出演：トニ・セルヴィッロ

ロベレ将軍　1959年 /140分 /モノクロ
監督：ロベルト・ロッセリーニ　

フェリーニの道化師　1970年 /92分
監督・脚本・出演：フェデリコ・フェリーニ
出演：アニタ・エクバーグ/ピエール・エテックス

ゴモラ　2008年 /137分
監督・脚本：マッテオ・ガッローネ　出演：トニ・セルヴィッロ
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★1 9/16（土）18:00 ～『ハローグッバイ』…
上映後、萩原みのりさん舞台挨拶
9/17（日）18:00 ～『ハローグッバイ』…
上映後、菊地健雄監督舞台挨拶

当日料金

一　般

学　生

会　員

小中高校生
1,000円均一
シニア

1,100円均一

〈R〉

1,800

1,500

1,200

〈A〉

1,700

1,400

1,200

〈B〉

1,500

1,300

1,000

〈C〉

1,300

1,000

1,000

■特別料金
【カナザワ映画祭】…詳しくはカナザワ映画祭のHPをご覧下さい。 ※各
種割引適用外、会員料金の設定無し
【V-ZONE 洋画劇場 追悼 トビー・フーパー オールナイト】…一般2,700
円 / 学生・会員・前売り2,400円
【Oh! Teenager Night】…一般2,700円 / 学生・会員・前売り2,400円

【Directed by エミール・クストリッツァ】…一般2,800円 / 学生・会員・前売り2,500円

■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
ロードショーウィークデー初日割引（R・Aの作品）… 9/25（月） 『Viva！公務員』、10/10

わが青
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愛の果
13：05
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狂った
12：45
-14：20

フェリー
12：30
-14：05

ハロー
14：30
-15：50

ハロー
20：10
-21：30

ワン・デ
16：00
-17：55

ワン・デ
14：15
-16：10

※ゲストは予告なく変更となる場合がございます

フーパー
ナイト

Teenager
ナイト

猛女
ナイト

クスト
リッツァ
ナイト

ワン・デイ 悲し
10：00 -11：55

「知事抹殺」の
16：20 -17：40

裁き
10：00 -12：00

世界は今日から君のもの
18：35 -20：25

ウィンター・ドリーム 氷の黙示録
20：35 -22：20

隠された時間
12：10 -14：20

「知事抹殺」の真実
9：30 -10：50

「知事抹殺」の真
9：00 -10：20

「知事抹殺」の真実
12：35 -13：55

「知事抹殺」の真実
12：10 -13：30

カナザワ映画祭 2017
〈エロス+猟奇〉
in 京都みなみ会館

詳しくはカナザワ映画祭の
HPをご覧ください。

 http://www.eiganokai.com/

米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー
13：45 -15：35

米軍が最も恐れた男
11：00 -12：50

裁き
10：30 -12：30

抗い 記録作家 林えいだい
10：30 -12：10

裁き
12：20 -14：20

隠された時間
14：30 -16：40

キングス・オブ・サマー
16：50 -18：25

隠された時間
12：40 -14：50

ドント・ルック・バック
15：00 -16：40

キングス・オブ・サマー
16：50 -18：25

ハネムーン・キラーズ
18：30 -20：20

地獄愛
20：35 -22：10

キングス・オブ・サマー
13：00 -14：35

ハネムーン・キラーズ
14：45 -16：35

地獄愛
16：50 -18：25

ドント・ルック・バック
18：35 -20：15

キングス・オブ・サマー
20：25 -22：00

デ・パルマ
19：20 -21：10

俺たちポップスター
17：40 -19：10

ドント・ルック・バック
15：45 -17：25

ハローグッバイ
14：05 -15：25

ワン・デイ 悲しみが消えるまで
15：35 -17：30

米軍が最も恐れた男 その名は、カメジロー
10：30 -12：20

「知事抹殺」の真実
17：20 -18：40

ハローグッバイ
18：50 -20：10

ウィッチ
20：20 -21：55

ワン・デイ 悲しみが消えるまで
11：00 -12：55

★1
　ハローグッバイ
18：00 -19：40

ウィッチ
19：55 -21：30

Viva! 公務員
20：10 -21：40

Viva! 公務員
19：40 -21：10

Viva! 公務員
10：30 -12：00

（火）『キングス・オブ・サマー』、『ハネムーン・キラーズ』、『地獄愛』1,100 円均一
ペア割引（毎週火曜、男女問わず）、夫婦50割引（どちらか50歳以上のご夫婦）…お二人で
2,200円
招待券使用不可…『MOTHER FUCKER』、『大阪外道』、『大阪蛇道』、【カナザワ映画
祭】、【超大怪獣大特撮大全集】、すべてのオールナイト上映

超大怪獣大特撮大全集DX PART.3 2,000円均一 MOTHER FUCKER 特別先行上映会 supported by BOROFESTA 2,000円均一イタリア ネオ＋クラッシコ映画祭2017 ■B 大阪外道、大阪蛇道 ■B

【2本立】
フランケ
大怪獣
18：10 -
-21：45
※休憩有

【2本立】
フランケ
大怪獣
16：25 -
-20：00
※休憩有

超大怪獣大特撮大全集DX PART.3 2,000円均一

【2本立】
宇宙人
地球防
18：25 -
-21：45
※休憩有

【2本立】
宇宙人
地球防
16：20 -
-19：40
※休憩有

★2 9/30（土）20:00 ～『MOTHER FUCKER』…谷ぐち順さんゲストトーク＆
ライブ

★3 10/21（土）18:10 ～『大阪外道』…上映後、石原貴洋監督舞台挨拶

★4 10/22（日）14:30 ～『大阪蛇道』…上映後、石原貴洋監督ほか舞台挨拶

（土） （日） （月・祝） （火） （水） （木） （金） （土・祝） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （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）
9 /16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 /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

不条理な容疑で逮捕され、被告人となった男と、彼の運命を握る裁判
官、検事、弁護士。一つの「裁き」を巡る法廷の攻防と、並行する彼ら
の私生活を、独特の視点とカメラワークで描いた異色の法廷劇。

2014年 /インド/116分 /トレノバ　監督・脚本：チャイタニヤ・タームハネー
出演：ヴィーラー・サーティダル/ヴィヴェーク・ゴーンバル

裁き

9 / 23, 24

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.3

大怪獣決闘ガメラ対バルゴン
1966年/日本/101分/角川/35mm　監督：田中重雄
特撮監督：湯浅憲明　音楽：木下忠司
出演：本郷功次郎/江波杏子/夏木 章/藤山浩二/見明凡太朗

人喰い大怪獣出現！

人類決死の攻防戦！

友好か？侵略か？

宇宙からの来訪者。

フランケンシュタインの怪獣
サンダ対ガイラ
1966年/日本/88分/東宝/35mm
監督・脚本：本多猪四郎
脚本：馬渕薫　特技監督：円谷英二　音楽：伊福部昭
出演：佐原健二/水野久美/ラス・タンブリン/田崎潤

地球防衛軍
1957年/日本/88分/東宝/カラー /35ｍｍ　製作：田中友幸
監督：本多猪四郎　特技監督：円谷英二　音楽：伊福部昭
出演：佐原健二/河内桃子/平田昭彦/白川由美/志村喬

10 / 14, 15

宇宙人東京に現わる
1956年/日本/87分/角川/35mm
監督：島耕二　原案 : 中島源太郎　音楽 : 大森盛太郎
出演：川崎敬三/苅田とよみ/八木沢敏/山形勲/南部彰三

9 / 23 - 10 / 6, 10 - 13

10 / 14 - 27

ハンブルク映画祭で“ミスターバイオレンス“の異名を取った石原貴洋
監督が、前作『大阪外道』を更にスケールアップさせた裏街道映画。

2013年 /日本 /110分 /キングレコード　監督・脚本：石原貴洋
プロデューサー：林海象　出演：坂口拓 /仁科貴 /田畑智子 /山中アラタ 木原勝利

大阪蛇道 Snake of Violence
〈NEW VERSION〉

10 / 22

引きこもり生活を送っていたオタク女子・真実。父の勧めで始めたバイト、それは
ゲームのバグを探すデバッカー。誰とも言葉を交わさずに出来る仕事のはずだっ
た。ところがそこで思わぬ出来事に遭遇。真実の運命は大きく変わって行く…。

2016年 /日本 /107分 /アークエンタテインメント　監督・脚本：尾崎将也
出演：門脇麦 /三浦貴大 /比留川游 /岡本拓朗 /安井順平 /駒木根隆介 /マキタスポーツ

世界は今日から君のもの

©クエールフィルム

10 / 23 - 11 / 3

ジャド・アパトーが製作を手掛け、“ポップスター”の失敗と挫折と転落を描いた、
音楽ドキュメンタリーにまつわるパロディ満載の波瀾爆笑しくじりコメディ!

2016年 /アメリカ/86分 /パルコ　製作：ジャド・アパトー
製作・監督・脚本・出演：アキヴァ・シェイファー /ヨーマ・タコンヌ
製作・脚本・出演：アンディ・サムバーグ

俺たちポップスター

©2016 UNIVERSAL STUDIOS

9 / 30 - 10 / 6

2307年、氷河期に入った地球。反乱を起こしたミュータントを討伐すべく、人類
側は精鋭特殊部隊スパルタン7を送り出すが…。『ブルー・バレンタイン』の脚本
家による、人類と自ら生み出した新人類との闘いを描く近未来SF映画！

2016年 /アメリカ/101分 /熱帯美術館　監督：ジョーイ・カーティス
出演：ポール・シドゥ /アリエル・ホームズ/ブランデン・コールス/ケルシー・ワトソン

ウィンター・ドリーム 氷の黙示録

©2016 Thorium 7 Films All Rights Reserved

10 / 21 - 27

25年にわたり、面白いことだけを追求し、生活に根付いた不純物なしの〈音楽〉
を奏でる音楽レーベル“Less �an TV”の面々。その主宰者と集う仲間たちの
〈終わりなき青春〉！谷ぐち順さんをゲストに迎え、トークショー＆ミニライブ開催！

2017年 /日本 /98分 /日本出版販売　監督：大石規湖　出演：谷ぐち順 /YUKARI/谷口共鳴

MOTHER FUCKER
〈特別先行上映会 supported by BOROFESTA〉

©2017 MFP All Rights Reserved.

9 / 30

最愛の妻を失い、無気力な日 を々過ごす保険調査員のガンスが調査のために訪
れた病室で出会ったのは、昏睡状態のはずのミソだった―。『愛してる、愛してな
い』『男と女』のイ・ユンギ監督によるファンタジックなラブストーリー。

2017年 /韓国 /113分 /ファインフィルムズ　監督・脚本：イ・ユンギ
出演：キム・ナムギル/チョン・ウヒ/イム・ファヨン/パク・ヒボン/ユン・ジェムン

ワン・デイ 悲しみが消えるまで

©2016 INVENT STONE ALL RIGHTS RESERVED

9 / 16 - 29

福岡県筑豊を拠点に、戦争の悲劇など歴史の闇に葬られそうな様々な
事実を取材し続けてきた記録作家を追ったドキュメンタリー。

2016年 /日本 /100分 /グループ現代　監督：西嶋真司　朗読：田中泯
出演：林えいだい/神崎あづさ/倉地ミツ子 /河野孝弘 /花道柳太郎 /武蔵（愛犬）

抗い 記録作家 林えいだい
〈追悼上映〉

©RKB毎日放送

10 / 21 - 27

ヤクザも恐れる二大巨頭“外道“と“非道“が、ヤクザの抗争も巻き込
んで血みどろの闘いを繰り広げる姿を少年の目線から描く。

2012年 /日本 /82分 /キングレコード　監督・脚本：石原貴洋
プロデューサー：林海象　出演：大宮将司 /彫政統 /前野朋哉 /片倉わき

大阪外道 OSAKA VIOLENCE
〈NEW VERSION〉

©石原映画工場

©石原映画工場

10 / 21

収賄額0円、不可解な汚職事件を追って見えてきたのは―。福島、そして国民
の命を守るため、巨大な力と命がけで闘った政治家が抹殺された背景に迫るド
キュメンタリー映画。報道されなかった真実が、本人の証言でいま明かされる。

2016年 /日本 /80分 /ミルインターナショナル　監督：安孫子亘　出演：佐藤栄佐久

「知事抹殺」の真実
〈アンコール上映〉

©『「知事抹殺」の真実』製作委員会

9 / 16 - 29, 10 / 1 - 6

「筑紫哲也ＮＥＷＳ２３」でキャスターを務め、筑紫哲也氏の薫陶を受
けた佐古忠彦初監督作品。第二次大戦後、米軍統治下の沖縄で唯
一人“弾圧”を恐れず米軍にNOと叫んだ日本人がいた。「不屈」の
精神で立ち向かった沖縄のヒーロー瀬長亀次郎。民衆の前に立ち、
演説会を開けば毎回何万人も集め、人 を々熱狂させた。彼を恐れた
米軍は、様々な策略を巡らすが、民衆に支えられて那覇市長、国会
議員と立場を変えながら闘い続けた政治家、亀次郎。その知られざる
実像と、信念を貫いた抵抗の人生を、稲嶺元沖縄県知事や亀次郎
の次女など関係者の証言を通して浮き彫りにしていくドキュメンタリー。

2017年 /日本 /107分 /彩プロ
監督：佐古忠彦　テーマ音楽：坂本龍一　語り：山根基世 /大杉漣 

米軍が最も
恐れた男 その名は、カメジロー

©ＴＢＳテレビ

瀬長亀次郎生誕110年。

アメリカ

10 / 14 - 27

最愛の母を亡くし、義父に連れられ離島に引っ越してきた少女スリン。新しい学
校にも家にも馴染めず孤独な日 を々過ごしていた彼女は、自分と同様に親のな
い少年ソンミンと知り合う。二人だけの秘密の暗号を作って友情を育み、淡い
恋心が芽生えたある日、同級生たちと出かけた立入禁止区域の洞窟で、スリン
ひとりを残し、三人の少年が一瞬にして姿を消すという謎の失踪事件が発生。
発見に結びつく手がかりもつかめず捜査が難航するなか、見知らぬ男がスリン
の前に突然姿を現し、「僕はソンミンだ」と主張。誰も知らないはずの秘密の暗
号を使って大量のノートに記録されていた、あまりにも不可思議な事件の全容と
は─。作品ごとに華麗なる変身を遂げてきたカン・ドンウォンが、外見は大人で
いながら心は少年という難しいキャラクターを繊細に表現している。

2016年 /韓国 /130分 /ハーク　監督・脚本：オム・テファ　脚本：チョ・スルイェ
出演：カン・ドンウォン/シン・ウンス/キム・ヒウォン/クォン・ヘヒョ /ムン・ソリ/オム・テグ

隠された時間

©2016 showbox and barunson e&a ALL RIGHTS RESERVED.

君だけは僕を信じてくれる？


