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2018年／フランス／97分／カラー／デジタル
監督：ギヨーム・ブラック

パリの北西にあるレジャー・アイランドでのひと夏。ある者たちにとっては冒険、誘惑、ちょっ
とした危険を冒す場所。他の者たちにとっては避難、逃避の場所となっている。世界の喧騒
とどこかで響き合いながら、この場所には有料の海水浴場もあれば、人目につかない片隅、
あるいは子供たちが探求する王国もある。
7/13（土）より出町座にて／夏以降シネ・ヌーヴォにて新作『7月の物語』を含む〈ギヨーム・ブ
ラック監督特集〉開催。詳しくは各劇場へお問い合わせください。

宝島 L’Ile au trésor  

 

2019年／フランス、ルクセンブルク、スイス／82分／カラー／デジタル
監督：ザブー・ブライトマン、エレア・ゴべ・メヴェレック
出演：ジタ・アンロ、スワン・アルロー、シモン・アブカリアン、ヒアム・アッバス

1998年夏、アフガニスタンのカブールはタリバン勢力の支配下に。ズナイラとモーセンの
カップルは、暴力と悲惨な現実の中でも希望を持ち続けていたが、ある行動が災いし…。
2019年、カンヌ国際映画祭ある視点部門コンペティション出品。

カブールのツバメ Les Hirondelles de Kaboul 

ⓒLES ARMATEURS – MELUSINE PRODUCTIONS – CLOSE UP FILMS - ARTE 
FRANCE CINEMA - RTS - KNM 2018

1996年／フランス／120分／カラー／デジタル
監督：エリック・ロメール
出演：メルヴィル・プポー、アマンダ・ラングレ

大西洋に面した避暑地ディナールでひとり恋人を待つガスパール。彼はクレープ専門店で
ウェイトレスをしているマルゴと出会い、デートを重ねるが、ソレールという女性にも惹かれ
ていく。ガスパールは恋人レナと落ち合ってウェッサン島に旅行するはずなのに、約束の日
から一週間経っても彼女はやってこない…。ブルゴーニュの港町、白い砂浜の上、3人の女性
の間を右往左往するガスパールによって、ショット内の男と女たちによる永遠に続くとも思
えるヴァリエーションが、ロメールならではの演出のヴァリエーションとして見えてくる。

夏物語 Conte d’été 

2018年／フランス／102分／カラー／デジタル
監督：ルイ＝ジュリアン・プティ
出演：オドレイ・ラミー、コリンヌ・マシエロ、ノエミ・ルヴォヴスキ、デボラ・ルクムエナ

行政の決定により、ホームレスシェルターが閉じることになった。閉鎖までの3ヵ月、ソー
シャルワーカー達はあらゆる手を使って、入居者達を社会に出そうと奮闘する。社会の片隅
で、もがきながら生きる女性たちを描く。

社会の片隅で Les Invisibles 

ⓒJC Lother

1962年／フランス／110分／モノクロ／35mm
監督：ジャック・ロジエ
出演：ジャン=クロード・エミニ、イヴリーヌ・セリ、ステファニア・サバティーニ、ヴィットリオ・カプリオーリ

1960年、アルジェリア戦争の兵役を数ヶ月後に控えたミシェルは、勤め先のテレビ局でリ
リアーヌとジュレットいうふたりの女の子と知り合う。二人の娘はミシェルに恋心を抱く。ミ
シェルは生中継中にヘマをしてしまい放送局を辞め、コルシカ島で早めのヴァカンスを楽し
んでいた。そんな彼のところに、リリアーヌとジュリエットがやってくる。双子のように仲良し
だったふたりの仲は、嫉妬が原因でぎくしゃくし始めて…。永遠の青春映画と絶賛される、
ロジエの長編処女作。

アデュー・フィリピーヌ Adieu Philippine

 

2018年／フランス／88分／カラー／デジタル
監督・出演：ジュディス・デイビス
出演：マリック・ジディ、クレア・ドゥーマス、メラニー・ベステル

共産主義の両親に育てられた30代のアンジェルにとって、現代社会は憤りを感じることば
かり…。活動家だった父は歳をとり、母は政治思想を捨て田舎へ移住。全てに行き詰ったア
ンジェルは、久々に母に会いに行くことにする。

マイ・レボリューション Tout ce qu'il me reste de la révolution

ⓒAgat films & Cie - Ex nihilo

2013年／フランス／97分／カラー／デジタル
監督：アラン・ギロディー
出演：ピエール・ドィラドンシャン、クリストフ・パウ、パトリック・ダスマサオ、ジェローム・シャパット、マチュー・ヴェル
ヴィッシュ

ある夏、湖のほとりに隠れた男たちのハッテン場で、フランクは、ミシェルに恋をした。美
しく、力強く、危険なミシェル。ある殺人事件を目撃してしまったフランク。その事件にミ
シェルがかかわっているのでは、という疑問を持ちながらも、彼への情熱を生きようとする
が…。2013年カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で上映され、絶賛された鬼才アラン・ギロ
ディーの長篇4作目。その年の「カイエ・デュ・シネマ」ベストワンにも選ばれる。

湖の見知らぬ男 L’Inconnu du lac 

 

2018年／フランス／105分／カラー／デジタル
監督：ニルス・タヴェルニエ
出演：ジャック・ガンブラン、レティシア・カスタ、ベルナール・ル・コク、フローレンス・トマシン
配給：KADOKAWA　今冬公開

1879年、フランスのオートリーヴ。石につまづいたことをきっかけに、郵便配達員のジョセ
フ・フェルディナン・シュヴァルは、愛娘のために“おとぎの国の宮殿”を作る決意をする。たっ
た一人で石を積み上げること33年。ピカソやアンドレ・ブルトンも絶賛し、フランス政府指定
の重要建造物となった「シュヴァルの理想宮」の誕生秘話。

アイディアル・パレス シュヴァルの理想宮（仮）
L'Incroyable histoire du Facteur Cheval

ⓒ2017 Fechner Films - Fechner BE - SND - Groupe M6 - FINACCURATE - 
Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

1930年／ドイツ／73分／モノクロ／デジタル／サイレント
監督：ロバート・シオドマク、エドガー・G・ウルマー
出演：ブリジッド・ボルヒェルト、ヴォルフガンク・ヴォン・ウォルターハウゼン　
素材提供：ブロードウェイ、アダンソニア

タクシー運転手とモデルの妻。レコード屋の店員、ワインの行商人、映画のエキストラ。５人
の主人公たちの、ある日曜日の姿がドキュメンタリー・タッチで描かれる。活気に満ちたベル
リンの街とそこに生きる人々の息づかいが生々しく伝わってくる、ヴァカンス映画の先駆けと
もいえる傑作。ゴダールが “偉大なキャメラマン”と絶賛したオイゲン・シュフタンの撮影は後
のヌーヴェルヴァーグの映像を彷彿とさせる。脚本にはビリー・ワイルダーが参加している。

日曜日の人  々Les hommes le dimanche

同志社大学寒梅館
 クローバーホール
 ハーディーホール

シネ・ヌーヴォ

出町座

会場

映画ファンにとっては欠かせない、毎夏恒例の「フランス映
画祭」を今年も関西で開催します。オープニングには、初監
督作品「マイ・レボリューション」で、自分の信じる道を進もう
とする現代の若者を描き、主演も務めるジュディス・デイビス
を特別ゲストとしてお迎えします。
その他、注目の最新作の数々や、関西初上映となるギヨー
ム・ブラック監督の「宝島」、また、同監督と共にセレクトした
夏やヴァカンスを巡る傑作もお届けします。多彩なフランス
映画の世界を発見する特別な機会を是非お見逃しなく！

2019年／フランス／116分／カラー／デジタル
監督：アントナン・ボードリー
出演：フランソワ・シヴィル、オマール・シー、マチュー・カソヴィッツ、レダ・カテブ
配給：クロックワークス

並外れた聴覚を活かし、フランス海軍原子力潜水艦の分析官として従事するシャンテレッ
ド。ある日、シリアでの潜航任務にて彼の判断ミスから危機を招いてしまうが、その際に彼
の耳を惑わせたのは、正体不明のまるで“狼の歌”のようなソナー音を放つ艦艇だった。任務
後、秘密裏に“狼の歌”の解析に挑むシャンテレッド。だが、ベーリング海よりフランスへ向け
核ミサイルが放たれる。相手は“狼の歌”とのことだが果たして…。

ウルフズ・コール Le Chant du loup 

ⓒ2019 – PATHE FILMS – TRESOR FILMS – CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – LES 
PRO-DUCTIONS JOUROR – JOUROR

作 品 解 説
※全作品日本語字幕付

1982年パリ生まれ。ソルボンヌで哲学を学んだ
後、演劇の世界に入る。2003年ベルギーの劇団
にインターンで参加。その後、友人らとともに立ち
上げた劇団〈L’Avantage du doute〉の活動を
中心に、TVや映画での活動の場を広げる。主な
出演映画作品に『ウィークエンドはパリで』（13）、

『ローマに消えた男』（13）などがある。本作が初
の監督作品となる。

ジュディス・デイビス

ⓒPhilippe_QuaisseUniFranc

オープニング特別ゲスト

フランス映画最新作 ヴァカンス映画特集

「夏は、異なる方法で映画を撮るように導いてくれる。もっと自由に、もっと軽快に、より手作

りの方法で撮るように。外で撮ることが多いので、照明はほとんど使わず、スタッフも限られ

た人数で、日中が長いので、ゆっくりと時間をかけることもでき、より気ままで自由に、遊び心

を持って映画に取り組むことができる。それに思いがけない出来事に対してもより柔軟で

いられる。例えば変化していく光や、突然響き渡る嵐にも。天気や光、人の群れ、夏は、現実

がもたらすものにより臨機応変に対応することを可能にしてくれる。」        ギヨーム・ブラック
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クローバーホール

ハーディーホール

マイ・レボリューション Tout ce qu'il me reste de la révolution

アデュー・フィリピーヌ Adieu Philippine

［88分］

［110分］

オープニングイベント

※上映後、北小路隆志氏（映画批評／京都造形芸術大学教授）によるトークあり

7.6 宝島 L’Ile au trésor  ［97分］18:50

7.8 湖の見知らぬ男 L’Inconnu du lac ［97分］18:50

7.11 社会の片隅で Les Invisibles ［102］18:50

7.7 カブールのツバメ Les Hirondelles de Kaboul ［82分］18:50

7.10 夏物語 Conte d’été ［120分］18:50

7.9 アイディアル・パレス シュヴァルの理想宮（仮） L'Incroyable histoire du Facteur Cheval ［105分］18:50

7.12 ウルフズ・コール Le Chant du loup ［115分］18:50

お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西（京都 Tel. 075-761-2105／大阪 Tel. 06-6358-7391）
主催：アンスティチュ・フランセ日本　共催：シネ･ヌーヴォ、出町座、同志社大学今出川校地学生支援課　特別協力：ユニフランス
フィルム提供及び協力：アダンソニア、バシスフェール、セルロイド・ドリームス、シャラード、ドック＆フィルム・インターナショナル、エクステリヤール・ニュイ、レ・フィルム・デュ・ロザンジュ、
KADOKAWA、株式会社クロックワークス、マーメイドフィルム、ジャック・ロジエ
Organisé par l’Institut français du Japon
Co-organisé par Ciné Nouveau, Demachiza et Université Doshisha
En coproduction avec Unifrance
Merci à Adansonia Co., Ltd., Bathysphere, Celluloid Dreams, Charades, Doc & Films International, Extérieur nuit, Les Films du Losange, KADOKAWA, Klockworx,
Mermaid Film, Jacques Rozier

出町座
京都市上京区今出川通出町西入上ル三芳町133

（出町桝形商店街内）
Tel：075-203-9862
demachiza.com
出町柳駅（京阪、叡山電鉄始発駅）から西へ徒歩5分
今出川駅（京都市営地下鉄）から東へ徒歩10分
※駐車場・駐輪場はございません。
　京都市出町駐車場（有料）をご利用下さい。

シネ・ヌーヴォ
大阪市西区九条1-20-24
Tel：06-6582-1416
www.cinenouveau.com/
大阪メトロ中央線「九条駅」6号出口徒歩3分
阪神なんば線「九条駅」2番出口徒歩3分

同志社大学寒梅館
クローバーホール／ハーディーホール
京都市上京区御所八幡町103
Tel：075-251-3217（ホール担当）
http://d-live.info/
市営地下鉄烏丸線「今出川」駅下車　
　2番出口より北へ徒歩約2分
※駐車場・駐輪場はありません。
　公共交通機関をご利用ください。

上映スケジュール
同志社大学寒梅館 クローバーホール／ハーディーホール

シネ・ヌーヴォ

出町座

一般1500円、会員（Hardience、クラブ・フランス、出町座、シネ・ヌーヴォ）、学生1000円　同志社大学学生・教職員（同志社内諸学校含む）無料
※開場は各回30分前予定

一般1500円、シニア1100円、会員（シネ・ヌーヴォ、出町座、クラブ・フランス）・学生1000円
※チケット販売開始時間：当日開館時より販売。　※当日券のみ。前売券の販売はございません。　※受付カウンターにて座席指定をしていただきます。
※各会員証を受付にてご提示ください。ほか割引対象外。招待券使用不可。　

一般1500円、シニア1100円、会員（シネ・ヌーヴォ、出町座、クラブ・フランス）・学生1000円
※6/30（日）よりオンライン、劇場窓口にて入場整理番号付きチケットを販売します。詳しくはお問い合わせください。　
※整理番号順でのご入場・全席自由席　※各回入替制

※上映後、ジュディス・デイビス監督によるトークあり

7.7 宝島 L’Ile au trésor  ［97分］16:00

日曜日の人  々Les hommes le dimanche［73分］18:40

※上映後、堀潤之氏（映画研究・表象文化論／関西大学教授）によるトークあり


