
東京藝術大学大学院映像研究科［オープンシアター］

私の撮影術 サビーヌ・ランスランを迎えて
［日時］ 10月18日（金）18時｜入場無料｜通訳有
［会場］ 東京藝術大学 横浜校地 馬車道校舎 3階 大視聴覚室
［主催］ 東京藝術大学大学院映像研究科／横浜市文化観光局

［上映作品］ 『私たちの狂気／Our Madness』
［2018年／日本語字幕付／カラー、モノクロ／90分］
監督：ジョアン・ヴィアナ　撮影：サビーヌ・ランスラン

［講 師］ サビーヌ・ランスラン（撮影監督）
［聞き手］ 筒井武文（映画監督、東京藝術大学）
［お問い合わせ］
東京藝術大学大学院映像研究科映画専攻（opengeidai@gmail.com）

上映スケジュール Calendrier

10.17（木） 14:00 ブロンド少女は過激に美しく
Singularité d’une jeune fille blonde （64分）

16:00 キング・オブ・エスケープ
Le Roi de l’évasion（93分）

18:30
ジャッキーと女たちの王国
Jacky au royaume des filles（94分）
上映後、リヤド・サトゥフによるティーチインあり
Suivi d’une discussion avec Riad Sattouf

10.18（金） 13:00 ある夏の記録
Chronique d’un été（86分）

15:15

ある夏のリメイク
Reprendre l’été（96分）
上映後、セヴリーヌ・アンジョルラス、
マガリ・ブラガールによるティーチ・インあり
Suivi d’une discussion avec 
Séverine Enjolras et Magali Bragard

18:30
シリア・モナムール
Eau argentée（96分）
上映後、オサーマ・モハンメドによるティーチインあり
Suivi d’une discussion avec Oussama Mohammad

10.19（土） 12:30 ブロンド少女は過激に美しく
Singularité d’une jeune fille blonde （64分）　

14:30 アンジェリカの微笑み
L’Étrange Affaire Angélica （97分）

17:00

囚われの女
La Captive（108分）
上映後、サビーヌ・ランスランとのマスタークラスあり
（トーク参加者：結城秀勇）

Suivi de la masterclasse de Sabine Lancelin

10.20（日） 12:00 最後の上映
Dernière Séance（81分）

14:15 パウロ・ブランコに会いたい
Deux, trois fois Branco（117分）

17:00
イサドラの子供たち
Les Enfants d’Isadora（84分）
上映後、ダミアン・マニヴェルによるティーチインあり
Suivi d’une discussion avec Damien Manivel

10.21（月） 14:00 キング・オブ・エスケープ
Le Roi de l’évasion（93分）

16:30 アンジェリカの微笑み
L’Étrange Affaire Angélica （97分）

19:00 最後の上映
Dernière Séance　（81分）

チケット購入・入場方法
■ 料金：一般1200円／学生800円／会員500円
■ 前売券：Peatixにて購入可能です。

 https://ifjtokyo.peatix.com
 ＊ご購入には会員登録が必要です。前売販売枚数に達し次第、こちらでの販売は
終了となります

■ 当日券：上映当日各回の30分前から上映開始 10分後まで。チケット販
売時間内には、当日すべての回のチケットをご購入いただけます。

■ 入場：全席自由。整理番号順での入場とさせていただきます。また、上映
開始10分後以降の入場は、他のお客さまへの迷惑となりますので、固くお 
断りいたします。

Vivre
la diversité

多様性を生きる

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019関連企画
Projections et débats dans le cadre du partenariat entre
l’Institut français du Japon et le Festival international du film documentaire de Yamagata

会場 アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
à l’Institut français du Japon - Tokyo

10.17 木 10.21 月
du 17 au 21 octobre 2019

リアド・サトゥフ（バンドデシネ作家／映画監督）
Riad Sattouf

サビーヌ・ランスラン（撮影監督）
Sabine Lancelin

結城秀勇（映画批評家）
Hidetake Yuki

セヴリーヌ・アンジョルラス＆マガリ・ブラガール（映画監督）
Séverine Enjolras & Magali Bragard

ダミアン・マニヴェル（映画監督）
Damien Manivel 

オサーマ・モハンメド（映画監督）
Oussama Mohammad

ゲ
ス
ト Invités

〈山形市制施行130周年記念事業〉

山形国際ドキュメンタリー映画祭
会期：2019年10月10日（木）～10月17日（木）
会場：山形市中央公民館（アズ七日町）、山形市民会館、
フォーラム山形、ソラリス、山形美術館、山形まなび館 ほか
https://www.yidff.jp/home.html
◉認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭（山形事務局）
Tel: 023-666-4480 Fax: 023-625-4550 E-mail: info@yidff.jp
◉東京事務局
Tel: 03-5362-0672 Fax: 03-5362-0670 E-mail: mail@tokyo.yidff.jp

［会場・お問い合わせ］
アンスティチュ・フランセ東京（旧・東京日仏学院）
〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町 15
Tel: 03-5206-2500｜Fax: 03-5206-2501
www.institutfrancais.jp/tokyo/

デジタル化の中で人々は急激に繫がっているようで、身体のつながりは、ある意味、それに反比例して薄くなって
きています。そして国、民族、階層、性、それらの境は揺らぎ、より自由に往来できることが求められている中、逆
にそれぞれの領域がうちに向かって閉じていくようにも見えます。そうした変化する世界、現実を生きる身体、空
間を映画はどのようにとらえているでしょうか。上映、そして多彩なゲストをお迎えしたトークショーを行います。

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019関連企画：多様性を生きる　
【主催】アンスティチュ・フランセ日本 【助成】アンスティチュ・フランセパリ本部、ユニフランス　【アン
スティチュ・フランセ日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー】CNC、笹川日仏財団、TV5 
MONDE　【特別協力】山形国際ドキュメンタリー映画祭　【フィルム提供及び協力】ベルギー王
立シネマテーク、シネマクガフィン、クレストインターナショナル、フィルム・デュ・ロザンジュ、フランス国
立視聴覚センター、ＭＩＤフィルム、国立映画アーカイブ、ル・プティ・ビュロ、ピラミッド・フィルム、スル
ヴィヴァンス、シェラック、テレザとサニー
Vivre la diversité : série de projections et de débats en partenariat avec Yamagata 
International Documentary Film Festival 2019
organisé par l’Institut français du Japon｜avec le soutien de : Institut français, CNC, 
Fondation Sasakawa, TV5 MONDE｜Remerciement à Cinémathèque royale de Belgique, 
Cinemacguffin, Crest International, Les Films du Losange, INA, MID FILMS, National Film 
Archive of Japan, Le Petit bureau, Pyramide Film, Shellac, Survivance, Tereza and Sunny.



囚われの女 La Captive de Chantal Akerman
［フランス／2000年／108分／カラー／デジタル／無字幕・日本語同時通訳付］
監督：シャンタル・アケルマン　出演：シルヴィ・テスチュ、スタニスラフ・メラール、オリヴィア・ボナミ
パリの豪奢な邸宅で恋人アリアンヌと暮らすシモンは、彼女を求める激しい思いから、彼女を尾行する。そして彼女が
女性と愛し合っているという妄想に取り憑かれる。マルセル・プルースト『失われたときを求めて』の第五篇「囚われの
女」をアケルマンの自由な発想で映画化。ヒッチコックの『めまい』を想起させる「他性」についての傑作。ベルギー王
立シネマテークによるデジタル復元版にて上映。

最後の上映 Dernière séance de Laurent Achard
［フランス／2011年／81分／カラー／デジタル／英語字幕付］
監督：ロラン・アシャール　出演：パスカル・セルヴォ、シャルット・ヴァン＝ケメル、キャロル・ロシェ、ブリジット・シィ
青年シルヴァンは、ある映画館に自分の人生を捧げてきたが、その映画館はもうすぐ閉館し、消滅されようとしている。
シルヴァンはその映画館の地下に住んでいて、プログラム編成、映写、受付と映画館をひとりできりもりしている。そし
て毎晩、最後の上映が終わると、ある殺人の儀式へと出かけていく……。俊英ロラン・アシャールの長編3作目で、彼
の映画にかかせない俳優パルカル・セルヴォが孤独で美しい映写技師の青年を演じている。
「『最後の上映』は、ブレッソンを思わせる抑制された演出によるダリオ・アルジェント風スリラーであり、一つ一つの
ショットはまるで下ろされる刃のように鋭利である」―ジャン＝マルク・ラランヌ

アンジェリカの微笑 L'Étrange Affaire Angélica de Manoel de Oliveira
［ポルトガル・スペイン・フランス・ブラジル／2010年／97分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督：マノエル・ド・オリヴェイラ
出演：リカルド・トレパ、ピラール・ロペス・デ・アジャラ、レオノール・シルヴェイラ、ルイス・ミゲル・シントラ、イザベル・ルート
ポルトガルの小さな町に暮らすカメラが趣味の青年イザク。ある日、イザクに早世したアンジェリカの写真を撮影してほしい
と依頼がくる。白い衣装に身を包んで横たわる美しいアンジェリカにイザクがカメラを向けると、アンジェリカは突然目を開
き、イザクにほほ笑み掛ける。その日からイザクは、アンジェリカのことが頭から離れなくなってしまう。オリヴェイラが101歳
のときに発表した、若くして亡くなった絶世の美女への写真家の狂気の愛、そしてその奇跡を幻想的に描く極上のドラマ。

キング・オブ・エスケープ Le Roi de l'évasion d’Alain Guiraudie
［フランス／2009年／93分／カラー／35ミリ／日本語字幕付］
監督：アラン・ギロディ　出演：リュドヴィック・ベルティヨ、アフシア・エルジ、ピエール・ロール
43歳の農機具セールスマンアルマンは独身のゲイで、人生にうんざりしている。そんなある日、勇敢なる10代の少女
カルリに出会う。ふたりはさまざまな人に追われ、あらゆる危険に抗いながらも、許されぬ愛を貫こうとする。しかし、
これは本当にアルマンが夢見たことなのだろうか？ 欲望のありか、アイデンティティをもとめて移動し続けるロード・
ムーヴィー。カンヌ国際映画祭監督週間部門出品作品。 ＊東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品

ブロンド少女は過激に美しく Singularité d’une jeune fille blonde de Manoel de Oliveira
［ポルトガル／2009年／64分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督：マノエル・ド・オリヴェイラ
出演：リカルド・トレパ、カタリナ・ヴァレンシュタイン、ディオゴ・ドリア、ジュリア・ブイセル、レオノール・シルヴェイラ
列車で隣り合わせた婦人に、衝撃的な体験を語り始めたマカリオ。彼は叔父に雇われて洋品店の2階で会計士として働
き始めた折、通りの向かいの家に姿を現したブロンドの少女ルイザに一目ぼれし、結婚の許しを得ようとするまでに至っ
たというが…。文豪エサ・デ・ケイロスが19世紀末に書いた短編小説を、巨匠マノエル・ド・オリヴイラが現代のポルトガ
ルに舞台を移して脚色。愛の苦悩をサスペンスフルで官能的なテイストで描くオリヴェイラによる唯一無比の傑作。 

読書の秋2019／FESTIVAL SAIS
セゾン・ルージュ

ON ROUGE 2019関連企画
Évènement associé à « Feuilles d’automne » et au « Festival Saison rouge 2019» 

リアド・サトゥフ、監督として自作を語る Riad Sattouf, cinéaste

フランス発200万部の超ベストセラー23か国語で刊行された『未来のアラブ人―中東の子ども時代（1978–1984） 』（花伝社）など、フ
ランスでいまもっとも人気の高いバンドデシネ（漫画）作家であり、映画監督としてもヴァンサン・ラコスト主演の長編処女作『いかしたガキ』
（2009）で一気にその才能が評価され、注目される多才なアーティスト、リアド・サトゥフ。来日を記念して長編監督二作目となる『ジャッキー
と女たちの王国』を特別上映します。

ジャッキーと女たちの王国 Jacky au royaume des filles de Riad Sattouf
［フランス／2014年／94分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督：リアド・サトゥフ　出演：ヴァンサン・ラコスト、シャルロット・ゲンズブール、アネモーヌ
ブブンヌ共和国では、独裁者である女将軍の厳格な監督下、女たちが軍服を纏い、国を支配しており、男たちは
ヴェールを被り、家事を行っている。20歳のジャッキーも家事にいそしむそうした男たちのひとりでありながら、ひそ
かに将軍の娘である大佐に夢中だった……。「この映画を通して、セクシュアリティーの条件について語りたかった。
なにをもって男の子となり、なにをもって女の子になるのか？」―リアド・サトゥフ

© Filmes Do Tejo II, Eddie Saeta S.A., Les Films De 
l’Après-Midi,Mostra Internacional de Cinema 2010

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019関連企画

サビーヌ・ランスラン特集 Rétrospective Sabine Lancelin

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019審査員、サビーヌ・ランスランの作品を特集する。
サビーヌ・ランスランはフランスの女性撮影監督の第一世代として、マノエル・デ・オリヴェイラ監督、シャンタル・アケルマン監督作品など、多く
の作品の撮影を手掛ける。現在はLa Fémis（国立フランス映画学校）で撮影部門のディレクターもつとめている。

ある夏の記録 Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin
［フランス／1961年／86分／モノクロ／デジタル／日本語字幕付］
監督：ジャン・ルーシュ、エドガール・モラン　出演：マルスリーヌ・ロリダン、ジャン=ピエール・セルジョン、ナディーヌ・バロー、レジス・ドゥブレ、マ
リルー・パロリーニ
パリ、1960年夏。街へ出たカメラは、様々な人びとを切り取っていく。工場労働者、会社員、芸術家、学生、黒人移
民―世代も生活環境も異なる人びと。「あなたは幸せですか？」という質問が投げかけられ、愛、仕事、余暇、人種
問題について取材が重ねられていく。作品の後半、インタヴューとして撮られた映像について、被写体となった人びと
が集められ、議論を交わす。撮影対象に積極的に関わることにより、映画の持つ作為的な要素や政治性が明らかな
ものとなり、概念としての「リアル」と「フィクション」が問い直される。ルーシュとモランの共同監督による、軽量の16ミ
リカメラと録音機で撮影された「シネマ・ヴェリテ」の代表作。

パウロ・ブランコに会いたい Deux, trois fois Branco de Boris Nicot
［フランス、ポルトガル／2018年／117分／カラー、モノクロ／デジタル／日本語字幕付］
監督、編集：ボリス・ニコ
1981年、映画批評家セルジュ・ダネーは、マノエル・ド・オリヴェイラ監督の撮影現場を見学するためにリスボンを訪
れる。ダネーが記すように、この時代のポルトガルは、映画の「中心地ではないが、一時的に磁力を持った極」をなし
ており、ラウル・ルイス、ヴェンダース、クレイマー、モンテイロなど、多彩な映画作家が集まり、数多くの作品が生み出
されていた。その只中で彼らの作品を製作していたのがパウロ・ブランコだった。35年の月日が経った。リスボンとパ
リを行き来し、経済的な成功と破綻を繰り返しながら「伝説のプロデューサー」となった男に会うために、新しい世代
のドキュメンタリストがダネーのテキストに導かれつつポルトガルへ旅立つ。

ある夏のリメイク Reprendre l’été de Magali Bragard et Séverine Enjolras
［フランス／2016年／96分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督、撮影：マガリ・ブラガール、セヴリーヌ・アンジョルラス
本作は、ジャン・ルーシュとエドガール・モランによる『ある夏の記録』の現代版リメイクである。「あなたは幸せです
か？」―オリジナルから50年の月日を経て、ふたりの若い女性監督が、夏の間パリとその郊外で同じ質問を投げか
ける。人びとはどのように返答するのか、時代が変われば答えも変わるのか。生についての問いかけは、フランス社会
のポートレイトであると同時に、手法としてのシネマ・ヴェリテの意義を今日において見直す試みとなるだろう。

イサドラの子どもたち Les Enfants d’Isadora de Damien Manivel
［フランス、韓国／2019年／84分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督：ダミアン・マニヴェル　出演：アガト・ボニツェール、マノン・カルパンティエ、マリカ・リッツィ、エルザ・ウォリアストン 
伝説の舞踏家として名高いイサドラ・ダンカン（1878–1927）は、1913年4月にふたりの子どもを亡くした後、「Mo-
ther」と題された別れのソロを創作する。子どもが旅立つ最後の瞬間に、優しさが極限にまで高められ、母親はわが
子を抱きしめる。1世紀を経て、4人の女性が胸の張り裂けるようなダンスと向き合う。ダミアン・マニヴェルが初めて
ダンスそのものに取り組んだ本作は、ロカルノ国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。

© Survivance

© INA

© Shellac Distribution

山形国際ドキュメンタリー映画祭をふりかえって
Films programmés à Yamagata - Double Shadows

映画史あるいは映画そのものを直接的に主題とするだけでなく、複数のイメージが重なり合い、響き合うことにより、映し出された被写体が輝きを放
つ作品を特集する山形国際ドキュメンタリー映画祭の人気プログラム「二重の影 2―映画と生の交差する場所」より4作品をリバイバル上映する。

シリア・モナムール Eau Argentée d’ Oussama Mohammad
［シリア・フランス／2014年／96分／カラー／デジタル／日本語字幕付］
監督／脚本：オサーマ・モハンメド、ウィアーム・シマヴ・ベデルカーン
亡命先のフランスで、故郷シリアの人々の置かれた凄惨な実状に、疎外感と無力感を抱きながらも苦悩し続けてい
た監督。苛烈を極める紛争の最前線で繰り返される殺戮の様子は、日々YouTubeにアップされ、ネット上は殺され
る者、殺す者双方の記録で溢れかえり、彼はただただそれを繫ぎ合わせることしかできない。そんな彼にSNSを通
じて知り合ったホムス在住のクルド人女性監督は問いかける。「もしあなたのカメラがここにあったら、何を撮る？」
―その瞬間から二人の「映画」が始まった。女性監督は彼の耳目となり、カメラを廻す。「映画」に約束された二
人の出会いの物語。

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019関連企画

オサーマ・モハンメドを迎えて Hommage à Oussama Mohammad

山形国際ドキュメンタリー映画祭2019審査員、シリアの映画監督オサーマ・モハンメドを迎え、同映画祭にて優秀賞を受賞、カンヌ国際映
画祭でも称賛を浴びた『シリア・モナムール』を特別上映する。モハンメドは2011年パリに亡命。個人による人道的な芸術活動歴が顕彰され、
2015年にプリンス・クラウス賞を受賞。
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