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髙島宗一郎
福岡市では、1989 年に開催されたアジア太平洋博覧会を契機に、福岡ア

ジアマンス、福岡アジア文化賞、アジア太平洋こども会議、福岡アジア美
術館の設置など、アジアとの国際交流などを図る事業を他都市に先駆けて
実施し、充実した内容へと発展させてまいりました。

これらアジアに着目した事業のひとつであるアジアフォーカス・福岡国
際映画祭は、総合芸術である映画を通して、アジアに対する理解を深め、
市民レベルでの国際文化交流を推進していくことを目的に、1991 年に始ま
り今年で 22 回目を迎えることになりました。

毎年、数多くの映画人の皆様に福岡へお越しいただき、さまざまな交流
を図ることができるこの映画祭を、多くの市民や全国のアジア映画ファン
が楽しみにされており、福岡の魅力を語るうえで欠かすことのできない事
業へと成長してまいりました。

また、本映画祭と連携して、福岡市総合図書館にアジア映画を中心に
961本にも及ぶフィルムを収蔵する日本有数の映像ライブラリーを整備し、
本映画祭で上映した作品や日本映画の名作などが、市民の貴重な財産とし
て収集・保存され、その実績については国内外から高い評価をいただいて
おります。

今年は、市庁舎西側ふれあい広場においてアジア太平洋フェスティバル
と合同でオープニングのレッドカーペットセレモニーを行い、福岡国際映画
祭初の野外上映を行うなど、これまで本映画祭を知らなかった方々にも魅
力が伝わるよう工夫を凝らしています。より多くの皆さまに、アジアマンス
開催中の福岡で非日常のお祭りをお楽しみいただきたいと思っております。

今後とも、福岡市がアジア映画の情報・交流の拠点として映画界や映像
産業の発展に貢献できるよう事業の充実を図ってまいります。



Greetings

Soichiro Takashima 
Mayor 

City of Fukuoka

Starting with the Asian-Pacific Expo of 1989, the City of Fukuoka has continued to 
lead the initiative before other Japanese cities in initiating projects with a purpose of 
promoting international exchange with Asia. Examples include “Fukuoka Asian Month”, 
“The Fukuoka Asian Cultural Prizes”, “The Asian Pacific Children’s Convention in 
Fukuoka” and the establishment of the Fukuoka Asian Art Museum.

As one of such projects, the Focus on Asia Fukuoka International Film Festival was 
established in 1991 to deepen an understanding of Asia through the general art of film 
and to promote international exchange on a civic level. The film festival will mark its 
22nd year.

Every year, residents of the City of Fukuoka and Asian film enthusiasts from across 
Japan look forward to our film festival, which affords opportunities of exchange 
between festival guests and the public. As a result, our film festival has grown to where 
it is now an indispensable undertaking to promote the charm of the City.

Of worthy mention in connection with this film festival is the Fukuoka City Public 
Library where a film archive has been established, which houses 961 titles centered on 
Asian films. The film archive collects, preserves and exhibits motion pictures exhibited 
at our film festival as well as Japanese film masterpieces, which are treated as precious, 
valuable assets of the City. The film archive has been well received both nationally and 
internationally for its efforts in preserving and promoting the growth of Asian films.

This year we will inaugurate the opening of our film festival and the Asian Pacific 
Festival with a red carpet ceremony at the west side of our city hall building known as 
the Fureai Hiroba. With the film festival’s very first outdoor exhibition as an attraction, 
we also hope to convey the charm of our film festival to those who may have never 
heard of our festival before.  We hope for as many people as possible to come and enjoy 
extraordinary festivities during Asian Month.

In conclusion, we would like to continue making our contributions to the development 
of the film and the visual image industry by promoting Fukuoka as the center of 
cinematic exchange and information on Asian films.



ごあいさつ

アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、映画を通してアジア地域への理
解を深め、福岡市民とともに国際文化交流を進めることを目的として開催
しており、本年で 22 回目を迎える運びとなりました。

多様性に富んだアジアをより深く知る機会のひとつとして、アジア映画
を鑑賞するということは大いなる意義があると考えております。

本映画祭では、普段観る機会の少ないアジアの国々の作品や、日本初公
開の優れた作品を中心に上映しており、上映にあたっては海外への紹介の
助けとなるよう、日本語だけでなく英語字幕もあわせて付けております。
これにより、福岡市民のみならず、世界にアジア映画を知っていただく機
会を提供させていただいております。

本映画祭では、観客の評価によって決定する「福岡観客賞」を授賞して
いますが、昨年同賞を受賞したアスガー・ファルハディ監督（イラン）の

「別離」（映画祭上映時タイトル「ナデルとシミン」）が、その後、アカデミー
賞外国語映画賞に輝きました。この映画を皆様に紹介できた喜びと同時に、
これを適切に評価された本映画祭の観客の皆様を心より誇らしく思います。

今後も、アジアの優れた作品に焦点をあて、アジアから生まれる素晴ら
しい映画紹介の場として、福岡市民や遠方よりお越しの皆さま、そして映
画関係者の熱い期待に応えていきたいと存じます。

最後に、本映画祭を福岡が世界に誇れるすばらしい映画祭へと発展させ
ていくにあたりまして、地元を中心とした各種企業、団体からさまざまな
形でご協力、ご支援いただいていることに言及させてください。皆様方の
惜しみないご協力に対して、あらためて感謝申し上げます。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭
実行委員会会長

新藤恒男



Greetings

Tsuneo Shindo
Chairman

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Executive Committee

This will mark the 22nd year for the Focus on Asia Fukuoka International Film 
Festival, which has promoted international cultural exchange with the people of 
Fukuoka towards deepening an understanding of Asia through motion pictures.

I believe watching Asian films affords an important opportunity to closely study the 
rich diversity of Asia, and this I think is very significant. 

Our film festival is centered on exhibiting films from Asian countries, which hardly 
have an opportunity to be shown. Our festival also exhibits other excellent films from 
Asia, which have never before had an exhibition in Japan. To assist in their introduction 
overseas, these motion pictures exhibited at our film festival are not only subtitled in 
Japanese but also in English. In this way, we provide the means not only for the people 
of the City of Fukuoka, but also for the entire world to get to know Asian films.

The film festival presents the “Fukuoka Audience Award”, which is selected by our 
audience. Last year, this award went to Iranian film director Asghar Farhadi for his film, 
“Separation”. Known as “Nader and Simin, A Separation” at the time it was exhibited at 
our festival, the film went on to win the Academy Award for the Best Foreign Language 
Film. While pleased for being able to introduce such a film to our audience, we are 
equally proud of our film festival audience for having made such an appropriate choice 
for our award. 

 We hope to live up to the expectations of the people of the City of Fukuoka, to those 
who travel distances to come visit our film festival and to members of the film industry 
by continuing our directed efforts of focus on excellent Asian films and by providing a 
means for their introduction.

In conclusion, I would like to mention that we have received much cooperation 
and support from private businesses, groups and organizations centered on our local 
community in turning our film festival into a world-class festivity. To such generous 
cooperation and assistance, I would like to offer my sincere gratitude.



アジアフォーカス・福岡国際映画祭ディレクター

梁木靖弘
映画といえば、だれもが「ああ、映画ね」と、ひとくくりにできた時代は終わっ

てしまったようです。もちろん、昔も、ひとはスクリーンの中に同じものを見て
いたわけではないのですが、それでも片目をつぶって、「ああ、映画ね」でなんと
なく納得できました。ひとによって、スターだったり、監督だったり、ジャンルだっ
たり、芸術だったり、エロスだったり、歴史だったり、物語だったり、娯楽だったり、
ただの時間つぶしだったりと、さまざまな楽しみを映画のなかに見つけていたわ
けですが、それでも映画という器についての共通理解（誤解、無理解も含めて）は、
あったように思います。

ところが、いまでは、そういう共通理解が失われてしまったのではないか、と
いう思いがします。ビデオの出現、さらにＤＶＤの出現で、いつでも映画が手の
届くところにあるようになり、いまここでなければ見られないという一回性、あ
るいは一体性のパフォーマンス感覚が失われてしまったからでしょう。一本の映
画を同時に体験する時代は終わり、いまここでという体験は、地震や津波のよう
な災害、あるいはオリンピックのように、まれな事件でしか共有できなくなって
しまいました。

もちろん、映画は複製技術時代の産業として出現したものですから、もともと
リアルタイムということはありえませんが、それでも、映画館で観るときには、
同時代の歴史に参加するという意識があったはずです。複製技術時代の芸術から
は、かつて一回性の芸術が持っていた真正のもの、つまりオーラがなくなるとい
うベンヤミンの指摘の正しさは、映画がフィルムからデジタルのデータとなるこ
とで、ますます納得できるものになりました。映画はもはや歴史を形成すること
ができず、膨大な記憶のプールとして存在するほかなくなりました。背中に針を

アジア映画のアンテナとして



刺されて箱の中に陳列されている昆虫のコレクションに近いものになったのかも
しれません。いつでも本物が見られるにもかかわらず、体験として味わうことは
困難になったのです。

さらに、デジタル処理によって、実写とアニメの境目もなくなり、映像ですべ
てのことが視覚化できるようになり、万能であるがゆえに、驚きを日常化してし
まい、観客を無感覚にしてしまうことにもなります。すると、さらに末梢神経を
刺激する映像ばかりが、これでもかとスクリーンに氾濫することになります。映
像技術の進歩は、映画を一回性のものとして（それを芸術と呼んでもいいかもし
れません）体験することを不可能にしてしまうという皮肉な結論に達してしまい
ます。

今後、映画に出会い、体験しようとすれば、映画祭へ行くしかないという時代
が来ないとも限りません。そうすると、映画祭は、新作の紹介だけではなく、映画（映
画史を含めて）をいかに体験してもらうかということを大事にしなければならな
くなるでしょう。映画祭という非日常の場で、はじめて映画に目覚めたという若
者があらわれるかもしれません。

ですから、現在国際映画祭が果たしている機能は、さほど重要ではなくなる可
能性があります。その機能とは、おおきくわけてふたつあります。ひとつは、オ
リンピックのように、国際的な場で国威発揚をすること。カンヌを筆頭に、ベル
リン、ベネチア、モスクワなどがあげられますが、基本的には、大きなものは国
にはひとつしかありません。これらの国際映画祭の機能は、有力な賞を付与する
ことで文化的な格付けをおこない、権威として映画界をリードすること。しかし、
かつてカンヌの最高賞パルムドールといえば、大変な権威でしたが、最近では、
どんな作品が賞を取ったのかも記憶に残らないほど、権威付けは低下してきてい
るのが実情です。

もうひとつは、市場としての機能です。映画産業の流通の中心として、地位を
確立することが目的となります。カンヌはさすがにこの機能でも群を抜いていま
す。有力な賞はださない代わりに、市場として成果を上げているのが、ロッテル
ダムや釜山などです。ただ、ハブとなるためには、他を圧して巨大化しなければ
ならない。No.1 にならなければ意味がないので、拡大するしかありません。しか
し世界の経済情勢が悪化しつつある昨今、巨大化しつづけるのはかなり難しいの
ではないかと思われます。

アジアフォーカス・福岡国際映画祭は、権威づけもしませんし、マーケットで



もありません。強いていえば、最先端がどこにあるのかを示す高性能アンテナ機
能をめざしているといえばいいでしょうか。幸い、昨年、オープニング上映した
イランのアスガー・ファルハディ監督「別離」（福岡では「ナデルとシミン」とし
て上映）が、アカデミー賞の外国語映画賞を受賞し、アンテナの性能の良さを証
明しました。福岡では、前作「彼女が消えた浜辺」（福岡では原題のまま「アバウト・
エリ」）でファルハディ作品を日本で最初に紹介しています。そして今年は、イラ
ン映画のあたらしい次元を切り開く同監督の全作品「砂塵にさまよう」「美しい都
市（まち）」「火祭り」「彼女が消えた浜辺」「別離」を特集上映します。

ことしの招待作品を見渡してみると、あらたな台風の目が生まれているような
印象はありませんが、いくつかの傾向がみられます。

まず、中年が主人公のいい作品がめだちます。韓国のイ・ソクン監督の大ヒッ
ト作「ダンシング・クイーン」もチョン・ギュファン監督の大胆な「バラナシへ」
も、作品の傾向は全く異なりますが、中年の男女が中心の素晴らしい作品。いま
一番注目すべき国のひとつフィリピンの、昨年話題を呼んだ「車の影に」のアド
ルフォ・ボリナガ・アリックスＪｒ．監督の「さかなの寓話」も、ローレンス・ファ
ハルド監督の「アモク」も、中年がきわだちます。「父の初七日」（「お父ちゃんの
初七日」として上映）でおなじみ、台湾のワン・ユィリン監督の「天龍一座がゆく」
も、伝統演劇の一座の中年の女優が主人公。トルコのジェミル・アアジュックオ
ウル監督の「９月」も、渋い作品ながら、主人公の中年男性の静謐なたたずまい
が印象に残ります。

次に、インドとその周辺の国々から素晴らしい作品を招待できたこと。福岡で
は多くの作品を紹介しているバングラデシュのモルシェドゥル・イスラム監督の

「わが友ラシェド」、前作の衝撃的な「神に誓って」で観客賞を受賞したパキスタ
ンのショエーブ・マンスール監督の「BOL ～声をあげる～」、やはり福岡ではお
なじみのスリランカを代表する名匠プラサンナ・ヴィターナゲー監督の「やさし
い女」、そして、これまでのインド映画の先入観をうち破った見事なサスペンス・
スリラー、スジョイ・ゴーシュ監督の「カハーニー／物語」。どれも素晴らしい作品
です。

それから、東南アジアのパワーがみなぎる作品群。タイの新鋭、ウィチャノン・
ソムウムジャーン監督の前衛的な「４月の終わりに霧雨が降る」。シンガポールの
パワフルなホラー・コメディ、ツァイ・ユィウェイ監督の「ねじきれ奇譚」、カン
ボジアの歴史をえぐる、リティー・パニュ監督の「飼育」。そしてフィリピンの２



作品。東南アジアの多様性がうかがえます。
日本の「ひかりのおと」は、岡山県で農業をしながら映画をつくる山崎樹一郎

監督の話題作。これからの映画作りを考える上で、モデルケースとなるかもしれ
ません。ロケ隊が大都市からやってきて、地方を舞台にして撮影し、それを地方
発の映画としてしまうのではなく、その土地に住む人が映画をつくり、その土地
の人々が観るような映画は、可能なのか。それに対する回答のような映画です。

最後になりましたが、トルコのオズジャン・アルペル監督の哀切な「未来へ続
く声」、中国のハン・ジェ監督の苦みの効いた寓話「ミスター・ツリー」、クオ・ファ
ン、リー・ヤン共同監督の新感覚ＳＦ「時空の扉」、台湾の No.1 ヒット作、才人
ギデンズ監督の甘酸っぱい青春物語「あの頃、君を追いかけた」など、粒ぞろい
の作品を招待できたことはうれしい限りです。どうぞ今年も、素晴らしい傑作群
との一期一会の出会いを体験していただきたいと思います。

1952 年生まれ。早稲田大学大学院で演劇学を専攻し、現在、九州大谷短期大学表現学科主任教授。
91 年の第 1 回よりアジアフォーカス・福岡国際映画祭企画委員会委員を務め、2007 年より同映画祭ディ
レクターに就任。主な著訳書に『映画について（ジャン・コクトー）』『パリのオッフェンバック（アラン・
ドゥコー）』『聖なる怪物たち』『渚のモダニズム』など。

梁木靖弘（はりき・やすひろ）プロフィール



The era where we could lump together the notion of a motion picture with everyone 
saying, “Ah, that’s a movie” seems to be over. Of course, even people back then weren’t 
seeing the same thing on the screen. Still, we could close one eye and convincingly say, “Ah, 
that’s a movie”. People would find motion pictures enjoyable for different reasons. Some 
would be attracted to the stars, others perhaps the film director, the film genre, the artistic 
quality, eroticism, the history, the story, the entertainment and even some found motion 
pictures enjoyable merely as a way to pass the time. Yet I still think there was a common 
understanding (or a misunderstanding or lack of understanding) about motion pictures as a 
whole.

However, I feel this common understanding has been lost. With the emergence of video 
and DVD, motion pictures are now always within our reach. Perhaps this is why we have 
lost the “one time only” or the “performance” sensation that you only can see a certain 
motion picture here and now. The era of having an experience with many people at the 
same time by seeing a film is over. It seems that today, we no longer can share this “here 
and now experience” unless a rare incident occurs, like an earthquake, tsunami, or even the 
Olympics.

Naturally, because motion pictures emerged as an industry of the age of mechanical 
reproduction, the concept of real time was never applicable. Yet, there still must have been a 
consciousness of participating in the history of the time setting of a film when watching the 
motion picture in a movie theater. It has become ever more convincing since motion pictures 
shifted from film to digital data that Walter Bendix Schönflies Benjamin’s point of view is 
correct when he said the authenticity or aura of a “one time only” art form will disappear 
from art in the age of mechanical reproduction. Unable to shape history any longer, motion 

 Yasuhiro Hariki
Festival Director 

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival

Serving the Role of an Antenna 
Receiving and Transmitting 
the Latest on Asian Cinema



pictures can only exist now as a vast pool of memory. Perhaps the motion picture is now 
close to something like a boxed up insect collection where insects have pins pierced 
through their backs. Although motion pictures can be seen at any time now, it is becoming 
increasingly difficult to enjoy an “experience” with them.

Furthermore with digital processing, the borderline between on-the-spot filming and 
animation has been removed, thereby making it possible to visualize everything through 
moving images. This should amaze the audience. Yet digital processing, having become 
almighty and all-purpose, has normalized this sense of amazement, which can make 
audiences insensitive. Then a surge of moving images that only stimulate the peripheral 
nerve floods the screen as if it wasn’t enough. The progress of moving image technology 
will thus achieve the ironic result of making the one-time only experience of motion 
pictures (we may even call this an art form) obsolete.

We cannot rule out the possibility that in the future, people may have to come to film 
festivals if they wish to have an “encounter” and “experience” with motion pictures. If so 
the film festival will have to place new importance not only on introducing new cinematic 
works but also on how to provide the audience with a motion picture “experience” inclusive 
of cinematic history. Perhaps there may be people who will awaken to the “experience” of a 
motion picture for the very first time at the extraordinary setting of a film festival.

For this reason, there is the possibility that functions fulfilled by international film 
festivals today may become less important. These functions can largely be divided into two. 
One, much like the Olympics, is to enhance national prestige at an international occasion. 
Starting with Cannes, we have such international festivals as Berlin, Venice and Moscow, 
which fit in this category. Basically one country has only one of these big events. These 
international film festivals function as an authority to lead the world of motion pictures by 
creating cultural grading through the influential awards they present. The Palme D’Or, the 
highest award presented at Cannes, used to be an extremely high-grade award of authority. 
Unfortunately the reality of the fact is that these days we can’t even remember what film 
took this award, pointing to the decline in the high-grade status of the award.

The other function is that of a market. Its purpose is to secure a position in the center of 
distribution within the film industry. As we would expect, Cannes rises above the common 
herd in as far as this function is concerned. While not granting influential awards but instead 
making accomplishments in the market function are such film festival as Rotterdam and 
Busan. Yet in order to become a hub, you have to overwhelm the rest and become huge. 
Becoming other than No. 1 would be meaningless, so you have to keep on expanding. 
However considering the worsening state of the world economy, I think it would be 



extremely difficult to keep expanding.
The Focus on Asia Fukuoka International Film Festival does not grade authority nor is it 

a market. Perhaps we can say we are setting out to create a function, which operates much 
like a high quality antenna that locates the forefront. Fortunate for us, we opened last year’s 
festival with “A Separation” (exhibited at our festival under the title “Nader and Simin, A 
Separation”) directed by Iranian film director Asghar Farhadi. I think we proved how high 
grade our so-called “antenna” is because the film went on to win the Academy Award for 
the Best Foreign Language Film. It was Fukuoka, which first introduced Mr. Farhadi to 
Japan. This we did by exhibiting his previous film “About Elly”. This year we are featuring 
all the feature films directed by Asghar Farhadi, who now is regarding as having carved out 
a new dimension in Iranian films. Our feature will include “Dancing in the Dust”, “Beautiful 
City”, “Fireworks, Wednesday”, “About Elly” and “A Separation”. 

Looking at our program lineup, we don’t get the impression that any one film will become 
a central figure but we do see certain similarities.

First, we see a number of good motion pictures where the protagonist is middle-aged, like 
“Dancing Queen”, the box office smash hit from Korea directed by Lee Seok-hoon and “From 
Seoul to Varanasi” also from Korea directed by Jeon Kyu-hwan. These two motion pictures 
may have completely different trends, but both are wonderful films placing middle-aged 
men and women in the center. “Fable of the Fish” by film director Adolfo Borinaga Alix 
Jr., who brought us his much talked about “Chassis” last year, and “Amok” by film director 
Lawrence Fajardo are motion pictures where the middle-aged stand out. These two motion 
pictures are from the Philippines, one of the countries we should be paying most attention to 
cinematically. “Flying Dragon, Dancing Phoenix” by film director Wang Yulin from Taiwan 
who brought us “Seven Days in Heaven”, places a middle-aged woman in a traditional 
opera troupe as the protagonist. Although a bitter film, the appearance of the calm middle-
aged protagonist in “The September” directed by Cemil Agacikoglu from Turkey, leaves us 
with an impression.

Next, we were able to select wonderful films from India and her surrounding. These 
include “My Friend Rashed” directed by Morshedul Islam of Bangladesh, who has shown 
many of his films in Fukuoka, “Speak Up” directed by Shoaib Mansoor of Pakistan whose 
sensational previous film “In the Name of God” took the Fukuoka Audience Award, “With 
You, Without You” directed by Prasanna Vithanage from Sri Lanka, also well known in 
Fukuoka and “Kahaani” by Indian film director Sujoy Ghosh who brings an outstanding 
suspense thriller that breaks all preconceptions we had of Indian films. All of these motion 
pictures are wonderful films.



Then we have our group of films overflowing with the power of Southeast Asian. “In 
April the Following Year, There Was a Fire” is an avant-garde piece of work by Wichanon 
Somumjarn, a new, fresh and powerful film director from Thailand. “Twisted” is a powerful 
horror-comedy from Singapore by film director Chai Yee Wei. Bringing to light the history 
of Cambodia is “The Catch” by film director Rithy Panh. To these motion pictures, we add 
the two works previously mentioned from the Philippines. You can just feel the diversity of 
South East Asia.

From Japan, we have “The Sound of Light”, the much talked about cinematic work by 
film director Juichiro Yamasaki who makes motion pictures while farming in Okayama 
Prefecture. As we think about the future of filmmaking, this just might become a model 
case. We are not talking about a motion picture where a location crew comes from the 
big city and shoots a film using the countryside as the setting and then announces that the 
picture originates from the countryside locale. We are instead asking if it is possible for 
someone from the locale to make a film that people from his or her community will go see. 
“The Sound of Light” is one motion picture that seems to answer that question. 

In conclusion, we are extremely pleased to be able to present a uniformly good selection, 
which also includes the sad “Future Lasts Forever” by Turkish film director Özcan Alper, 
“Mr. Tree”, an effective allegoric tale of suffering from Chinese film director Han Jie, “Lee’s 
Adventure”, a new science-fiction sensation co-directed by Frant Gwo and Li Yang and　
“You Are the Apple of My Eye”, the sour-sweet film of youth, which became a top film in 
Taiwan. Once again we ask that you come and realize your once-in-a-lifetime experience 
through our wonderful collection of films. 

Born in 1952, Yasuhiro Hariki graduated from the Graduate School of Waseda University where he majored 
in Theatrical Studies. Presently he is a professor at Kyushu Otani Junior College where he heads the 
Department of Theatrical Expression. Hariki has been a member of the Focus on Asia Fukuoka International 
Film Festival Planning Committee from its first year of conception in 1991. In 2007, he became its Festival 
Director. His major publications and translated works include, “Du Cinématographie” (by Jean Cocteau), 
“Offenbach: Roi du Second Empire” (by Alan Decroix), “Seinaru Kaibutsutachi” (The Holy Beasts) and 
“Nagisa No Modanizumu” (Modernism at the Beach).

Profile : Yasuhiro Hariki 
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日　　時 9 月 14 日（金）～ 23 日（日）

Date September 14 ( Fri.) ─ 23 ( Sun.)

T・ジョイ博多、JR 九州ホール、JR 博多シティ大会議室 など会　　場

T-JOY Hakata, JR Kyushu Hall, JR Hakata City Large Conference Room and othersVenues

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会、福岡市主　　催

Focus on Asia Fukuoka International Film Festival Executive Commitee 
The City of Fukuoka

Organizing Body

・現在注目を集めている優れたアジア映画を世界に紹介していく
・映画界の新しい才能の発見と育成
・映画を通じて市民のアジアに対する理解を深める
・映画を通じて市民レベルでの文化交流、国際交流を推進していく

開催目的

● Introducing excellent Asian films of merit to the world 
● Discovering and fostering new talent for the Asian film industry 
● Deepening an understanding of Asia on a civic level through the medium of  
    motion pictures 
● Promoting cultural and international exchange on a civic level through the 
   medium of motion pictures

Objective

アジア 15 カ国・地域 全 37 作品上映作品

37 motion pictures from 15 countries and regions of AsiaFeatured Films

「ダンシング・クイーン」（2011 年 / 韓国）
9 月 14 日 ( 金 )19 時～ 市役所前天神ふれあい広場

オープニング上映会

“Dancing Queen” (2011/Korea) September 14.(Fri.) 19:00 － 
Tenjin Fureai Hiroba

Official Opening Ceremony 
    & Special Screening

福岡観客賞授賞式授 賞 式

“Fukuoka Audience Award” Ceremony Sep. 19. Wed. 17:00 － 
JR Kyushu Hall (JR Hakata City 9F)

Award Ceremony

第22回



あらすじと解説
スムルはイスタンブールの大学で民族音楽を研究している。研究対象は、アナトリア

半島（小アジア）の哀歌。彼の地の哀歌は、長年の迫害から辛くも生き残ったクルド人
の証言でもある。目の前で最愛の人を殺され、せめて遺骨だけでも返してほしいと語り
かける人々の、悲痛な叫びが歌となる。

彼女はイスタンブールを離れ、遠くディヤルバクルの町に調査旅行に出かける。そこ
でフィルム・ライブラリーのアフメットや、朽ち果てた教会の管理人アンタルティキら
と出会い、対話をしながら研究を進めていく。特にアフメットはスムルに過去の記録映
像を提供し、研究の手助けをする。やがて二人は魅かれあうようになるが、スムルの心
から、3 年前に突然彼女の元を去ったクルド人の恋人の面影が消えることはない。

クルド人とは、トルコ、イラク、イラン、シリア、アルメニアにまたがる地域に居住
する山岳民族で、国家を持たない最大の民族だと言われている。独自の言語を持ち、自
らの居住する地域をクルディスタンと呼んでいるが、その地域は第一次世界大戦後に民
族の意思とは関係なく国境線によって 4 つの地域に分割された。以来、クルド人は各国
政府に対して独立・自治を求めて戦っているが、民族問題に加えて石油や天然ガス等の
資源をめぐる対立もあり、彼らの戦いの歴史はそのまま彼らへの迫害の歴史と重なる。

映画の終盤、スムルとアフメットはハッカーリへと出向く。二人を取り囲む山々は気
高く美しい。時が止まったような静謐な風景の中で、同じ民族同士がいがみ合い死に至
る悲劇をくり返す。山々は死者も生者も人種も区別なく、ただ見守っているだけ。限り
なく美しい映像。哀しみに満ちた歌声と慟哭が全編にあふれる哀切な作品である。
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未来へつづく声トルコ
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INTRODUCTION

Turkey

スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Narfilm
プロデューサー：ソネル・アルペル、エルシン・チェリッキ
脚本 / 監督：オズジャン・アルペル
撮影：フェザ・チャルドゥラン
編集：アイハン・エルギュルセル
　　　トマス・バルケンホル
音楽：ムスタファ・ビベル
音響：モハメッド・モクタリ
美術：トルナイ・テュルコズ

Production Company: Narfilm
Producer: Soner Alper, Ersin Çelik
Screenwriter/Director: Özcan Alper
Cinematographer: Feza Çaldıran
Editor: Ayhan Ergürsel
　　　 Thomas Balkenhol
Music: Mustafa Biber      
Sound: Mohammed Mokhtary
Production Designer: Tolunay Turkoz

スムル : ガイエ ･ ギュルセル
アフメット : ドゥルカン・オルドゥ
アンタルティキ : サルキス・セロプヤン

Sumru : Gaye Gürsel
Ahmet : Durukan Ordu
Antartik : Sarkis Seropyan

Gelecek Uzun Sürer  

 Sumru studies ethnic music at a university in Istanbul.  Her research subject is elegies from 
Anatolia (in Asia Minor).  Anatolian elegies are testimony of the Kurdish people who have barely 
survived through long-term persecution.  Those who have witnessed the murder of their beloved ones 
desperately call for the return of their ashes.  The music is created from their grievous cries. Sumru 
leaves Istanbul to do her research in the remote town of Diyarbakir.  

There she meets Ahmet, a man working in a film library, and Antartik, a caretaker of a crumbling 
church.  She talks with them and proceeds with her research.  Ahmet provides her with films of 
past records and assists her study.  Eventually they begin to be attracted to each other. However, Sumru 
cannot forget her Kurdish ex-boyfriend who suddenly left her three years ago.  

 The Kurds are a mountainous ethnic people living in an area across Turkey, Iraq, Iran, Syria and 
Armenia.  They are said to be the largest ethnic group in the world without an independent nation.  
They have their own language and call their residing region Kurdistan.  Against their will, this 
region was divided into four separated areas within national borders after World War I.  Ever since, 
the Kurds have been fighting for their independence. However, they have had to struggle against 
ethnic conflict as well as confrontation over resources such as oil and natural gas.  Therefore their 
history of fighting for independence overlaps with their history of oppression.  

Towards the end of the story, Sumru and Ahmet visit Hakkari surrounded by noble and beautiful 
mountains. In the landscape as tranquil as one might feel time has stopped, people repeat the tragedy 
of hating and killing each other despite belonging to the same ethnic group.  The mountains have 
quietly watched over these people without distinguishing between the survivors and the deceased.  
This is a very sad film, full of extremely beautiful images, which presents the lament of a people 
expressed in their songs. 

Future Lasts Forever



監督メッセージ
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すべての文化を通じていえることですが、エレジー（哀歌）とは本質的に死に向か
い合い死を受け入れる方法のひとつです。しかしまた哀歌そのものが、反抗と抵抗を
示す要素のひとつを示してもいます。そして同時に、哀歌は共同体の人々が共有する
記憶を形作っているともいえます。アナトリアとメソポタミアの文化では、もともと強
い口承伝統が存在しており、たくさんの哀歌が受け継がれてきました。そして私がこ
の映画をつくった重要な動機のひとつは、物語の中核においた哀歌をとおして、過去と
現在について理解を深めたいというものでした。

スムルがあるひとつの哀歌を追跡していき、また社会的苦難について考えをめぐら
せるとき、彼女は自分自身の過去の苦しみと向き合わざるをえなくなります。私はこの
物語が重要だと感じていますが、その理由は、これが社会全体についての問題を取り
上げているだけでなく、人々の集合的な経験がいかに個人の人生に反映されるかを見
つめているからです。過去 30 年間も続き、その中で「未解決事件」の名の下に 17,500
人もの人々が政治的殺人の犠牲になってきたという、この名もなき戦争を見つめること
を通じて、私は現代のトルコをこそきちんと見つめたいと願ったのでした。
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Director's profile

1975 年トルコ・アルトヴィン生まれ。イスタンブール大学を卒業。1996
年～2001 年、セルビア・メソポタニア文化センターやトルコ・ナジム・
カルチャーハウス主催の映画研究集会に参加。2008 年、60 以上の国際
映画祭から招待を受けイタリアのロカルノ国際映画祭を始めとする映画
祭の賞に輝いた「Autumn」で監督デビューを果たす。「未来へつづく声」

（’11 年）は二作品目に当る。

監督プロフィール

From the Film Director

オズジャン・アルペル
Özcan Alper

Across all cultures, elegies are in essence a way of dealing with, and accepting death. But they also 
imply of themselves an element of defiance and opposition. At the same time, elegies constitute the 
shared memory of a community’s shared past. In Anatolian and Mesopotamian culture, where the oral 
tradition is strong, elegies abound. And one of my main motivations with this film is to try to make 
sense of the present and past through the elegies which lie at the core of the story.

As Sumru endeavours to track down one particular elegy and to consider social suffering, she is 
forced to address a personal agony from her own past. I feel the story is important not only in terms 
of examining society at large, but also because it looks at how collective experience is reflected in the 
lives of individuals. And through looking at this unnamed war that has been going on for the last 30 
years and the 17.500 political murders that have been commited under the name of "unsolved cases" I 
wanted to look at today's Turkey closely.

Born 1975 in Artvin, Turkey, Ozkan Alper graduated from Istanbul University 
and participated in cinema workshops at the Mesopotamia Culture Center 
and Nazim Culture House between 1996-2001. His first feature film, “Autumn”
(’08) was invited to over 60 festivals receiving several awards notably from 
the Locarno International Film Festival in Switzerland. “Future Lasts Forever” 
(‘11) is his second feature film. 



未来へつづく声トルコ
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2011/1:2.35/35mm/Color/88 min.　　　　Print Source : Arti Productions

9 月

あらすじと解説
イスタンブールのグランドバザールで働く職人のユスフは、静かで穏やかな男だ。
ある日、妻が呼吸困難になり、入院する。ユスフは仕事場と病院を往復し、病気の妻

を気遣うが、悲観的になった妻は、夫と孤独を分かちあうことができない。そんな妻を
どう元気づけてよいのかわからないユスフも孤独を感じ、二人の心はすれ違っていく。

妻と同じ病室に、年若いロシア人女性エレナがいた。ユスフのいない晩に激しい発作
に襲われた妻の面倒をみていたエレナは、次にユスフが病院を訪れたとき携帯電話番号
を尋ねる。彼女自身も問題を抱えており、入院は男の暴力が原因だった。退院後も男を
恐れたエレナは、男の目を盗んでユスフの携帯に連絡をいれてくる。

やがて退院した妻を母親の元に送り届けようとした矢先、男から逃れたエレナから
SOS の電話が。ユスフはエレナのためにホテルをとり、妻を母親の元に送る。母親の元
に残る妻に心を残しながら、エレナのホテルを訪れるユスフ。

登場人物はそれぞれ皆悩みと孤独を抱え、美しいはずのイスタンブールの街も田舎の
風景もそれぞれの悲しく淋しい心を癒してはくれない。

ひとりの中年男性の孤独な日々を静かに描いたこの作品では、決して多くのことは起
こらない。病を抱えた妻の孤独、ロシアから売られてきたであろうエレナの孤独、そし
てユスフの孤独。そこにあるのは、悲しみでも絶望でもなく、だれもが一人だという人
間の孤独へのまなざしである。

監督の長編デビュー作となるこの映画は、第 35 回モントリオール世界映画祭でワー
ルドプレミア上映され、その後本国でのお披露目となった。



Gelecek Uzun Sürer Future Lests Foever
Turkey
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INTRODUCTION

Staffスタッフ

キャスト Cast

Yusuf is a gentle and quiet artisan working at the Grand Bazaar in Istanbul. 
One day, his wife suffers from dyspnea and is hospitalized.  Yusuf goes back and forth between his 

worksite and the hospital to take care of her.  However, his wife gets so pessimistic about life that she 
cannot share her loneliness with him.  Yusuf also feels lonely, as he cannot find a way to encourage 
her.  Eventually the couple becomes estranged from each other.  

Elena is a young Russian woman who stays in the same room with his wife.  She takes care of 
her when she has a spasm of severe dyspnea while Yusuf is away.  Elena asks Yusuf to give her his 
mobile phone number when he visits their room again.  Elena has her own personal problems as she 
is  hospitalized due to the violence she suffers at the hands of the man she lives with.  Even after being 
discharged from the hospital Elena secretly calls Yusuf, as she is afraid of the man. 

When Yusuf is about to send his discharged wife to her mother, Elena calls him to ask for his help 
after running away from her man.  Yusuf reserves a room at a hotel for Elena and sends his wife to 
her mother.  Although he is concerned about his wife staying with her mother, Yusuf visits Elena at her 
hotel.  

All characters have their own problems and their solitude.  Neither the beautiful city of Istanbul nor 
the scenic countryside eases their troubled minds.  

This is a film quietly depicting the lonely days of a middle-aged man.  The story does not include 
many incidents.  It just displays the solitude of an ailing wife, the solitude of Elena who apparently 
was sold in Russia, and the solitude of Yusuf.  What we find is not simple sadness or desperation but a 
gaze on the solitude shared by everyone, convincing us that we are all alone after all.  

This is the first feature film by the director.  After holding its world premiere at the Montreal World 
Film Festival, the film was then shown in his own country.   

Asli: Gorkem Yeltan
Yusuf: Turgay Aydin
Elena: Elena Polyanskaya

アスル：ギョルケム・イェルタン
ユスフ：トゥルガイ・アイドゥン
エレナ：エレナ・ポルヤンスカヤ

製作会社：Arti Production
プロデューサー：テュルケル・コルクマズ
脚本／監督：ジェミル・アアジュックオウル
撮影：アリ・オルジャイ・ギョズカヤ
編集：タネル・サルフ
音楽：ドアン・ドゥル
音響：ブラク・トプラクチュ

Production Company: Arti Production
Producer: Turker Korkmaz      
Screenwriter/Director: Cemil Agacikoglu      
Cinematographer: Ali Olcay Gozkaya      
Editor: Taner Sarf      
Music: Dogan Duru      
Sound: Burak Topalakci

Eylül The September
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監督メッセージ
 「９月」は、４日間の冒険の物語です。妻に深く献身的な思いを捧げる男が別の女性

に引き込まれて行くというストーリーですが、ひとつの感情的なストーリーを超えて、
この映画は人間の心の暗闇について観客にささやきかけています。いかに予期せぬこ
とが、ごく普通に自然発生的に進展していくのかを示す一方で、いかに人間が簡単に
互いに心を引かれ合うようになるのかをも明らかにした映画です。ユスフは文字通りご
く普通の男です。彼はグランドバザールの中で育ち、職人として技術を学び、グランド
バザールの中での序列にもとづく生活に適応してきました。そして結婚し、人生が自分
にもたらしてくれるものに屈服して生きてきたのです。彼は決して自分の生活の境界を
超えることはなく、いまだに未熟な人間のままでした。しかし、若い彼が複雑な感情を
体験しながら、自分の欲望に負けてしまったとき、彼は罪の意識と悲しい孤独感を味
わう道へと一歩踏み出したのです。そして彼の欲望は他人によって形作られたもので
もありました。彼は、絶望した非常に美しい若い女性との関係に引き込まれていき、自
分でもどうしようもない深みに落ち込んでしまうのです。彼の生きる小さな世界の中で、
社会の規範やルールを守ることは、突然なんの意味ももたなくなります。いまやただ自
分の欲望だけが残ってしまうのです。それは、本来は誰もがもっている制御不能な欲
望ですが、また誰もが抑圧して生きている欲望でもあります。同情、好意、孤独、曖
昧な思い、好奇心などの感情が、相互に絡み合ってしまいます。つまり簡単にいえば、
ユスフはあまりにも魅力的であるゆえに自分を止められなくなるという体験をしたので
すが、これは誰にでも起こりうることだったのです。ユスフは自分がおかれた状況に対
して、合理的な解答を見いだすことができません。そして彼の妻のアスルが彼の喉元
に平手打ちをくらわしても、彼は自分の思いを止めることができないのです。

私たちはなにも知ることができません。どんな女性についても、どんな男性について
も、どんな関係の場合でも、確実にわかることはなにもありません。ひとが孤独や混乱
に打ちのめされるとき、そして思いがけないことをしてしまうとき、日常生活のきまり
は破られてしまいます。人間とは不思議なものであり、日常生活のきまりごとでは人間
を説明することはできないのです。
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監督プロフィール

Director's profile

1959 年トルコ生まれ。小学校時代に絵画教育を通して視覚芸術に目覚め
1990 年にプロの写真家となる。以後国際芸術写真連盟（FIAP）から「アー
ティスト」やその上の「エクセレンス」の称号を授かる。2000 年・2002 年の
ワールドカップの作品は写真賞に輝いている。その他にも数多く国内外の賞
を受賞している。短編映画監督として1997 年にデビュー。「9 月の事」(‘11 年)
は長編映画監督としてのデビュー作となる。

Born in 1959 in Istanbul, Turkey. Introduced to visual arts through painting 
in primary school, he started professional photography in 1990, receiving 
the title of “Artist” in 1995 and “Excellence” in 1998 from the Fédération 
Internationale de l’Art Photographique (FIAP). He has received many awards 
for his photography including prizes for his works on the 2000 and 2002 
World Cup. He made his film director debut in 1997 with a short film. “The 
September” is his first feature film.

ジェミル・アアジュックオウル
Cemil Agacikoglu

From the Film Director
   Eylul is a four-day adventure whispering the audience the darkness of human nature, way beyond an 
emotional story of a man deeply committed to his wife, being dragged to another woman. While this 
adventure demonstrates how an unexpected affair develops ordinarily and spontaneously, it reveals 
how people impress each other easily. Yusuf is literally an ordinary man; he had grown up in the Grand 
Bazaar; learnt artisanship; adapted to the hierarchical life at the Grand Bazaar; got married; surrendered 
himself to what life brings; and never over passed the border line in his life; he is still an inexperienced 
man... However, when this young man surrenders to his desires while going through complex emotions, 
he takes a step into the feeling of guilt and sad loneliness. And his desire is shared by others too. He’s 
been dragged into an affair with a hopeless and very beautiful woman, and he couldn’t help himself 
having such an affair. In his little world, observing the social norms and rules loses its meaning all of a 
sudden. Now, there is only desire left. It’s an uncontrollable, untamable desire intrinsically shared, but 
abstained from by everybody. Such feelings as compassion, affection, loneliness, obscurity, and curiosity 
intertwine. In short, Yusuf’s experience is so attractive that it is impossible to stop it, and anyone can go 
through it. Yusuf cannot find 
a reasonable answer to this 
situation, and his love for his 
wife, Asli, claps him by the 
throat, it doesn’t let him go.
   We can’t know anything, 
any woman, any man, and 
any relation for sure. When 
loneliness and confusion strike, 
if a person does an unexpected 
thing, the routine gets broken. 
Human is a mystery which 
cannot  be explained with 
routines.
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パキスタン
2011/1:2.35/35mm/Color/159 min.　Print Source : Shoman Productions

本作は 2008 年に「神に誓って」で福岡観客賞を受賞したショエーブ・マンスール監
督の２作目にあたる。前作は同時多発テロ以降のイスラム原理主義をめぐる諸問題に焦
点をあて、海外でも注目を集めた問題作であったが、本作でも父権社会の因習や宗教の
タブーに踏み込んでいる。

死刑を目前に控え、ザイナブは記者会見を願い出た。法廷では何も語ろうとしなかっ
た彼女だが、「殺人は犯したが、犯罪者ではない」と家族の悲劇の顛末を話し始める…。

祖父の代からラホールに移り住み伝統医として生計を立てる一家だが、商売は年々苦
しくなる一方。一家を支えるのは男であると頑固に決めつける父親の期待に反して、子
どもは女ばかりが生まれ養う口は増えるが、男の子に恵まれない。やっと授かった 8 番
目の男の子は、父親の期待を裏切る特別な男の子であった。姉妹たちは貧弱な家計を助
けるために外に働きに出ることも許されず、かといって自由な結婚も許されない。

長女のザイナブは、家族を守るために必死だが、そのため宗教的に厳格な父親との対
立を深める。父親は思い余って末子を殺し、その後始末で、いよいよ金銭的に追い詰め
られていく。そのとき、金を出そうという男があらわれる。そのかわり、父親に種馬となっ
て女の子を生ませるよう求めた。それが悲劇へとつながっていく…。

女性や性のはざまに生まれた者が、父親の権威のもと、抑圧された環境に生きること
の悲劇を描き、社会を告発する問題作である。しかし、結果的には長女の犠牲によって
父親から解放され、生きいきと人生を切り開く一家の女性たちの様子に、男性のほうこ
そ因習の悲しい犠牲者ではないかと思えてくる。

BOL 〜声をあげる〜
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Speak Up

スタッフ Staff

キャスト Cast

Bol 

This is the second feature film by director Shoaib Mansoor who won the Fukuoka Audience Award 

with “In the Name of God” in 2008.  While his previous film focused on various issues of Muslim 

fundamentalism after 9.11 and attracted much attention outside of his country, his latest film addresses 

issues on the conventional taboos related to a patriarchal system and religion.

Faced with an immediate death sentence Zainab requests to hold a press conference.  Although she 

never spoke out in her trial, she begins to explain about the tragedy of her family and asserts that she 

is not a criminal even though she committed murder. Her family had practiced traditional medicine 

since her grandfather moved to Lahore.  Her family business, however, gets tougher year after year.  

Against the wish of her stubborn father, who believes that only a male member of the family should 

support the family business, only daughters are born into the family.  Every time he has a new baby 

girl, the number of family members he has to care for, increases. He does not have a boy for a long 

time.  Even though he finally gets his son as his eighth child, the boy is a special child who cannot meet 

his expectation.  Yet he does not allow his daughters to work outside the home to support the family, 

nor marry their partner of choice.  Zainab, the eldest daughter of the family, desperately tries to protect 

the family. However, she must confront a father with strict religious faith. The father does not know 

what else to do and finally kills his son.  When he tries to hide the murder he gets further into financial 

difficulty.  Then a man approaches him to offer some money. The man asks the father to play the role of 

a stallion and father a baby girl.  Then more tragedy strikes.  

This film depicts the tragedy of women and those born in between the crevasse of gender, that have 

to live in an oppressive environment under an authoritative father.  It is a film that places a protest 

against problematic society.  Eventually the first daughter’s sacrifice liberates the other family members 

from the father.  The scenes of the women who actively shape their lives afterwards, make us rather 

feel that it is the men that have become the victims of sad conventions. 

Pakistan

製作会社：Shoman Productions
プロデューサー／脚本／監督：ショエーブ・マンスール
撮影：スレーマーン・ラッザーク
編集：アルムガーン・ハサン
音楽：バーキル・アッバース
音響：イルファーン・キアーニー
美術：ショエーブ・マンスール
 　　 バーバー・ハーディム
　      ファーティマー・ジーラーニ

ザイナブ（長女）：フマイマ・マリク
ハキーム・サーヒブ（父）：マンザル・サハバーイー
サッカー・カンジャル：シャフカト・チーマー
アーイシャ（次女）：マーヒラ・ハーン

Zainub (eldest daughter): Humaima Malik 
Hakim Sahib (father): Manzar Sehbai
Saqa Kanjar : Shafqat Cheema
Ayesha (Second sister): Mahira Khan

Production Company: Shoman Productions
Producer/Director/Screenwriter: Shoaib Mansoor      
Cinematographer: Suleman Razzak  
Editor: Armughan Hasan
Music: Baqir Abbas
Sound: Irfan Kiani 
Production Design: Shoaib Mansoor 
                           Baba Khadim 
                          Fatima Jilani
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監督メッセージ
私はとても恵まれた人生を送ってきたので、自分が何について感謝すべきなのかとい

うことをよく考えます。感謝すべきことのリストをつくれば終わりがないほど長くなり
ますが、いつも変わることなくひとつの結論に落ち着きます。それは私が男性として生
まれてきたということです。

この世において私がなによりも恐怖を感じるのは、パキスタンのような国において自
分が女性か、あるいは去勢された男性として生まれてくるということです。このような
国では蒙昧主義的な考え方が社会に深く根付いているからです。私たちは残念なことに、
おおいなる誇りをもって大げさな主張をしています。自分たちの宗教では女性の権利は
守られていると。しかし一般的なイスラム教の途上国や、特にパキスタンの状況を見渡
すと、現実は全く逆であることに気がつきます。悲劇的ともいえることですが、私たち
の宗教の解釈も適用も、女性とともに始まり女性とともに終わるといえるようです。人
口の５％程度の都会の高学歴エリート女性の場合は別にして、旧式の宗教を実践するた
めの遊び場（闘いの場）として、女性たちが利用されているように私には思えるのです。
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監督プロフィール

Director's profile

パキスタン生まれ。パキスタン芸能界の有力者の一人とされる。1980 年
からパキスタンのテレビ番組のプロデューサー、監督、脚本家として活躍
し、音楽界でも作詞・作曲家として知られる。2007 年度カイロ国際映画
祭銀ピラミッド賞、またアジアフォーカス福岡国際映画祭2008 の観客
賞に輝いた「神に誓って」(‘07 年) で映画監督としてデビュー。「BOL ～
声をあげる～」(‘11 年) は監督の第二作品目に当る。

Born in Pakistan and one of the most influential figures in the country’s show 
business industry. Since the 1980s, he has been a television producer, 
director, writer, lyricist and composer. He made his feature film directional 
debut with “In the Name of God”(’07), which won the Cairo International Film 
Festival Silver Pyramid Award (’07) as well as the Focus on Asia Fukuoka 
International Film Festival Fukuoka Audience Award (’08) . “Speak Up” (’11) 
is his second feature film.

ショエーブ・マンスール
Shoaib Mansoor

Having been so blessed in life, I often think of the things that I should be grateful for. The list 
always seems to be never ending, but invariably it ends at one thing… that I was born as a MAN.

Nothing in the world scares me more than the thought of being born a woman or a eunuch in a 
country like Pakistan, where obscurantism has deep roots. It is very unfortunate that we make tall 
claims, full of pride, about the rights of woman granted by our religion and yet when I look around 
in underdeveloped Muslim countries in general and Pakistan in particular, I find things totally the 
opposite. Tragically, our interpretation and application of religion seem to begin and end with woman. 
Leave the 5% urban educated elite aside, women seem to be the playground (battleground) where we 
practice a medieval form of religion.
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インド
2012/1:2.35/35mm/Color/123 min.　　　　Print Source : Viacom 18 motion pictures

冒頭、コルカタ（カルカッタ）の地下鉄で毒ガスによる無差別テロ事件が起こる。
２年後、コルカタ国際空港にヴィディヤーが降り立つ。彼女は夫アルナブとロンドン

で暮らしていたが、１カ月前に仕事でコルカタに発った彼と連絡が取れなくなり、身重
の体で夫を探しに来たのだ。彼女は地元の警察官ラーナーの助けを借りて、警察、夫の
滞在していたゲストハウス、仕事先のインド国立データセンター、出身校など、手掛か
りを求めて探しまわる。が、誰に聞いてもアルナブの所在はわからない。代わりに浮か
び上がってきたのは、夫に似ているミランという男。

なぜ誰も知らないのか。情報が消されたのか。事件に巻き込まれたのか。ミランとは
何者 ?　ふたりは再会できるのか。物語はミステリアスな終末へと導かれていく。

ヒンドゥー教の祭り「ドゥルガ・プジャ」が始まり、香が焚かれ、銅鑼や太鼓にあわ
せて人々が踊る中、ヴィディヤーは導かれるままに…ついに「物語」の全貌が明らかに…。

インド映画の新次元を切り開く娯楽映画の出現である。抜群にシャープな映像センス
と、スキのないち密なストーリー展開に加え、ゴーシュ監督は細かなカット割りで、イ
ンドのいまを鋭く切りとる。ごったがえす路面電車、川で歯を磨く人々、チャイの出店、
近代的ビルが立ち並ぶ都心、迷路のように入り組んだ下町。都市圏人口 1,583 万人とも
言われるメガシティ・コルカタのすべてが、本作のもうひとつの大きな魅力である。

本国でもスマッシュヒットとなった作品だが、それ以上に、インドから、ついにヒッ
チコックに匹敵するモダンなサスペンス映画が現れたことの驚きは大きい。これをアジ
アフォーカスで紹介できるのはまさに僥倖である。

カハーニー／物語
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スタッフ Staff

キャスト Cast

The f ilm starts with an act of indiscriminate terrorism using poison gas at a subway in Kolkata 
(Calcutta).  Two years later, Vidya arrives at Kolkata International Airport.  Although pregnant she is 
here to look for her husband, Arnab, who used to live with her in London but vanished after his business 
trip to Kolkata one month ago.  Assisted by Rana, a local police officer, she begins a relentless search 
looking for clues to find her husband by visiting the police station, the guesthouse Arnab stayed in, the 
National Data Center where he worked and the school he graduated from, among other places.  However, 
nobody tells her anything about her husband.  Instead she begins to learn about a man called Milan who 
resembles her husband.  

Why doesn’t anyone know her husband?  Why was his information deleted?  Was he involved in 
any incident?  Who is Milan?  Will Vidya be reunited with her husband?  The story develops toward a 
mysterious ending.  

In the scenes of the beginning of Durgapuja, a Hindu festival, we see Vidya proceeding among people 
dancing and burning incense accompanied by the music of gongs and drums.  Then finally the entire 
“story” is revealed.  

This is a newly emerging form of film entertainment that explores a new phase of Indian Cinema.  In 
addition to showing his outstandingly sharp visual sense and carefully structured story development, 
director Ghosh vividly depicts contemporary India with his fine edition of short scene sequences.  The 
film shows congested street cars, people brushing their teeth by the river, street stalls selling Indian tea, 
urban centers with skyscrapers and a downtown area with labyrinth like alleys.  Another big charm of 
this film is the portrayal of Kolkata, a metropolis, which is said to have a population of 15.83 million.         

This film was a blockbuster success in India.  More than that, it is striking for us to finally see such a 
modern suspense film produced in India that rivals Hitchcock.  Therefore we feel fortunate in being able 
to introduce this great film in our film festival. 

監督：スジョイ・ゴーシュ
プロデューサー：クシャール・カーンティラール・ガダー
 　スジョイ・ゴーシュ
製作総指揮：モハンマド・アッタールワーラー
　　　　　　アリンダム・シル
音楽：ヴィシャール＆シェーカル
撮影：セートゥ　編集：ナムルター・ラーオ
美術：カウシク・ダース、スブラト・バリク

Director: Sujoy Ghosh
Producers: Kushal Kantilal Gada, Sujoy Ghosh
Executive Producers: Mohammed Attarwala 
　　　　　　　　　   Arindam Sil
Music: Vishal&Shekhar
Director of Photography: Setu
Editor: Namrata Rao
Production Designers: Kaushik Das, Subrata Barik

Vidya Bagchi: Vidya Balan
Rana: Parambrata Chattopadhyay
Inspector Khan: Nawazuddin Siddiqui

ヴィディヤー・バーグチー : ヴィディヤー・バーラン
ラーナー : パランブラト・チャテルジー
カーン : ナワーズッディーン・シッディキー

India

Kahaani  Kahaani
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Born in India in 1966. Moving to the UK at the age of 13, Sujoy Ghosh 
eventually earned a university degree in engineering and a MBA from 
Manchester University. Thereafter, he worked as a South Asia head of the 
media division of Reuters until 1999. In 2003, he made his feature film 
directional debut with “Jhankaar Beats”. Thereafter he completed “Home 
Delivery” (’05) and “Aladin” (’09). “Kahaani” (’12) is his latest feature film.

スジョイ・ゴーシュ
Sujoy Ghosh

1966 年インド生まれ。13 歳でイギリスに渡り、大学で工学を専攻する。
その後マンチェスター大学で経営管理学修士号を取得する。卒業して
1999 年までロイター通信の南アジア支部で勤務する。2003 年、「ジャン
カル・ビーツ」で映画監督デビューを果たす。その後も「ホーム・デリバ
リー」(‘05 年)、「アラジン」(‘09 年) を発表する。「カハーニー／物語」(‘12
年) は最新作に当たる。
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2012/1:1.85/35mm/Color/90min.　　　　Print Source : Prasanna Vithanage Productions

金細工を買い取る質屋を営むサラットゥシリは、世捨て人のように暮らす中年男。テ
レビでレスリングを見るのが唯一の楽しみ。そんな彼の店に、若く美しいイーシュワリー
がやってくる。何度も質入れに来る彼女に、いつしか恋心を抱く。彼女がシンハラ人か
ら迫害を受けてきたタミル人で、今は叔母たちと暮らしていると知る。男やもめの金持
ち老人から救おうと、突然プロポーズし、二人は結婚する。

平穏な暮らしも長くは続かず、突然現れた彼の旧友ガーミニーが、うっかり彼の過去
を彼女に話してしまう。彼はかつて、タミル人を虐殺し、苦しめてきたシンハラ兵だっ
たのだ。積年の憎しみから彼女は、激しく動揺、苦しみのあまり体調を崩す。そんな彼
女の様子にサラットゥシリも変わり始める。冷たい店主だった彼も、いつしか客に優し
く接し、彼女が望むインドへの旅を実現しようとする。いつにもまして美しい朝、彼は
これまで話せなかった全ての秘密を彼女に告白するのだが……。

美しいスリランカの紅茶畑が印象的なこの作品は、時折訪れる雷雨だけが、主人公の
感情の起伏を表しているようだ。ドストエフスキーの短編小説「やさしい女」に着想を得、
極めて個人的な愛と精神的葛藤が描かれながら、それが民族間の葛藤に分かちがたく結
びついている。

ふたりの背景には、想像を絶する苦しみが横たわる。1983 年から続いてきたスリラン
カの内戦は、2009 年に終結したが、タミル人が完全に再定住し、両民族が心からの和
解に至るには、長い道のりが必要だ。社会が変わらなければ、個人の愛も成就しない。「心
の闇」（1996）から「夢の花びら」（2009）まで、本映画祭で高い評価のヴィターナゲー
監督最新作。同国の厳しい現実を、繊細な感情描写で鋭く描く。

やさしい女
スリランカ
インド
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スタッフ Staff

キャスト Cast

Sarathsiri, a middle-aged pawnbroker buying gold crafts, lives like a recluse.  His only pass time 
is watching wrestling matches on TV.  Eashwari, a young beautiful woman, comes to his shop.  He 
becomes interested in her, as she often visits the shop trying to pawn some items.  Then he learns 
that she is a Tamil, oppressed by the Sinhalese, and that she lives with her aunts.  Sarathsiri suddenly 
proposes to her in order to save her from a wealthy old widowed man, and they get married. 

Their peaceful days do not last long.  Gamini, an old friend of Sarathsiri, suddenly visits him and 
carelessly tells Eashwari about Sarathsiri’s past.  He used to be a Sinhalese soldier who tormented and 
killed Tamil people.  Because of her long-term hatred of the Sinhalese, which she had accumulated 
in her mind, Eashwari is in shock and her health deteriorates.  Seeing her change, Sarathsiri also 
changes his attitude.  He was a cold shopkeeper. Yet he begins to treat his customers kindly and tries 
to take Eashwari to India where she wanted to visit.  One especially beautiful morning, he begins to 
confess to her all the secrets he could not tell her before.  

In this f ilm that shows impressively beautiful landscapes of Sri Lankan tea plantations, only 
occasional thunderous rain seems to reflect the emotions of the protagonist.  The story is inspired 
from “The Meek One”, a short novel by Dostoevsky. The story depicts the extreme personal love 
and struggle of individuals but also strongly connects with the issue of ethnic conf lict.  There 
lies unimaginable suffering in the background of the two protagonists.  Although the Sri Lankan 
civil war began in 1983 and ended in 2009, it has been necessary for the Tamil people to spend a 
considerable long period of time to resettle and for both ethnic groups to completely reconcile.

Without social change it is difficult for individual to realize their loving relationship.  This is the 
latest film by director Vithanage who has won high esteem at this film festival for his works such as 
“Dark Night of the Soul (1996)” and “Flowers of the Sky (2009)”.  In this film, he has depicted the 
harsh reality of his country with delicate emotional expression.  

サラットゥシリ：シャーム・フェルナンド
セルヴィ：アンジャリ・パティル　
ラクシュミ：マヘーシェワリエ・ラトゥナム
ガーミニー：ワサンタ・モラゴダ

製作会社：Prasanna Vithanage Productions
脚本 / 監督：プラサンナ・ヴィターナゲー
プロデューサー：ラサンタ・ナワラトゥナ、モハマドゥ・アダマリー
製作総指揮：ラーフル・ローイ、イランティ・アベーシンハ　
　　　　　　スニル・フォンセーカ、ナーディラ・アダマリー 
撮影：M.D. マヒンダパーラ
編集：A. スレーカル・プラサードゥ　
美術：ロブ・ネーヴィス

Sarathsiri: Shyam Fernando 
Selvi: Anjali Patil
Maheshwarie Ratnam
Wasantha Moragoda

Production Company: Prasanna Vithanage Productions
Writer / Director: Prasanna Vithanage
Producers: Lasantha Nawarathna, Mohomad Adamaly
Executive Producers: Rahul Roy, Iranthi Abeysinghe,
　　　　　　　　　　Sunil Fonseka, Nadira Adamaly
Director of Photography: M.D.Mahindapala
Editor: A.Sreekar Prasad　
Production Designer: Rob Nevis

Oba Nathuwa Oba Ekka  

Sri Lanka / India

With You, Without You 
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監督メッセージ
なぜ私は「やさしい女」を製作したのでしょうか？
フョードル・ドストエフスキーの小説「やさしい女」を繰り返し読んでいたときに、

私の心の中に浮かんだことがふたつありました。ひとつは、これは男らしさとはなにか
を探索をしている小説だということであり、ふたつめは、これはいかに消費主義的価値
観が人間同士の結びつきを奪っていくかを問うている作品だということでした。

この小説を映画化したときに、私がその背景として選んだのは、母国の最大の問題
である民族紛争でした。

私たちが生きる社会には、いまだに癒されぬ傷が残っており、それは 30 年以上も続
いて数多くの人々が殺された戦争の傷跡です。そこで多数派のシンハラ人の男性と、
少数派のタミル人の女性との間の対立が、私の脚本のドラマの前提となりました。自ら
の過去と向き合う彼らの苦しみは、私にとっては、その全体が母国の苦闘のメタファー
なのです。
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Director's profile

From the Film Director
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1962 年スリランカ生まれ。「Ice of Fire」(‘92 年) で監督デビューする。
「心の闇」(‘96 年) は釜山国際映画祭、「城壁」（‘97 年）はシンガポール国際
映画祭で賞に輝く。NHK 製作「満月の日の死」(‘97 年) はアミアン映画
祭でグランプリを受賞。「マチャン/ 大脱走」（‘07 年）はヴェネツィア国際
映画祭、「夢の花びら」（’08 年）は釜山国際映画祭でプレミア上映される。

「やさしい女」（’12 年）は最新作に当たる。

プラサンナ・ヴィターナゲー
Prasanna Vithanage

Born in Sri Lanka in 1962. His film director debut came with “Ice of 
Fire” in 1992.. “Dark Night of the Soul” (’96) received an award from the 
Busan International Film Festival, “Walls Within” (’97) from the Singapore 
International Film Festival and “Death on a Full Moon Day” (‘ 97) produced 
by NHK, the Grand Prix Award from the Amiens Film Festival. Thereafter, he 
produced “Machan” (’07) and directed “Flowers of the Sky” (’08). “With You, 
Without You” (’12) is his latest film.

   Why did I make “With You, Without You”?

   When I was reading Fyodor Dostoyevsky’s novella “The Meek One” over and over again, 
two things plunged into my mind. One is its probe into masculinity and second is questioning 
the how the consumerist values deprive people of human connection.

   When adapting this novella into film, I based this upon the biggest issue of our country 
which is the ethnic conflict. We live in a society which still has unhealed wounds from a 
war that lasted over thirty years, killing over tens of thousands of people. Confrontation of a 
man from the majority Sinhalese and a woman from the Tamil minority became the dramatic 
premise of my script. Their struggle with their own past for me was a metaphor for the 
struggles of the nation as a whole.
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2011/1:1.66/35mm/Color/100min.　　　　Print Source : Monon Chalachitra

少年たちの目を通して描かれるバングラデシュ独立戦争の物語である。
現在バングラデシュと呼ばれる地域は古くから栄えた土地で、少なくとも紀元前 7 世

紀には文明が発達していたとされる。18 世紀末からイギリス東インド会社により植民地
統治を受けるが、ガンジーやネールらの指導により 1947 年イギリス連邦から独立、宗
教上の理由からパキスタンとともにイスラム国家を形成した。東西パキスタンは宗教こ
そ同じだが、インドにより国土が 1000km 以上も隔てられ、言語や文化が異なる。政治
の中心が西側にあったため、やがて東に独立運動が広がる。1971 年 3 月、西パキスタ
ンは東パキスタンへの軍事介入を開始、300 万人が犠牲になった独立戦争を経て、同年
12 月、東パキスタンはバングラデシュとして独立を果たす。

主人公のラシェドは不思議な少年である。ある日突然学校に現れるが、教師すら彼の
転入を知らない。本名は別で、クラスではラシェドと名付けられる。彼は父親の影響で
政治に明るい。大人と対等に話す胆力もある。新参者に懐疑的だった同級生たちもいつ
しかラシェドに魅かれていき、彼を通じて初めて自分たちの国が置かれている状況を知
る。最初は「バングラデシュが独立すれば（西パキスタンの言語である）ウルドゥー語
を勉強しなくていいんだ！」という無邪気な反応を示していた同級生たちが、ラシェド
とともに知恵と勇気を振り絞り祖国独立のために行動を起こす…。

戦争という極限状態の中で紡がれる友情は悲しいほど美しい。そして、ことばをこえ
て深い。本映画祭では、すでに「車輪」「苦難の大地」「転校生ディプー」「ぼくはひとりぼっ
ち」「人形の家」と常連のモルシェドゥル・イスラム監督の新たな意欲作だ。

わが友ラシェド
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キャスト Cast

This is a story of the Bangladesh War of Independence, seen through the eyes of young boys.
The region of Bangladesh has been prosperous since ancient times and it is said to have had a 

developing civilization since the 7th Century BC.  At the end of the 18th century, the British East 
India Trading Company colonized the region. However, guided by Gandhi and Nehru the region 
won its independence from the British Commonwealth in 1947 and formed a Muslim country 
with Pakistan based on its religion.  Although East and West Pakistan had the same religion, 
their language and cultures were different and their lands separated by India over a distance of 
1000km.  Since the political center was in the west side, the people in the east eventually spread an 
independence movement.  On March in 1971, West Pakistan sent troops into East Pakistan.  After 
an independence war sacrificing over three million people, East Pakistan won its independence as 
Bangladesh in December 1971.  

Rashed, the protagonist, is a mysterious boy.  He suddenly appears at a school but even the 
teacher of the class does not know about his transfer.  He has a real name but the teacher names him 
Rashed.  Because of his father’s influence, he knows much about politics.  He also has courage to talk 
with adults on an equal basis.  Although his classmates feel somewhat suspicious about him in the 
beginning, they begin to be drawn by him and learn from him about the situation of their country for 
the very first time.  The boys initially react innocently by saying that they do not have to study Urdu 
(the language of the West Pakistan) if Bangladesh gets its independence.  Then they start to take 
actions with Rashed using their wisdom and courage for the independence of their nation.  

Their friendship formed in an extreme situation of war is sadly beautiful and profound beyond 
their verbal expressions.  This is a new ambitious piece of work by director Morshedul Islam who 
has been a regular participant in our film festival having brought us “The Wheel”, “Dukhal”, “Dipu 
Number Two”, “The Alienation” and “Dollhouse”. 

ラシェド：チョウドリ・ザワタ・アフナン
イブ：ラヤン・イブテシャム・チョウドリ
ショフィク兄さん：アルマン・パルヴェズ・ムラド
オル姉さん：ホマエラ・ヒム

製作会社 : Monon Chalachitra & Impress Telefilm Limited
プロデューサー：フォリドゥル・レザ・シャゴル

脚本 / 監督：モルシェドゥル・イスラム
撮影：エル・オプ・ロザリオ
編集：ロトン・パール
音楽：イモン・シャハ
音響：ロトン・パール
美術：ムニラ・モルシェド・ムンニ
アート・ディレクター：オショク・クマル・ゴーシュ

Rashed: Chowdhury Zawata Afnan
Ibu: Rayan Ibtesham Chowdhury
Shafiq Vai: Arman Parvez Murad
Aru Apa: Homayra Himu

Production Company: Monon Chalachitra & Impress
　　　　　　　　　　Telefilm Limited
Producer: Faridur Reza Sagar      
Director/Screenwriter: Morshedul Islam      
Cinematographer: L. Apu Rozario      
Editor: Ratan Paul      
Music: Emon Saha      
Sound: Ratan Paul      
Production Design: Munira Morshed Munni      
Art Director: Ashok Kumar Ghose

Amar Bondhu Rashed  

Bangladesh

My Friend Rashed
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監督メッセージ
　「わが友ラシェド」は、大いなるバングラデシュ独立戦争の映画です。これは、ひと
握りの若者たちがこの戦争にどのようにして参加していったかを描いた映画です。この
映画の主要な目的は、我々の解放戦争に関わる栄光に満ちた物語を、新たな世代へと
伝えていくことなのです。



監督プロフィール

Director's profile

1958 年バングラデシュ生まれ。国内フィルム・アーカイヴで映画を学び、
短編「Agami」(‘82 年) を発表する。ヨーロッパで多くの賞に輝いた「車
輪」(‘93 年) で長編映画監督としてデビュー。その後子どもに焦点を当て
る「転校生ディプー」(‘96 年)、「苦難の大地」(‘97 年)、「ぼくはひとりぼっ
ち」(‘04 年)、「人形の家」(‘06 年) を発表し、これらは特に若者層から高く
評価されている。「わが友ラシェド」は最新作。

039

モルシェドゥル・イスラム
Morshedul Islam

Born in Bangladesh in 1959. After studying film at a film archive in 
Bangladesh, he completed “Agami” (’82), a short film. He marked his feature 
film directional debut with “The Wheel” (’93), which won many awards in 
Europe. He then began a serious of films focusing on children, which are 
much acclaimed by young audiences. These films include “ Dipu Number Two” 
(’96), “Dukhai” (’97), “The Alienation” (’04) and “Dollhouse” (’06). “My Friend 
Rashed” (’11) is his latest film.

From the Film Director
My Friend Rashed is a film on the Great War of Liberation of Bangladesh. The film depicts 

how a group of young people got involved with the war.  The main objective of the film is to 
present the glorious story of our liberation war to the new generation.
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タイ

主人公はバンコクで建築技師として働いている。彼は、あっさりバンコクでの仕事を
辞め、故郷である東北地方（イサーン）の故郷の町コーンケーンに戻る。故郷に戻った
彼は、知人の結婚式で、学生時代に思いを寄せた女性と再会する。父親がひとりで住む
実家に戻った主人公は、人生のエアポケットのような時間を過ごす。主人公は、やがて
ビデオカメラを買い、撮影を始める。工学部へ進んだものの、本当は映画の道へ進みた
かったことがわかる。観客を喜ばせるための物語は、ほとんどない。

本作の特徴は、フィクション仕立てでありながら、時折、これが映画であるというこ
とを観客に思い出させるシーンを挿入していることである。たとえば、冒頭近く、主人
公が映画のロケ現場を通りかかると、そこで撮影されている作品が本作と同じタイトル
であったりする。あるいは、監督自身の家族へのインタビューが挿入されたりする。思
いを寄せた女性との場面でも、カットの掛け声とともに、カチンコが画面に映るなど、
観客の感情移入を避ける手法がとられている。表面の映像はかぎりなく日常的で淡々と
していながら、それに反比例するように、作品の内的構造は、迂回路を通って、いよい
よ重層化していく。その緊張をはらんだ対比がすばらしい。そして、人生の可能性を予
感させる開かれたエンディングへと向かう。

主人公は、監督自身でもありながら、別人格でもあり、本作は、いわば「詩」と「真実」
のあいだをゆれうごく映画的自伝というべきものである。監督は、物語を介してではなく、
映画と直接向き合っている。本作品は、ドキュメンタリーで数々の賞を獲得してきた監
督にとって、初の劇映画である。

2012/16:9/HDCAM/Color/76 min.　　　　Print Source : Electric Eel Films

4 月の終わりに霧雨が降る
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Electric Eel Films
プロデューサー：アノーチャー・スウィッチャーゴーンポン
　　　　　　　 ミーナム・チャガシック
脚本 / 監督：ウイチャノン・ソムウムジャーン
撮影：ミンガイ・ルアン
編集：マチマー・アンスリウォン
音楽：アークリット・ポーンサムプンスック
音響：ソラヨット・プラパーパン
美術：ピヤブット・ジラボーウォン

Production Company : Electric Eel Films
Producer : Anocha Suwichakornpong
               Maenum Chagasik 
Screenwriter/Director : Wichanon Somumjarn
Cinematographer : Ming Kai Leung
Editor : Machima Ungsriwong
Music : Aukrit Pornsumpunsuk
Sound : Sorayos Prapapan
Production Design : Piyabut Jiraborworn

ナム：ウテン・シリウィ
ジョイ：ジンナパット・ラダーラット
父：セーリー・ピムパ

Nuhm: Uhten Sririwi
Joy: Jinnapat Ladarat
Father: Saeree Pimpa

The protagonist is a construction foreman working in Bangkok.  He easily quits his job and 
returns to his hometown, Khon Kaen, in the northeast region (Isan) of Thailand.  He attends his 
friend’s wedding there and reunites with a woman he used to have a crush on.  Then he returns to his 
home where his father lives alone, and spends his time as if he is in the air pocket of his life.  Then he 
buys a video camera and begins shooting a film with it.  He realizes that despite entering an engineering 
college, he really wanted to be in the film industry.  There is no story that pleases the audience in his film.

The characteristic of “In April the Following Year, There Was a Fire” is the inclusion of occasional 
scenes that make the audience remember this is a feature film despite its fictional style.  For instance, 
in the beginning of the film, there is a scene where the protagonist passes by a shooting site of a 
film that has the same title as this film.  Another example is the inserted interview footage of the 
director’s family.  Even in the scene where the protagonist is with the woman he loves, the voice of 
the director saying “Cut” and the image of a clapperboard are included.  He uses this method in order 
to stop the audience from empathizing with the characters of the story.  In the film, the superficial 
images tend to be serene and focused on everyday occurrences. Yet as if inversely proportional to 
it, the internal structures of the story become more and more multi-layered, going by a roundabout 
route towards the end.  Such tension contrast between the imagery and story is marvelous.  The story 
eventually proceeds to the open ending which gives the audience a kind of premonition that we have 
good potential for life. 

Although the protagonist is the director, himself, he has a different personality in the story.  
Therefore the film is a semi-autobiography of the director swinging in between “poetry” and “truth”.  
The director faces directly towards the film without expressing anything through the story.  This is 
his first feature film after receiving many awards for his documentaries. 

Thailand

Sin Maysar Fon Tok Ma Proi Proi  In April the Following Year, There Was a Fire
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監督メッセージ
私の家は私が生まれたすぐ後に焼けてしまいました。その結果、両親が教師として

働いていた学校が提供してくれた郊外の宿泊先に、私たちみんなで移ることになりま
した。「私たち」というのは、父と母と兄と私のことです。

引っ越してからすぐに家族が問題を抱えるようになり、とうとう両親が離婚してしまっ
たので、私たちはそれぞれの道を歩むことになりました。そして母が亡くなった後は、
かなり長い間、ひとつの親戚の家から別の親戚の家へと移り住んだ後で、新しい家に引っ
越すことができました。そうして再び一緒に生活できるようにはなったのですが、その
ときまでに私たちの関係は変わってしまっていました。おそらく「家」をもつことの意
味を、私たちのうちの誰も理解していなかったのではないかと思います。

これらすべてのことはもう過去のこととなりました。今ではもはや昔の歴史です。
それから私たちはみな前へすすみ、自分にできるかぎりのやり方でまわりの世界に適
応していくすべを学びました。その当時を思い起こさせるものは、ただ数枚の色あせ
た写真だけであり、また自分たちの心の中に傷跡のように刻まれた記憶が残っている
だけなのです。

「４月の終わりに霧雨が降る」は私の初監督作品で、回想と想像の両方にもとづい
てつくった映画です。物語は現在と過去の両方を舞台にしていますが、その物語の糸
は主人公の心の中で過去と現在を結びつけています。したがって、物語は夢のように
展開し、その中で過去と現在がぶつかりあいます。

これは私の故郷についての物語なのです。
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Born in 1982 in Thailand. Wichanon Somumjara decided to pursue his 
film career when his short film won a mention at the 2005 Siam Cement 
Group Young Thai Artist Award. His short film “A Brighter Day” (’07) won 
the Selected Works Prize at the JVC Tokyo Video Festival 2009 and “Four 
Boys, White Whiskey and Grilled Mouse” (’09) the Best Fiction Award at the 
Tampere Film Festival (’10). “In April The Following Year, There Was a Fire” (’
12) is his feature film directional debut.

1982 年タイ生まれ。2005 年に自作の短編映画がタイ・新人芸術賞に
輝き映画監督への道を歩み出す。短編「より明るい日」(‘07 年) はJVC
東京ビデオフェスティバル2009 で佳作賞に、また「Four Boys, White 
Whiskey and Grilled Mouse」（’09 年）はタンペレ映画祭(‘10 年) で最優秀
フィクション賞に輝く。「4 月の終わりに霧雨が降る」(‘12 年) は長編映画
監督としてのデビュー作。

ウイチャノン・ソムウムジャーン

Wichanon Somumjarn

   My house was burnt 
down soon after I was born. 
As a result, we all had to 
move to the out-of-town 
accommodations provided 
to us by the school where 
my parents were teachers. 
“We” means my father, my 
mother, my older brother, 
and myself.
   Not long after the move, 
my family started having problems and eventually my parents were divorced, sending 
our lives into different paths. When my mother died, we moved into a new house after 
having spent a good amount of time moving from one relatives’ house to the next. Even 
though we got to live together again our relationships were different by this time. Perhaps 
because none of us really understood what it meant to have a “home”.
   All this is well in the past. It is history now. We have all moved on and learnt how to 
adapt to the world the best we could. What remains of those days are only a few faded 
photographs and the memories etched onto our mind like the scars.
   In April the Following Year, There Was a Fire is my first feature made up of both 
recollections and imagination. The threads of the story, taking place in the present as well 
as the past, are connected together in the protagonist’s mind. The narrative, hence, unfolds 
like a dream, where past and present collide.
   This is the story about my land.

From the Film Director
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シンガポール
マレーシア
2011/1:2.35/DCP/Color/100 min.　　　　Print Source : MM2 Entertainment Sdn. Bhd.

シンガポールの新鋭ツァイ・ユィウェイ監督のホラー・アクション・コメディ。冒頭か
ら夜の道路際のベンチで男を待つ顔色の悪い女。さては幽霊かと身構えるが、様子が違
う。怖いかと思えば、笑いに外され、観客は鼻面を引き回される。油断は禁物なのだ。

愛人から妻に妊娠をばらすと脅されたチンピラの売人は、とっさに車を衝突させ殺そ
うとする。自分だけシートベルトをしめまんまと成功するが、事故現場からいくら逃げて
も同じ場所に戻ってしまう。携帯は通じないし、死んだはずの愛人の死体が消えて……。

男性フライトアテンダントの二人は、同僚二人に一服盛る。一人は元彼氏に救われる
が、もう一人は頭を打って死んでしまう。死体の目撃者を殺してしまい、更に次の目撃
者と雪だるま式に犠牲者がふくらみ、結局最後に生き残ったのは……。

インチキ霊媒師で稼いでいた二人組、ある母親に悪霊祓いを頼まれたのがきっかけで、
本気で人助けを始める。霊媒師だった亡き父親の言葉を思い出し、これを機に人生をあ
らためようと真剣に娘のお祓いに取り組むのだが、本当に怖いのは娘ではなかった。

ろくでなしの父親から娘を救ったつもりの母親。やっぱり怖いのは娘の方か。病院の
ベッドに横たわるチンピラにも皮肉な運命が待っている。自業自得なのか、運が悪いの
か、ねじれた運命に巻き込まれていく登場人物たち。それぞれの運命も微妙に交差して、
最後まで油断できない。シンガポールの人気コメディアンで俳優のマーク・リー をはじ
め、香港、マレーシア、台湾と参加している役者も多彩な顔ぶれ。

いくつかのエピソードが無関係に横滑りしていき、物語にはこれといった中心がない。
恐怖と笑いも一緒、怖いのか可笑しいのかわからない。すこぶるポストモダンなメタ・
ホラーである。

ねじきれ奇
き

譚
た ん
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This is a horror action comedy by Chai Yee wei, a new film director on the rise from Singapore.  The 
story begins with a pale woman waiting for a man at a roadside bench at midnight.  The audience might 
take her as a ghost, but she does not behave like one.  The director first scares his audience, then, he puts 
them through laughter. The audience tends to be led around by the nose, so they have to be constantly on 
their guard.  A mistress of a punk drug peddler threatens to disclose her pregnancy to his wife.  He then 
suddenly tries to kill her by crushing his car.  He succeeds as he is the only one in the car with a seatbelt 
fasted. However, he returns to the site of the accident no matter how hard he tries to drive away from it.  
He cannot communicate with anyone with his mobile phone, and the body of his mistress is gone ...   

Two male flight attendants poison two fellow workers.  An ex-boyfriend saves one, but the other dies by 
hitting her head hard.  The murderer kills the witness but has to deal with additional witnesses.  The number of 
victims increases like a growing snowball.  Eventually the only survivor is....   

A mother asks two bogus mediums, who are earning money with their false rituals, for an exorcism. 
Her request triggers them to seriously help others.  They recall the words of their father who was a real 
medium, and try to restore their lives.  They work seriously to purify her daughter. However, it is not the 
daughter who is really terrifying.  

A mother believes that she saved her daughter from her good-for-nothing father.  But maybe the 
daughter is the scary one.  The punk lying on the hospital bed also has to face his ironic destiny that waits 
for him.  Whether they invite their misfortune by themselves or they are just unlucky, the characters in 
the film get involved in a twisted turn of fate.  The destinies of each are so delicately interconnected that 
we cannot expect what is to come next until the very end of the story.  

Various actors from Hong Kong, Malaysia, Taiwan and Singapore including Mark Lee, a very popular 
comedian, appear in this film.  The story does not have any central topic as some unrelated episodes 
overlap with others.  Horror and laughter are brought together.  We do not know whether we are scared or 
amused.  This is a very interesting postmodern type of meta-horror film. 

スタッフ Staff

キャスト Cast
クアン：マーク・リー（李國煌）
母親：チュー・ミーミー（朱咪咪）
コン：アルビン・ウォン（王駿）
リンダ：リンダ・リャオ（寥語晴）
イーニン：ジョーイ・レオン（梁祖儀）

製作会社：MM2 Entertainment Sdn. Bhd.
プロデューサー：アウ・ヨクセン（區玉盛）
　　　　　　　  アラヤン・トゥ（傳文彬）
監督 / 脚本：ツァイ・ユィウェイ（蔡於位）
脚本：ウォン・ブンピン（翁文彬）
撮影：デリック・ルー（呂俊傑）
編集：ホン（奕超）
音楽：タイ・チーウェイ（鄭旨為）
音響：タイ・チーウェイ（鄭旨為）
美術：トゥ・ウェンホイ（杜文輝）

Ah Guan: Mark Lee
Mi Mi Mum: Chu Mi Mi
Master Kong: Alvin Wong
Linda: Linda Liao
Y-Ning: Joey Leong

Production Company: MM2 Entertainment Sdn. Bhd.
Producers: Au Yuk Sing, Allyan Too
Screenwriter/Director: Chai Yee Wei
Screenwriter: Eng Boon Ping
Cinematographer: Derrick Loo 
Editor: Heng 
Music: Tay Chee Wei
Sound: Tay Chee Wei
Production Design: Too Wen Huel

Singapore / Malaysia

撞鬼 Twisted
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監督メッセージ
私はカルマ（人間の業、宿命）を深く信じている人間です。また、ひとが自分のとっ

た行動の結果を、いかに後で報いとして受けがちであるかということに、常に興味を抱
いています。この映画のストーリーにおいて皆さんが目の当たりにするのは、いかにクア
ンのドラッグが本人も直接は知らないような様々な人々に影響を与えていき、またそれら
の人々の運命が、いかに彼自身の運命と間接的に絡み合っていくかというありさまです。
またこの映画のストーリーの企画も、今にして思えば、それ自体が不可思議なドラマに
なっているとも言えるでしょう。そしてこの映画の着想を私が得たのも、そういったカ
ルマのなせるわざだったわけです。
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Born in Singapore in 1973. His short films “Diarrhea” and “Blood Ties” both 
received awards from the MDA Panasonic Digital Film Festa. Thereafter, 
“Blood Ties” was exhibited throughout the world. Yee Wei Chai made his 
feature film directional debut in 2009 with the feature film version of “Blood 
Ties”, funded under the Singapore Film Commission’s New Feature Film 
Fund. “Twisted” (’11) is his latest film. 

ツァイ・ユィウェイ
Chai Yee Wei

1973 年シンガポール生まれ。短編映画「Diarrhea」と「Blood Ties」は
シンガポールMDA パナソニック・デジタル・フィルム・フェスタで賞に
輝き、「Blood Ties」は後に世界中で上映される。シンガポール・フィル
ム・コミッション新作長編映画基金から資金を受け2009 年に「Blood 
Ties」( 長編) で長編映画監督デビューを果たす。「ねじきれ奇譚」(‘11 年)
は最新作に当たる。

   I am a person who believes deeply in Karma, and I am always fascinated by how things
usually come back to a person as a result of his or her actions. In this story, we see how Ah 
Guan’s drugs, affect so many different people that he doesn’t know directly, and how these 
people’s fates are indirectly intertwined with his as well. The setups for this story, I realize, 
also makes for a good supernatural drama, and this is how I came about for the concept for 
this movie.
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フランス
カンボジア
2011/1:1.85/HDCAM/Color/93 min.　　　　Print Source : Films Distribution

飼育

本作は、大江健三郎の芥川賞受賞小説「飼育」を翻案し、舞台をベトナム戦争期の
カンボジアに移した作品である。1972 年、米軍はベトナム戦争に勝利するため、カンボ
ジア各地を爆撃し、カンボジアは混乱に陥っていた。米軍の爆撃に怯える、とあるカン
ボジアの農村。村の近くに、米軍機が墜落し、黒人パイロットが村の少年たちによって
捕えられる。この村は、カンボジア共産党、所謂「クメール・ルージュ」ゲリラの統治
下にあり、少年たちも、将来の「革命」の担い手として訓練され始めていた。

主人公の少年は、ゲリラにより、黒人兵の監視役のリーダーに任命される。当初はこ
の黒人兵を嘲り、憎悪していた少年たちだったが、徐々に、柵囲いから外の労働につれ
出し、一緒に魚とり作業をするなど、この黒人兵と打ち解けていく。しかし、クメール・
ルージュに傾倒する主人公の少年は、ほかの少年たちが黒人兵への警戒心をゆるめる中、
一人厳しい態度に固執する。やがて、黒人兵に脱走されてしまうのだが…。

本作品では、帝国主義の侵略者である黒人兵への懲罰をめぐる話の背景に、革命勢
力クメール・ルージュの浸透が描かれる。少年のクメール・ルージュへの忠誠が、仏教
や村人への無差別な迫害、のちのポル・ポト派の徹底した非人間性につながっていく。

カンボジア出身でフランス在住のリティー・パニュ監督は、ポル・ポト派による虐殺
の加害者及び被害者の対話を撮ったドキュメンタリー作品などを製作している。加害者
は被害者に、被害者もまた簡単に残酷な加害者に変身していく歴史の罠を冷徹に描いて
いる。クメール・ルージュの底なしの不気味さを、少年を通して描き、その背景にアメ
リカ等西側諸国の勝手きわまりない正義があると告発している。
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：CDP/France
監督 / 脚本 / 編集：リティー・パニュ
脚本：ミシェル・フェスレー
撮影：プレム・メザール
編集：マリークリスティーヌ・ルージュリー
音楽：マルク・マルデー
音響：ミリアム・ルネ、シアー・ヴィッサル
アシスタント・ディレクター：ローエン・ナリス
セットデザイン：ブノア・シシルキヴィッチ

Production Company : CDP/France 
Screenwriter/Director/Editor : Rithy Panh
Screenwriter : Michel Fessler 
Cinematographer: Prum Mésar 
Editor : Marie-Christine Rougerie 
Music : Marc Marder 
Sound : Myriam René, Sear Vissal 
Assistant Director : Roeun Narith 
Set Designer : Benoit Cisilkiewich

パイロット：シリル・ゲイ
ポン：チェム・チュオプ
シエト：スアム・チュアム
ネイ：プローチ・チュアム

The Pilot : Cyril Guei
Pang, the Bastard : Chem Chuop 
Siet : Soeum Chhoeum
Ney : Pruoch Chhoeum 

This is the adaptation of “Shiiku”, the Akutagawa Award winning novel by Oe Kenzaburo, 
with its stage altered to Cambodia at the end of the Vietnamese War period.  In order to win 
the Vietnamese War, the US Army bombed various parts in Cambodia in 1972 thereby putting 
Cambodia into utter confusion.  In one village people fear the US bombing. Then a bomber plane 
crashes nearby and the village boys capture its black pilot.  The village is under control of the 
guerrillas of the Khmer Rouge, the Cambodian Communist Party. The boys start their training to 
become future bearers of the “revolution”.

The protagonist is a boy who is assigned by the guerrillas to be the leader of a group of boys 
watching over the pilot.  Initially the village boys hate and despise the pilot.  Yet gradually they 
open up to him while taking him out of the cage to work and catch fish together.  However, only the 
protagonist, who devotes himself on the ideology of the Khmer Rouge, keeps a very strict attitude 
despite the other boys putting off their guard.  After all they allow the pilot to attempt to escape. 

With a background story of punishing a black pilot as an imperialist invader, the film depicts 
how the power of revolution of the Khmer Rouge spread its influence in the region.  It also depicts 
how the loyalty of the boy to the Khmer Rouge develops into indiscriminate oppression against 
Buddhism and other villagers, and later into the completely inhumane conduct of the Pol Pot faction.  

Director Rithy Panh, born in Cambodia and who now resides in France, has produced 
documentary films of dialogue between victims and assailants of massacres committed by the Pol 
Pot faction, where he shows with a cool, realistic eye that an assailant can become a victim and 
a victim can easily become a cruel assailant in the trap of history.  He depicts an extraordinary 
uncanny side of the Khmer Rouge through the image of the protagonist boy, and at the same time is 
critical of egoistic justice that exists in the background brought out by western countries including 
the US. 

France / Cambodia

Shiiku (Gibier d´ Elevage)  The Catch
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監督メッセージ
私はふたつの世界の物理的な出会いを映画にしたいと願っていました。つまりクメー

ル・ルージュによって彼らの思想を刷り込まれた子どもたちと、墜落した黒人パイロット
との出会いです。物語はゆっくりと毒を放出していき、若いポンの心を次第に打ちのめし
ていきます。彼は惨めなわんぱく小僧ですが、引き裂かれて屈辱にまみれた私の母国を
体現しているのです。彼にとって戦争は天啓でした。かつては犠牲者であった彼が、い
まや死刑執行者になりました。それとは逆に、米国の帝国主義者として高い空の上から
無差別の殺戮を行っていたパイロットは、犠牲者の役割を担うことになりました。

国民が奴隷化されたことと、黒人兵士が監禁されことは、ひとつの寓話を示しています。
それはカンボジアの国民がクメール・ルージュによって奴隷にされたことを表しているのです。
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リティー・パニュ
Rithy Panh

Born in Cambodia in 1964, Rithy Panh studied film at IDHEC in Paris. 
Returning to Cambodia, he would make documentaries on such issues as 
refugee camps and the Khmer Rouge. As of date, he has directed 17 films, 
which have been exhibited all over the world, many receiving film festival 
awards. His film, “The Catch” is adapted from a story by Oe Kenzaburo of 
Japan.

1964 年カンボジア生まれ。クメール・ルージュ政権下で家族が栄養不良
や過労で死ぬ中、1979 年タイに逃れ後にパリの高等映画学院（IDHEC）
で映画を学ぶ。帰国後、難民キャンプ等を追ったドキュメンタリー映画を
製作し、国際的に高い評価を得ている。今日まで17 作品を監督しており
殆どが世界中で上映され、カンヌ映画祭を含む多くの賞に輝いている。本
作は大江健三郎原作の「飼育」を映画化したものである。

   I want to film the physical encounter between two worlds : children indoctrinated by the 
Khmers Rouges and a black pilot who falls out of the sky. The story slowly releases the 
poison  that gradually overcomes young A’Pang, a miserable wretch, the enbodiment of my 
torn and humiliated country… The war is a revelation to him. Once a victim, he becomes an 
executioner. Inversely, the American  imperialist, the pilot who blindly kills from the heights, 
takes the role of victim.
   The enslaving of the population and the captivity of the black soldier are an allegory : that 
of the Cambodian people reduced to slavery by the Khmers Rouges.

From the Film Director



あらすじと解説

フィリピン

052

さかなの寓話
2011/1:2.35/DCP/Color/85min.　　　　Print Source: Visit Films

ジプニー（フィリピンの乗合バス）に揺られるミゲルとその妻リナ。幸せそうな二人
が車を降りて向かったのは、巨大なゴミの山スモーキーマウンテン。腐敗物が自然発火
しモクモクと煙をあげている。そんなところで、女性や子どもたちは廃品を集め、日銭
を稼ぐ。ムワっと異臭が漂う、劣悪な環境に彼らのスラム街はあった。そこに暮らす多
くの貧しい人々と同じく、リナもスカベンジャー（ゴミ漁り）である。

ある日、彼女はゴミの中から聖マリア像を見つける。長年子宝を待ち望むリナにとって、
処女懐胎したその像は、まさに幸運の女神だった。一方、夫は、子どもなんか要らない
と強がっていた。内心、自分の性的障害に負い目を感じているのか、仲間達にそれをか
らかわれて激昂することもあり、精神的にもかなり追い詰められていた。

そんな折り、いつものように働きに出た妻が、突然体調を崩し倒れる。翌日、女達が
頼りにする仲間の老婆に診てもらうと、何と妊娠していた。この唐突な幸運に、夫はあ
まり嬉しそうなそぶりを見せない。それでも徐々に現実を受入れ、幸せを感じるように
なった彼は「神が授けるのものならば、なんであれ受け入れる」。そして、ある嵐の夜、
リナは産気づき、物語は予想だにしない方向に急展開することになる…

社会の底辺で暮らす人々を、力強く、衝撃的に描いた「車の影に」は、昨年の本映画
祭でも屈指の鮮烈な作品だった。監督は、リアリズムにさらに磨きをかけ、現実にはあ
り得ない寓話的なストーリーでリアリズムを超える。現代フィリピンの極めて悲惨な状
況を、宗教観を交えながら見事に提示してみせる。主役のリナは大人気女優チェリー ･
パイ・ピカチェ。「ばあさん」(2009) で主役を好演したアニータ・リンダらが脇を固める。
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Phoenix Features 　
監督：アドルフォ・ボリナガ・アリックス Jr.
脚本：ジェリー・B・グラシオ
撮影：アルバート・バンゾン　
美術：アドルフォ・アリックス Jr.
アート・ディレクター：ローランド・ルベネシア、ジェロメ・サモラ
編集：ベンジャミン・トレンティーノ
音楽：エイゲン・イグナシオ　　　
音響デザイン：ディトイ・アギラ、ジュネル・バレンシア

Production Company : Phoenix Features
Director : Adolfo Borinaga Alix Jr.
Writer : Jerry B. Gracio
Director of Photography : Albert Banzon
Production Designer : Adolfo Alix,Jr
Art Directors : Roland Rubenecia, Jerome Zamora
Editor : Benjamin Tolentino
Music : Eigen Ignacio
Sound Design: Ditoy Aguila, Junel Valencia

リナ：チェリー・パイ・ピカチェ
ミゲル：ベンボル・ロコ
フリン：アニータ・リンダ
ドロール：ロサンナ・ロセス

Lina : Cherry Pie Picache
Miguel : Bembol Roco
Juling : Anita Linda
Dolor : Rosanna Roces

 Miguel and his wife, Lina, are on a jeepney (a community bus in the Philippines).  They look 
happy and leave the bus to go to a huge dumpsite called Smoky Mountain where clouds of smoke rise 
spontaneously from decomposed garbage. Women and children collect waste here to earn a living.  
They live in a deteriorating environment of a slum filled with nauseating odor.  Lina is one of the 
poor scavengers who lives there.  

One day she discovers a statue of the Virgin Mary in the garbage.  Since Lina has dreamt for a 
long time of becoming a mother, she believes the statue of Mary, who got pregnant as a virgin, is 
a symbol of good luck to her.  On the other hand, her husband acts as if he does not want a child.  
Maybe it is because he has an inferiority complex about his sexual disorder. He sometimes gets 
furious when his pals make fun of him, and he is under much pressure.  

Meanwhile, Lina goes out to work as usual and suddenly her physical condition deteriorates and 
she collapses.  The next day women surround Lina and ask an old woman they trust to examine 
her and they find out she is pregnant.  Her husband does not look happy when he first hears of this 
sudden happy news.  Still he gradually accepts the reality and feels happy.  He says he will accept 
whatever God gives him.  Then, on a stormy night, Lina suddenly starts to have labor pains, and the 
story develops toward a totally unexpected direction.

“Chassis” by the same director, which powerfully and strikingly depicted people living in the 
bottom of society, was one of the most striking films presented in our film festival last year.  This 
time the director brushes up his sense of realism, yet he goes beyond ordinary realism by using a 
very unrealistic fable like story.  Cherry Pie Pichache, a popular actress, plays the role of Lina, the 
protagonist.  Anita Linda, who was wonderful in her performance as the protagonist in “Lola” (2009), 
appears as a supporting actress. 

Isda  

Philippines

Fable of the Fish
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監督メッセージ
この映画は 80 年代後半のある出来事に関する実話にもとづいています。それはある

子どもの名付け親になることを頼まれたトークショー司会者についての実話ですが、そ
の子どもというのが「魚」だったのです。

腐敗や貧困の問題など、いろいろなことがフィリピンで起きているような時代に、
シュールリアリスティックではあるが現実に根ざした瞬間を取り上げることや、表面的
にはごく普通にみえる家族の視点からフィリピン社会の一断面を切り取って議論するこ
とは、新鮮な思いがします。このストーリーの状況は、聖書のサラとアブラハムの物語
の現代版のように感じられるのです。

この映画の設定は奇妙な出来事にもとづいているのかもしれませんが、ストーリーは
主に典型的な家族の労働を扱ったものです。ただ奇妙にも、その家の息子は魚なのです。
そういうことが起きたというコンテキストにおいて、ひとつの共同体の中の人間関係を
探ってみるのは興味深いと思います。というのもフィリピン映画においては、そういう
場合は人間を描くというよりはファンタジーとして描くことのほうが多いからです。

この映画は静かなカンバスの中で登場人物たちを追っていき、それぞれの多様な個
性を明らかにしていきます。そして、このコンセプトにおけるディレンマと人間性を強
調するために、彼らのコミュニティと同様に、彼らひとりひとりの成長を表現していま
す。カメラは彼らを見つめ続け、彼らが自分自身の葛藤を乗り越えて生き延びようとす
るのを映しているのです。
「さかなの寓話」はゴミ捨て場で撮影されました。これはフィリピンで製作される現代
の映画では典型的なやり方です。しかし、この状況の「リアルさ」は偏見も生み出し、
それがファンタジーとリアリティの境界線をぼやけさせてしまうのです。世界における
真の悲劇は善と悪の対立ではありません。それはふたつの善の間の対立なのです。映
画もまた同じようなものです。映画ではリアルさを感じることができますが、また同時
にファンタジーの感覚をもつこともできるのです。
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Born in the Philippines in 1978. After graduating from the university, Adolfo 
Borinaga Alix Jr. started in the television industry as a scriptwriter. His film 
director debut came in 2006 with “Donsol”, which was nominated for the 
Best Foreign Language Film category of the Academy Awards. As of date he 
has directed 18 feature films. His major films include “Kadin”(’07), “Tambolista” 
(’07), “Manila!”, a co-directed film screened at Cannes, and “Chasis” (’09) 
shown at our festival.

1978 年フィリピン生まれ。大学卒業後映画・テレビ界の脚本家として生
計を立てる。米アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた「Donsol」
(‘06) で映画監督デビューする。今日までに長編映画18 作品を監督。主な
作品としては「Kadin」、「Tambolista」(‘07 年)、カンヌで上映された共同
監督作「Manila」(‘09) や本映画祭が上映した「車の影に」(‘09 年) 等が
ある。

   アドルフォ・
ボリナガ・アリックス Jr.

Adolfo Borinaga Alix Jr.

From the Film Director
   The film is based on a true 
story about an incident in the 
late eighties about a talk show 
host who was asked to be a 
godmother in the baptism of a 
supposed to be mudfish.
   In such times when a lot of 
things happen in the Philippines 
involving corrupt ion  and 
poverty stricken issues, it 
is ref reshing to take such 
moments, surreal yet rooted in 
reality, and to dissect and discuss the cross section of the Philippine society through the point of view of 
this seemingly normal family. The situation feels like a modern day version of the Sarah Abraham story.
   The premise may be based on a peculiar incident but the story deals primarily with the workings of a 
typical family  the oddity being that the son is a fish. It is interesting to explore the relationship of the 
community within the context of such an occurrence as Philippine cinema most often portrays it as fantasy 
rather than human.
   The film follows the characters in a stationary canvass to reveal the portrait of the different characters – 
showing the development of each of them as well as the community in order to emphasize the dilemma 
and the humanity of the concept. The camera gazes through them as they try to survive in their own 
conflicts. 
   Fable of the Fish may be shot in a dumpsite, which is typical of the current movies being produced in the 
Philippines, but the “realness” of the situation makes these prejudices blur the lines between fantasy and 
reality.
   Genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong; they are conflicts between two 
rights. Cinema can also be like that. It can feel real but also has a sense of fantasy.
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フィリピン
2011/16：9/HD/Color/82 min.　　　　Print Source : Pelikulaw /Lawrence Fajardo

マニラの喧噪と、意識の底を常につき動かすような暑さは、この白昼の悲劇の完璧な
舞台装置だ。人と車があふれかえる雑踏のマニラ、真昼の太陽の下で、人々が淡々と映
し出される。多事多端な人生を送る人物たちは、一見何のつながりもなさそうに見える。

忙しい交差点を渡ることができない眼帯の男。故郷へ帰るバスを待つ仲の良さそうな
父と青年。娼婦に喉仏をみつけ逆上する元俳優。姉を後部座席に乗せた男の車はなか
なか進まない。ゲイのタレント・エージェントといらだつタクシー運転手。火災サギの
男と戸惑う老婆。甥とおじは歩道橋で口論に。彼らはすべてこの大通りへと集まってくる。

発端は、賭けの負けを銃でおどしてチャラにしてしまった中年男だ。彼に銃を向けら
れたモヒカン男は、恐怖で吐いてしまう。銃を持つ男が去っても、思いつめた様子のモ
ヒカン男は、仲間が何か話しかけても耳に入らず、悪人らしくない、困ったような悲し
げな顔で一点を見つめている。妊娠している妻の元へ戻ってきた銃の男は、洋服の露天
商だった。妻の代わりに店番をしているところへ、狂気に駆られたモヒカン男がナイフ
を手に復讐にやってくる。この二人の暴力がきっかけとなって、バラバラだった人物た
ちが一気につながっていく。

悪魔に取りつかれたかのように逆上した様子を指す「アモク」。常に渋滞し、雑多な人々
が行き来する忙しい交差点に、狂気と暴力の予感がにじり寄ってくる。暑さはいよいよ
耐えがたくなり、首筋を流れる汗と鳴り止まないクラクションに、いらだちは募るばかり。
ついに狂気が爆発して、思いがけない運命がそれぞれの登場人物を待ち受ける。

ファルハド監督の長編 4 作目になる本作、フィリピン映画の力を示す傑作である。

アモク
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Pelikulaw
監督/プロデューサー/編集/美術：ローレンス・ファハルド

脚本：ジョン・ベディア
制作総指揮：クリスマ・M・ファハルド
プロデューサー：テッサ・アキノ　　
クリエイティブ・コンサルタント：ポール・サンタ・アナ
撮影／カラリスト：ルイー・キリノ
アート・ディレクター：フランシス・ダニエル・ファハルド

Production Company: Pelikulaw
Director/Producer/Editor/Production Design:
　 　　　　　　　　　　　Lawrence Fajardo
Screenplay: John Bedia
Executive Producer: Krisma M.Fajardo
Producer: Tessa Aquino
Creative Consultant: Paul Sta Ana
Cinematography/Colorist: Louie Quirino
Art Director: Francis Danielle Fajardo

元俳優：マーク・ヒル
元警官／銃の男：ディド・デラ・パズ
ナイフの男：ガリー・リム
盲目の男：スパンキー・マニカン

Retired Actor: Mark Gil
Ex Police/Man with gun : Dido dela paz
Man with Knife: Garry Lim
Blind old man: Spanky Manikan

The bustling and hustling rugged intersection of Manila, with its sweltering heat that constantly shakes 
people’s consciousness from the ground serves as a perfect setting for the story of the film where tragedy 
strikes in broad daylight.  The many busy looking characters in the film do not seem to have any relation 
with each other.  There is a man with an eye patch who cannot cross the busy intersection.  A father and 
a young man, seemingly getting along well, are waiting for a bus to return to their hometown.  A former 
actor gets furious when he finds the Adam’s apple on the throat of a prostitute.  A man’s car with his elder 
sister in the back seat finds it difficult to make its way through the street.  A gay talent agent is irritated 
over a taxi driver.  A swindler using a fire plot is with a perplexed old woman.  An uncle and his nephew 
start to quarrel on the pedestrian bridge.  All these people come to the same avenue.          

The story begins with a middle-aged man who writes off his debt, the money he owes when he lost a 
bet, by threatening his counterpart with a gun.  The man with a Mohican hairstyle, to whom he points 
his gun, throws up out of fear.   Even after the man with a gun leaves him, the Mohican styled man looks 
obsessed and does not listen to his friends at all.  He gazes at one point with a sad face that doesn’t make 
him look like a bad guy.  The middle-aged man with a gun returns home where his pregnant wife waits 
for him.  He is a stall keeper selling clothes.  When he tends to the store for his wife, the enraged Mohican 
style man comes for revenge with a knife in his hand.  The violent action of the two, seemingly trigger 
unconnected characters to all of sudden become connected in the story.  

The title of the film “Amok” means a state of rage as if the person is obsessed by a demon.  To the 
intersection, always congested with a mixed crowd of people who busily come and go, a premonition 
of madness and violence slowly approaches.  As the temperature gets more and more unbearable, more 
sweat runs along the neck, and the louder the people beep their horns without stopping.  The level of their 
irritation escalates and finally their madness explodes and what awaits them is a totally unexpected turn 
of their destiny.  This is the fourth feature film by director Fajardo.  It is a masterpiece representing the 
strength and power behind films from the Philippines.  

Amok  

Philippines

Amok



058

監督メッセージ

 「アモク」の登場人物たちは、まさに自分自身がプツンと切れてしまう寸前のような
決定的状況に追いやられています。彼らがその状況に打ち勝つにしろ負けるにしろ、
それは彼らの真の人格を示す試練となっているのです。彼らの日常は、ただ不公平な
事や抑圧に満ちあふれていますが、そういったことの多くが生じる理由は、それらを
彼らが単にあたりまえのことと受け止めているからです。つまり、注意力の欠如、真っ
赤な嘘、盲目的な信念、仕事上の日和見主義、欺瞞、不誠実さなどを、彼らは当然の
ことと思っているからです。そして不正義や抑圧に対して我慢するか立ち上がるかは、
個人の選択の問題なのです。

この映画のロケ地はパサイでした。実はエピファニオ・デロス・サントス通り（エドサ）
とギル・プヤット通り（ブエンディア）の街角でロケしたのですが、その２本の大通り
はマニラ首都圏内で最も混雑した場所でした。交差点の砂埃と喧噪のまっただ中にい
る人々は、自分たちが抱える問題や個人的なディレンマに苦しんでいます。彼らはいつ
も友人や仲間や家族に向き合って生きていますが、それがとりもなおさず自分の人生に
向き合うということなのです。

私たちみなが相互に連結した運命や宿命の鎖の中で存在するという事実を、このロケ
地が強調しています。この場所は、人生が行き当たりばったりであるということの象徴な
のです。そしてまた、人生が私たちに投げかけてくるあらゆる不正義に対応しようとす
るときに、私たちひとりひとりが直面しなければならない交差点の象徴でもあるのです。
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After studying film and theater at the University of St. La Salle in Bacolod 
in the Philippines, Lawrence Fajardo got involved in making short films. His 
short film, “Kultado” (’05) won the Special Jury Prize at the Cinemalaya 
Film Festival 2005. It also won the Best Short Film Award at the Gawad 
Urian Awards in 2006. “Amok” (’11) to be exhibited at our festival has been 
screened in Pusan and Europe after receiving several awards from the 
Cinemalaya Film Festival.

フィリピン・ボコロド市のセント・ラサール大学で映画・演劇を学び、後
に短編映画製作に取り組む。短編作「Kultado」(‘05 年) はフィリピン・シ
ネマラヤ映画祭2005 で特別審査委員賞に輝き、さらに2006 年のガワッ
ド・ウリアン・アワード( フィリピン映画批評家賞) において最優秀短編
映画賞を受賞。本作の「アモク」(‘11 年) はシネマラヤ映画祭で複数の賞
に輝き、その後釜山やヨーロッパ等で上映されている。

ローレンス・ファハルド
Lawrence Fajardo

The characters in Amok are put into situations wherein they reach that crucial point when 
they are about to snap. Whether they will or they won’t is a test of true character. Everyday life 
is simply filled with injustices or oppression. Many of these are happen simply that they tend 
to be taken for granted: inattention, white lies, blind faith, opportunism in business, deception, 
dishonesty. It is a person’s choice—to put up with the injustice or make a stand. 

The film’s location is in Pasay, in fact, at the corner of Epifanio delos Santos Avenue (Edsa) and 
Gil Puyat Avenue (Buendia) which are two of the busiest thoroughfares in Metro Manila.  Amidst 
the grit and bustle of the intersection are people struggling with their own issues and personal 
dilemmas. They are always dealing with friends, foe or family; hence they are dealing with life. 

The location reinforces fact that we all exist in an interconnected chain of fate and destinies.  It 
is also a symbol of the randomness of life and the crossroads that each us has to face as we deal 
with all the injustices that life throws at us. 
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中国

主人公のシュー（中国語で樹の意味）は、自動車修理工。山間部の鉱山町で暮らす。
独身の彼は、いつもふらふらしていて、昼間から酒を飲む怠惰な日々を送っている。

シューは、学校を運営する友人を頼り、都会に出ることにした。そこで臨時雇いとし
て働くが、友人夫妻の夫婦仲が壊れていくのを目にし、故郷の町へ戻る。シューは幼い
ころに、厳格だった父と、最愛の兄を亡くしていた。いつのころからか、父の幻影を見
るようになっていた。

シューは、美しい聾唖娘シャオメイと、偶然友人の車で乗り合わせ、一目惚れする。
彼が村を出てから、二人は携帯メールで連絡を取り合い、心は深く通じ合うようになる。
遂にシューは、結婚を決断。しかし結婚式前夜、とうとう兄の幻影が現れる。そのせいか、
結婚式当日、シューは大荒れの状態になり、パーティーは散々なことに。結婚後、シュー
は人が変わったように無表情になり、シャオメイは、母のもとへ去る。

鉱山会社の絶え間ない掘削操業が続く中、村の地盤が沈下し始め、何軒かの家が壊
れだした。会社は村人たちに金品を渡し、退去を求めた。その頃を境に、シューは、死
者にとりつかれたように、あの世に近づいていき、予言めいたことを口に出す。その予
言の多くが現実となり、それに気づいた村人たちは、彼を予言者として敬うようになる。

田舎の寒村に開発の波が押し寄せ、住民たちの生活を変えてしまう。これは発展著し
い中国の現実だ。主人公は、その現実からはぐれていき、次第に死者の視点から世界を
見るようになる。ハン・ジェ監督は、激変する中国の姿を、樹のように愚かで不器用な
男を通して、苦い寓話として描き出している。シューを演じるワン・バオチャンの存在
感が圧倒的だ。

2011/1:2.35/HDCAM/Color/88 min.　Print Source : PAD International

ミスター・ツリー
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Mr. Tree

スタッフ Staff

キャスト Cast

監督・脚本：ハン・ジェ（韩杰）
プロデューサー： ジャ・ジャンクー（贾樟柯）
作曲：リン・チャン（林强） 
撮影：ライ・ユーファイ（黎耀辉）
美術：チャン・シャオビン（张晓兵）、リウ・チャン（刘强）
音響デザイン：　チャン ･ ヤン

Screenwriter/Director: Han Jie
Producer: Jia Zhangke
Original Music: Lim Giong
Cinematography: Lai Yiu-Fai
Art Directors: Zhang Xiaobing, Liu Qiang 
Sound Designer: Zhang Yang

シュー（树）：ワン・バオチャン（王宝强）
シャオメイ（张小梅）：タン・ジュオ（谭卓） 
ピンピン（苹苹）：ハー・ジエ（何洁） 
シューの兄：ワン・ダーシー（王大治）

Shu: Wang Baoqiang
Xiao Mei: Tan Zho
Ping Ping: He Jie   
Shu’s brother: Wang Dazhi

The protagonist of the film is Shu (meaning “tree” in Chinese), who works at a motor repair shop.  He 
lives in a mining village in the mountains.  He is a bachelor who always wanders around and leads an idle 
life, even drinking in the daytime.  

He decides to leave the village counting on the help of his friend who runs a school in a big city.  While 
he works as a temporary worker there, he sees the marital relationship of his friend deteriorate, so he 
returns to his hometown.  He lost both his stern father and his beloved elder brother when he was a child.  
He does not know since when, but he begins to experience seeing his father appear in an illusion.  

Shu happens to take a ride on his friend’s car with Xiao Mei, a beautiful deaf-mute girl, and falls in 
love with her at first sight.  After he leaves his village, they stay in touch with each other through mobile 
phone text messages.  They feel deeply affectionate towards each other, and finally he makes up his mind 
to marry her.  However, on the night before the wedding, his elder brother finally appears in his dream.  
Because of this, he gets too excited the next day turning the wedding into a disaster.  After that he acts as 
if he is a totally different person by keeping a blank look on his face, and Xiao Mei soon leaves to rejoin 
her mother.     

The day-and-night operations of the new mining company cause subsidence in the village and damage 
to some of the houses.  The company gives money to the villagers and asks them to leave.  Since around 
then, Shu tries to approach the next world, as if the deceased possess him, and he begins to make 
prophecies.  Because villagers notice that many of his prophecies come true, people begin to respect him 
as a prophet.  

The waves of development reach the remote village and change the everyday life of the people there.  
This is the reality behind China and her outstanding growth.  The protagonist of the story loses sight of 
reality and eventually sees the world from the viewpoint of the dead.  Director Han Jie depicts drastically 
changing China in a bitter fable style through a stupid and clumsy man like a tree.   The presence of 
Wang Baoqiang, playing the role of Shu, is overwhelmingly powerful in this film. 

China

Hello! 树先生 
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過去 10 年間は中国にとって都市化が最も激しく進んだ時期となりました。その時期

に非常に数多くの若者が地方から都会に移っています。そして彼らの遠い故郷には、
高齢者と子どもたちだけが取り残されました。これらの残された村落もまた、劇的な変
化に直面しました。住民から捨てられた村もあったし、より交通が便利な別の場所へと
ほとんどの村民が移住した村もありました。また環境破壊や自然災害のために村人が
故郷を離れざるをえない場合もありました。

3 年ほど前に、私はそういった多くの廃村を訪れました。これらの見捨てられた村々
は、すべて廃墟にあふれていましたが、それでも樹々は緑を茂らせていました。そして
突然、私は「シュー（樹）」という名の若者の映画をつくりたいと思ったわけです。彼
の故郷の村は、炭鉱の拡張のせいで別の場所に移らざるを得なくなります。しかし彼
はそんなことは気にしません。彼はあちらこちらへと旅をしますが、ただ自分のささや
かな境遇を変えようと望むだけです。私は映画「ミスター・ツリー」を通して、自分た
ちが生きる時代の不条理を明らかにしようと思いました。観客の皆様がこの映画を観た
後で、「シュー（樹）」という名前を単なる主人公の名前としてだけでなく、より象徴的
な意味をもつものとして心に残していただければと願っています。
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1977 年中国生まれ。2002 年、北京師範大学映画・テレビ製作学部を卒
業。卒業製作「ニューイヤー」は北京大学学生映画祭で最優秀短編賞、
2003 年北京国際DV フォーラムで最優秀フィクション映画賞に輝く。映
画監督デビュー作の「ワイルド・サイドを歩け」（‘06 年）はロッテルダム
国際映画祭最優秀虎賞、また香港国際映画祭銀デジタル賞を受賞。最新
作「ミスター・ツリー」（’11 年）はアジア・米国等で賞に輝いている。

ハン・ジェ
Han Jie

Born in 1977 in China. Han Jie graduated from Beijing Normal University’
s Film and TV Production Department in 2002. His graduation work, “New 
Year”, won Best Short Film at Beijing University’s Student Film Festival in 
2003. He made his film director debut with “Walking on the Wild Side”(’06) 
which took Best Film at Rotterdam (IFFR) and the Silver Digital in Hong Kong 
(HKIFF). “Mr. Tree” (’11), his latest film, has received awards in Asia and the 
United States.

   In the past ten years, it was the most intense period of time for the urbanization in China. 
Huge number of young people from the rural area moved to cities. Some of their distant 
hometown left with only the elderly and children. These villages were also facing dramatic 
changes: some were abandoned and most of the villagers moved to other places where the 
transportations are more convenient; some encountered environmental and natural disasters, 
and the villagers had to leave.
   Three years ago, I had been to many abandoned villages. Although all these deserted 
villages were full of collapsed houses, but the trees there were still flourishing. Suddenly 
I wanted to make a film about a young man named "Shu". His hometown is going to be 
relocated because of the coal mining expansion. Yet, he does not care about that. He travels 
around and only wants to change his humble situation. Through the film Mr. Tree, I would 
like to reveal the absurdity of our period. After finish watching this film, I hope "Shu" to you 
is not only the name of the protagonist, but also has more symbolic meanings.
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中国

本作のもとになったのは、共同監督のひとりリー・ヤンが 2 年の歳月を要して製作し、
カルト的人気を博した 20 分ほどの短編アニメーション。

主人公李は他人と時間の感覚が違う、やっかいな「障害」を持っている。人の動きが
止まって見えるくらい一瞬が長かったり、と思えば数時間のつもりが 1 年たっていたり
する。一応、薬はあり、退屈な会社勤めもこなしているが、これでは他人と人間関係な
ど築けない。子ども時代から孤独だった李は、同じ障害を持つチエンと会えたことで救
われるのだが、突然の交通事故で彼女を失ってしまう。

傷心の李が、ある日の午後を公園で過ごしたつもりが、ふと気づけば1年が過ぎていて、
父親は亡くなっていた。遺言とともに手元に残されたのは、幼い頃にかわいがってくれ
たおじの残したゲーム・ディスクだった。このゲームをクリアすればタイムトリップで
きて彼女を救えるというのだが…。ゲームをクリアし、彼女を救う決心をした李。両手
はサイボーグと化し、達人を日本から呼び寄せ、ＣＩＡにテロリストまで出てきて、原
作のアニメーションを生かしたスピード感あふれる映像が展開。ようやくゲームをクリ
アした李は、時間の流れの中をさまよい、最後にたどりついたのは 1958 年の北京だった。
果たして彼女を救うことができるのか、ディスクを残したおじの秘密とは？

現代北京のゲームおたくの青年が主人公だが、彼が見る世界のめまぐるしい変貌に、
新しい世代の歴史感覚を感ぜずにはいられない。中国の目覚ましい発展とともに育ち、
日本やアメリカの凋落を見つめてきた世代にとってはこれが正直な世界観なのだろう。
これはわたしたちの中国観を改めさせ、目覚めさせてくれる映画とも言える。

2011/1:2.35/HDCAM/Color/91 min.　　　　Print Source : Desen International Media Co.,Ltd.

時空の扉
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キャスト Cast

製作会社：Desen International Media Co., Ltd.
監督：クオ・ファン（郭帆）、リー・ヤン（李阳）
製作総指揮：アン・シャオフェン（安晓芬）
プロデューサー：ファン・ピン（方平）
脚本：チャン・シャオペイ（张小北）、クオ・ファン（郭帆）
　　　リー・ヤン（李阳）
撮影：ツァオ・ヨン（曹涌）、リウ・イン（刘寅）
美術監督：ナン・ナン（南楠）、ヤン・ウェイ（杨威）
編集：クアン・チーリャン（邝志良）、チョウ・シンシア（周新霞）

Production Company: Desen International Media Co., Ltd. 
Directors: Frant Gwo,  Li Yang 
Executive Producer: An Xiao fen 
Producer: Fang Ping 
Screenwriter: Zhang Xiao bei, Frant Gwo, 
　　　　　　Li Yang     
Cinematographer: Cao Yong, Liu Yin 
Art Director: Nan Nan, Yang Wei
Editor: Kong Chi Leung , Zhou Xin xia

リー・シエンチー：ジェイシー・チャン ( 房祖名 ) 
ワン・チエン：ワン・ツーウェン ( 王子文 )

Li Xian ji (Devotion Lee) : Jaycee Chan 
Wang Qian: Fiona Wang 

The story is adapted from a twenty-minute short animation film produced by Li Yang, one of the 
co-directors of this film.  He spent two years completing the production of the short film, which later 
acquired cultic popularity.   

Lee, the protagonist, suffers from Time Perception Disorder, a rare psychological illness that 
makes one unable to judge the length of time.  Sometimes he feels one moment pass so slowly that 
other people appear motionless to him. At other times he finds out that one year has already passed 
during what he feels to be a few hours of time.  He takes medication for treatment and holds a boring 
job.  He, however, cannot foster good relationships with others because of his disorder.  Although 
he has been a loner ever since his childhood, he feels saved after meeting Qian who has the same 
disorder he has.  Then he loses her all of sudden after she is killed in a traffic accident.  

Broken hearted, he spends one afternoon in a park, but later realizes that one year has already 
slipped away and that his father passed away during this time.  He receives his father’s last will and 
a game disk his uncle, who treated Lee with affection, left for him.  Lee is told that anyone who 
beats the game can open the door of time travel.  Lee decides to beat the game to save Qian.  Then he 
changes his hands to cyborg hands and invites a game master from Japan. CIA agents and terrorists 
appear in the film while the story develops with rapidly changing images.  Finally Lee beats the 
game and wanders about in the flow of time. Finally he reaches Beijing in 1958.  Can he actually save 
Qian?  What is the secret behind his uncle leaving him the game disk?  

The protagonist is a young game geek living in contemporary Beijing. We cannot help but feel 
the sense of history of the new generation when we see images on the screen flash by with dizzying 
speed.  Probably it represents an honest worldview of the young generation, having grown in a period 
of remarkable development in China and who have seen the fall of Japan and the US.  This is a film 
that renews our view on China and awakens us further.  

China

Lee's Adventure 李献计历险记
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監督メッセージ
 「時空の扉」は、カルトスタイルのサイコスリラー作品です。これは 2009 年に発表

され人気を博した同名のオンライン・アニメ短編を映画化したものです。映画の中では、
アニメ30％と実写70％をうまく組み合わせています。それは映画の中で「現実」と「想像」
の概念を確立するために用いた視覚的表現の方法です。中国映画界においては、この
試みは画期的で革新的なものでした。私たちは映画の中で、30 歳の主人公リーととも
にタイムトラベルを経験することになります。そしてそれをさらに超えて、主人公が人
に認められ成功したいと苦闘する姿を見守ることになります。人間の心理的動機と意識
を強調して表現したこの作品は、ひとりの若者が愛と償いを求めて究極的な探求の旅
をする姿を描いているのです。
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Director's profile

監督プロフィール
クオ・ファン
1980 年中国生まれ。2003 年、海南大学で法律を専攻。2009 年には北京
電影大学院で経営学を専攻する。現在映画作り、テレビCM、テレビ番組の
企画等に携わっている。劇場版「時空への扉」(‘11 年) の共同監督を務める。
リー・ヤン
1981 年中国生まれ。北京電影学院アニメーション学部卒業。短編アニメ

「時空の扉」は中国土豆映像祭（’10 年）で最優秀短編アニメーション賞
に輝く。劇場版「時空の扉」(‘11 年) の共同監督を務める。

Frant Gwo 
Born in 1980 in China. Graduated from Hainan University in Law and studied 
Management at the Beijing Film Academy’s Graduate School. Presently involved 
in film, TV commercials and TV planning. Co-directed “Lee’s Adventure”(’11).

Li Yang 
Born in 1981 in China. Graduated from the Beijing Film Academy School of 
Animation. His animation short “Lee’s Adventure” won the Best Short Animation 
Award from the Tudou Video Festival (’11). Co-directed the feature film version of 
“Lee’s Adventure”(’11)

   LEE’S ADVENTURE is a psychological thriller with cult style. The feature film is the 
adaption of a popular online animation short under the same name which debuted in 2009.      
LEE’S ADVENTURE successfully combined animation and live action with a ratio of 30% 
to 70%. It is way of visual illustration to establish the concepts of “Reality” and “Imagination” 
within the film. The attempt is groundbreaking and innovative in China’s film industry. 
In the film, we will experience time travel with our main character, 30-year-old LEE, and 
will go beyond time travel and witness LEE’S struggles for success and recognition. With 
the emphasis on psychological motives and consciousness of the human beings, LEE’S 
ADVENTURE presents a young man’s ultimate quest for love and redemption. 

From the Film Director

リー・ヤン
Li Yang

クオ・ファン
Frant Gwo  
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2012/ DCP/Color/109 min. 　　　　Print Source : Power Workshop

天龍一座は、台湾オペラ（歌仔戯）の人気歌劇団。劇団の花形男性役を演じる娘のチュ
ンムイは、亡くなった偉大な先代に代わり座長を継ぐことになるが、足を痛め舞台に立
てなくなる。突然のハプニングに劇団を切り盛りすることになるのはチュンムイの夫チー
ホン。彼は、かつて人気のアクションスターだったが今は勘当同然の一家の放蕩息子イー

（現在劇団の花形女優と離婚の危機にある…）に劇団の新人教育を頼む。チーホンは偶
然見つけたチュンムイにそっくりな男チーミーに代役をさせようと思いつく。

台湾オペラは 20 世紀はじめごろに農民社会の娯楽として生まれ、多くの流行芝居の
演目や音楽、芸術表現などを吸収しながら成熟し発展してきた伝統演劇。2009 年文化
遺産に認定され、国際的にも認知が高まっている。現在でも庶民に根強い人気がある台
湾オペラの魅力のひとつは、歴史物語や伝奇、剣客ものといった昔ながらの題材に、現
代のロマンスや茶番などが加わった自由で活発なストーリー展開。そんな台湾オペラの
本質を象徴するかのような本作は、奔放なエピソードとストーリー展開で一座の家族と
役者たちの物語が描かれていく。家族のいざこざ、男女の色恋、主人公の自分探し……
時にはドタバタ喜劇、メロドラマのようでもある。

劇中でチュンムイとチーミーの２役を演じるのは、実際に台湾オペラの人気スターク
オ・チュンメイ。本作では“ダイナミックでカリスマ性のある男性スター”、“舞台の外
での繊細な女性”、さらに“きらびやかな男装の歌劇スターを演じる冴えない男性”と３
つのキャラクターを見事に演じ分ける。

監督はテレビのベテラン演出家で、「父の初七日」（アジアフォーカス上映時題「お父
ちゃんの初七日」）（2009）では共同監督も務めたワン・ユィリン。

天龍一座がゆく
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Taiwan

スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Magnifique Creative Media Production Ltd.,Co.

製作総指揮：チャン・ティンイー（詹婷怡）
監督／脚本：ワン・ユィリン（王育麟）
プロデューサー：リン・ションクオ（林勝國）
脚本：リン・メイルー（林美如）
撮影：フォン・シンフア（馮信華）
美術：ワン・イーフェイ（王逸飛）、シュー・クオシエン（徐國賢）
アニメーション・ディレクター：リウ・コンミン（劉耕名）

Production Company: Production Ltd.,Co.Magnifique
                             Creative Media
Executive Producer: Nicole T.I Chan 
Director/Screenplay: Wang Yu-Lin 
Producer: Lin Shen-Kuo 
Screenplay: Lin Mei-Ru 
Director of Photography: Fong Sin-Hua 
Production Designer: Wang Yi-Fel,  Hsu Kao-Sheng 
Animation Director: Liu Keng-ming 

チュンムイ／チーミー（春梅／奇米）：クオ・チュンメイ（郭春美）
チーホン（志宏）：チュー・ホンチャン（朱宏章）
アーイー（阿義）：ウー・ポンフォン（吳朋奉）
シーイン（詩影）：チャン・シーイン（張詩盈）

Chun-Mei/Chi-Mi: Guo Chun-Mei 
Chih-Hung: Chu Hung-Chang 
Yi: Wu Peng-Fon 
Shi-Ying: Cheung Si-Yin

The Flying Dragon Troupe is a popular Taiwanese opera troupe.  Chun-Mei is a star, playing 
a male role in the troupe.  She is the leader of the troupe succeeding her late father, who used to 
be a great star. However, she cannot perform anymore because she injured her leg.  All of sudden 
the management of the troupe falls on Chih-Hung, Chun-Mei’s husband.  He asks Yi, the family’s 
wandering prodigal son, who used to be a popular action star, to instruct young actors in the troupe.  
Yi is in a critical phase of divorce with a star actress in the troupe.  Chih-Hung happens to find Chi-
Mi, who looks like Chun-Mei, and plans to make him her substitute.        

Taiwanese folk opera is a traditional performing art, which originated in the early 20th century 
as entertainment of the agricultural community. It has developed through adapting various popular 
stage performances, music and other artistic expressions.  In 2009 it was designated as a Cultural 
Heritage of Taiwan. Since then it has increased its recognition in the world.  One fascination of 
Taiwanese opera for attracting strong popularity among common people today is its free and active 
story development adding contemporary romance and farcical episodes to the traditional motifs from 
historical stories, old romantic fiction and swordsman tales.  This film is filled with wild episodes 
and uninhibited story development, as if it symbolizes the essence of Taiwanese opera, by depicting 
the story of the family and actors of the troupe. Family trouble, love affairs, the protagonist’s self- 
searching journey, elements of a slapstick comedy and a soap opera are all in this film.  

Guo Chun Mei, a very popular Taiwanese opera star, plays both roles of Chun-Mei and Chi-Mi in 
the story.  Guo marvelously plays three different characters in the film, “a dynamic and charismatic 
male star”, “a delicate woman outside the performance stage” and “an unappealing man who has to 
play the role of a male star in a gorgeous costume”.  

The director is Wang Yu-Lin, an experienced TV director who worked as a co-director for “Seven 
Days in Heaven (2009)”.

龍飛鳳舞 Flying Dragon, Dancing Phoenix
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監督メッセージ
 「コットン・クラブ」から「もし 1000 回死なねばならないなら」へ、そして「父の初七日」

（アジアフォーカス上映時題「お父ちゃんの初七日」）から最新作の「天龍一座がゆく」
にいたるまで、土地は映画を育てる栄養素だと私はいつも信じてきました。

 「父の初七日」を撮影していた間、私は僧侶と娘がお経を唱える場面に胸を打たれ
ました。それで自分が幼い日に横町のお寺の前で台湾オペラを見たことを思い出したわ
けです。両親や祖父母と一緒に舞台の下やテレビの前で台湾オペラを見た記憶を、多
くの台湾人は私と同じように持っていると思います。

私は一年以上もかけて宿題をこなしました。台湾オペラをより深く理解するために、
毎日参考文献を読んだりオペラを鑑賞したりしたのです。台湾オペラはオペラ様式の
中では台湾に起源をもつ唯一のものですが、地元の人々の琴線に触れることで発展し、
また人々を魅了する力と適応性があるために、現代まで継承されてきました。

その百年の発展の歴史の中で、この芸術様式には新たな血が注入され、舞台からテ
レビへ、屋外の舞台から寺院の境内へ、そして公演会場へとその場を広げていきました。
その適応性ゆえに、あらたな演目へと表現が広がっていったのです。

脚本から撮影にいたるまで、「天龍一座がゆく」は祝祭的な舞台環境と、一般市民が
群衆となって大いにオペラを盛り上げる様を描いています。

横町のお寺や「父の初七日」に出てくるチャンホアの田舎町のように、「天龍一座が
ゆく」も大胆で極端なスタイルをもっています。そして「新しいタイプのリアリスティッ
クな台湾コメディ」として強い印象をもたれているのです。

観客の皆様が登場人物たちの中に素朴な情熱を感じ、幸福や決意、家族を尊重する
姿勢を見いだしていただければと願っています。
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ワン・ユィリン
Wang Yu-Lin 

Born in Taiwan in 1964. After graduating from National Taiwan University’s 
School of Forestry, Wang Yulin went to New York where he studied film and 
video. He has vast filmmaking experience as a scriptwriter, assistant director, 
director and producer. His works have won awards in the animation, drama 
and documentary categories of Taiwan’s Golden Harvest Awards. “Flying 
Dragon, Dancing Phoenix” (’12) is his latest film after co-directing “Seven 
Days in Heaven”(’09)

1964 年台湾生まれ。台湾大学林学部卒業後ニューヨークで映画とビデ
オを学ぶ。現在まで脚本家・助監督・監督・プロデューサー等幅広い映画
作りの経験を持つ。台湾ゴールデン・ハーベスト・アワードのアニメ・ド
ラマ及びドキュメンタリー部門の受賞に輝いている。2009 年、エッセイ・
リウと共同で長編映画「父の初七日」を監督。「天龍一座がゆく」（’12 年）
は最新作に当たる。

   From Cotton Bomb to If I Have to Die 1,000 Times to Seven Days in Heaven to the 
upcoming Flying Dragon, Dancing Phoenix, I have always believed that land is the nutrient 
that nourishes cinema. 
   While filming Seven Days in Heaven, I was struck by scenes of the chanting priest and 
daughter, which reminded me of watching Taiwanese folk opera in front of a temple in the 
alley as a young boy. I’m sure a lot of Taiwanese share my memories of watching opera 
below the stage or in front of the television with my parents or grandmother.
   I did my homework for over a year, reading and watching opera everyday to better 
understand it. The only form of opera that originated in Taiwan, it made its mark by being in 
touch with the local mindset and continues today due to its drawing power and adaptability.
   During its one hundred years of development, the art form has been injected with new 
blood, expanding from stage to television to open stage to temple entrance to performance 
halls. Adaptability allows its presentation to expand to new platforms.
   From script to film, Flying Dragon, Dancing Phoenix showcases the festive stage 
environment and the overwhelming crowd support from common folks.
   Like the temple in alley and the Changhua countryside of Seven Days in Heaven, Flying 
Dragon, Dancing Phoenix 
has a bold and extreme style, 
branded as a “new type of 
realistic Taiwanese comedy.”
   I hope the audience can 
f ee l  t h e  r u s t i c  pa ss io n 
a n d  see  t h e  h a p p i n ess , 
determination and familial 
respect within the characters.
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2011/1:2.35/HDCAM/Color/110 min.      Print Source : Sony Music Entertainment Taiwan

コートンは、親友のツァオ、ボーチ、カイピン、アハたちとつるんで馬鹿騒ぎをする
16 歳の高校生。たまにいたずらが過ぎ、教師から大目玉をくらう悪ガキだ。ある日、コー
トンは担任の命令で、クラス中の男子の憧れの的、美人で優等生のシェン・チャンイー
の前の席に座る。彼女に、手のかかるコートンの監視をさせようという教師の思惑だった。

中学でも同じクラスだったが“優等生”と”“落ちこぼれ”で、ほとんど接点のなかっ
た二人。シェンに憧れてはいるものの劣等感から素直になれないコートン。一方、シェ
ンも幼稚なコートンの世話役を急に押し付けられ納得がいかない。最初はいがみ合う二
人だったが、嫌々始めたクイズ形式の勉強法で次第に成績をあげたコートンは、勝った
ら「シェンがポニーテールにする」という賭けのため真剣に勉強する。一方、一緒に過
ごす時間が長くなるにつれ、シェンもコートンの不器用な優しさと男らしい反骨精神に
惹かれ始める。高校を卒業した二人は違う町の大学に通いながらも付き合い始める…。

50 冊を超える著作を発表し、多くがテレビシリーズ、映画、オンラインゲーム化され
ている九把刀（ギデンズ）の自伝的小説を、原作者自身が監督し映画化。ネット時代の
マルチタレントが生んだ新時代のハイブリッド青春ラブロマンスだ。

台北映画祭 2011 観客賞受賞作。同年、台湾で公開され記録的なヒットとなった。そ
の後、公開された香港でも「カンフーハッスル」（2004）の記録を破り香港映画史上の
興行成績ナンバー１を記録。本作のコートン役でデビューしたコー・チェントンは映画
の出演をきっかけに大ブレイク、歌手デビューも果たし、ヒロインのシェン役を演じた
ミシェル・チェンとともに 2011 年大ブレイクした５大タレントに選ばれている。

あの頃、君を追いかけた
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Sony Music Entertainment Taiwan Ltd.

監督： ギデンズ（九把刀）
プロデューサー：アダム・ツイ
製作総指揮： アンジー・チャイ（柴智屏）
編集： リャオ・ミンイー（廖明毅）
撮影： チョウ・イーシエン（周宜賢 )
美術監督： シェン・チャンチー
音楽： ジェミー・シュエ（薛忠銘）
音響： ドゥ・ドゥーチー（杜篤之）

Production Company: Sony Music Entertainment
                             Taiwan Ltd.
Director: Giddens
Producer: Adam Tsuei
Executive Producer: Angie Chai 
Editor: Liao Ming-Yi 
Cinematographer: Chou Yi-Hsien
Art Director: Shen Chan-Chih
Music: James Hsueh
Sound: Tu Duu-Chih 

コートン：コー・チェントン（柯震東）
シェン：ミシェル・チェン（陳妍希）

Ko Ching-Teng: Ko Chen-Tung    
Shen Chia-Yi: Michelle Chen

Ko-Teng is a 16-year old high school boy who often horses around with his best friends, Tsuao, 
Boner, Groin and Aha.  They are little devils that sometimes get a good scolding from their teacher 
for their excessive pranks.  One day his teacher orders Ko-Teng to take a front seat to Shen Chia-Yi, 
a beautiful honor student adored by all the boys in the class. The teacher intends to make her watch 
over Ko-Teng who needs a lot of looking after.  

Although they were in the same class in Junior high school before, they did not have much 
exchange as they were separated as “an excellent student” and “a drop out”.  Ko-Teng cannot be 
gentle to her because of his inferiority complex even though he also adores her.  Meanwhile, Shen 
cannot accept the role of looking after him as this task has been forced upon her all of sudden.  
Initially they confront each other. However Ko-Teng reluctantly joins her to study in quiz style and 
begins to get good marks.  When she promises him to do her hair in a ponytail if he wins the quiz, he 
studies very seriously.  As she spends much time with him, Shen becomes attracted to Ko-Teng for 
his clumsy gentleness and masculine rebellious spirit.   After graduating from high school they keep 
seeing each other although they go to colleges in different cities.  

The story is based on the autobiographical novel by Giddens who has written more than fifty 
novels, many of which were adapted for serial TV dramas, f ilms and online games.  Giddens 
himself adapted the novel into this film.  It is a hybrid love romance for young people created by a 
multitalented director in a new age.  

The film won the Audience Award in the Taipei Film Festival in 2011.  It became a record-breaking 
hit after being released in Taiwan in the same year.  Later it was released in Hong Kong and became 
the top box-office hit exceeding the record of “Kung Fu Hustle (2004)”.  Ko Chen-Tung, who made 
his debut playing the role of Ko-Teng in this film, became very popular and even became a successful 
singer.  Along with Michelle Chen, who played Shen, he was selected as one of the f ive most 
successful performers in 2011.

那些年，我們一起追的女孩  You Are the Apple of My Eye
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自分の青春に別れを告げるという人生の重要な転換点において、ひとは若さについ
ての最も恍惚とした作品を作り上げる場合が多いと思います。

私の青春時代は楽しく狂おしいものでしたが、しかしまた後悔に満ちたものでもあり
ました。そういったすべての後悔は、青春時代につきものの素晴らしい副作用となり、
17 歳だった暑い夏の日の思い出へと私をいざないました。その頃の私たちの姿を見て
ください。私たちは本当に悪ガキの集まりでした。そして世界中で一番可愛いと思って
いた女の子、シェン・チャンイーを、いかに私たちが必死で追いかけていたかを、どう
ぞこの映画で御覧になってください。

ひとは私のことを子どもっぽいと言います。幸運なことに、私は他の誰が想像するよ
りもはるかに子どもっぽい人間なのです。

私は優秀な製作チームとダイナミックな若い俳優たちのグループを集めました。そし
て私の故郷のチャンホアへ一緒に行き、私の母校の高校へと戻りました。そして私が
かつて着ていた制服を俳優たちは身につけ、古き良き昔の雰囲気を再生することがで
きました。

そうして私たちは素晴らしい映画を生み出すにいたったのです。

監督メッセージ
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ギデンズ
Giddens 

Born in 1978 in Taiwan. Giddens received a B.S. in Management from National 
Chiao Tung University and a Master of Social Science from Tunghai University. 
He started his writing career in 1999 and as of date has published 56 books, 
many which have been adapted into films, television series and on line games. 
He made his film director debut in 2009 with “Love Doubles”. His latest film, 
“You Are the Apple of My Eye” (’11) won the Audience Choice Award at the 
Taipei Film Festival (’11) 

1978 年台湾生まれ。台湾国立交通大学で経営学を学び、台湾東海大学で
社会学を専攻して修士号を取得する。1999 年、執筆活動を開始。現在ま
で56 冊の書籍を出版し多くは映画、テレビシリーズやオンライン・ゲー
ム化される。2009 年「ラブ・ダブルズ」で映画監督デビュー。最新作「あ
の頃、君を追いかけた」(‘11年)は第13回台北映画祭でプレミア上映され、
主役の柯景騰は第48 回金馬奨で最優秀新人賞に輝いている。

   At that pivotal moment of saying farewell to your adolescence, you are most likely to 
create the most ravishing work about youth.
   My adolescent days were joyful and crazy, but also marked with regrets. All those regrets 
became the wonderful side effects of adolescence, leading me back to the hot summer when 
I was 17. Look at us!  A bunch of brats! See how we desperately went after the cutest girl in 
the world, Shen Chia-Yi.
   People say I am childish. Fortunately, I am even more childish than any one could imagine.
   I put together an excellent production team and a group of dynamic young actors. We went 
back to my hometown Changhua and back to my high school. They put on the uniform I 
used to wear and we managed to recreate the vibes and atmosphere of these good old days.
   That would make an incredible movie.

From the Film Director
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ある日突然、ソウル市長選に出馬すると言い出した夫ジョンミン。妻ジョンファは同
じ頃、「Dancing Queens」のリーダーとして歌手デビューを控えていた……

二人の出会いは1982年。ジョンミンは、転校先の小学校でジョンファと出会う。10年後、
偶然の再会を果たした時は、司法試験合格を目指す法学部生と、ナイトクラブでマドン
ナと呼ばれ活躍する女子大生。

ふたりは結婚し、ようやく弁護士事務所を開く夫だが、家族を養うほどの稼ぎはな
い。妻はエアロビクス講師をして家計を支える。そんな中、夫がある事件をきっかけに
人権派弁護士として名を馳せ国民的英雄となる。そしてついにはソウル市長選挙に出馬
することに。同じころ、一度はあきらめていた歌手デビューの夢に再挑戦するチャンス
に恵まれた妻は、ジョンミンに打ち明けられぬままでいた。市長候補夫人と「Dancing 
Queens」のリーダーという二つの顔を使い分けた生活が始まる。市長選演説当日、対
立候補の陰謀で夫に思いがけない事態が降りかかる。この日は妻の音楽番組初出演とい
う大事な日でもあった。

希望を与えてくれるエンターテイメントで、明るくテンポの良いストーリー展開は観
るものを飽きさせない。劇中流れる音楽は、自分の夢を二の次に生きてきた女性たちへ
の応援歌のように響く。また、民主化運動の様子などをコメディタッチで風刺的に描い
た場面は、新たな指導者を望む韓国社会の声を代弁しているようだ。

自然な演技が印象的なファン・ジョンミンと、ベテラン歌手でもあるオム・ジョンファ
の 40 代とは思えないスタイルや切れのあるダンスも見ものだ。

ダンシング・クイーン
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スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：CJ Entertainment
製作総指揮：ジェイ・キル
プロデューサー：JK ユン、イ・ハンスン
共同プロデューサー：キル・ヨンミン
脚本／監督：イ・ソクン
音楽：ファン・サンジュン
衣装：キム・ウンスク
メイク / ヘアメイク：ソン・ウンジュ
美術：カン・スンヨン
編集：イ・ジン
撮影：チェ・ジヌン

Production Company: CJ Entertainment
Executive Producer: Jay Gil
Producer: JK Youn, Lee Han-seung 
Co-producer: Gil Young-min
Screenwriter & Director: Lee Seok-hoon
Music: Hwang Sang-jun
Costume Designer: Kim Eun-suk
Makeup/Hair: Son Eun-ju
Production Designer: Gang Seung-yong
Editor: Lee Jin
Cinematographer: Choi Jin-woong

ファン・ジョンミン
オム・ジョンファ

Hwang Jung-min
Uhm Jung-hwa

Dancing Queen

 One day Jung-min announces he is running for Mayor of Seoul. About the same time, his wife, 
Jung-hwa, is about to debut as a singer as the leader of the “Dancing Queens”. 

 As a boy, Jung-min transfers to an elementary school in 1982 where he meets his future wife. 10 
years later they accidentally meet. He is a law student studying for his bar exam. She is a university 
co-ed and the center of attraction in a nightclub. 

 The two marry and he finally opens up a law office but he doesn’t make enough money to support 
a family. She helps out by working as an aerobics instructor. Then one incident makes him a national 
hero as a human rights lawyer. He then decides to run for Mayor of Seoul. Meanwhile his wife gets 
another chance at her dream of becoming a singer but can’t tell her husband about it, and as a result 
starts living a dual life of being the wife of a mayoral candidate and the leader of the “Dancing 
Queens”. Then on the day of a speech during the mayoral campaign, the rival candidate comes up 
with a scheme and something happens to her husband. The day also happens to be her important first 
performance in a music program.

 This is entertainment, which gives people hope, and the bright, good pace of the story doesn’t 
bore anyone. The music throughout the film resounds like musical numbers rooting for women who 
have lived their lives putting their dreams aside. Scenes of the comic and satirical depiction of a 
democratic movement seem to voice Korean society critical of its politicians in want of a new leader. 

 The natural performance of Hwang Jung-min is very impressive. Also a must see is  Uhm Jung-
hwa, the veteran singer in her forties whose great figure and sharp dancing makes her look much, 
much younger than her age. 

댄싱퀸
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イ・ソクン
Lee Seok-hoon

Born in 1972 in South Korea, Lee Seok-hoon is recognized as an emerging 
young film director from South Korea. His short film, “Instant Glue” was 
screened at the Busan International Film Festival. He made his feature film 
directional debut with “See You After School” (’06). His next film, “Two Faces 
of My Girlfriend” (’07) was also well received. His third film, “Dancing Queen” 
(’12), which was a smash hit in South Korea, is his latest feature film.

1972 年韓国生まれ。韓国の新人映画監督として注目されている。短編
映画「Instant Glue」は釜山国際映画祭で上映されている。「See You 
After School」(‘06 年) で長編映画監督としてデビュー。2 作品目の「Two 
Faces of My Girlfriend」(‘07 年) も高く評価されている。韓国で大ヒット
となった3 作品目の「ダンシング・クイーン」(‘12 年) は最新作に当たる。
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バラナシへ

映画はインド北部の街バラナシの印象的な風景から始まる。ゆったりと幻想的なガン
ジス河。一転、人や牛や人力車でごった返す市街地、さまざまな国からの観光客でいっ
ぱいの料理店。その中にいくつもの映像が挿入される。思いつめたような外国人青年。
ホテルで情事にふける男女。バラナシでのテロ事件を伝えるテレビニュース、そこに偶
然写る東洋人女性……。冒頭から何の説明もなく、時系列もばらばらに登場人物たちの
シーンとエピソードがコラージュされていく。垣間見えるのは彼らの本能や欲望、そし
て不安。「バラナシへ」はソウルで平凡な日常を送る主人公たちが、遥かバラナシでの
事件＝非日常へ。その過程をパズルのピースのように見せていく作品だ。

ヨンウは出版社を経営する実業家。10 年以上になる妻ジヨンと円満な結婚生活を送る
一方で、出版社の契約ライター、スヨンと刺激的な不倫関係を続けている。ヨガ教室に
通い始めたジヨンは、ある小さな事故がきっかけでレバノン出身のイスラム教徒の青年
ケリムと出会い、関係を持つようになる。だが不法滞在がばれたケリムは突然韓国から
姿を消してしまう。行く先がバラナシということ以外何の手がかりもないまま彼の後を
追うジヨン。見知らぬ街であてもなくケリムを探すのだが……。

監督は「タウン」三部作で、韓国社会の深部へ容赦なく鋭く切り込む映画作りに挑戦
してきたチョン・ギュファン。本作でテロリズムというエッセンスを加えた初のロマン
スに挑んだ。撮影はソウルとバラナシで、ほとんどが 4 人の俳優と 4 人の撮影クルーだ
けで行われた。5 日間の製作日程でロケハンは撮影と同時進行。バラナシでのシーンは、
ほとんどが照明や音声の技術なしのライブで撮影されている。



INTRODUCTION

081

From Seoul to Varanasi

スタッフ Staff

キャスト Cast

製作会社：Treefilm
製作総指揮 / プロデューサー：チェ・ミエ
脚本 / 監督：チョン・ギュファン
撮影 / 照明デザイン：チェ・ジョンスン
録音：イ・ソンホ
編集：ハン・ジョンフン、パク・ヘオ
音楽：チュ・デグァン 、キム・スヒ

Production Company: Treefilm
Executive Producer & Producer: Choi Mi-ae 
Screenwriter & Director: Jeon Kyu-hwan 
D.O.P & Lighting Design: Choi Jung-soon 
Sound: Lee Seong-ho 
Editor: Han Jong-hoon, Park Hae-oh　
Music: Chu Dae-kwan, Kim Soo-hee　

ヨンウ：ユン・ドンファン　
ジヨン：チェ・ウォンジョン　　
スヨン：シン・イェアン

Youngwu: Yoon Dong-hwan
Jiyoung : Choi Won-jung　
Suyeon: Shin Ye-an 

The film starts with a very impressive scene of the landscape of the city of Varanasi in northern 
India.  In the city, the Ganges River flows slowly with an air of fantasy.  Then the scene makes for a 
drastic turn to show very busy streets congested with people, cows and rickshaws.  Restaurants are 
filled with tourists from all over the world.  In between these scenes, many images are inserted such 
as that of an obsessed looking foreign man, a couple engaged in a love affair in a hotel, TV news 
reporting an act of terror in Varanasi, and an oriental woman who just happens to be in that news 
footage.  From the beginning of the film, scenes and episodes related to the various characters are 
collaged without any explanation or chronological order.  What these scenes reflect are glimpses of 
the characters’ instinct, desire and anxiety.  This is a film that depicts the characters and their journey 
from Seoul to Varanasi, from their ordinary everyday life in Seoul to an extraordinary incident that 
happens in a far away city called Varanasi.    

Youngwu is a businessman running his own publishing company.  While he keeps an amiable 
marriage with his wife Jiyoung for more than ten years, he has an exciting affair on the side with 
Suyeon, a writer contracted with his company.  Jiyoung begins to take yoga classes.  Then she has 
an accident and meets Kerim, a young Muslim man from Lebanon.  Later, she begins an affair with 
him.  However, Kerim disappears all of sudden from Korea as his illegal status is revealed.  Jiyoung 
goes after him with only a clue that his destination is Varanasi.  She aimlessly walks around and 
looks for Kerim in an unfamiliar city.   

The f ilm is directed by Jeon Kyu-hwan who created a sharp and relentless depiction of the 
profound dark side of Korean society through his “Town” trilogy.  This time his challenge was to 
create his first romantic film, adding an essence of terrorism to it.  The shooting was mostly done in 
Varanasi with only four members of the cast and a filming crew of four. Location hunting proceeded 
simultaneously with the filming for five days. Most of the scenes in Varanasi were shot live without 
using much lighting or sound equipment.  

바라나시  

Korea
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チョン・ギュファン
Jeon Kyu-hwan

Born in 1965 in South Korea. Jeon Kyu-hwan made his feature film directional 
debut with “Mozart Town”(’03). He then completed his “Town Trilogy” by 
directing “Animal Town” (’09) and “Dance Town” (’10). “Animal Town” made 
its premiere at the San Sebastian Film Festival while “Dance Town” was 
shown at the Paronama Section of the Berlin International Film Festival. “From 
Seoul to Varanasi” (’11) is his latest film.

1965 年韓国生まれ。「Mozart Town」(‘08 年) で長編映画監督としてデ
ビュー。その後「Animal Town」(‘09 年)、「Dance Town」（’10 年）を発表
し、「Town 三部作」を完成する。「Animal Town」はサン・セバスチアン国
際映画祭でプレミア上映され、「Dance Town」はベルリン国際映画祭パ
ノラマ部門で試写された。「バラナシへ」(‘11 年) は最新作に当たる。
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特集１　アスガー・ファルハディ監督 

正解なき世界を凝視する
梁木靖弘

　
一瞬も目が離せないほどの傑作「アバウト・エリ」（のちに「彼女が消えた

浜辺」の題で一般公開）とともに、アスガー・ファルハディ監督が来福したの
は、３年前のことだった。その前に、私は 2006 年のケーララ国際映画祭（イ
ンド）で、前作「火祭り」を見ていたので、彼の作品を知らないわけではなかっ
た。これまでに観たイラン映画とはかなり違っていた。途中から観たこともあ
り、きちんと理解できたとはいえないのだが、演出が冴えていて、おもしろかっ
た。あまりにも洗練されていて、私たちがイメージするいわゆるイランらしさ
を指摘しにくい映画だということも感じた。

そのことは、監督にインタビューしたときに氷解した。ファルハディが、大
学の卒業論文にイギリスの劇作家ハロルド・ピンターを書いたと聞いて、驚く
とともに、同時代のアジアの監督は現代の欧米の作家に影響されているのだ
という、当たり前のことに改めて気づかされた。

ファルハディの新しさは、もしかすると、イスラム社会という枠の中へ、個
人を超越した視点をもちこまない最初の世代であることによるのではないか。
もちろん、「別離」の重要な役割を、コーランに誓ってウソは言えないという
敬虔な人々に与えているが、同じ作品のなかに、コーランを気にしない人たち
も出てくる。イスラム教に帰依するのもしないのも、個人の視点であって、そ
れ以上のものではない。キアロスタミやマジド・マジディなど、先行する世代
のイラン映画に感じられる寓話性、つまり、人間とは神の試練に耐える存在で
あって、その向こうには神の恩寵が待っているというような、神秘的な予感が
ファルハディ作品にはない。

ファルハディは、ここにはないどこかの理想へ逃避することも、イデオロギー
によりかかった正義の立場をとることもない。イスラムの教えは、イスラム社
会に実際にあるものとしてあるだけであり、教義自体のモラルが作品を支配す
ることはない。つまり、外枠として人間を超越した視点を退ける。

キリスト教の神が絶対的存在でなくなってきたときに西欧近代に現れたの
が、リアリズム芸術であるなら、ファルハディは、イスラム社会におけるリア
リズムの出現を体現しているのかもしれない。彼は政治、経済、宗教、制度、
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あるいは恋愛といった枠組みで人間を見ない。もちろん彼は視覚のメタファー
を知悉しており、じつに巧妙にそれを織り交ぜるが、基本的には、リアルな日
常の人間関係だけに限定し、それを拡大し、カメラがそれらの人間を追いかけ、
凝視する。ひとは言葉のあやうさによって運命をもてあそばれ、そのサスペン
スが一瞬の緩みもなく続く。まさしく演劇的である。

ファルハディ作品に特徴的なのは、良かれと思って行動する（あるいは嘘を
つく）ことにより、さらなる窮状に追い込まれてしまうというものだ。それは
処女作「砂塵にさまよう」にもはっきり出ている。主人公は、ある女性と結婚
するが、彼女の母親が娼婦だというので自分の親から猛反対に遭い、すぐさ
ま離婚せざるをえなくなる。ところが、離婚するためにはまず持参金を払わな
ければならないという、がんじがらめの状態におちいる。そのために金を稼ご
うとするのだが、良かれと思うことをすればするほど、ますます借金がかさみ
泥沼の状態へ向かうことになる。

彼女を愛しているのだが、離婚せざるをえず、そのためには結婚に必要な
持参金を稼がなければならないという、メビウスの輪のような状況。しかし、
彼は遠い見通しを持つこともなく、目の前の事態に、ひたすら猪突猛進するば
かりで、どうしようもなくなる。しかし、そこに人間の裸形が見えてくる。

２作目の「美しい都市（まち）」では、さらに人物たちのエゴは複雑に絡み合う。
主人公の青年は、鑑別所仲間を死刑から救おうとする。その仲間はかつて愛
する女性を殺した罪で 18 歳になったら死刑になる。主人公は彼を救おうと、
殺された娘の父親に告訴を取り下げてもらおうとする。一方、殺された娘の
復讐に燃える父親も、死刑のために費用が必要となり、家を売らなければな
らなくなる。父親の後妻は、身体の悪い自分の娘を青年と結婚させられれば、
夫の復讐をやめさせられるかもしれないと思い、青年に結婚をほのめかす。し
かしそのとき、主人公は、仲間の姉に愛情を抱いてしまい、結婚を考えている
のだ。それを知った、姉は、弟を救うため、愛する青年の思いに応えることが
できない。その複雑に絡み合った関係が、人間の姿であるとファルハディは言
いたげである。

３作目の「火祭り」は、もっとも風俗劇に近づいた作品で、夫婦の危機を
めぐって壮絶な夫婦喧嘩が延々続くが、それ以上のモラルを描いているわけ
ではない。もちろん、ハッピーエンドでも、バッドエンドでもない。エゴの悲
しさ、夫婦生活のむなしさが、緊密なせりふ劇として描きこまれている。不倫
という下世話な関係をめぐって、はじめは妻の妄想かと思わせ、最後に、やは



086

り夫がだましていたというサスペンスのうまさ。しかし、相手の女性から別れ
を告げられ、むなしく夫婦生活に戻るという、解決のない結末が余韻を残す。
いわゆる風俗劇が、富裕な中産階級を背景にするなら、「火祭り」はイランに
もそういう中産階級が存在するということを教えてくれる。

４作目の「彼女が消えた浜辺」は、海辺へ休暇を楽しみに行くグループと
いう設定で、それまでのファルハディ作品とはかなりテイストが異なるが、こ
こにも中産階級の自由な気分が背景にある。ところが前半の祝祭的な気分は、
女性が姿を消すと同時に一変し、後半は人間関係の不可解さだけが浮き彫り
になる。良かれと思ってついたその場しのぎの嘘が悪い結果を呼んでしまうと
いう状況は、いかにもファルハディらしいが、監督自身によれば、裁判官の友
人から聞いた話をヒントにしたという。

 「ある時、あるおじいさんが来て自分の口座からお金がたくさん引き出され
ていると訴えた。犯人は若い男。どうして銀行の通帳が手に入ったのか尋ね
たところ、実はおじいさんの妻が男の愛人だった。さらに彼には子どもが３人
いるが、３番目の子どもは愛人の子どもだという。それを裁判官はおじいさん
に話すべきか話さないでいるべきか迷ったという話です。ばらしたら、３番目
の子どもの将来はどうなるだろう。また黙っていたら、引き出されたお金はど
うなるか、また子どもはずっと本当の親を知らないままになる。その話を聞い
た時、自分の中でこの世の中でウソをどこまでつくべきなのか、どこまで秘密
をばらすべきか、黙っているべきかを考えました。そこからこの話が生まれた
んです」

人間の真実には、さまざまな層があり、それをどこまで知るかによって、さ
らに真実のありさまが変化してしまうという認識が、ファルハディにはある。
この作品は、海岸にタイヤが埋まった自動車を、みんなで何とか動かそうとし
ている象徴的なシーンで終わる。これは正解なき世界をもがいて生きる私たち
の自画像でもある。ファルハディ監督は、イランの現実を通じて、私たちにも
共通する認識を、映画として提出したのである。

そして、さらに精緻な構造と演出力を見せた５作目の「別離」が、第 84 回
アカデミー賞外国語映画賞を獲得し、アスガー・ファルハディは名実ともに、
世界のトップへ躍り出ることになったわけである。1972 年生まれだから、ま
だ 40 歳という若さである。これからまだ何本も素晴らしい作品を世に送り出
すにちがいない。この特集は、福岡の友であるファルハディ監督へのエール
にほかならない。全作品をぜひご覧いただきたいと思う。
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1972 年イラン生まれ。2003 年、モスクワ国際映画祭で賞に輝いた「ダンシング・
イン・ザ・ダスト」(ʻ03 年 ) で映画監督デビュー。4 作品目「彼女が消えた浜辺」(ʻ09 年 )
がベルリン国際映画祭銀熊賞 ( 最優秀監督賞 ) に輝き注目を浴びる。5 作品目の「別
離」(ʻ11 年 ) はベルリン国際映画祭において金熊賞（最優秀監督賞）及び銀熊賞（最
優秀男優・女優賞）、また本映画祭福岡観客賞やアカデミー賞外国語映画賞にも輝
いている。

アスガー・ファルハディ プロフィール
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Gazing at a World Without Solutions
By Yasuhiro Hariki 

It was three years ago that Asghar Farhadi visited Fukuoka with his fi lm, “About Elly”. It 
was such masterpiece quality that I hardly could take my eyes off the screen.

Before this in 2006, I was at the International Film Festival of Kerala (India) where I saw 
his earlier fi lm, “Fireworks Wednesday”, so his fi lms were not foreign to me. His fi lms were 
quite different from any Iranian fi lm I had seen. I saw “About Elly” from the middle so I can’t 
say I understood the story completely. Yet the fi lm came with sharp and skilled direction, making 
the motion picture extremely interesting. The film took such a hold of me that it was difficult 
placing a fi nger on the so-called Iranian fl avor we usually associate Iranian fi lms with.

This was clarified to me when I interviewed the film director. I was surprised when he 
told me he wrote about the English playwright Harold Pinter in his university graduation 
dissertation. He also told me that modern authors from Europe and the United States infl uence 
Asian fi lm directors. This was common sense, but he made me think about it again.

Perhaps Mr. Farhadi’s freshness comes from the fact that he may be the fi rst generation 
within the framework of Islamic society not to include the viewpoint of transcending the 
individual. Make no mistake. In his fi lm “A Separation”, he gives important roles to pious 
characters that swear by the Koran that they cannot tell a lie. However in the same fi lm, we 
see other characters unaffected by the Koran. Whether you become a devout follower of the 
Islamic faith or not is a personal point of view and nothing more. The allegoric trait felt in 
Iranian fi lms that precede him such as those directed by Abbas Kiarostami and Majid Majidi 
where the mystic premonition that grace from God awaits humans who pass the test of divine 
discipline, simply does not exist in Mr. Farhadi’s fi lms.

Mr. Farhadi does not escape to some idealism located somewhere else, nor does he take 
a position of justice, which leans towards ideology. The teachings of the Islamic faith only 
apply to what really exists within Islamic society, and the morals of its doctrine, themselves, 
do not dominate the motion picture. In short, the outer frame does not have a viewpoint of 
transcending the individual. 

Realism in art appeared in Western Europe at a time when the existence of God in 
Christianity became less absolute. Perhaps Mr. Farhadi embodies the emergence of realism 
within Islamic society. Mr. Farhadi does not see the human being from such framework as 

Feature program:

The Complete Cinematic Works of Asghar Farhadi
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politics, economics, religion, institution or romance. Naturally, he has a complete knowledge 
of visual metaphor and interweaves it skillfully. However he basically limits himself to real, 
everyday human relationships and expands this. It is then the camera, which chases people 
and stares at them. In his fi lms, the risk of just one single word enables destiny to make a 
puppet out of individuals, and this suspense continues without any slack. This is indeed, 
dramatic.

Mr. Farhadi’s fi lms are characteristic of a pattern where action taken or even lying in good 
faith corners the individual into an even more distressing situation. This is clearly evident in 
his fi rst feature fi lm, “Dancing in the Dust”. The protagonist marries a woman but because 
her mother is a prostitute, his parents are dead against the marriage and soon he fi nds himself 
forced to divorce her. However in order to marry her, he has to pay a dowry and thus fi nds 
himself strapped in a dilemma. So he tries to earn the money. Yet the more he does what he 
thinks is right, the more debt he incurs, which gets him closer to living the life of a thief.

He loves her but has to divorce her and as a result must work to pay for the dowry. His 
condition is much like that of a Möbius band. However without any outlook for the distant 
future, he just rushes wrecklessly towards his present condition getting himself deeper and 
deeper into a no way out situation. However, it is from here that we start to see the nakedness 
behind the human being.

In his second fi lm, “Beautiful City”, we fi nd a further complex intertwining of egos of the 
characters. The protagonist youth tries to help a fellow juvenile rehabilitation center cellmate 
from being executed. The cellmate is to be executed once he reaches the age of eighteen 
for murdering the girl he loved. The protagonist tries to help the cellmate by attempting to 
convince the father of the girl who was murdered to withdraw his suit. Meanwhile the father 
of the murdered girl who burns with a rage of revenge against the boy who killed his daughter 
needs money for the execution and as a result, ends up selling his house. His second wife, 
thinking she can convince him from seeking revenge if the protagonist marries her physically 
weak daughter, drops the suggestion to the protagonist. However by this time, the protagonist 
has fallen in love with the sister of his cellmate and is considering marriage. Finding this out, 
the sister, in order to save her brother’s life, is in a position where she cannot accept the love 
of the youth she loves. What Mr. Farhadi hints at here, is that this complex intertwining of 
relationships depicts the image of people.

His third film “Fireworks Wednesday” is the closest to a genre drama where a marital 
dispute relating to a crisis in marriage is allowed to continue almost indefi nitely. However the 
fi lm does not go into any further moralization. Naturally the fi lm does not have a happy or a 
bad ending. The sad state of egos and the emptiness of married life are depicted in the form 
of a closely-knit dialogue drama. As far as the extra-marital affair, we are led to believe at 
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fi rst that this is all a delusion on the part of the wife. Yet through skillful suspense direction, 
we learn that alas, the husband was cheating on his wife after all. Yet the mistress tells the 
husband to end the affair after which he returns to a marriage in vain, giving us an after taste 
that life is without solutions. If the so-called genre drama places its setting in a well-to-do 
middle-class society, what “Fireworks Wednesday” is telling us is that such a society exists 
even in Iran.

The setting of his fourth film “About Elly” places a group of people who leave for 
the seacoast to enjoy a vacation. The taste of the film is considerably different from his 
other films, but the motion picture still has the free spirit of a middle-class society in the 
background. The festive mood in the first half of the film changes the instant the woman 
disappears, guiding us to the second half where only the incomprehensiveness of human 
relationships stand out in sharp relief. A lie made in the fi lm, as the right thing to do backfi ring 
into a negative situation is so typical of Mr. Farhadi’s fi lms although he claims he got the hint 
from a friend of a judge.

The fi lm director described the story: “ An old man fi led a suit claiming a lot of money 
had been withdrawn from his bank account. A young man had committed the crime. Asked 
how the young man got the old man’s bankbook, he admitted that the old man’s wife was 
his mistress. The old man had three children. Yet the third was not his, but a child conceived 
by his wife and her young lover. The story was that the judge hesitated on whether or not 
he should tell the truth to the old man. If the truth was exposed what would happen to the 
the third child? If nothing were said about this, what would happen to the money that was 
withdrawn? The third child would continue to be unaware of who his or her real parents were. 
When I heard this story, it made me think. To what extent should a lie be told? To what extent 
should a secret be exposed? To what extent should things be kept secret? This was how the 
story of the plot originated.”

Mr. Farhadi has the understanding that there are many layers in human truth and that 
depending on how much you know, circumstances of the truth change. This fi lm ends with a 
symbolic scene where everyone tries to move a car stuck by the sea. This is also a self-portrait 
of ourselves struggling as we live in a world without solution. Through a depiction of what 
Iran is now, fi lm director Asghar Farhadi has brought forward in a motion picture, certain 
forms of awareness and understanding that are common to even ourselves.

With even more detailed fi lm structure and skilled direction, Asghar Faradi’s fi fth fi lm “A 
Separation” won this year’s Academy Award for Best Foreign Language Film. He is now in 
name and reality at the top of the world. He was born in 1972 so he is only 40 years old. He 
is bound to bring to us many, many more fi lm masterpieces. Our feature program is nothing 
more than a call of encouragement to Mr. Faradhi, who is a friend of Fukuoka. I sincerely 
hope that you will see every one of his fi lms.
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Born in 1972 in Iran. His debut as a film director came with “Dancing in the Dust” (’03), which was 
awarded at the Moscow International Film Festival (’03). He attracted exposure when “About Elly” (’09) 
won the Berlinale Silver Bear for Best Direction. His next film “Nader and Simin, A Separation” (’11) 
won the Berlinale Golden Bear for Best Direction, Silver Bear for Best Actor and Actress, the Fukuoka 
Audience Award at this festival and the Academy Award for Best Foreign Language Film.

Profile: Asghar Farhadi
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2003/1:1.85/35mm/Color/95 min.　　　　Print Source: Farabi Cinema Foundation

乗合バスで出会った女性レイハネに一目惚れしたナザルは、彼女と結婚すること
に。しかし彼女の母親の評判は芳しくない。結婚ローンを組んで電撃的に結婚した
2 人だが、ナザルの家族は喜ぶどころか離婚を迫る。ついに 2 人は離婚することに。
慰謝料を即金で払えないナザルは、結婚ローンと慰謝料の分割払いの両方を負う
羽目に陥る。なんとか仕事にありついたナザルだが、思うような稼ぎにはならない。
毒蛇を売りに来た男たちが手にする現金を見て、毒蛇を捕まえようと考える。結婚
ローンの支払いが滞ってしまったナザルに、保証人の親戚が逮捕状を持って勤め先
にやって来たため、友人のアルミーはナザルに逃げることを勧める。毒蛇を売りに
来ていた偏屈な男ハジの車に忍び込んだナザルは、そのまま車で寝込んでしまう。
気がつくと砂漠の真ん中。ハジはナザルを追い払おうとする。夜中の砂漠で凍えそ
うになるナザルは苛立ちから悪態をつく。ナザルはその晩廃墟で過ごす。ナザルは
毒蛇を捕まえ、金を手にして借金から解放されたいと考える。そして車に積んであ
るハジの鞄の中に美しい女性の写真を見つける。毒蛇に恐怖を覚えながらも、なん
とか毒蛇を捕まえ、袋に入れようとした時、ナザルの手に突然毒蛇がかみつく。ハ
ジは彼を助けようとするが、毒蛇にかまれた指を切り落とさなければならない。砂
漠の道を病院へと車をひたすら走らせ、命はなんとか取り留めることができた。ナ
ザルはハジに写真の女性のことを尋ねる。ハジは、昔愛した女性のためにある男を
殺したと語る。殺人まで犯し、終身刑を言い渡されたハジを、女性は見捨てた。ナ
ザルは病院を抜け出し、工面した金をレイハネに届ける。ナザルがハジの車を見つ
けた時、ハジは空気のように消えてしまったと雑貨屋の老人は話す。中のトランク
にもう写真はなかった。
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Nazar falls in love at fi rst sight with Reyhaneh, a woman he sees in a community bus.  He 
decides to marry her but her mother does not have a good reputation.  He marries her suddenly 
after getting a marriage loan, but his family is not pleased and pressures him to divorce her.  
Eventually he divorces her. Since Nazar cannot pay her restitution money all at once, he is put 
in a situation where he must pay back his marriage loan and restitution money in installments 
at the same time.  He fi nally gets a job, but does not make enough.  When he fi nds a group of 
men carrying large amounts of money from selling poisonous snakes, he decides to do the same.  
Then his relatives, who guaranteed his debt, visit his working place with an arrest warrant 
because Nazar’s payment is overdue.  So his friend Amri recommends him to run away. Nazar 
slips into the car of Haji, a sturdy man selling poisonous snakes.  He falls asleep and finds 
himself in the middle of a desert when he wakes up. 

Nazar wants to be free from his debt by getting large amounts of money from catching 
poisonous snakes.  Then he fi nds a photograph of a beautiful woman in Haji’s bag in the car.  
When Nazar fi nally manages to catch a poisonous snake, it suddenly bites his hand.  Haji tries 
to save Nazar, but they find out that Nazar must cut off the finger that the snake bit.  They 
desperately drive the car in the desert road to the hospital and fi nally manage to save his life.  
Nazar asks Haji about the woman in the photograph.  Haji tells him that he once killed a man to 
help his beloved woman.  The woman left him even though he committed murder for her and 
received a life sentence.  

 Nazar sneaks out of the hospital and delivers Reyhaneh the money he managed to raise.  
When Nazar discovers Haji’s car, a grocery store owner tells him that Haji vanished as if he 
disappeared in thin air.  There is no photograph left in his baggage in the car either. 

Production Company: Neshane Ltd.
Director/Screenplay/Production Design/Costume Design:
　Asghar Farhadi
Producer: Iraj Taghipoor
Director of Photography: Hassan Karimi
Editor: Saeed Shahsavari
Music: Hamidreza Sadri

製作会社：ネシャネ
監督／脚本／美術／衣装：アスガー・ファルハディ

プロデューサー：イラジュ・タギプール
撮影：ハッサン・キャリミ
編集：サイード・シャーサワリ
音楽：ハミドレザ・サドリ

The Old Man: Faramarz Gharibian
Nazar: Yousef Khodaparast
Rayhaneh: Baran Kosari
Amri: Jalal Sarhad Seraj

老人：ファラマルズ・ガリビアン　
ナザル：ユーセフ・コダパラスト 
レイハネ：バラン・コーサリ　　
アムリ：ジャラル・サルハド・セラジュ
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2004/1:1.85/35mm/Color/102 min.　　　　Print Source: Farabi Cinema Foundation

ビューティフル・シティーにある少年更生施設で、服役中の少年アクバルの 18 歳
の誕生日を少年たちが祝っている。アクバルは 2 年前の 16 歳の時に交際していた少
女を殺害した罪で死刑が宣告されていた。18 歳になった今、彼は成人刑務所へ送ら
れ刑が執行されようとしている。彼は少女を愛するあまり、彼女を殺して自分も死ぬ
つもりだった。窃盗の罪で服役しているアーラはアクバルを救いたいと警備担当者に
話す。そんなある日アクバルは成人刑務所に移送される。少女の父親で医師のアボ
ルガセムは娘を失って以来塞ぎ込んだままだ。刑期がわずかとなったアーラは警備員
の計らいで釈放される。アクバルを何とかして救いたいアーラはアクバルの姉フィル
ゼーと一緒にアボルガセムを訪ねる。一日も早くアボルガセムの同意書を取り付けな
いとアクバルは死刑に処せられてしまう。何度も訪ねるフィルゼーたちに、アボルガ
セムの妻は、夫が唯一信頼を寄せている聖職者ハジのもとを訪ねるように伝える。ア
ボルガセムの後妻である妻は、賠償金をもらえば足が不自由な娘ソマヤの手術費用
にあてられると考え夫の説得を懸命に行う。「コーランの教えの根本は慈悲と許しで
はないのか」と、聖職者ハジもアボルガセムに働きかける。

やがてアーラがアボルガセムの後妻の娘ソマヤと結婚することを条件に同意書に署
名してもらえることになる。その時、アーラとフィルゼーは互いに惹かれ合っているこ
とに気づく。しかし、弟アクバルの命を救うためにアーラへの愛をあきらめた姉フィル
ゼー。そして友人の命を救うために、アーラもまた自分の愛をあきらめたのであった。

複雑に絡み合い、決して思い通りにいかない人々の関係を描くファルハディらしい作品。

美しい都
ま ち

市 /  Beautiful City 
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Cast
フィルゼー：タラネ・アリデュスティ　
アボルガセム・ラーマティ：ファラマルズ・ガリビアン
アーラ：ババック・アンサリ　
アクバル：ホッセイン・ファッルズィザデー　
アボルガセムの妻：アフー・ケラドマンド

キャスト

製作会社：ネシャネ
脚本／監督：アスガー・ファルハディ 
プロデューサー： イラジュ・タギプール
撮影：アリ・ログマニ
編集：シャーザード・プーヤ
音楽： ハミドレザ・サドリ
録音： ハッサン・ザヘディ
美術／衣装：ケイワン・モガダム

Staff スタッフ

Firoozeh: Taraneh Alidoosti
Abolqasem Rahmati: Faramarz Gharibian
A’la: Babak Ansari
Akbar: Hossein Farzi-Zadeh
Abolqasem's Wife: Ahu Kheradmand

Production Company: Neshaneh Ltd.
Writer/Director: Asghar Farhadi
Producer: Iraj Taghipoor
Director of Photography: Ali Loqmani
Editor: Shahrzad Pouya
Music: Hamidreza Sadri
Sound: Hassan Zahedi
Art Director /Costume Designer: Keyvan Moghaddam

 Akbar has been held in a rehabilitation center in Beautiful City.  Two years ago, he was 
sentenced to death at the age of sixteen for killing a girl he was going out with.  Now that he has 
reached the age of eighteen, his sentence can be carried out after he is transferred to prison.  He 
loved the girl too much so he killed her with the intention of committing suicide afterwards.  A’la 
is in the same center for having committed theft.  He tells the guard that he wants to save Akbar.  
One day Akbar is transferred to prison.  

Abolqasem, the girl’s father, has been depressed since he lost his daughter.  A’la is released 
from the center early for good behavior by a kind guard.  A’la wants to save Akbar, so he visits 
Abolqasem with Firoozh, Akbar’s sister.  A’la has to get a consent letter from Abolqasem as 
soon as possible. Otherwise, Akbar will be executed.  While visiting Aboqasem frequently, his 
wife advises them to consult the matter with Haji, the only Islamic religious leader her husband 
trusts.  She is the second wife of Abolqasem and she does her best to convince him to give the 
consent letter, as she wants to get compensated so as to afford giving her disabled daughter, 
Somaya, a surgical operation.  Haji also appeals to him by saying that the essence of Koranic 
teaching is compassion and forgiveness.  

 Eventually Abolqasem agrees to give the consent letter with one condition that A’la marries 
Somaya.  Then A’la and Firoozeh realize that they are attracted to each other.  However, 
Firoozeh gives up her love for him in order to save her younger brother’s life, and A’la tries to 
give up his love for her in order to save his friend’s life, but ... 

 This is a masterpiece f ilm by Asghar Farhadi, which depicts with close- knit direction, 
complex and intertwined human relationships that people cannot control at will. 
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結婚式を控えた若いアブドレザとルーヒ。ルーヒは新年を前に費用の足しにと、
ヘラヴィ・スクエアーで家政婦の仕事を紹介してもらっている。

仕事先はオートロックの高級マンションである。訪ねた家はブザーが通じない。
隣家の美容室に事情を話すと訪問先のブザーは故障中だと言われる。ようやく家を
訪ねると、部屋の中はガラスが散乱し混乱状態。夫のモルテザは部屋の中を片付け
るように命じる。そこへ神経質な妻モジュデが帰宅。夫が出かけるとすぐにルーヒ
に立ち去るように命じる。帰りかけているルーヒをモジュデが追ってきて、隣の美
容室へ偵察に行って欲しいと頼む。

再びルーヒが戻ると、険悪な雰囲気になっていた。妻は夫の浮気を疑っている。
息子の学校へ迎えに行くよう命じられたルーヒは、学校へ行く。会社で仕事をして
いる夫が窓の外を見るとルーヒのチャドルをまとった妻が道路を歩いている。急い
で下へ降り、思わず殴ってしまう。家に子どもを送り届けたルーヒの前に混乱気味
の妻が帰宅し、子どもを連れて家を出ようとする。花火を楽しみにしていた幼い息
子は泣き叫ぶ。そこに夫が帰宅し、ののしり合った挙句、ようやく落ち着き、息子
を花火見物へ連れてゆく。家に帰らなければならないルーヒも車に乗る。途中、夫
は用事だと言って、美容師のシミンと密会する。片時も忘れることができないと迫
る夫にシミンは別れ話を切り出す。花火の帰り、ルーヒは車の中で、夫のライター
が美容師のものだと気づく。夫はルーヒを婚約者の待つ場所まで送っていく。彼は
寒さの中ずっと待っていた。

家に帰った夫は息子の横で添い寝している妻を見つける。夫がそっと扉を閉めた
後、妻のモジュデは目を開ける。夫婦の溝は埋まらないまま、窓の明かりが消える。

2006/1:1.85/35mm/Color/104 min.　　　　Print Source: DreamLab Films

火祭り /  Fireworks Wednesday 
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モジュデ：ヘディエ・テヘラニ　
ルーヒ：タラネー・アリデュスティ　
モルテザ：ハミド・ファロクネジャード 
シミン：パンテア・バーラム

製作会社：Boshra Films
監督／脚本：アスガー・ファルハディ
脚本：マニ・ハギギ
撮影：ホセイン・ジャファリアン
編集：ハイェデ・サフィヤリ
録音：ハッサン・ザヘディ、ホセイン・アブセデュグ
サウンドミキサー：マスード・ヘーナム
作曲：ペイマン・ヤズダニアン
セットデザイン・装飾：アスガー・ファルハディ
衣装：アスガー・ファルハディ

Mojdeh : Hedieh Tehrani 
Rouhi: Taraneh Alidousti
Morteza: Hamid Farokh-Nejad
Simin: Pantea Bahram

Production Company: Boshra Films
Director/Screenplay: Asghar Farhadi 
Screenplay: Mani Haghighi 
Director of Photography: Hossein Jafarian
Editor: Hayedeh Safi yari
Sound Recorder: Hassan Zahedi, Hossein Abousedgh
Sound Mixer: Massoud Behnam 
Original Music: Peyman Yazdanian
Set Designer / Decors: Asghar Farhadi
Costume designer: Asghar Farhadi 

Abdolreza and Rouhi, a young couple, are soon to be married.  Rouhi is employed for a day 
as a maid, by an agent at Hravi Square, as she wants to cover some expenses for the New Year 
celebration. She is sent to a condominium with an automatic lock.  She presses the buzzer at the 
door but there is no response.  When asked about the condo at the beauty parlor next door, she is 
told the buzzer is out of order.  Finally she is invited in, only to fi nd the inside in a state of total 
confusion with pieces of glass scattered on the fl oor.  Morteza, the husband of the family, tells Rouhi 
to clean the glass up.  Then his nervous looking wife, Mojdeh, returns home.  As soon as Morteza 
leaves, she tells Rouhi to leave.  When Rouhi is about to leave, Mojdeh asks her to visit and spy on 
the beauty parlor next door.  Rouhi returns to the condo and fi nds that the atmosphere of the family 
is very hostile, because the wife suspects he is cheating on her. Rouhi is told to pick up their son, 
so she goes to his school.  While working in his offi ce, Morteza looks out of the window and sees 
his wife walking on the street with Rouhi’s chador on.  He quickly comes down and hits his wife.  
When Rouhi arrives with the child at their home, Mojdeh returns in a state of confusion and tries to 
leave the house with the son.  The small boy cries as he is looking forward to seeing the New Year 
fi reworks.  Then the husband also returns home and they begin to abuse each other.  After a while 
things get settled and he decides to take the son to see the fi reworks. Rouhi gets in his car, as she has 
to return home.  On the way he tells Rouhi that he has some business to do and secretly meets with 
Simin, a beautician.  He tells her that he does not forget her even for a moment, but she tells him to 
end their relationship.  On the way back from the fi reworks, Rouhi notices in the car that Morteza’s 
lighter belongs to the beautician.  Morteza takes Rouhi to where her fi nancé awaits. He has been 
waiting for her in the cold weather for a long time.  Morteza returns home and fi nds his wife sleeping 
at the side of their son.  After he closes the door quietly she opens her eyes.  Unable to bridge the gap 
that stands before them, the light seen from the window goes out. 
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2009/1:1.85/35mm/Color/116 min.　　　　Print Source: Longride

ドイツで長年暮らすアーマドは、テヘランに住む大学時代からの古い友人たちに
誘われ、カスピ海沿岸ですごす３日間の小旅行に参加することになった｡ 快活なセ
ピデーが旅行の世話役を引き受け、彼女は皆が知らないうちに娘が通う保育園の先
生であるエリを招待した。アーマドは、ドイツでの不幸な結婚にけりをつけたばか
りで、イランの女性と落ち着きたいと思っていた。それを知る友人たちは、なぜセ
ピデーがエリを招待したのかを理解し、注目がエリに集まった。

しかし、皆で踊ったり遊んだり、楽しい時を過ごしている中でも、エリの様子は
少しおかしかった。時にはテヘランに帰りたいと言い出して、一行を気まずい雰囲
気にさせる。二日目、大人たちがゲームに夢中になっている間に子どもが海で溺れ
かける。何とか子どもを救助したものの、今度はエリがいなくなっいることに気づく。
しかし、いくら探してもエリの姿は見つからず、皆はパニックにおちいる。

これ以上ないほどシンプルな状況設定とストーリー展開なのに、ほんの一瞬で、
思いもよらないほど劇的な変化をもたらす手腕がすばらしい。そして、登場人物間
の複雑な人間関係が徐々に明らかになっていき、その人物に対してのイメージが変
わっていく。圧倒的な演出力でぐいぐい見せる本作は、キアロスタミやマジディ、メー
ルジュイに続いてイランを代表する監督となったアスガー・ファルハディ監督の代
表作のひとつで、第 59 回ベルリン国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。

彼女が消えた浜辺  /  About Elly
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セピデー：ゴルシフテェ・ファラハニー 
エリ：タラネ・アリシュスティ 
アーマド：シャハブ・ホセイニ 
ショーレ：メリッラ・ザレイ

製作：シマイェ・メヘル
プロデューサー／監督／脚本／美術：
　アスガー・ファルハディ
プロデューサー：マームード・ラザウィ
撮影：ホセイン・ジャファリアン
音楽：アンドレア・バーワー
音響：モハマッド・レザ・デルパック
編集：ハイェデェ・サフィヤリ

Sepideh: Golshifteh Farahani
Elly: Taraneh Alidousti
Ahmad: Shahab Hosseini
Shohreh: Merila Zarei

Production Company: Simaye Mehr
Producer/Director/Screenplay/Production Design:
　Asghar Farhadi
Producer: Mahmoud Razavi
Cinematography: Hossein Jafarian 
Music: Andrea Bauer
Sound: Mohammad-Reza Delpak
Editor: Hayedeh Safi yari

Ahmad, who has lived in Germany for many years, is invited by his old university friends in 
Tehran to go on a three days trip to the Caspian seacoast.  One of the women in the group, the 
joyful Sepideh, has taken the planning in hand.  Unbeknown to her colleagues, she invites Elly, 
her daughter’s nursery school teacher.  Having just ended an unfortunate marriage in Germany, 
Ahmad wants to settle down with an Iranian woman.  Knowing this, Sepideh’s friends gradually 
realize why she has invited Elly and their attention turns to her.  

However, Elly looks a little strange even when everyone is enjoying dancing and having fun.  
She embarrasses the others by telling them that she wants to go back to Tehran.  On the second 
day, while the adults are engrossed in a game, a child nearly drowns. The group manages to save 
the child but then they notice that Elly has disappeared. No matter how hard they try and look 
for her, Elly is not to be found, and this brings panic to the group. 

The director’s skill in bringing unexpected dramatic change in an instant, in spite of the 
fi lm’s most simplistic situation setting and story development, is just fantastic.  The complex 
relationships among the characters are gradually revealed and their image slowly changes as 
well.  This motion picture, that draws the audience with its powerful direction, is an absolute 
film masterpiece by Asghar Farhadi, one of Iran’s major film directors to come after Abbas 
Kiarostami, Majid Majidi and Dariush Mehrjui.    The fi lm won the Best Director Award at the 
59th Berlin International Film Festival. 
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2011/1：1.85/35mm/Color/123 min.　　　　Print Source: Magic Hour

別離  /  Nader and Simin, A Separation

ナデルとシミンは小学生のひとり娘を持つ裕福な夫婦。妻のシミンは娘の将来の
ためにイラン国外に移住したいと思っている。しかし、夫のナデルはアルツハイマー
病の父を介護する必要があり、同意出来ない。そこでシミンは離婚の申し立てをす
る。夫は、妻が海外に出て行きたいのならば、離婚に同意すると言う。しかし娘の
問題もあり結局離婚は成立せず、妻は実家に帰り別居状態に。しかし、夫ひとりで
父の介護を続けることは不可能で、ラジエーという家政婦を雇うことに。

だが、ラジエーは、たった一日介護をしただけで、女性であるための宗教上の制
約などにより、続けることは難しいと思い、断りを申し出る。しかし、ナデルは代
わりを探す余裕もなく、なんとか引き留める。だが、そこから、不幸な出来事が連
鎖的に起こっていく。ラジエーはアルツハイマー病の老人がひとりで外出している
ことに気づき、慌てて探しに行き、やっと見つけて連れ戻す。ある日、ラジエーは
外出しなければならない用があり、少しの時間、老人をひとりにして出かける。こ
の時、皆の運命を変える出来事が起こっていた。帰宅したナデルがベッドから落ち
て気絶している父を発見する。そこに帰ってきたラジエーに激怒したナデル。彼女
への信頼をなくし、さらに他の罪もなすりつけて彼女を家から追い出す。これがさ
らに大きな過ちを生み、ナデルは非常に重い罪で訴えられる。一旦狂った歯車の回
転はもとに戻らず、負の連鎖が双方の家族をどん底まで突き落とす。

ベルリン国際映画祭で金熊賞、最優秀男優賞、最優秀女優賞を受賞した本作品は、
イランで初のアカデミー賞外国語映画賞を獲得。人間社会全てに共通する心の行き
違いや不幸を浮き彫りにすると共に、厳しい戒律を尊ぶイスラム社会ならではの困
難も描き出す。
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シミン：レイラ・ハタミ
ナデル：ペイマン・モアディ
ホッジャト：シャハブ・ホセイニ
ラジエー：サレー・バヤト

キャスト
Simin: Leila Hatami
Nader: Peyman Moadi
Hodjat: Shahab Hosseini
Razieh: Sareh Bayat

Staff 
監督 / 脚本 / プロデューサー：アスガー・ファルハディ
撮影：マームード・カラリ　
編集：ハイェデ・サフィヤリ
録音：マームード・サッマクバシ
音響編集：モハマドレザ・デルパーク
サウンド・エディター：レザ・ナリミザデー
セットデザイナー・装飾・衣装：ケイワン・モガダム
メイクアップ：メールダド・ミルキアニ
製作総指揮：ネガル・エスカンダルファル

Director/Screenplay/Producer: Asghar Farhadi
Cinematographer: Mahmood Kalari
Editor: Hayedeh Safi yari
Sound Recorder: Mahmood Sammakbashi 
Sound Mixer : Mohammad Reza Delpak
Sound Editor: Reza Narimizadeh
Set/Decors/Costume designer: Keyvan Moghadam 
Make-Up: Mehrdad Mirkiani
Executive producer: Negar Eskandarfar

Nader and Simin, a wealthy couple, have only a daughter, who goes to primary school. Simin, 
the wife, wants to leave the country to better her daughter’s future. Nader does not agree as he 
has to take care of his Alzheimer-suffering father. So, Simin sues for divorce.  

Eventually he tells her that he will accept the divorce if she wants to leave the country. 
However, they cannot settle the issue of their daughter and the divorce is not fi nalized.  They 
separate and Simin moves back to her parents’ home.  

Nader cannot continuously looks after his father, so he decides to hire a housekeeper named 
Razieh.  Razieh, however, refuses to attend to the father after taking care of him for only one 
day, because she finds it difficult to work as a caretaker due to religious restrictions.  Nader 
convinces her to stay because he has no time to fi nd another housekeeper.  

Thereafter a chain of unfortunate incidents occurs one after another.  Razieh discovers that 
the old man with senile dementia goes out of the house all by himself.  She rushes out to look 
for him and fi nally manages to take him home.  Then an accident occurs changing everyone’s 
destiny.  One day Razieh leaves the old man alone for a short time because she has something 
else to do and she goes out.  Nader returns home and discovers his unconscious father has fallen 
from his bed.  He gets furious at Razieh and thinks she is unreliable.  So he drives her out of the 
house blaming her for other matters as well. 

His action causes a much bigger mistake and he is sued for a very serious offense.  The wheel 
of destiny turns the wrong direction, never to be fi xed. Thereafter a chain of negative incidents 
occurs pushing both Nader and Razieh and their families into extreme agony.  

The fi lm depicts hardships unique to Muslim society that respect strict religious precepts, as 
well as misunderstanding and unhappiness that are common to our entire human society. 



あらすじと解説
岡山県北、山深いところにある真庭市でトマト栽培をしながら映画を製作する山

崎樹一郎監督が、若き酪農家の葛藤と未来へのささやかな希望を「土地からの視点」
で描いた長編初監督作品。三代続く酪農を継ぐために、東京から故郷に戻ってきた
狩谷家の長男雄介。一度はミュージシャンを目指して上京し、父の怪我をきっかけに
家業を手伝うことになったものの、音楽への思いは断ちがたい。さらに、経営の難し
さから酪農をやめてゆく農家の現状もある。土地を引継ぎ、酪農家として生きていく
ことに迷いも感じている。雄介の恋人陽子には、交通事故で亡くなった酪農家の夫
夏生との間に、幼い息子がいる。亡夫の実家にとって、その子が唯一の跡継ぎであ
るため、彼女は息子を連れて恋人のもとにいくわけにはいかない。息子と暮らそうと
すれば、今の生活を続けるしかなかった。酪農をやめた陽子は、スーパーでパートを
しながら、バーを経営することになる。

物語は 12 月 28 日から１月１日までの５日間を描く。毎年、家族揃って山に登り、
初日の出を見ることが慣わしである狩谷家。雄介の妹も恋人を連れて帰省し、いつも
と変わらぬ年明けを迎えようとしていた。そんなとき、雄介がかつて酪農の手解きを
受けた叔父義行の牛舎で火災が起こる。義行は、酪農をやめて以来、生きる目的を失っ
たように暮らしていた。そして牛舎で首吊り自殺を図ろうとする義行。彼の命を助け
た雄介は義行に、家を捨てて出ていった母のことを聞く。雄介の中で何かが変わって
ゆく。そして、元旦の日の出シーン……。

農地をめぐる人間模様、将来が見えない不安、見つめ直される家族の絆。それら
を珍しいほどの直球勝負で展開するドキュメンタリータッチの本作には、家族のリア
リティーがあふれていて、静かな感動を呼ぶ。
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特集２　〈アグリ・シネマ〉農業 と 映画

映画を耕す 　農業は映画だ！
梁木靖弘

　
 「農業と映画」というと、国の減反政策に翻弄される農家だとか、過疎の

村で後継ぎが不足している農家の現状など、ドキュメンタリーの題材にふさ
わしいテーマが頭に浮かびそうだが、わたしたちが考えているのはそういう
ことではない。もちろん、農業における流通革命や、農業に新風を吹き込むギャ
ルや素人、企業家が農業に進出して新たなビジネスチャンスを、といったこ
とでもない。むしろ、関税が取り払われたあと、国内の農業は海外から押し
寄せる格安（干ばつで逆に価格が高騰することもある）の農産物とどう向き
合うのかという問題設定に、この「農業と映画」の問題意識は、近い。

グローバル化がもたらすのは、すべてが経済の視点でコントロールされて
しまい、そこに生きる人間の問題、さらに絞っていえば、個々の自立が無視
されてしまうことだと思う。おそらく、映画も同じ問題を抱えている。経済の
グローバル化が映画に要求するのは、消費としての映画であり、それをフラ
ンチャイズ化することであり、世界中どこでも同じものしか流通しない画一
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製作会社：陽光プロジェクト
プロデューサー：桑原 広考、加納 一穂
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音楽：増岡 彩子
撮影：俵 謙太
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Production Company: Yoko Project
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化である。もちろん、そこでも才能ある映画人は私的な、自立した作品をつ
くることはできるかもしれないが、それらが流通する回路（いわゆるアート系
の単館の減少によって）はいよいよ閉ざされてしまうだろう。

そういういま、では、どこから考えればいいのだろうか？　人間の最後の
よりどころは、農業である。文化（culture）ということばも、もとをただせ
ば「耕す」（cultura）というラテン語であり、農業と文化の根っこはつながっ
ている。フランスの哲学者ヴォルテールの小説「カンディード」の有名な結
びの文句は、「とにかく、われわれの庭を耕さなければならない（mais il faut 
cultiver notre jardin.）」であった。とりあえずは、自分の庭へ戻るほかない。

グローバル化に対して、農業から出てきたひとつの回答は、「地産地消」で
ある。生ものである農産物は、「地産地消」が理想である。では、複製技術
時代の芸術である映画の「地産地消」は可能なのか。ロケ隊が大都市からやっ
てきて、地方を舞台にして撮影し、それをご当地映画ですとふれこむような
ものではなく、その土地に住む人が映画をつくり、その土地の人々が観るよ
うな映画は、可能なのか。

じつは、岡山県真庭市に住む山崎樹一郎という人が、それを実行している。
トマト農家として暮らしながら、農閑期に映画を撮っている。さらに、フィル
ムをかついで、県内の公民館をこまめに回って、上映会をしている。さまざ
まな国際映画祭にも招待されている「ひかりのおと」は、そういう映画である。
もちろん映画を地元だけで消費するわけではないので、山崎氏は「地産地生」
ともじっている。

 「農業と映画」は、映画によって農業を語るのでもなく、農業から映画を
学ぶのでもない。グローバル化の中で、いかにしてわたしたちは自立できる
かを考える機会としたいのである。
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Films Made Locally to Enrich the Community
By Yasuhiro Hariki

When hearing of the word “AgriCinema”, one may tend to envision themes that 

are suitable for documentaries such as the farming household at the mercy of national 

government policy to reduce acreage under cultivation, or the farming household suffering 

from a lack of heirs willing to continue the family business in depopulated villages. 

However this is not what we are talking about. Naturally, we are not talking about the 

logistics revolution in agriculture either, or the fresh new phase in agriculture brought 

on by women and non-professionals or the potential in new businesses made possible by 

entrepreneurs making inroads into agriculture. 

Instead, the issue of “AgriCinema” may be closer to the issue of how Japanese farmers 

are going to deal with the problem of cheap imported farm produce once all duties are 

paid (with the prolonged dry weather, the cost of these goods may skyrocket). What 

globalization brings, I believe is the notion that everything becomes controlled from the 

viewpoint of the economy and that the issue of human survival or more specifically human 

self-reliance, is ignored.

I think motion pictures face the same problem. What the economy of globalization 

demands in a motion picture is a product of consumption, the franchising of it and 

its standardization so that only the same is distributed wherever you are in the world. 

Naturally, those with talent in the film industry can make personal, self-reliant films but 

the route of distribution (especially with the reduction of the so called art houses) will 

probably be sealed off.

In such an era today, how should think of things?

Our final base of support as human beings is agriculture. Even the word “culture” is 

derived from the Latin word “cultura”, which means “cultivation” thus linking the roots 

of agriculture and culture. The famous end quote from “Candide” written by French 

AgriCinema-
Cinema within Agriculture

Feature Program
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philosopher Voltaire reads, “mais il faut cultiver notre jardin”, which in English translates 

into “in any case, we must cultivate our own garden.” So for the time being, we have no 

choice but to return to our garden.

One answer which agriculture has come up with regarding globalization is the concept 

of “local production and consumption”. Farm products are crops with life for which “local 

production and consumption” is most ideal. 

Then, is this “local production and consumption” possible with motion pictures, an art 

that exists in our present age of mechanical reproduction? We are not talking about a case 

where a location crew comes from the big city and shoots a film using the countryside as 

the setting and then announces that this is a picture of the locale. Instead, we are talking 

about a film shot by someone from the locale to be shown to people in the community. 

Now, is this possible?

A person by the name of Juichiro Yamasaki who lives in the City of Maniwa in 

Okayama Prefecture has actually put this into practice. A farmer growing tomatoes, 

he makes films during the off-season. Furthermore, he carries his films with him and 

diligently visits community centers within his prefecture to show his motion pictures. 

“The Sound of Light”, which has even been invited to international film festivals, is such a 

film. Because the film isn’t “locally consumed”, Mr. Yamasaki describes his film instead as 

“locally produced and native to the community”. 

With AgriCinema, you do not talk about agriculture through films, nor do you learn 

about films through agriculture. I’d just like to describe it as a way to provide us with an 

opportunity to think about how to become self-reliant in this age of globalization.



ひかりのおと /  The Sound of Light

あらすじと解説
岡山県北、山深いところにある真庭市でトマト栽培をしながら映画を製作する山

崎樹一郎監督が、若き酪農家の葛藤と未来へのささやかな希望を「土地からの視点」
で描いた長編初監督作品。三代続く酪農を継ぐために、東京から故郷に戻ってきた
狩谷家の長男雄介。一度はミュージシャンを目指して上京し、父の怪我をきっかけに
家業を手伝うことになったものの、音楽への思いは断ちがたい。さらに、経営の難し
さから酪農をやめてゆく農家の現状もある。土地を引継ぎ、酪農家として生きていく
ことに迷いも感じている。雄介の恋人陽子には、交通事故で亡くなった酪農家の夫
夏生との間に、幼い息子がいる。亡夫の実家にとって、その子が唯一の跡継ぎであ
るため、彼女は息子を連れて恋人のもとにいくわけにはいかない。息子と暮らそうと
すれば、今の生活を続けるしかなかった。酪農をやめた陽子は、スーパーでパートを
しながら、バーを経営することになる。

物語は 12 月 28 日から１月１日までの５日間を描く。毎年、家族揃って山に登り、
初日の出を見ることが慣わしである狩谷家。雄介の妹も恋人を連れて帰省し、いつも
と変わらぬ年明けを迎えようとしていた。そんなとき、雄介がかつて酪農の手解きを
受けた叔父義行の牛舎で火災が起こる。義行は、酪農をやめて以来、生きる目的を失っ
たように暮らしていた。そして牛舎で首吊り自殺を図ろうとする義行。彼の命を助け
た雄介は義行に、家を捨てて出ていった母のことを聞く。雄介の中で何かが変わって
ゆく。そして、元旦の日の出シーン……。

農地をめぐる人間模様、将来が見えない不安、見つめ直される家族の絆。それら
を珍しいほどの直球勝負で展開するドキュメンタリータッチの本作には、家族のリア
リティーがあふれていて、静かな感動を呼ぶ。
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2011/16:9/HDCAM/Color/89 min.　　　　Print Source: Yoko Project
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製作会社：陽光プロジェクト
プロデューサー：桑原広考、加納一穂
　　　　　　　 岡本　隆
脚本 / 監督：山崎樹一郎
音楽：増岡彩子
撮影：俵　謙太
照明：大和久　健                        
録音：近藤崇生、大森博之

狩谷雄介：藤久善友
浅野陽子：森　衣里
新見義行：真砂　豪

INTRODUCTION
This is the first feature film directed by Juichiro Yamasaki, who has been growing tomatoes as 

a farmer in Maniwa City in the mountainous region of northern Okayama prefecture, while also 
working as a filmmaker.  From “a view point rooted in the land”, the director in this film depicts a 
story about a young dairy farmer’s conflicts and his small hopes for the future. Yusuke, the first son 
of the Kariya family, returns home from Tokyo in order to succeed the dairy farm his family has 
been running for three generations.  He went to Tokyo to be a musician but decides to return and help 
his family business because his father is injured.  Still, he cannot forget about his dream and he is at 
a loss as to whether he should live his life as a dairy farmer or not. Yoko, Yusuke’s girlfriend, has a 
small boy she had with Natsuo, her late husband who died in a traffic accident.  Her son is the only 
heir to the family business of her late husband’s family, so Yoko cannot take her son with her and 
join Yusuke. She must keep on living the same life as long as she wants to live with her son.  Yoko 
stops helping the dairy farm and begins running a bar while working part-time for a supermarket.  

The story takes place over a period of f ive days from December 28th to January 1st.  The 
Kariya family has a tradition of taking the entire family up to the top of the mountain to worship 
the first sunrise of the New Year. Yusuke’s younger sister also returns home with her boyfriend 
and everybody in the family is about to celebrate the New Year as usual.  Then a fire breaks out 
at a cowshed owned by Yoshiyuki, Yusuke’s uncle who once instructed him on dairy farming.  
Yoshiyuki has been living without any purpose in life since he quit dairy farming.   Yoshiyuki tries 
to commit suicide in his cowshed.  Yusuke saves him and asks him about his mother who left the 
family.  Listening to Yoshiyuki, something inside Yusuke begins to change.  Then the film turns to a 
scene of the first sunrise of the New Year...

The film depicts in a documentary-style rare straightforward story development, the complex 
human patterns associated with farmland as well as the anxiety of farmers who cannot see their 
future. This is a film that quietly moves the audience with a full and realistic depiction of a family. 
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この時代に生きて、これからも生きてゆこうとする今、シンプルに、ただ「ある」
とか、「ここにいる」という存在そのことだけは確かで、いえることかもしれない。また、
その存在するということが何にも増して大切なようにも思う。

ひかりのおと。それは大地が浴びる陽光の音。聞こえはしないが、それでも耳を傾
けると微かな光の音を感じとれる。そんな気がする。

この映画は地方に生きる若者が抱える将来の不安や、地域独特のしがらみ、農業
を取り巻く多様な厳しさ、そんななか酪農を営むある家族を映している。決して山奥
のネガティブなことを伝えたいのではなく、「ひかりのおと」を伝えたい。

僕自身、一農民として、どんな負の状況であっても、太陽が昇るかぎり作物は育ち、
人は生きていけるし、幸せにもなれると考えている。主人公・狩谷雄介にもそう思わ
せた。現状を憂えて閉塞するのではなく、物事に左右されず、静かに熟考し、定め
た道をただシンプルに歩んでいく生き方を主人公に発見させたかった。それはまた、
いかなる状況で生きている人たちにも通じてほしいという願いを込めた。それぞれの

「ひかりのおと」があると思う。

三月十一日、大震災。つづく福島の事故、土壌汚染と海洋汚染。

整理不能な複数の感情は、いったん多方向へ拡散したのち自分に向かい、その果
てに己の無力さを痛感する。同時に、十一日以前の、確かだったことを確かめる。出
来ること、出来ていたことをひとつひとつ。大丈夫、ひかりのおとは鳴り止まない。
青空から降りそそぐ陽光、そのものが万物のエネルギーであってほしいと願う。

今後いかに生きてゆくか、今の生きかたで良いのか立ち止まり、悩む多くの人たち
に出会ってほしいし、僕も出会いたい。

またこの「ひかりのおと」を通して、ともに考えてゆきたい。たかだか一本の映画
であるかもしれないが、映画に出来得る多くのこと、少しずつ。

最後にこの作品は本当に沢山の人たちとともに作り上げた。それは必ず心に届き、
様々な土台になると自負したい。

監督メッセージ

山崎樹一郎
1978 年大阪出身。岡山県真庭市在住。学生のころ京都国際学生映
画祭の企画運営に携わる。大学卒業後、映画監督・佐藤訪米の経営
する「祇園みみお」にてスタッフ兼助監督として過ごし、8 年間の
京都生活を止め父の実家である真庭市に移住。現在トマト農家。農
事組合法人ファーモニーズまにわ理事。本作は『紅葉』に続く真庭
作品第二作品目となる。
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Director's comment

As we live and continue to live in this age today, perhaps what we can at least be sure of, put in 
simple terms, is that “it exists” or that “we’re here.” I also think that this existence is important, 
above everything else.

The Sound of Light is the sound of sunlight the earth receives. You can’t really hear it but if I try 
and listen really hard with my ears, I feel I can hear this faint sound of light. 

This motion picture depicts the future potential and uncertainties of a youth in the countryside, 
the restraints unique to this countryside, the various hardships surrounding agriculture and in this 
manner, a family managing a dairy farm. I’m definitely not trying to convey anything negative 
about the deep mountainous countryside. I just want to address the “sound of light”. 

As a farmer I believe that no matter how negative things get, plants will grow, people can survive 
and maybe even find happiness as long as the sun rises. This is how Yusuke Kariya, the protagonist 
in the film, thinks. I wanted him to discover a way where he could simply walk towards the life 
he selected by quietly thinking things over without being dominated by the course of events and 
without blocking the status quo by feeling apprehensive about it. I put this aspect into my motion 
picture also out of a wish to have other people in whatever circumstances in life they are in, to go 
about their lives in a similar way. I think there is a “sound of light” for each circumstance of life.

March 11th, the day of the Great Earthquake and Tsunami, followed by the events of Fukushima 
that contaminated the soil and ocean.

The emotions I couldn’t sort out were diffused in many directions, after which they returned to 
me to make me realize how powerless I was. At the same time, I checked to see what was certain 
and beyond question prior to March 11th. One by one I checked on what I could do and what I was 
capable of doing back then. Then I realized, no, everything is all right. The sound of light hasn’t 
stopped. I just hope that the sunlight, which we get from the sky, is energy for everything. 

I would like you to meet the many who live in distress who ponder over how they should live 
their lives and who wonder whether their present way of life was the right decision. 

And through “The Sound of Light”, I would like for us to think together. This may be just one 
motion picture. Yet I would like to see the potential of what a motion picture can accomplish, even 
if that happens little by little.

In conclusion, I would like to say that this motion picture was completed with the help of many. 
Proudly, I am confident that their contribution will reach the hearts of people and form the foundation of 
many.

Juichiro Yamasaki

Born 1978. From Osaka, now living in Maniwa City, Okayama Prefecture. As a student, he was involved with 
the Kyoto International Student Film and Video Festival. After graduating from the university, he worked under 
film director Hobei Sato as an assistant director. After 8 years in Kyoto, he returned to his father’s home in 
Maniwa City to grow tomatoes and is now a director of the local agricultural cooperative. “The Sound of 
Light” is his second film shot in Maniwa after “Koyo”.
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茨城で両親と一緒に農業を営む農家の長男・野田正男は、素朴で要領が悪く、中
年になっても結婚できないでいる。婚活を繰り返しているがうまくいかない。そん
な中、田舎暮らしに憧れる景子と婚約寸前まで漕ぎ着けるが、またもや失敗。落ち
込む正男を慰めようと、仲間がフィリピンパブへと誘い、そこで働くホステスのリ
バティと婚約することになる。フィリピンでの結婚式。しかし、待っていたのは結
婚詐欺という現実だった。農協に借金をして持参した結納金は家族ぐるみでだまし
取られ、リバティは消える。生きる気力もなくした正雄は、浮浪者のようにマニラ
の街をさまよう。どん底の正男を救ったのは、フィリピン女性を日本に送りこむタ
レント事務所の社長、中田だった。中田のもとで働きはじめた正男は、人のよさ、
勤勉さで中田からの信頼も得て、車や金も自由に使える身分になる。

そんなある日、売春ツアーの送迎を終えた正男は、偶然通りかかった水田の風景
に、残してきた故郷への想いに耽る。そこで稲刈りに励む人々の中に、正男がよく
打ち合わせをするホテルのラウンジで働いている美しい女性クリスティナを見つけ
る。クリスティナが、病気のため働けない父親のために農作業を手伝っていると知っ
た正男は、稲刈りを手伝う。土に触れることで、正男の農業への血が騒ぎ始める。
クリスティナと親しくなるにつれ、農作業の楽しさが甦っていき、フィリピンでは
難しいトマトの栽培を手がけ成功させる。「じゃぱゆきさん」に嫌悪感を持つクリス
ティナに正体を隠していた正男は、その正体を明かした。クリスティナに二度と会
わないと告げられた正男はタレント事務所を辞めてプロポーズを。しかし、クリス
ティナの両親に断られ、ひとり日本に帰国する。故郷で農作業をしている正男の前に、
ある日、バスから大きな荷物をもった女性が降りてくる……。

恋するトマト /  Love Tomato
2005/35mm/Color/126 min.
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Castキャスト

Executive Producer/Screenplay: Yasuo Daichi
Story：Haku Kohiyama
Director：Hideo Nanbu
Cinematography：Shigeru Komatsuzaki
Lighting：Akiyo Miyoshi
Production Design：Nobuaki Nishimura
Sound Recorder：Makio Ika
Editor：Naoki Kaneko
Music：Tetsuo Terada 

企画／脚本／製作総指揮：大地康雄
原作：小檜山博
監督：南部英夫
撮影：小松崎　茂
照明：三善章誉
美術：西村伸明
録音：井家眞紀夫
編集：金子尚樹
音楽：寺田鉄生

Masao Noda：Yasuo Daichi
Christina：Alice Dixson
Keiko：Yasuko Tomita
Liberty：Ruby Moreno
Nakata：Koji Shimizu
Yusaku：Hiroshi Fujioka

野田正男：大地康雄
クリスティナ：アリス・ディクソン
景子：富田靖子
リバティ：ルビー・モレノ
中田：清水綋治
勇作：藤岡　弘

INTRODUCTION
Masao Noda (played by Yasuo Daichi) is the first son of a farming family engaged in agriculture 

in Ibaraki prefecture.  He works with his parents.  He is a simple man but does not know how to 
get things done.  He is middle aged but still can’t get married.  His repeated attempts to find a wife 
all fail.  He finally finds a woman who has a longing for a life in the countryside. However he fails 
again just before she promises to marry him.   In order to console disappointed Masao, his friends 
take him to a bar where Filipino girls are working.  He meets Liberty, a hostess working in the 
bar and gets engaged to her.  They have a wedding ceremony in the Philippines, but he has to face 
the fact that it was a fraud.  Her family swindles all the betrothal money he prepared for her after 
borrowing it from the Agricultural Cooperative Association, and she disappears.  Masao loses all 
his energy to go on living and wanders around Manila like a tramp.  Then Nakata, the president of 
a company sending Filipino girls as entertainers to Japan, saves Masao from his extreme distress.  
Masao begins to work under Nakata, and is trusted because of his good personality and diligence.  
Eventually Masao gets a position where he can use a company car and spend the company’s money. 

One day Masao finishes his job of escorting a group of tourists who come on a tour to meet 
prostitutes.  He happens to see the landscape of paddy f ields and feels nostalgic about his 
hometown he left behind.  He finds Christina, a beautiful woman working at a hotel lounge he 
often uses for his business meetings, among the people reaping rice in the field.  He helps her work 
after learning that she farms to assist her ailing father. Working and touching the earth stimulates 
his farmer’s blood.  The more he gets close to Christina the more he recalls the joy of farming and 
finally he succeeds in growing tomatoes which was difficult to achieve in the Philippines.  

 Masao first hides his identity from Christina because she hates the business of sending Filipino 
women to Japan as entertainers.  But finally he discloses his identity.  Christina tells Masao good-
bye, so he returns to Japan.  One day, however, a woman with baggage gets off the bus and appears 
in front of Masao who is working as a farmer in his hometown.
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1981 年公開のＡＴＧ配給作品映画。根岸吉太郎監督が日活ロマンポルノから劇場
一般映画へと転身した第１作で、当時まだ宇都宮市役所に勤務していた立松和平の
同名小説が原作。

舞台は都市周辺の新興住宅地と近郊農家が接する一画。新設された団地の主婦と、
農家の跡取り息子満夫が不倫をしている。土地が急に売れ、突然金を持ってしまった
満夫の父親は、女に店を持たせ家族をかえりみない。祖母には認知症の症状が出始
めている。そこへ満夫の見合い話が持ち上がる。相手は資産家の三女。お見合いの日、
二人きりになると満男はさっそく彼女をホテルに誘う。そんなドライな満夫だが、団
地の主婦との浮気をめぐっては、友人の広次と殴り合いの喧嘩をする。お見合い相手
との結婚話が進むうち、広次は団地妻と出奔、行方知れずとなる。

突然トマト相場が下落したり、悪天候がつづくとあっというまにトマトが病気にか
かり売れなくなったりと、たくさんの問題を抱えながらも、満夫は残された農地を守
ろうとやっきになる。二人の結婚式の日、突然電話してきた広次に会った満夫は、彼
を襲った悲劇にたじろぎ、それがまかり間違えば自分の身に起こったかもしれないと、
広次に、後のことは引き受けるからと固い約束を交わす。

30 年前の地方都市に建ち並ぶ団地で、暇を持て余す主婦たち。団地妻とか昼下が
りの情事などの言葉が流行したころだ。急激な都市化の波に翻弄される近郊農家には、
いくつもの問題点が浮かび上がってくるが、本作には暗さがまるでなく、たくましく
生きていく若者の姿を描いてさわやかな印象が残る。トマトハウスで抱き合う若い二
人の姿を浮かび上がらせる雨の音と遠くで光る稲妻。遠雷のシーンがとても暗示的だ。

遠雷 /  Enrai

ⓒ 1981 日活／東宝
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Mitsuo Wada：Toshiyuki Nagashima
Koji Nakamori：Jonny Okura
Ayako Hanamura：Eri Ishida
Kaede：Rie Yokoyama

監督：根岸吉太郎
製作：樋口弘美、岡田裕、佐々木史朗
原作：立松和平
脚本：荒井晴彦
企画：多賀祥介
撮影：安藤庄平
音楽：井上堯之
美術：徳田　博

和田満夫：永島敏行
中森広次：ジョニー大倉
花村あや子：石田えり
カエデ：横山リエ

Director: Kichitaro Negishi
Producers: Hiromi Higuchi, Yutaka Okada
　　　　　 Shiro Sasaki 
Original Novel: Wahei Tatematsu
Screenplay: Haruhiko Arai
Planner: Yosuke Taga
Cinematography: Shohei Ando
Music: Takayuki Inoue
Production Design: Hiroshi Tokuda

INTRODUCTION
This film was produced and released by ATG in 1981.  It is the first feature film by director Kichitaro 

Negishi, who used to direct Nikkatsu Roman Porno films.  Wahei Tatematsu wrote the original story 
with the same title, while he was still working for Utsunomiya City Hall.  

The stage is set in a section around the city where newly developed residential districts and 
agricultural farms exist side by side.  Mitsuo, the first son of a farmers’ family who has to succeed 
the family business, is having an affair with a housewife living in a newly built apartment complex.  
Mitsuo’s father suddenly gets a large amount of money because part of his land is sold at a high price.  
Since then the father never thinks of his family but instead gives a bar to his mistress to run. Mitsuo’s 
grandmother begins to show signs of senile dementia.  Then Mitsuo is asked to have an arranged 
marriage meeting with the third daughter of a wealthy family.  On the day of the meeting he invites her 
to a hotel as soon as they are alone.  Even though he intends to settle everything in a practical manner, 
he gets into a punching fight with his friend Koji over a housewife with whom they are having affairs.  
While preparations for Mitsuo’s arranged marriage continues, Koji disappears with the housewife. 
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その他の上映作品

ザクロとミルラ 　

妻は、はるか日本に 　

少女ヘジャル 

刑務所の女たち

ドバイの恋

生きていく日々 

　観客賞授賞式上映会
大鹿村騒動記

監督：ナジュワ・ナッジャール 

監督： アパルナ・セン

監督： ハンダン・イペクチ 

監督： マニジェ・ヘクマット

監督： ロリー・Ｂ・キントス

監督： アン・ホイ

監督：阪本順治

2009 / カラー / 99 分 / パレスチナ

2010 / カラー / 105 分 / インド

2001 / カラー / 120 分 / トルコ

2002 / カラー / 106 分 / イラン 　

2005 / カラー / 110 分 / フィリピン 　

2007 / カラー / 90 分 / 香港・中国 　

2011 / 93 分 / 日本
妻よ薔薇のやうに 　

赤西蠣太

無法松の一生

桃太郎 海の神兵
　
夫婦善哉 

早春

青春残酷物語

非行少女

日本女侠伝 侠客芸者

さらば愛しき大地

楢山節考

家族ゲーム 

旅の途中で－FARDA－

監督： 成瀬巳喜男 

監督： 伊丹万作 

監督： 稲垣浩 

監督： 瀬尾光世 

監督： 豊田四郎

監督： 小津安二郎

監督： 大島渚

監督： 浦山桐郎 

監督： 山下耕作 

監督： 柳町光男

監督： 今村昌平

監督： 森田芳光

監督： 中山節夫

1935 / 白黒 / 74 分

1936 / 白黒 / 77 分

1943 / 白黒 / 79 分

1944 / 白黒 / 74 分

1955 / 白黒 / 120 分　

1956 / 白黒 / 144 分　

1960 / カラー / 96 分　

1963 / 白黒 / 114 分

1969 / カラー / 99 分　

1982 / カラー / 134 分　

1983 / カラー / 130 分　

1983 / カラー / 106 分

2002 / カラー / 106 分 / 日本・イラン

日本映画名作選

台湾映画祭2012

モンガに散る

ミレニアム・マンボ

一万年愛してる

父の初七日

南国日和

海角七号 /君想う、国境の南

監督：ニウ・チェンザー

監督：ホウ・シャオシェン

監督：北村豊晴

監督：ワン・ユーリン、エッセイ・リウ

監督：アキラ・チェン

監督：ウェイ・ダーション

2010 / 141 分 / 台湾

2001 /105 分 / 台湾・仏

2010 /108 分 / 台湾

2009 /92 分 / 台湾

2012 / 52 分 / 台湾

2008 / 130 分 / 台湾

東アジア映画フェスティバル2012

私の少女時代

ロストイン北京

白毛女

五人の娘

もう少しだけ近くに

怪しい隣人たち

２階の悪党

ロマンチックヘブン

監督：チャオ・ホイリー、フェン・ゼンジ

監督：リー・ユー

監督：王濱、水華　

監督：王家乙

監督：キム・ジョングァン

監督：ヤン・ヨンチュル

監督：ソン・ジェゴン

監督：チャン・ジン

2011 / 102 分 / 中国

2007 /109 分 / 中国

1950 / 104 分 / 中国

1959 / 95 分 / 中国

2010 / 104 分 / 韓国

2011 / 97 分 / 韓国

2010 / 115 分 / 韓国

2011 / 117 分 / 韓国

日時：9月2日（日）～9日（日）　会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

日時：9月12日（水）～29日（土）　会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

日時：9月13日（木）～18日（火）　会場：福岡アジア美術館 あじびホール

日時：9月20日（木）～25日（火）　会場：福岡アジア美術館 あじびホール

日時：9月6日（木）～11日（火）　
会場：福岡アジア美術館 あじびホール／冷泉荘
上映作品：招待・公募約160作品

日時：9月29日（土）会場：エルガーラ7階多目的ホールⅠ
上映作品：我們村裡的年軽人（村の若者たち） ［1959 / 中国 ］　　
 ソナギ（通り雨） ［1978 / 韓国 ］　　　　　

アジアフォーカス・アーカイヴズ

協賛企画

アジア映画中学生招待事業
日時：9月13日・14日　会場：T・ジョイ博多　上映作品：恋するリトルコメディアン［2010 / カラー / 129分 / タイ］
公益財団法人 西日本国際財団、西日本シティ銀行が青少年の国際理解協力、地域貢献のため実施。　※一般募集はありません。

福岡インディペンデント
映画祭2012

第四回福大生による
東アジア映画字幕制作・成果発表会

　特別招待韓国映画
Mr. Perfect（仮題）

INFINITE　CONCERT SECOND INVASION
　EVOLUTION  THE MOVIE 3D

監督：キム・ミョンギュン

監督：ソンソク

2012 / 105 分 / 韓国 　

2012 / 98 分 / 韓国 

　《福岡アジア文化賞》受賞監督作品
トゥルンバ祭り

月でヨーヨー

虹のアルバム 僕は怒れる黄色 ’94

悪夢の香り

マゼラン

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

1983 / 90 分 / フィリピン 　

1981 / 90 分 / フィリピン 　

1994 / 60 分 / フィリピン 　

1977 / 95 分 / フィリピン 　

2012 / 40 分 / フィリピン

　福岡フィルムコミッション支援作品
私の叔父さん

家門の災難

監督： 細野辰興

監督： ジョン・テウォン

2012 / 99 分 / 日本 　

2011 / 103 分 / 韓国

　バリアフリー上映会
一枚のハガキ 監督： 新藤兼人 2011 / 114 分 / 日本

　新作日本映画特別上映
黄金を抱いて翔べ 監督： 井筒和幸 2012 / 129 分 / 日本



その他の上映作品

ザクロとミルラ 　

妻は、はるか日本に 　

少女ヘジャル 

刑務所の女たち

ドバイの恋

生きていく日々 

　観客賞授賞式上映会
大鹿村騒動記

監督：ナジュワ・ナッジャール 

監督： アパルナ・セン

監督： ハンダン・イペクチ 

監督： マニジェ・ヘクマット

監督： ロリー・Ｂ・キントス

監督： アン・ホイ

監督：阪本順治

2009 / カラー / 99 分 / パレスチナ

2010 / カラー / 105 分 / インド

2001 / カラー / 120 分 / トルコ

2002 / カラー / 106 分 / イラン 　

2005 / カラー / 110 分 / フィリピン 　

2007 / カラー / 90 分 / 香港・中国 　

2011 / 93 分 / 日本
妻よ薔薇のやうに 　

赤西蠣太

無法松の一生

桃太郎 海の神兵
　
夫婦善哉 

早春

青春残酷物語

非行少女

日本女侠伝 侠客芸者

さらば愛しき大地

楢山節考

家族ゲーム 

旅の途中で－FARDA－

監督： 成瀬巳喜男 

監督： 伊丹万作 

監督： 稲垣浩 

監督： 瀬尾光世 

監督： 豊田四郎

監督： 小津安二郎

監督： 大島渚

監督： 浦山桐郎 

監督： 山下耕作 

監督： 柳町光男

監督： 今村昌平

監督： 森田芳光

監督： 中山節夫

1935 / 白黒 / 74 分

1936 / 白黒 / 77 分

1943 / 白黒 / 79 分

1944 / 白黒 / 74 分

1955 / 白黒 / 120 分　

1956 / 白黒 / 144 分　

1960 / カラー / 96 分　

1963 / 白黒 / 114 分

1969 / カラー / 99 分　

1982 / カラー / 134 分　

1983 / カラー / 130 分　

1983 / カラー / 106 分

2002 / カラー / 106 分 / 日本・イラン

日本映画名作選

台湾映画祭2012

モンガに散る

ミレニアム・マンボ

一万年愛してる

父の初七日

南国日和

海角七号 /君想う、国境の南

監督：ニウ・チェンザー

監督：ホウ・シャオシェン

監督：北村豊晴

監督：ワン・ユーリン、エッセイ・リウ

監督：アキラ・チェン

監督：ウェイ・ダーション

2010 / 141 分 / 台湾

2001 /105 分 / 台湾・仏

2010 /108 分 / 台湾

2009 /92 分 / 台湾

2012 / 52 分 / 台湾

2008 / 130 分 / 台湾

東アジア映画フェスティバル2012

私の少女時代

ロストイン北京

白毛女

五人の娘

もう少しだけ近くに

怪しい隣人たち

２階の悪党

ロマンチックヘブン

監督：チャオ・ホイリー、フェン・ゼンジ

監督：リー・ユー

監督：王濱、水華　

監督：王家乙

監督：キム・ジョングァン

監督：ヤン・ヨンチュル

監督：ソン・ジェゴン

監督：チャン・ジン

2011 / 102 分 / 中国

2007 /109 分 / 中国

1950 / 104 分 / 中国

1959 / 95 分 / 中国

2010 / 104 分 / 韓国

2011 / 97 分 / 韓国

2010 / 115 分 / 韓国

2011 / 117 分 / 韓国

日時：9月2日（日）～9日（日）　会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

日時：9月12日（水）～29日（土）　会場：福岡市総合図書館映像ホール・シネラ

日時：9月13日（木）～18日（火）　会場：福岡アジア美術館 あじびホール

日時：9月20日（木）～25日（火）　会場：福岡アジア美術館 あじびホール

日時：9月6日（木）～11日（火）　
会場：福岡アジア美術館 あじびホール／冷泉荘
上映作品：招待・公募約160作品

日時：9月29日（土）会場：エルガーラ7階多目的ホールⅠ
上映作品：我們村裡的年軽人（村の若者たち） ［1959 / 中国 ］　　
 ソナギ（通り雨） ［1978 / 韓国 ］　　　　　

アジアフォーカス・アーカイヴズ

協賛企画

アジア映画中学生招待事業
日時：9月13日・14日　会場：T・ジョイ博多　上映作品：恋するリトルコメディアン［2010 / カラー / 129分 / タイ］
公益財団法人 西日本国際財団、西日本シティ銀行が青少年の国際理解協力、地域貢献のため実施。　※一般募集はありません。

福岡インディペンデント
映画祭2012

第四回福大生による
東アジア映画字幕制作・成果発表会

　特別招待韓国映画
Mr. Perfect（仮題）

INFINITE　CONCERT SECOND INVASION
　EVOLUTION  THE MOVIE 3D

監督：キム・ミョンギュン

監督：ソンソク

2012 / 105 分 / 韓国 　

2012 / 98 分 / 韓国 

　《福岡アジア文化賞》受賞監督作品
トゥルンバ祭り

月でヨーヨー

虹のアルバム 僕は怒れる黄色 ’94

悪夢の香り

マゼラン

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

監督： キドラット・タヒミック

1983 / 90 分 / フィリピン 　

1981 / 90 分 / フィリピン 　

1994 / 60 分 / フィリピン 　

1977 / 95 分 / フィリピン 　

2012 / 40 分 / フィリピン

　福岡フィルムコミッション支援作品
私の叔父さん

家門の災難

監督： 細野辰興

監督： ジョン・テウォン

2012 / 99 分 / 日本 　

2011 / 103 分 / 韓国

　バリアフリー上映会
一枚のハガキ 監督： 新藤兼人 2011 / 114 分 / 日本

　新作日本映画特別上映
黄金を抱いて翔べ 監督： 井筒和幸 2012 / 129 分 / 日本



Print Source

特集１:アスガー・ファルハディ監督 
Feature Program 
The Complete Cinematic Works of Asghar Farhadi

砂塵にさまよう　Dancing in the Dust
Company: Farabi Cinema Foundation
Address: 13-1st floor, Delbar Alley, Toos St., Vali-Asr Ave., 
　　　　 19617 Tehran, Iran
Phone: +98 21 22741252　Fax: +98 21 22734953
E-mail: fcf1@dpi.net.ir

美しい都市（まち）　Beautiful City
Company: Farabi Cinema Foundation
Address: 13-1st floor, Delbar Alley, Toos St., Vali-Asr Ave., 
　　　　 19617 Tehran, Iran
Phone: +98 21 22741252　Fax: +98 21 22734953
E-mail: fcf1@dpi.net.ir

火祭り　Fireworks Wednesday
Company: DreamLab Films
Address: 14, chemin des chichourliers 06110 Le Cannet, 
　　　　 France
Phone/fax: +33 4 93 38 75 61
E-mail: info@dreamlabfilms.com

彼女が消えた浜辺　About Elly
Company: ロングライド　
　　　　   Longride, Inc
Address: 東京都中央区銀座 3-11-6-4F
　　　　 3-11-6-4F Ginza Chuo-ku Tokyo, Japan
Phone: 03-3547-4017
　　　 +81-335474017　
Fax: 03-3547-6008
　　 +81-335476008
E-mail: info@longride.jp

別離　Nader and Simin, A Separation
Company: 株式会社マジックアワー
　　　　　Magic Hour
Address: 東京都渋谷区宇田川町 2-1渋谷ホームズ 723号室
　　　　 #732 Shibuya Homes, 2-1 Udagawacho, 　　　　 
　　　　 Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Phone: 03-5784-3120
　　　 +813-57843120　
Fax: 03-5784-3121
　　 +813-57843121

特集2：〈アグリ・シネマ〉農業と映画
Feature Program
AgriCinema - Cinema within Agriculture

ひかりのおと　The Sound of Light　　
Company: 陽光プロジェクト
　　　　   Yoko Project
Address: 岡山県真庭市都喜足 190
　　　　 190 Tsugitaru, Maniwa City, Okayama, Japan
Phone: 080-5085-3876
　　　 +81 80-5085-3876
E-mail: info@hikarinooto.jp

未来へつづく声　Future Lasts Forever
Company: Narfilm　
Address: Caferaga Mah. Sarraf Ali sok. No:25/3 Kadikoy 
　　　　 Istanbul 
Phone: +90 216 418 42 06　Fax: +90216 3362634　
E-mail: info@narfilm.com

9月　The September
Company: Arti Productions
Address: Gazeteci Erol Dernek Sk. Kamil Bey Apt. No: 14/3 
　　　　 Beyoglu 34433 Istanbul-Turkey
Phone: +90 212 293 13 93　Fax: +90 212 293 09 00　
E-mail: turker@artiproductions.com

BOL～声をあげる～　Speak Up 
Company: Shoman Productions
Address: 311-S, Phase:2, DHA, Lahore, Pakistan
Phone: +92 301 8469495

カハーニー／物語　Kahaani
Company: Viacom 18 motion pictures
Address: Zion Biz World , Subhash 'A' road, Ville Parle East, 
　　　　 Mumbai 400057
Phone: +91 - 22 - 42581818　Fax: +91 - 22 – 42581890　
E-mail: Aniket.Kawade@viacom18.com（Aniket Kawade）

やさしい女　With You, Without You
Company: Prasanna Vithanage Productions
Address: No.9, 2nd Stage, N.H.S., Mattegoda, Sri Lanka
Phone: +94 11 5659459　
E-mail: prasannavith@yahoo.com

わが友ラシェド　My Friend Rashed
Company: Monon Chalachitra
Address: Apt. 3, House: 45 Road: 4/A Dhanmondi, Dhaka 
　　　　1205 Bangladesh
Phone: +8802 8614715　Fax: +8802 9670058　
E-mail: morshedulislam@yahoo.com

4月の終わりに霧雨が降る　
In April The Following Year, There Was A Fire
Company: Electric Eel Films 
Address: 179/7 Supalai Place, Sukhumvit 39, Klongton, 
　　　　 Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2662 2869　Fax: +66 2662 2869 　
E-mail: electriceelfilms@gmail.com

ねじきれ奇譚　Twisted
Company: MM2 Entertainment Sdn. Bhd.
Address: B-09-01 , Menara Bata, PJ Trade Centre, No. 8, 
　　　　 Jalan PJU 8/8A, Bandar Damansara Perdana, 
　　　　 47820 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Phone: +603 7727 8388　Fax: +603 7727 1612　
E-mail: angelinong@mm2entertainment.com

飼育　The Catch
Company: Films Distribution 
Address: 34, rue du Louvre 75001 Paris, France
Phone: +33 1 53 10 33 99 　Fax: +33 1 53 10 33 98 
E-mail: sanam@filmsdistribution.com

さかなの寓話　Fable of the Fish
Company: Visit Films
Address: 173 Richardson Street, Brooklyn, NY 11222, USA 
Phone: +1 718 312 8210　Fax: +1 7 18 362 4856
E-mail: al@visitfilms.com

アモク　Amok
Company: Pelikulaw /Lawrence Fajardo  
E-mail: elfardo69@yahoo.com

ミスター・ツリー　Mr. Tree
Company: PAD International
Address: Suite 511, 37-39 Hung To Road, Kwun Tong 
　　　　 Hong Kong
Phone: +852 6053 1605　
E-mail: support@padinternational.net
Contact person: Mr. Sau Leung Ip

時空の扉　Lee’ s Adventure
Company: Desen International Media Co.,Ltd.    
Address: Suite 1905,Full Tower,No.9 East 3rd Ring Road, 
　　　　 Chao Yang District, Beijing,100020,China     
Phone: +8610 65813048   Fax: +8610 65816433   
E-mail: kingkongfan@163.com 

天龍一座がゆく Flying Dragon, Dancing Phoenix
Company: Power Workshop
Address: 7F., No.37, Sec. 3, Longshan Rd., Jhunan 
　　　　 Township, Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C.)
Phone:  +886-37-635548　Fax: +886-37-635548
E-mail: lee_hsin_chuan@yahoo.com.tw

あの頃、君を追いかけた　
　You Are the Apple of My Eye
Company: Sony Music Entertainment Taiwan
Address: 6F, No.35, Lane 11, Kwang-Fu N. Rd. Taipei, 
　　　　 Taiwan R.O.C
Phone:  +886 2 8761 1847
E-mail: lizzie.chen@sonymusic.com

ダンシング・クイーン　Dancing Queen
Company: CJ E&M
Address: 17th FL. CJ E&M Center 66 Sangamsan-ro, 
　　　　 Mapo-gu, Seoul, Korea 121-904
Phone: +82 2-371-6243

バラナシへ　From Seoul to Varanasi
Company: Showbox/Mediaplex
Address: 3F, 174-15, Dogok-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 
　　　　 Korea 135-504
Phone: +82 2 3218 5649　Fax: +82 2 3444 6688
E-mail: eugene@showbox.co.kr
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Address: 14, chemin des chichourliers 06110 Le Cannet, 
　　　　 France
Phone/fax: +33 4 93 38 75 61
E-mail: info@dreamlabfilms.com

彼女が消えた浜辺　About Elly
Company: ロングライド　
　　　　   Longride, Inc
Address: 東京都中央区銀座 3-11-6-4F
　　　　 3-11-6-4F Ginza Chuo-ku Tokyo, Japan
Phone: 03-3547-4017
　　　 +81-335474017　
Fax: 03-3547-6008
　　 +81-335476008
E-mail: info@longride.jp

別離　Nader and Simin, A Separation
Company: 株式会社マジックアワー
　　　　　Magic Hour
Address: 東京都渋谷区宇田川町 2-1渋谷ホームズ 723号室
　　　　 #732 Shibuya Homes, 2-1 Udagawacho, 　　　　 
　　　　 Shibuya-ku, Tokyo, Japan
Phone: 03-5784-3120
　　　 +813-57843120　
Fax: 03-5784-3121
　　 +813-57843121

特集2：〈アグリ・シネマ〉農業と映画
Feature Program
AgriCinema - Cinema within Agriculture

ひかりのおと　The Sound of Light　　
Company: 陽光プロジェクト
　　　　   Yoko Project
Address: 岡山県真庭市都喜足 190
　　　　 190 Tsugitaru, Maniwa City, Okayama, Japan
Phone: 080-5085-3876
　　　 +81 80-5085-3876
E-mail: info@hikarinooto.jp

未来へつづく声　Future Lasts Forever
Company: Narfilm　
Address: Caferaga Mah. Sarraf Ali sok. No:25/3 Kadikoy 
　　　　 Istanbul 
Phone: +90 216 418 42 06　Fax: +90216 3362634　
E-mail: info@narfilm.com

9月　The September
Company: Arti Productions
Address: Gazeteci Erol Dernek Sk. Kamil Bey Apt. No: 14/3 
　　　　 Beyoglu 34433 Istanbul-Turkey
Phone: +90 212 293 13 93　Fax: +90 212 293 09 00　
E-mail: turker@artiproductions.com

BOL～声をあげる～　Speak Up 
Company: Shoman Productions
Address: 311-S, Phase:2, DHA, Lahore, Pakistan
Phone: +92 301 8469495

カハーニー／物語　Kahaani
Company: Viacom 18 motion pictures
Address: Zion Biz World , Subhash 'A' road, Ville Parle East, 
　　　　 Mumbai 400057
Phone: +91 - 22 - 42581818　Fax: +91 - 22 – 42581890　
E-mail: Aniket.Kawade@viacom18.com（Aniket Kawade）

やさしい女　With You, Without You
Company: Prasanna Vithanage Productions
Address: No.9, 2nd Stage, N.H.S., Mattegoda, Sri Lanka
Phone: +94 11 5659459　
E-mail: prasannavith@yahoo.com

わが友ラシェド　My Friend Rashed
Company: Monon Chalachitra
Address: Apt. 3, House: 45 Road: 4/A Dhanmondi, Dhaka 
　　　　1205 Bangladesh
Phone: +8802 8614715　Fax: +8802 9670058　
E-mail: morshedulislam@yahoo.com

4月の終わりに霧雨が降る　
In April The Following Year, There Was A Fire
Company: Electric Eel Films 
Address: 179/7 Supalai Place, Sukhumvit 39, Klongton, 
　　　　 Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2662 2869　Fax: +66 2662 2869 　
E-mail: electriceelfilms@gmail.com

ねじきれ奇譚　Twisted
Company: MM2 Entertainment Sdn. Bhd.
Address: B-09-01 , Menara Bata, PJ Trade Centre, No. 8, 
　　　　 Jalan PJU 8/8A, Bandar Damansara Perdana, 
　　　　 47820 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 
Phone: +603 7727 8388　Fax: +603 7727 1612　
E-mail: angelinong@mm2entertainment.com

飼育　The Catch
Company: Films Distribution 
Address: 34, rue du Louvre 75001 Paris, France
Phone: +33 1 53 10 33 99 　Fax: +33 1 53 10 33 98 
E-mail: sanam@filmsdistribution.com

さかなの寓話　Fable of the Fish
Company: Visit Films
Address: 173 Richardson Street, Brooklyn, NY 11222, USA 
Phone: +1 718 312 8210　Fax: +1 7 18 362 4856
E-mail: al@visitfilms.com

アモク　Amok
Company: Pelikulaw /Lawrence Fajardo  
E-mail: elfardo69@yahoo.com

ミスター・ツリー　Mr. Tree
Company: PAD International
Address: Suite 511, 37-39 Hung To Road, Kwun Tong 
　　　　 Hong Kong
Phone: +852 6053 1605　
E-mail: support@padinternational.net
Contact person: Mr. Sau Leung Ip

時空の扉　Lee’ s Adventure
Company: Desen International Media Co.,Ltd.    
Address: Suite 1905,Full Tower,No.9 East 3rd Ring Road, 
　　　　 Chao Yang District, Beijing,100020,China     
Phone: +8610 65813048   Fax: +8610 65816433   
E-mail: kingkongfan@163.com 

天龍一座がゆく Flying Dragon, Dancing Phoenix
Company: Power Workshop
Address: 7F., No.37, Sec. 3, Longshan Rd., Jhunan 
　　　　 Township, Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C.)
Phone:  +886-37-635548　Fax: +886-37-635548
E-mail: lee_hsin_chuan@yahoo.com.tw

あの頃、君を追いかけた　
　You Are the Apple of My Eye
Company: Sony Music Entertainment Taiwan
Address: 6F, No.35, Lane 11, Kwang-Fu N. Rd. Taipei, 
　　　　 Taiwan R.O.C
Phone:  +886 2 8761 1847
E-mail: lizzie.chen@sonymusic.com

ダンシング・クイーン　Dancing Queen
Company: CJ E&M
Address: 17th FL. CJ E&M Center 66 Sangamsan-ro, 
　　　　 Mapo-gu, Seoul, Korea 121-904
Phone: +82 2-371-6243

バラナシへ　From Seoul to Varanasi
Company: Showbox/Mediaplex
Address: 3F, 174-15, Dogok-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 
　　　　 Korea 135-504
Phone: +82 2 3218 5649　Fax: +82 2 3444 6688
E-mail: eugene@showbox.co.kr
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Translators / Supervisors
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Odashiro Kazuko
Saito Atsuko
Shohreh Golparian
Shibata Kayoko
Sugiyama Midori
Suzuki Mariko
Takasugi Miwa
Nishimura Misuzu
Nemoto Rie
Noguchi Tadashi
Nonaka Keiko
Uichai Piannukochon
Higuchi Yuko
Hosoda Harukazu
Matsuoka Tamaki
Matsuoka Yoko
Watanabe Kazuhiro
Subtitle Production
Stance Company
Sakaguchi Kazunao
Aizawa Takako
Oshidare Katsuhisa
Technical Support
Athénée Français Cultural Center
Japan Forwarder Co., Ltd.
Nippon Cine Arts Co., Ltd
Takizawa Masao
Saito Makoto
Tsunoda Yoshimi
Nimura Noriko
Hayakawa Toru
Noguchi Motoki
Akamatsu Yukihiro
Okubo Mie
Tanaka Masako
Torii Shinji
Imai Masato
Shinbori Tomoyuki
Yoshioka Bunpei
Hori Saburo

MEDIA RELATIONS
Matsuo Miki
Osako Fumiyo
Hata Yurika

THEATER MANAGEMENT & PLANNING

Nagata Takuhisa
Inoue Yuki
Matsuo Keiichiro
Okai Kenji
Kii Muneyuki
Hara Shinya
Hamada Hiroyuki
Hashibe Rie
Miyazaki Kunio

MODERATOR
Osako Fumiyo
Kuroiwa Toshiya
Takahashi Tetsuya
Nishitani Kaoru
Furuyama Kazuko
Hodama Hitomi
Yahiro Yoshiyuki

PHOTOGRAPHER
Hatae Toshikazu
Nagata Yuji

字幕翻訳
翻訳・監修
　　麻田　豊　
　　大西　公子　
　　小田代　和子　
　　斎藤　敦子　
　　ショーレ・ゴルパリアン 　
　　柴田　香代子 　
　　杉山　緑 　
　　鈴木　真理子　
　　高杉　美和 　
　　西村　美須寿 　
　　根本　理恵 　
　　野口　忠司　
　　野中　恵子 　
　　ウイチャイ・ピアンヌカチョン
　　樋口　裕子　
　　細田　治和　
　　松岡　環  
　　松岡　葉子　
　　渡辺　一弘　
字幕制作
　　スタンス・カンパニー
　　坂口　一直
　　相澤　貴子
　　押垂　勝久
字幕制作協力
　　アテネ・フランセ文化センター
　　ジャパン・フォアオーダー（株）
  　 （株）日本シネアーツ社
　　瀧澤　政夫
　　斎藤　誠
　　角田　佳美
　　仁村　祝子
　　早川　亨
　　野口　元喜
　　赤松　幸洋
　　大久保　美枝
　　田中　雅子
　　鳥居　真二
　　今井　将人
　　新堀　智行
　　吉岡　文平
　　堀　三郎

広報
　　松尾　美紀
　　大迫　章代
　　秦　由利香

会場運営企画
　　永田　卓久
　　井上　由紀
　　松尾　圭一郎
　　岡井　健二
　　紀伊　宗之
　　原　晋也
　　濵田　裕行
　　橋辺　利恵
　　宮崎　邦雄

司会
　　大迫　章代
　　黒岩　俊哉　　
　　高橋　哲也
　　西谷　郁
　　古山　和子
　　帆玉　ひとみ　
　　八尋　義幸

撮影
　　波多江　俊和
　　長田　有司　

FESTIVAL DIRECTOR
Hariki Yasuhiro

SECRETARIAT
Secretary General
Takashima Osamu
Deputy Secretary General
Amamoto Toshiaki
Staff
Yamamoto Kohei
Nagata Takuhisa
Takamizawa Tomoko
Matsuo Miki
Matsuo Keiichiro
Ikeda Kumi
Inoue Yuki
Taniguchi Yuka
Tabata Yasuo
Tanaka Kenichi
Iseri Mika
Iyono Hitomi

ディレクター
　　梁木　靖弘

事務局
事務局長
　　高島　収
事務局次長
　　天本　俊明
スタッフ
　　山本　公平
　　永田　卓久
　　高見澤　朋子
　　松尾　美紀
　　松尾　圭一郎
　　池田　久美　
　　井上　由紀
　　谷口　由華
　　田畑　安夫
　　田中　健一
　　井芹　美香
　　伊代野　輝

ゲストリレーション

　　高見澤　朋子

　　池田　久美

　　谷口　由華

　

題字揮毫

　　（株）アトリエギザン　 川本　魏山

公式リーフレット・公式サイト

本文

　　梁木　靖弘

　　山本　公平

　　永田　卓久

　　高見澤　朋子

　　松尾　美紀

　　井上　由紀
　　石田　徹志

　　デビット・キャリシャー

編集スタッフ

　　大迫　章代

　　小宮　のりこ

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　園田　直樹

ウェブ・デザイン

　　株式会社ディーゼロ

ウェブ・執筆

　　園田　直樹

　　黒木　留実

　　池田　雪

公式カタログ

編集総指揮

　　梁木　靖弘

編集スタッフ

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　園田　直樹

　　高山　弘之

執筆

　　梁木　靖弘

　　山本　公平

　　永田　卓久

　　高見澤　朋子

　　石田　徹志

　　大迫　章代

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　瓜生　久美子

　　デビット・キャリシャー

翻訳

　　（有）ユーセイ

　　椋本（山下）由起子

　　デビット・キャリシャー

観客賞トロフィーデザイン・製作

　　後藤　哲二郎

GUEST RELATIONS

Takamizawa Tomoko

Ikeda Kumi

Taniguchi Yuka

TITLE CALLIGRAPHY

Aterier GIZAN Co., LTD Kawamoto Gizan

OFFICIAL LEAFLET & WEBSITE

Content

Hariki Yasuhiro

Yamamoto Kohei

Nagata Takuhisa

Takamizawa Tomoko

Matsuo Miki

Inoue Yuki

Ishida Tetsushi

David Kalischer

Editorial Staff

Osako Fumiyo

Komiya Noriko

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Sonoda Naoki

Web Design

D-ZERO Co.,Ltd

Web Contributors

Sonoda Naoki

Kuroki Rumi

Ikeda Yuki

OFFICIAL CATALOGUE

Managing Editor

Hariki Yasuhiro

Editorial Staff

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Sonoda Naoki

Takayama Hiroyuki

Contributors

Hariki Yasuhiro

Yamamoto Kohei

Nagata Takuhisa

Takamizawa Tomoko

Ishida Tetsushi

Osako Fumiyo

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Uryu Kumiko

David Kalischer

Translators

Yusei Inc.

Mukumoto (Yamashita) Yukiko

David Kalischer

TROPHY

Goto Tetsujiro

名誉会長

名誉顧問

〃

〃

顧問

〃

会長

副会長

〃

監事

〃

委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

髙島　宗一郎

末吉　紀雄

貫　正義

松尾　新吾

吉尾　啓介

華頂　尚隆

新藤　恒男

岡部　章蔵

山崎　一樹

緒方　用光

八尾坂　修

麻生  裕一

岩松　城

上田　憲幸

瓜生　道明

遠藤　正雄

河西　敬一

唐池　恒二

川崎  隆生

日下部　喜通

久池井　良人

久保田　勇夫

酒井　武

酒井　龍彦

佐々木　克

末松　大和

関口　尚之

武内　健二

竹島  和幸

田中　優次

谷口　芳満

寺﨑　一雄

中川　伸司

長野　栄司

永渕　英洋

永守　良孝

野嵜　武秀

橋田　紘一

早川　俊司

福田　知

宮川　政明

森　英鷹

吉田　直人

福岡市長

福岡商工会議所会頭

福岡経済同友会代表幹事

（社）九州経済連合会会長

国際交流基金上級審議役

（社）日本映画製作者連盟事務局長

（財）西日本国際財団理事長

福岡県興行生活衛生同業組合副理事長

福岡市副市長

（有）九州シネマ・エンタープライズ代表取締役社長

福岡市教育委員会委員長

東映（株）九州支社長

（株）毎日新聞社西部本社編集局長

福岡市レクリエーション協会会長

九州電力（株）代表取締役社長

日本放送協会福岡放送局長

（株）TVQ九州放送代表取締役社長

九州旅客鉄道（株）代表取締役社長

（株）西日本新聞社代表取締役社長

（財）福岡国際交流協会専務理事

福岡市総合図書館館長

（株）西日本シティ銀行代表取締役頭取

（株）福岡放送取締役社長

福岡市教育委員会教育長

（株）エフエム福岡代表取締役社長

（社）福岡青年会議所理事長

（株）日本経済新聞社常務執行役員西部支社代表

九州朝日放送（株）代表取締役社長

西日本鉄道（株）代表取締役社長

西部ガス（株）代表取締役社長

（公財）福岡市文化芸術振興財団専務理事

（株）テレビ西日本代表取締役社長

（公財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事

東宝（株）九州映画営業支社長

福岡市経済観光文化局長

ＲＫＢ毎日放送（株）代表取締役社長

ラブエフエム国際放送（株）代表取締役社長

（株）九電工代表取締役社長

（株）読売新聞西部本社編集局次長

（株）福岡銀行取締役常務執行役員

（株）朝日新聞社西部本社代表

福岡市議会議長

松竹（株）映画営業部九州営業所長

第22回 アジアフォーカス・福岡国際映画祭
Focus on Asia Fukuoka Internationai Film Festival 2012

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会

謝辞

　ケーララ国際映画祭

　釜山国際映画祭

　東京国際映画祭

　東京フィルメックス

　張　昌彦

　（有）九州シネマエンタープライズ

　福岡市ボランティア連絡協議会

　　視覚障害者部門

　（有）九州シネマ・アルチ

　福岡アジア美術館

　高杉　美和

　松岡　環

　ショーレ・ゴルパリアン

　野口　忠司

　旦　匡子（チャンネルアジア）

　Farabi Cinema Foundation

　東宝株式会社

　松竹株式会社

　東映株式会社

　株式会社クロックワークス

　株式会社ショウゲート

　株式会社角川書店

　株式会社スプレンド

　株式会社Ｔ.Ｔ.O

　TOHOシネマズ天神

　T･ジョイ博多

　ユナイテッド･シネマ キャナルシティ13

　ユナイテッド･シネマ福岡

　中洲大洋映画劇場

　KBCシネマ 1･2

　ワーナー・マイカル・シネマズ福岡

　ワーナー・マイカル・シネマズ大野城

　ワーナー・マイカル・シネマズ筑紫野

　トルコ航空

　JR九州高速船株式会社

ACKNOWLEDGMENTS

International Film Festival of Kerala

Busan International Film Festival

Tokyo International Film Festival

Tokyo FilMex

Chang Yann

KYUSHU CINEMA ENTERPRIZE

Kyushu Cinema Arci

Fukuoka Asian Art Museum

Takasugi Miwa

Matsuoka Tamaki

Shohreh Golparian

Noguchi Tadashi

Dan Kyoko (Channel Asia)

Farabi Cinema Foundation

Toho Co., Ltd.

SHOCHIKU Co., Ltd

TOEI COMPANY, LIMITED

THE KLOCKWORX Co., Ltd

SHOWGATE Inc.
Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.

splend Co., Ltd

T. T. O

TOHO CINEMAS Tenjin

T･JOY Hakata

UNITED CINEMA Canal City 13

UNITED CINEMA Fukuoka

Nakasu Taiyo Eiga Gekijyo

KBC Cinema 1・2

WARNER MYCAL CINEMAS Fukuoka

WARNER MYCAL CINEMAS Onojyo

WARNER MYCAL CINEMAS Chikushino

Turkish Airlines

JR KYUSHU JET FERRY INC.
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　　堀　三郎

広報
　　松尾　美紀
　　大迫　章代
　　秦　由利香

会場運営企画
　　永田　卓久
　　井上　由紀
　　松尾　圭一郎
　　岡井　健二
　　紀伊　宗之
　　原　晋也
　　濵田　裕行
　　橋辺　利恵
　　宮崎　邦雄

司会
　　大迫　章代
　　黒岩　俊哉　　
　　高橋　哲也
　　西谷　郁
　　古山　和子
　　帆玉　ひとみ　
　　八尋　義幸

撮影
　　波多江　俊和
　　長田　有司　

FESTIVAL DIRECTOR
Hariki Yasuhiro

SECRETARIAT
Secretary General
Takashima Osamu
Deputy Secretary General
Amamoto Toshiaki
Staff
Yamamoto Kohei
Nagata Takuhisa
Takamizawa Tomoko
Matsuo Miki
Matsuo Keiichiro
Ikeda Kumi
Inoue Yuki
Taniguchi Yuka
Tabata Yasuo
Tanaka Kenichi
Iseri Mika
Iyono Hitomi

ディレクター
　　梁木　靖弘

事務局
事務局長
　　高島　収
事務局次長
　　天本　俊明
スタッフ
　　山本　公平
　　永田　卓久
　　高見澤　朋子
　　松尾　美紀
　　松尾　圭一郎
　　池田　久美　
　　井上　由紀
　　谷口　由華
　　田畑　安夫
　　田中　健一
　　井芹　美香
　　伊代野　輝

ゲストリレーション

　　高見澤　朋子

　　池田　久美

　　谷口　由華

　

題字揮毫

　　（株）アトリエギザン　 川本　魏山

公式リーフレット・公式サイト

本文

　　梁木　靖弘

　　山本　公平

　　永田　卓久

　　高見澤　朋子

　　松尾　美紀

　　井上　由紀
　　石田　徹志

　　デビット・キャリシャー

編集スタッフ

　　大迫　章代

　　小宮　のりこ

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　園田　直樹

ウェブ・デザイン

　　株式会社ディーゼロ

ウェブ・執筆

　　園田　直樹

　　黒木　留実

　　池田　雪

公式カタログ

編集総指揮

　　梁木　靖弘

編集スタッフ

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　園田　直樹

　　高山　弘之

執筆

　　梁木　靖弘

　　山本　公平

　　永田　卓久

　　高見澤　朋子

　　石田　徹志

　　大迫　章代

　　田島　安江

　　瀬川　恭子

　　瓜生　久美子

　　デビット・キャリシャー

翻訳

　　（有）ユーセイ

　　椋本（山下）由起子

　　デビット・キャリシャー

観客賞トロフィーデザイン・製作

　　後藤　哲二郎

GUEST RELATIONS

Takamizawa Tomoko

Ikeda Kumi

Taniguchi Yuka

TITLE CALLIGRAPHY

Aterier GIZAN Co., LTD Kawamoto Gizan

OFFICIAL LEAFLET & WEBSITE

Content

Hariki Yasuhiro

Yamamoto Kohei

Nagata Takuhisa

Takamizawa Tomoko

Matsuo Miki

Inoue Yuki

Ishida Tetsushi

David Kalischer

Editorial Staff

Osako Fumiyo

Komiya Noriko

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Sonoda Naoki

Web Design

D-ZERO Co.,Ltd

Web Contributors

Sonoda Naoki

Kuroki Rumi

Ikeda Yuki

OFFICIAL CATALOGUE

Managing Editor

Hariki Yasuhiro

Editorial Staff

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Sonoda Naoki

Takayama Hiroyuki

Contributors

Hariki Yasuhiro

Yamamoto Kohei

Nagata Takuhisa

Takamizawa Tomoko

Ishida Tetsushi

Osako Fumiyo

Tajima Yasue

Segawa Kyoko

Uryu Kumiko

David Kalischer

Translators

Yusei Inc.

Mukumoto (Yamashita) Yukiko

David Kalischer

TROPHY

Goto Tetsujiro

名誉会長

名誉顧問

〃

〃

顧問

〃

会長

副会長

〃

監事

〃

委員

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

髙島　宗一郎

末吉　紀雄

貫　正義

松尾　新吾

吉尾　啓介

華頂　尚隆

新藤　恒男

岡部　章蔵

山崎　一樹

緒方　用光

八尾坂　修

麻生  裕一

岩松　城

上田　憲幸

瓜生　道明

遠藤　正雄

河西　敬一

唐池　恒二

川崎  隆生

日下部　喜通

久池井　良人

久保田　勇夫

酒井　武

酒井　龍彦

佐々木　克

末松　大和

関口　尚之

武内　健二

竹島  和幸

田中　優次

谷口　芳満

寺﨑　一雄

中川　伸司

長野　栄司

永渕　英洋

永守　良孝

野嵜　武秀

橋田　紘一

早川　俊司

福田　知

宮川　政明

森　英鷹

吉田　直人

福岡市長

福岡商工会議所会頭

福岡経済同友会代表幹事

（社）九州経済連合会会長

国際交流基金上級審議役

（社）日本映画製作者連盟事務局長

（財）西日本国際財団理事長

福岡県興行生活衛生同業組合副理事長

福岡市副市長

（有）九州シネマ・エンタープライズ代表取締役社長

福岡市教育委員会委員長

東映（株）九州支社長

（株）毎日新聞社西部本社編集局長

福岡市レクリエーション協会会長

九州電力（株）代表取締役社長

日本放送協会福岡放送局長

（株）TVQ九州放送代表取締役社長

九州旅客鉄道（株）代表取締役社長

（株）西日本新聞社代表取締役社長

（財）福岡国際交流協会専務理事

福岡市総合図書館館長

（株）西日本シティ銀行代表取締役頭取

（株）福岡放送取締役社長

福岡市教育委員会教育長

（株）エフエム福岡代表取締役社長

（社）福岡青年会議所理事長

（株）日本経済新聞社常務執行役員西部支社代表

九州朝日放送（株）代表取締役社長

西日本鉄道（株）代表取締役社長

西部ガス（株）代表取締役社長

（公財）福岡市文化芸術振興財団専務理事

（株）テレビ西日本代表取締役社長

（公財）福岡観光コンベンションビューロー専務理事

東宝（株）九州映画営業支社長

福岡市経済観光文化局長

ＲＫＢ毎日放送（株）代表取締役社長

ラブエフエム国際放送（株）代表取締役社長

（株）九電工代表取締役社長

（株）読売新聞西部本社編集局次長

（株）福岡銀行取締役常務執行役員

（株）朝日新聞社西部本社代表

福岡市議会議長

松竹（株）映画営業部九州営業所長

第22回 アジアフォーカス・福岡国際映画祭
Focus on Asia Fukuoka Internationai Film Festival 2012

アジアフォーカス・福岡国際映画祭実行委員会

謝辞

　ケーララ国際映画祭

　釜山国際映画祭

　東京国際映画祭

　東京フィルメックス

　張　昌彦

　（有）九州シネマエンタープライズ

　福岡市ボランティア連絡協議会

　　視覚障害者部門

　（有）九州シネマ・アルチ

　福岡アジア美術館

　高杉　美和

　松岡　環

　ショーレ・ゴルパリアン

　野口　忠司

　旦　匡子（チャンネルアジア）

　Farabi Cinema Foundation

　東宝株式会社

　松竹株式会社

　東映株式会社

　株式会社クロックワークス

　株式会社ショウゲート

　株式会社角川書店

　株式会社スプレンド

　株式会社Ｔ.Ｔ.O

　TOHOシネマズ天神

　T･ジョイ博多

　ユナイテッド･シネマ キャナルシティ13

　ユナイテッド･シネマ福岡

　中洲大洋映画劇場

　KBCシネマ 1･2

　ワーナー・マイカル・シネマズ福岡

　ワーナー・マイカル・シネマズ大野城

　ワーナー・マイカル・シネマズ筑紫野

　トルコ航空

　JR九州高速船株式会社

ACKNOWLEDGMENTS

International Film Festival of Kerala

Busan International Film Festival

Tokyo International Film Festival

Tokyo FilMex

Chang Yann

KYUSHU CINEMA ENTERPRIZE

Kyushu Cinema Arci

Fukuoka Asian Art Museum

Takasugi Miwa

Matsuoka Tamaki

Shohreh Golparian

Noguchi Tadashi

Dan Kyoko (Channel Asia)

Farabi Cinema Foundation

Toho Co., Ltd.

SHOCHIKU Co., Ltd

TOEI COMPANY, LIMITED

THE KLOCKWORX Co., Ltd

SHOWGATE Inc.
Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.

splend Co., Ltd

T. T. O

TOHO CINEMAS Tenjin

T･JOY Hakata

UNITED CINEMA Canal City 13

UNITED CINEMA Fukuoka

Nakasu Taiyo Eiga Gekijyo

KBC Cinema 1・2

WARNER MYCAL CINEMAS Fukuoka

WARNER MYCAL CINEMAS Onojyo

WARNER MYCAL CINEMAS Chikushino

Turkish Airlines

JR KYUSHU JET FERRY INC.
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