
梅田ガーデンシネマ Umeda Garden Cinema 連日19：10～

5月18日［土］
Sam.18 mai ランジュ氏の犯罪 Le Crime de Monsieur Lange （80’）

5月19日［日］
Dim.19 mai 身をかわして l’Esquive （117’）

5月20日［月］
Lun. 20 mai 5時から7時までのクレオ Cléo de 5 à 7 （117’）

5月21日［火］
Mar. 21 mai 5時から7時までのクレオ Cléo de 5 à 7 （117’）

5月22日［水］
Mer. 22 mai 私を忘れて Oublie-moi （95’）

5月23日［木］
Jeu. 23 mai 天井桟敷の人  々 Les Enfants du Paradis （190’）

5月24日［金］
Ven. 24 mai 天井桟敷の人  々 Les Enfants du Paradis （190’）

一般：1200円、学生800円、ガーデンシネクラブ会員／クラブ・フランス会員500円 ■ 当日券のみ、前売券の
販売はございません。■ 各作品ごとに入場整理券を発行いたします。■ 入場整理券は、朝のオープン時より、
当日上映分のみを発行いたしております。■ 上映時間の10分前より入場整理番号順に入場開始。場内は自
由席です。本編上映中の途中入場や、ご飲食は、まわりのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。■
小さなお子様を連れてのご入場はご遠慮ください。■ 大阪府青少年健全育成条例に基づき、18歳未満の方
の夜間の利用は制限されます。

梅田ガーデンシネマ  大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビルタワーイースト4F

tel : 06-6440-5977｜ www.gardencinema.jp/umeda/

京都シネマ Kyoto Cinema 連日18：40～

5月18日［土］
Sam.18 mai

天井桟敷の人  々 Les Enfants du Paradis （190’）
上映後にキャロル・オルエによる講演会あり（「プレヴェールと映画」：言葉の詩、映像の魔術）
suivi d’une conférence par Carole Aurouet

5月19日［日］
Dim.19 mai ポンヌフの恋人 Les Amants du Pont-Neuf （126’）

5月20日［月］
Lun. 20 mai ポンヌフの恋人 Les Amants du Pont-Neuf （126’）

5月21日［火］
Mar. 21 mai

アバンチュールはパリで Night and Day （144’）
上映後、北小路隆志によるトークショーあり
suivi d’un débat avec Takashi Kitakoji

5月22日［水］
Mer. 22 mai ママと娼婦 La Maman et la Putain （220’）

5月23日［木］
Jeu. 23 mai ランジュ氏の犯罪 Le Crime de Monsieur Lange （80’）

5月24日［金］
Ven. 24 mai 身をかわして l’Esquive （117’）

一般：1200円、学生800円、京都シネマ会員／クラブ・フランス会員500円、チケット販売開始時間：当日、開
館時より販売 ■ 開場時間は劇場までお問い合わせください。■ 当日券のみ、前売券の販売はございません。
■ 本編開始後のご入場はおことわりいたします。■ 整理番号順でのご入場・全席自由席 ■ 場内でのお食事
はご遠慮ください。
Tarifs d’entrée aux projections : ¥1200 , Étudiants  ¥800 , Membres Kyoto Cinéma / Club France ¥500

 四条烏丸下る西側COCON烏丸3F｜tel : 075-353-4723｜ www.kyotocinema.jp

都市の映画、パリの映画史
主催 アンスティチュ・フランンセ日本 後援 アンスティチュ・フランセ パリ本部
フィルム提供及び協力 アーク・フィルムズ、ビターズ・エンド、ユーロスペース、タマサ・ディストリビューション、ザジフィルムズ
Ville et cinéma : Paris au cinéma
Organisé par l’Institut français du Japon Avec le soutien de : Institut français
Merci à : Ark Films, Bitters End, Eurospace, Tamasa Distribution, Zazie Films

お問い合わせ
アンスティチュ・フランセ関西―京都（旧 関西日仏学館）
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
tel : 075-761-2105｜fax : 075-761-2106｜mail : kansai@institutfrancais.jp
アンスティチュ・フランセ関西―大阪（旧 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ）
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階
tel : 06-6358-7391｜fax : 06-6358-7393｜mail : kansai.osaka@institutfrancais.jp

Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax

2013年5月18日［土］⇒5月24日［金］
梅田ガーデンシネマ／京都シネマ

du 18 au 24 mai 2013
à Umeda Garden Cinema / Kyoto Cinema

都市の映画、パリの映画史
特別ゲスト キャロル・オルエ パリ東マルヌ・ラ・ヴァレ大学准教授、プレヴェール専門家／北小路隆志 京都造形芸術大学准教授、映画評論家

VILLE ET CINÉMA :
PARIS AU CINÉMA
Invités Carole Aurouet maître de conférences à l'Université Paris-Est-

Marne-la- Vallée, spécialiste de Jacques Prévert / Takashi Kitakoji professeur de l’Université 
de Kyoto A r t et Design



女性監督３人の作品を紹介する

フレンチ・フィーメイル・ニューウェーブ 4月20日より梅田ガーデンシネマにて公開
フランス映画界ではここ10年で20人以上の女性監督が誕生し、今までの「女性映画」の枠を大きく超えた作品を発表している。
映画女優としてキャリアを積み、現在は映画作家として活躍している3人の監督たちの映画愛にあふれた最新作を一挙上映。

■グッバイ・ファーストラブ（監督：ミア・ハンセン＝ラブ）
■スカイラブ（監督・出演：ジュリー・デルピー）
■ベルヴィル・トーキョー（監督：エリーズ・ジラール）

ランジュ氏の犯罪｜Le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir｜1936年／80分／35ミリ／モノクロ／日本語字幕付

監督：ジャン・ルノワール／出演：ジュール・ベリー、ルネ・ルフェ－ヴル、フロレル、ナディア・シビルスカヤ
小さな町工場の印刷所で働くアメデ・ランジュは冒険小説を書いている。社長のバタラは経営上の失敗からランジュを丸め
込み、彼の小説をただで出版し大当たり。だがその程度では借金を返せず、夜逃げしたバタラは列車事故で死んだらしい。
残ったランジュたちは会社を自主管理することに。洗濯屋を営むヴァランティーヌと恋をささやき、仲間たちと幸せに暮らして
いたランジュたちのもとに、死んだはずのバタラが司祭に化けて舞い戻ってきて…。
「ジャン・ルノワールは、パリのアパルトマンのトポロジーを正確に再現している。
ルノワールは室内を生きているものと考えており、その有機的な生をフィルムに収めようとした」
―ジャン・ドゥーシェ、ジル・ナドー『パリ、シネマ』（梅本洋一訳、フィルムアート社）

天井桟敷の人 ｜々Les Enfants du paradis de Marcel Carné｜1945年／182分／35ミリ／モノクロ／日本語字幕付

監督：マルセル・カルネ／出演：アルレッティ、ジャン＝ルイ・バロー、ピエール・ブラッスール、ピエール・ルノワール
1828年パリのタンプル大通り、通称犯罪大通り。パントマイム役者バティストは妖艶で美しい女芸人ガランスと知り合い、
彼女を恋するようになる。パリの繁華街を舞台に、とりどりの人間群が織りなす人生の悲喜劇を壮麗に描いたカルネ＝プレ
ヴェールの代表作。劇の中心をなすバチスト・ドビュロオとフレデリック・ルメートルは共に実在の人物で、前者は本名シャル
ル、パントマイムのピエロ役の近代的創造者として知られている。「愛し合っている同士にはパリも狭いわ」という台詞はあま
りにも有名。
「ここでプレヴェールは彼の最も美しいシナリオを考案する。筋の構成、そしてアレクサンドル・トローネルのセットとコスマの音楽、
さらに輝くばかりの配役」―ジャン・ドゥーシェ、前掲書

5時から7時までのクレオ｜Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda｜1961年／90分／35ミリ／モノクロ／日本語字幕付

監督：アニエス・ヴァルダ／出演：コリンヌ・マルシャン、アントワーヌ・ブルセイエ、ドミニク・ダヴレー、ミシェル・ルグラン
病の不安におびえるシャンソン歌手クレオの5時から7時までを、ヌーヴェルヴァーグ特有の瑞 し々い手法を用い、リアルタイ
ムで描いたヴァルダ初期の傑作。カメラは初夏を迎えたパリの街をタクシーや車やバスにのって移動し、カフェやバス、公園
の中の人々、木漏れ日をとらえながら、クレオの不安を見事に表現している。若きゴダールやアンナ・カリーナが映画中映画
のサイレント喜劇に出演している。音楽を担当しているミシェル・ルグランが自ら出演し、主演のコリンヌ・マルシャンとデュエッ
トしているシーンも必見。
「クランクインが夏の最初の日である、6月21日に決まった時、この作品の製作は勝利を手にしました。
それは一年の中で最も長い日だったからです」―アニエス・ヴァルダ

ママと娼婦｜La Maman et la Putain de Jean Eustache｜1973年／220分／35ミリ／モノクロ／日本語字幕付

監督：ジャン・ユスターシュ／出演：ジャン＝ピエール・レオー、フランソワーズ・ルブラン、ベルナデット・ラフォン、イザベル・ヴェンガルテン
財産といえば言葉しか持たない貧しい若者アレクサンドルは、職も持たず、年上の女性マリーの部屋に居候している。つき
あっていたジルベルトに決定的な別れを告げられた日、カフェでひとりの女性に声をかける。彼女の名はヴェロニカといい、
看護婦として働いている。マリーとアレクサンドルの生活にしだいにヴェロニカが入ってくることで、親子のような、恋人のよう
な、微妙に保たれていたふたりの間のバランスが崩れていく……。ジャン・ユスターシュは、大半を室内シーンが占めるこの作
品で、街の風景を見せずとも、彼が生きた1970年代のパリの感情的な精神をとらえることに成功している。
「『ママと娼婦』は狂気の映画だ。まちがいなく、あの時代（私の青春時代）で最も気狂いじみた作品だ。
つまり、同時に最も美しいのである」―レオス・カラックス

ポンヌフの恋人｜Les Amants du Pont-Neuf de Leos Carax｜1991年／126分／35ミリ／カラー／日本語字幕付

監督：レオス・カラックス／出演：ジュリエット・ビノッシュ、ドニ・ラヴァン、クラウス＝ミヒャエル・グリューバー
真夜中のパリ、人気のない通りに横たわる男の足を一台のスポーツカーが轢いていく。それをなすすべもなく見つめる子猫を
抱いた女。 その男、アレックスは修理のため閉鎖中のポンヌフ橋で暮らす孤独な青年で、女は恋の痛手と眼の奇病を持つ
画学生ミシェルだった。パリ最古の橋、ポンヌフ、躍動するパリの息吹を背景に、物語は失意と闇から、息もつかせぬスピー
ドで希望と光へと疾走していく。「ボーイ・ミーツ・ガール」「汚れた血」に続く〈アレックス青春 3部作〉の完結編。
「『ポンヌフ』は言うなれば「ヌーヴェルヴァーグ」精神と人工の力への回帰との偶発的だが成功した混合の例だろう。
（…）カラックスの映画には、映画の偶然性を越えて、情熱という『今、ここ』への信頼があり、これがパリに本来の暴力的なまでの
詩的広がりを与えるのである。ポンヌフはこうして宇宙と化す」―ティエリー・ジュス「カイエ・デュ・シネマ」
レオス・カラックスの13年ぶりの長編作『ホーリー・モーターズ』は4月6日より梅田ガーデンシネマにて、6月京都シネマにて公開。

私を忘れて｜Oublie-moi de Noémie Lvovsky｜1995年／95分／35ミリ／カラー／日本語字幕付

監督：ノエミ・ルヴォヴスキ／出演：ヴァレリア・ブリュニ＝テデスキ、エマニュエル・ドゥヴォス、エマニュエル・サランジェ
ナタリーは、恋人のエリックから突然別れを告げられる。ナタリーを愛するアントワーヌは、困惑した彼女を受け止めようとす
るのだが、ナタリーは彼の愛に答えることができず、自分を見失っていく……。最新作『カミーユ、ふたたび』でさらなる評価
を得ているノエミ・ルヴォヴスキの長篇処女作。狭い質素なアパルトマンや、カフェ、メトロのホームで、登場人物たちが、孤
独から逃れるために、熱に浮かされたように走り、狼狽し、電話し、語らい、口論する姿が生き生きと描かれている。フィリッ
プ・ガレルに「男と女が五分五分に描かれている希有な映画」と絶賛され、この後、ガレル作品の脚本執筆にも参加するよう
になる。
「この映画の中では、登場人物がいつも話していますが、話すことがつねにひとつのアクションであるような映画を作ろうとしました」
―ノエミ・ルヴォヴスキ

身をかわして｜L’Esquive d’Abdellatif Kechiche｜2004年／117分／35ミリ／カラー／日本語字幕付

監督：アブデラティフ・ケシシュ／出演：サラ・フォレスティエ、オスマン・エルカラス、サブリナ・ウアザニ
クリモは、パリ郊外のHLM（低所得者向け公営高層団地）に住む15歳の少年だ。いつかヨットで世界の果てまで行くこと
を夢見ている。仲間たちと代わり映えのない毎日を過ごしていたクリモは、活発で茶目っ気のある同級生のリディアに恋心を
抱くようになる。彼女はマリヴォーの戯曲『愛と偶然との戯れ』の公演のための練習に夢中。なんとかリディアの気を引こうと、
クリモはアルルカンの役を演じることを決心するが…。2005年に作品・監督・脚本・新人女優の4つの部門でセザール賞を
総なめにし、興行的にも批評的にも大成功を収めた作品。
「現実と演劇が巧妙に交錯される中で、愛と偶然の絶え間ない戯れが試される。
白熱した言葉のやり取りと熱を帯びているような若い俳優たちに支えられたアブデラティフ・ケシシュの『身をかわして』は、
フランス社会のいくつかの断層を繊細な手つきで浮き彫りにしている」―セルジュ・カガンスキー「レザンロキュプティーブル」

アバンチュールはパリで｜Night and Day de Hong Sang-Soo｜2009年／144分／35ミリ／カラー／日本語字幕付

監督：ホン・サンス／出演：キム・ヨンホ、パク・ウネ、ファン・スジョン
夏の２ヶ月間、ちょっとした問題でパリでの暮らしを余儀なくされた韓国人画家サンナムが悲喜劇的なエピソードによって
みせる様々な心の葛藤（パリで出会ったふたりの女性、そしてソウルから電話をしてくる妻、彼女たちの間で揺れ動くディレン
マ）とその振る舞いがまるでオーケストラのように様々な音色とともに奏でられる、『獅子座』の現代版ともいえる作品。カフェ
や駅前、公園、名門美術学校エコール・デ・ボザール、郊外のドーヴィル、そうした日常のパリは、ホン・サンス映画の登場
人物が往来することで、韓国の街にも繋がっていき、不思議な様相を帯びてゆく。原題の「夜と昼」は、監督自身が外国滞
在中に、韓国の妻に電話した時、「人は誰もが時間にしばられて生きているのに、同じ時間でも夜と昼がある」と気づき、本
作の着想を得たことに由来している。
イザベル・ユペール主演、カンヌ国際映画祭ある視点出品作であるホン・サンス最新作の『3人のアンヌ』は今夏京都シネマにて公開。
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都市の映画、パリの映画史
シネマトグラフは19世紀末に大都市とともに誕生し、それ以来、映画と
都市の運命は緊密に結びついています。映画の生誕地パリは、どのよう
に映画を呼吸してきたのでしょうか。ジャン・ルノワールとマルセル・カル
ネというフランス映画を代表するふたりの巨匠によるパリ、ある女性の午
後の２時間の物

フイクシヨン
語とパリという街の現

ドキユメンタリー
実が重奏するヌーヴェルヴァー

グ初期の奇跡のように美しい『5時から7までのクレオ』、室内とカフェの
中の語り合いから当時のパリがこの上なく「見えてくる」永遠の青春映画
『ママと娼婦』。火と水の舞踏、橋の上を漂流する恋人たちの最古の物
語がパリに詩的広がりを与える『ポンヌフの恋人』。そして現在のパリ、
その郊外で生きる若者たちの恋愛、青春を街の鼓動とともに生き生きと
描き出す『私を忘れて』や『身をかわして』、偶然、出会いが散りばめられ
たホン・サンスによる『アバンチュールはパリで』。パリを舞台に撮られた
これらの作品から、都市と映画が織りなす歴史が見えてくるでしょう。
5月18日［土］『天井桟敷の人々』上映後には、ジャック・プレヴェール
の専門家キャロル・オルエ氏を迎え、プレヴェールの脚本の魔術と詩情
について語って頂きます。そして5月21日［火］『アバンチュールはパリで』
上映後には、映画評論家の北小路隆志氏をお迎えし、ホン・サンスの
映画の魅力、映画と都市の関係についてお話頂きます。

Le cinématographe est contemporain des grandes métropoles 
qui se dessinent à la fin du XIXe siècle. Son invention exprime 
à merveille les nouvelles “valeurs” de modernité portées par 
l’urbanisation planétaire. Ainsi, le cinéma et la ville ont des destins 
intimement mêlés.
Le cinéma est né à Paris en 1895 . Comment a-t-il depuis évolué 
dans sa ville de naissance ? De la comparaison du Paris de Jean 
Renoir avec celui de Marcel Carné, de la Nouvelle Vague partie de 
la capitale en passant par le Paris lieu de rencontres chez Hong 
Sang-soo, ce programme traverse la ville-lumière en empruntant 
les ruelles et les boulevards du plan cinématographique.

VILLE ET CINÉMA : PARIS AU CINÉMA

この特集はアンスティチュ・フランセ日本の他の支部、東京、福岡でも巡回予定です。
東京 4月11日⇒5月11日＠アンスティチュ・フランセ東京
福岡 5月9日 西鉄ホール／5月25日⇒5月31日＠KBCシネマ
La circulation de ce programme est prévue à Tokyo et à Fukuoka :
Tokyo: du 11 avril au 11 mai 2013 à l’Institut français du Japon - Tokyo
Fukuoka : le 9 mai à Nishitetsu Hall, du 25 au 31 mai à KBC Cinéma

Skylab de Julie Delpy


