
16 e Semaines des CAHIERS DU CINÉMA

上映スケジュールcalendrier

1月26日［土］
Sam. 26

19 : 00 5月の後 Après mai （122’）

1月27日［日］
Dim. 27

19 : 00 カミーユ、ふたたび Camille redouble （115’）

1月28日［月］
Lun. 28

19 : 00 メゾン、ある娼館の記憶 L’Apollonide - souvenirs de la maison close （125’）

1月29日［火］
Mar. 29

19 : 00 レイモン・ドゥパルドンのフランス日記 Journal de France （100’）

1月30日［水］
Mer. 30

19 : 00 あなたはまだ何も見ていない Vous n’avez encore rien vu （155’）

1月31日［木］
Jeu. 31

19 : 00 5月の後 Après mai （122’）

■【入場料金】一般前売：1200円（P-コード：464-543／チケット販売所：チケットぴあ、セブン-イレブン、サンクス、アンスティチュ･フランセ九州、
アートリエ）／当日：1500円、シニア・学生：1000円、通しチケット（3作品）：3300円、通しチケット（5作品）：5000円 ■ 開場は18時とさせて頂きま
す。■ 入場条件：R15 
■ Tarifs : Préventes adultes : 1200 yens (P-Code 464-543 , Points de vente : Ticket Pia, Seven Eleven, Sunkus, Institut français 

du Japon – Kyushu, Artlier) / Sur place : 1500 yens, Seniors et étudiants : 1000 yens, Carnet 3 séances : 3300 yens, Carnet 5 séan-
ces : 5000 yens ■ L’ouverture des portes a lieu à partir de 18h00 . ■ Conditions d’entrée : réservé aux plus de 15 ans

第16回カイエ・デュ・シネマ週間
主催 アンスティチュ・フランセ日本本部／アンスティチュ・フランンセ東京（旧東京日仏学
院） 後援 アンスティチュ・フランセ パリ支局／在日フランス大使館文化部／ユニフラン
ス 協賛 アニエスベー
『ホーリー・モーターズ』先行特別上映会 共催 ユーロスペース フィルム提供及び協力 アッ
ト・エンターテイメント株式会社／アテネ・フランセ文化センター／ビターズ・エンド／シネマテー
ク・フランセーズ／DDプロダクション／ゴーモン／MK 2／パテ／ル・プティ・ビュロ／タマサ・ディ
ストリビューション／東京国際映画祭／ワイルド・バンチ／フィリップ・ガレル氏
第16回カイエ・デュ・シネマ週間 in福岡
主催 アンスティチュ・フランセ日本／アンスティチュ・フランセ九州 後援 アンスティチュ・フラ
ンセ パリ支局 /在日フランス大使館文化部 フィルム提供及び協力 アット・エンターテイメン
ト株式会社／アテネ・フランセ文化センター／ゴーモン／MK 2／東京国際映画祭／ワイルド・
バンチ
16 èmes Semaines des Cahiers du Cinéma à Fukuoka
organisé par l’Institut français du Japon, l’Institut français du Japon-Kyushu, avec le soutien 
de : Institut français, l ’Ambassade de France au Japon, Merci à : At Entertainment, Centre 
Culturel de l’Athénée français, Gaumont,MK 2 , Tokyo International Film Festival, Wild Bunch

会場・お問い合わせ

>>>ヌーヴェル・ヴァーグの批評家、映画作家たちによって生まれたフランスの映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」。同誌とともに最
新のフランス映画をセレクトし、紹介する「カイエ・デュ・シネマ週間」は2013年に16回目を迎えます。今回は、東京での開催後、
はじめて、福岡、京都でも開催されます。1月28日には、同誌の編集長ステファヌ・ドゥロルムを迎え、上映される作品の紹介、及
び、現在の映画の動向についてお話いただきます。
Les semaines des Cahiers du Cinéma connaîtront cette année leur sixième édition au Japon et pour la 
première fois , ce festival voyage à Fukuoka et à Kyoto après Tokyo. Vous pourrez découvrir une sélection de 
films élaborée avec la rédaction de la revue, un parcours dans le cinéma français des années 2011 / 2012 . 
Véritable manifeste, cette programmation se veut en quête des réalisateurs dont la création pose le cinéma 
comme un acte essentiel. 

Invités

STÉPHANE DELORME
rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma

第16回 カイエ・デュ・シネマ週間 in福岡
2013年1月26日［金］⇒1月31日［木］＠KBCシネマ
特別ゲスト：ステファヌ・ドゥロルム（「カイエ・デュ・シネマ」編集長）

À FUKUOKA
DU 26 AU 31 JANVIER 2013

À KBC CINÉMA
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メゾン、ある娼館の記憶
L’Apollonide - souvenirs de la maison close
de Bertrand Bonello
2011年／125分／Blu-ray／カラー／日本語字幕付／R18
監督：ベルトラン・ボネロ
出演：ノエミ・ルヴォヴスキ、アフシア・エルジ、セリーヌ・サレット、
アデル・レネル

20世紀初頭、パリの高級娼館アポロニドでは、
毎夜、女たちが美しく着飾り、男たちの欲望を満
たす。顔に酷い傷を負ったマドレーヌ。自分の常
客に恋をしているジュリー。若いときから娼館で働
きくレア。華やかな世界に憧れてやってきた16歳
の新人ポーリーン。そして家主のマリー・フランス。
外界から閉ざされていたはずのアポロニドにも、時
代の波が抗いがたく流れ込んでくる……。カンヌ
国際映画祭コンペ部門出品作品。
>>>『メゾン、ある娼館の記憶』は、おそらくベルト
ラン・ボネロの最高傑作であり、そして長い間見
ることがなかったほど野心的で、豊かなフランス
作品の一本とよべるだろう。ムーディー・ブルース
の『サテンの夜』による哀しみに満ちたダンス、ま
るで儀式のような階段の上り下り、暗闇に呑み込
まれそうな廊下、花冠から離れ落ちる薔薇の花び
ら、侯 孝賢の『フラワーズ・オブ・シャンハイ』を想
起させる本作は、眩暈を起こさせるほどの魅惑的
な映像に満ちている。
 ―ジャン＝セバスチャン・ショーヴァン
 「カイエ・デュ・シネマ 670号」

カミーユ、ふたたび
Camille redouble
de Noémie Lvovsky
2011年／115分／35mm／カラー／英語字幕付・作品解説
配布
監督：ノエミ・ルヴォヴスキ
出演：ノエミ・ルヴォヴスキ、サミール・ゲスミ、ジュディット・シュム
ラ、ジャン＝ピエール・レオ

カミーユは16歳の時、エリックと出会い、情熱的
に愛し合い、娘を授かる。26年後、夫となったエ
リックは若い女性のもとに去ろうとしている。大晦
日の夜、カミーユは突然、過去へと戻される。16
歳に戻ったカミーユは、両親、友人たち、青春を
再び見出す。そしてエリックも…。『メゾン、ある娼
婦館の記憶』など、近年のフランス映画で女優と
しても活躍しているノエミ・ルヴォヴスキが42歳か
ら16歳まで、一人の女性の人生を見事に演じて
いる。
>>>「映画監督＝女優であるノエミ・ルヴォヴスキ
があらゆる意味で―身体的、形而上学的、メ
ロドラム的、そしてバーレスク的に―時間の移
行をしっかりと受け止めてみせる。重たくなりそう
なシーンでさえ、この映画には、なにかしら愉快
で、そして心を揺さぶるものがある。
 ―シャルロット・ガーソン
 「カイエ・デュ・シネマ」

あなたはまだ何も見ていない
Vous n’avez encore rien vu
d’Alain Resnais
2012年／155分／35ｍｍ／カラー／英語字幕付・作品解説
配布
監督：アラン・レネ
出演：マチュー・アマルリック、ピエール・アルディッティ、サビー
ヌ・アゼマ、アンヌ・コンシニ、ミシェル・ピコリ

著名な劇作家であるアントワーヌ・ダンタックの死
後、遺言によって、彼の戯曲『エウリュディケ』を演
じた俳優たちが、南仏の邸宅に集められる。彼ら
はそこで、コロンブ座という若い俳優たちの劇団
がこの芝居を演じている映画を見せられる。愛、
生、死、死後の愛、それらは舞台の上でまだ意味
をなしているのだろうか？　スクリーンで若者たち
が演じているのを見ていた俳優たちもいつの間に
か台詞を呟き始め、『エウリュディケ』の舞台を演
じ始める…。
>>>ウッディ・アレンの『カイロの紫のバラ』で、ミ
ア・ファローは死者たちに会いに行く生者を演じ
ていて、その体験によって変化し、これまでにない
感情を自分の中に見出す。『あなたはまだ何も見
ていない』では生者たちによって演じられた芝居
を死者が見て、自分たちがかつて生きた体験をそ
こに投影する。すべては逆であるわけだ。登場人
物たちはつねに死の欲望に動かされている、それ
こそがレネの映画の素晴らしく、感動させるとこ
ろである。自己同一化の過程において、観客に見
えてくるのは何かしらの亡霊である。たとえば、生
きることがなかった、あるいは漠然と生きた人生
の亡霊だったり、存在しなかった、あるいは消え
去ってしまった関係の亡霊だったり。
 ―ジャン＝セバスチャン・ショーヴァン

5月の後
Après mai
d’Olivier Assayas
2012年／122分／Blu-ray ／カラー／日本語字幕付
監督：オリヴィエ・アサイヤス
出演：クレモン・メタイエ、ローラ・クレトン、フェリックス・アルマン

70年代初頭、パリ。高校生のジルは政治闘争の
熱狂にとらわれていると同時に創作活動にも没頭
している。仲間たちと同様に、過激な政治行動と
個人的な願いの間で悩んでいる。恋の出会い、芸
術的な発見を体験しながら、イタリア、そしてロン
ドンへと旅するジルとその仲間たちにも、波乱に満
ちた時代の中で自分の場所を見出すべく選択の
時がくる。
>>>『5月の後の青春　アリス・ドゥボールへの手
紙、1968年とその後』」（boid出版）を書いた
ことで、私はあの時代と和解することができまし
た。（…）急ぎ足で通り過ぎながらも、私は、青春
を送ったあの時代に、ポエジーのようなものを感
じた気がしていました。その時に感じたことによっ
て、あまり知られていないこの時代について、いつ
かもっと豊かな映画を作れるのではないかと思っ
ていました。
 ―オリヴィエ・アサイヤス

>>>スクリーンにしずくのように散りばめられた逸
話的な思い出の穴の中で、『５月の後』はある逆
説、若者たちがあらゆることをする時間があるとま
だ信じていた荒れ狂う喧噪の時代の逆説が描か
れた作品の中で、驚くべき何かに到達している。
 ―ジュリアン・ゲステール
 「リベラシオン」紙

レイモン・ドゥパルドンのフランス日記
Journal de la France
de Raymond Depardon
2012年／100分／Blu-ray／カラー／日本語字幕付
監督 レイモン・ドゥパルドン、クローディーヌ・ヌーガレ

これはひとつの日記であり、時間への旅でもある。
男はフランスの写真を撮り、女は彼が大切に取っ
ておいた未発表の映像を見出す。世界各地のル
ポルタージュ、アルジェリア戦争の従軍キャメラマ
ンから始まり、プラハの春、フランス大統領選挙、
精神病棟、アフリカ、法廷、農民、それらは、記
憶の断片、我々の歴史である。ジャーナリストとし
て世界最高峰の写真家集団マグナム・ フォトに
所属、10代から世界中を飛び回りピュリツァー賞
を受賞し、映画作家としても近年では山形国際
ドキュメンタリー映画祭でグランプリ受賞するな
ど、高い評価を得ているレイモン・ドゥパルドン。
彼のキャリアを振り返りながら、独自のスタンスで
フランスの風景に向き合う現在の姿も紹介してい
る。共同監督は、録音技師であり、製作者であ
り、妻であるクローディーヌ・ヌーガレ。
>>>「ドゥパルドンはフランスの人里離れた地域か
ら、ある人生の歩みのもとになる熟考された三部
作の最終段階を見出す。漂流の旅は逃避ではな
く、田園にある親密な場所、縄張り、秘密の庭の
ような場所を見出す旅である。
 ―ジョアキム・レパスティエ
 「カイエ・デュ・シネマ」

第16回 カイエ・デュ・シネマ週間 in福岡
16e Semaines des CAHIERS DU CINÉMA À FUKUOKA


