
お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当　大泉）
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地5-3-14 　TEL 078-512-5500　FAX 078-512-5356

 

2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「草原の河」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて「草原の河」を上映する運びとなりました。
　2015年ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門でのワールド・プレミアを皮切りに、数々の国際映画祭で上映され
て高い評価を受けた本作。上海国際映画祭では主演の少女を演じるヤンチェン・ラモ（撮影開始時 6歳）がアジア新人賞・
最優秀女優賞を最年少で受賞し、話題を呼んだ。また東京国際映画祭では『河』という原題でワールド・フォーカス部門
にて上映され、公開が熱望されていた作品です。監督は、2011年に発表した長編デビュー作『陽に灼けた道』がバンクー
バー国際映画祭でヤング・シネマ賞グランプリを受賞するなど、その第一作から独特な映像感覚によって映画的に物語を
語る傑出した才能で、世界的な注目を集めた俊英、ソンタルジャ。これまでチベットを舞台にした映画は数々公開されて
来たましたが、チベット映画人の監督作は本作が初めてとなります。同じチベットを舞台にしながらも、外からの視点と
内なる視点の相違を考えるのも興味深い視点を体験することができます。海抜 3000メートルを超えるチベット高原で半
農半牧の暮らしを営む一家を主人公にした本作は、父親へのわだかまりをいまだ捨てきれない男グルと、その幼い娘ヤン
チェン・ラモがやがて生まれてくる赤ん坊に対して抱く葛藤とを重ね合わせて描いています。素人の俳優を使いながら、
それぞれの心のうちを見事に描ききったソンタルジャ監督の演出力は卓越しており、わけても 6歳の少女ヤンチェン・ラ
モと子羊ジャチャの名演には驚くべきものがあります。
つきましては、世界が注目する俊英、ソンタルジャ監督の長編第二作となる本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、
ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「草原の河」（2015年／中国／ 98分）
配給：ムヴィオラ　
監督：ソンタルジャ

｜上映時間｜　
6/10（土）～ 16（金）10：50／ 12：45
6/17（土）～ 23（金）11：00

｜会場｜
神戸アートビレッジセンター　KAVCシアター　

｜料金｜
一般 1700円、学生 1400円、シニア 1100円

日本で初めてのチベット人監督による劇場公開作品。
娘、その父、そして祖父。家族三代それぞれの心情を峻烈な映像で描く。

©GARUDA FILM



お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当　大泉）
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地5-3-14 　TEL 078-512-5500　FAX 078-512-5356

 

2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「変魚路」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて「変魚路」を上映する運びとなりました。
　本作では髙嶺剛が敬愛する、沖縄芝居の屋台骨を支える重鎮の平良進と北村三郎が主役を務め、沖縄のビリー・ホリデ
イと称される沖縄民謡の大家、大城美佐子が髙嶺映画のミューズとも言える存在感を放ち、作品内で音楽を奏でます。
また、沖縄を拠点に活動する気鋭の美術家、山城知佳子を筆頭に多くの現代アート作家が、沖縄ともアジアともつかない
独特の作品世界の構築にその力を注いでいるほか、前衛ジャズ界の巨匠、坂田明のグループARASHI が、髙嶺監督たって
の希望で、アヴァンギャルドかつエネルギッシュな音源を提供し、髙嶺剛の新境地に華を添えます。『ウンタマギルー』『夢
幻琉球・つるヘンリー』で世界を驚愕させた映画作家、髙嶺剛かつて誰も見たことのない、神話・幻惑・魅惑・摩訶不思
議な究極の映像世界が表出した異色作となります。
　つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「変魚路」（2016年／日本／ 81分）監督：高嶺剛
あらすじ：あの苛烈な「島ぷしゅー」からX年後、死に損ないの者ばかりが暮らすパタイ村。タルガニ（平良進）は親友
のパパジョー（北村三郎）とともに、この世に絶望した自殺願望者たちの「生き直し」事業を営みながらつつましく生き
ている。ふたりの周りに棲息するのは、ミサイラー（川満勝弘）、怪しげな商売人・島袋精徳（親泊仲眞）とその妻ビビジュー、
そして「行き直し」事業に関わる三線弾きの石膏職人・カメ（大城美佐子）。罰として両耳の切り落としが言いわたされ、
懸賞金まで賭けられた。村を脱出する羽目となったふたりは、道中の路銀を得意の沖縄芝居連鎖劇で稼ぐことにする。
ふたりを追う謎の女たちや、生きているのか死んでいるのかもわからない男たち。
やがて追うものと追われるものの境目は消えていき、時間軸は「変」になったまま、タルガニとパパジョーの旅は、
島の歴史の神話的領域にまで入り込んでいくことになる。
配給：シネマトリックス

｜上映時間｜　
6/10（土）～ 16（金）20：15

｜会場｜
神戸アートビレッジセンター　KAVCシアター　

｜料金｜
一般 1700円、学生 1400円、シニア 1100円

沖縄を舞台に8mmフィルムからデジタルまで数々の作品を発表してきた鬼才、
高嶺剛の18年ぶりの新作『変魚路』が、いま、生ぬるい現代を惑わし、撃つ。

「変魚路製作委員会」 



お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当　大泉）
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地5-3-14 　TEL 078-512-5500　FAX 078-512-5356

 

2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「ミューズ・アカデミー」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて、「ミューズ・アカデミー」を上映する運びとなりました。
　本作の監督ホセ・ルイス・ゲリンは、 『シルビアのいる街で』が日本でも大きな話題を呼び、映画のありかたそのものを
問う斬新な作品で驚きを与える作品を生み出してきました。新作『ミューズ・アカデミー』でゲリンが試みるのは， 実際
の大学教室でくりひろげられる授業風景と、そこから派生する私生活のドラマとを見事に交差させることでした。 ゲリン
は本作をフィクションだと言います。だがカメラが捉えたのは、ドキュメントかと思わせるほどリアルな人間関係であり、 
「これまでつくったなかでもっとも力強い映画で、自分でつくった作品に驚かされた」と監督自身も語ります。 ピント教授
と女たちの白熱する議論は、知的なのにユーモラス、ときにエロティックな展開さえ生み出します。 スペイン語とイタリ
ア語、カタルーニャ語が入り乱れる映画には、ギリシャ神話の恋人たちから実在の詩人に大きな影響を与えた女性たちまで、 
数多くのミューズたちが登場し、現代のドラマとともに、ヨーロッパ古典文学のなかのミューズ像についても思いをはせる、 
見たことのない斬新なフィクション・ドキュメンタリーに仕上がっています。
　つきましては、本作品をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「ミューズ・アカデミー」（2015年／スペイン／ 96 分）
あらすじ：ゴダールにとってのアンナ・カリーナ、小津安二郎にとっての原節子、ウォーホルにとってのイーディ、 そし
てダンテが熱烈に愛したベアトリーチェ。古より、多くの優れた芸術の裏には、 いつもその創作欲を奮い立たせる輝かし
いミューズ（女神）の存在がありました。 バルセロナ大学の教室を舞台に、現代のミューズ像を探るべく開講されたイタ
リア人のピント教授による「ミューズ・アカデミー」。詩を通じて世界を再生させる画期的な授業だったが、高尚な文学や
芸術を語る場であったはずの教室で、 教師と生徒の果てない議論は、予期せぬ場所へと向かっていく。 果たして「ミューズ・
アカデミー」の行き着く先は、文学の新しい未来か？ それとも彼ら自身の恋愛物語か？言葉とまなざしが交錯する教室で、
美と愛の講義が始まる。
配給：コピアポア・フィルム
監督：ホセ・ルイス・ゲリン

｜上映時間｜　
６/１０（土）～ 16（金）18：30

｜会場｜
神戸アートビレッジセンターB1　KAVCシアター
　
｜料金｜
一般 1700円、学生 1400円、シニア 1100円

ピント教授の「ミューズ・アカデミー」が提案する。
文学と恋愛の奇妙な関係。

©P.C. GUERIN & ORFEO FILMS



お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当　大泉）
〒652-0811 神戸市兵庫区新開地5-3-14 　TEL 078-512-5500　FAX 078-512-5356

 

2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「スペシャリスト～自覚なき殺戮者～」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて、「スペシャリスト～自覚なき殺戮者～」を上映する運びとなりました。
ユダヤ人国家イスラエルが南米のアルゼンチンに逃亡していたナチスの親衛隊（SS）中佐アドルフ・アイヒマン（1906
～ 1962）を拘束し、同国の法廷で裁いた “アイヒマン裁判”。戦後 70年を過ぎた現在、この裁判の周辺を描いた『ハンナ・
アーレント』（12）、『顔のないヒトラーたち』（14）といった数々の秀作が相次いで劇場公開されています。これらの作
品群のなかで最も注目すべき映画が、本作『スペシャリスト ～自覚なき殺戮者～』となります。
　ナチス・ドイツの歯車として与えられた命令を従順にこなし、いつの間にかホロコースト（ユダヤ人大虐殺）に加担し
た男の姿を冷徹な視点で再構築したこの映画は、大企業における組織犯罪や公的機関における隠微工作のニュースが日々
報道される現代社会を生きる私たちに、「個人はどうあるべきか」を鋭く問いかけます。1961年 4月 11日イェルサレム
で始まった裁判は、イスラエル政府の意向で裁判の一部始終が撮影・録音され、その内容は全世界 37カ国で放映された
と言われています。イェルサレムに保管されたアメリカの取材チームによるヴィデオ素材に初めてアクセスを試みたのが、
本作の作り手たち。ハンナ・アーレントの裁判傍聴記『イェルサレムのアイヒマン 悪の陳腐さについての報告』に感銘を
受けた、“国境なき医師団” 元総裁のロニーと、イスラエル映画界の “反体制派” の 1人と言われる映像作家エイアルは、
約 350時間に及ぶ記録素材をもとに、約 2時間の映画に再構成しました。映画は、“専門家（スペシャリスト）” としての
アイヒマンの技術的能力と専門知識を浮かび上がらせる一方で、防弾ガラスに囲まれた被告人席で口びるをゆがめ「自分
は上司の命令に従っただけ」とひたすら主張する小役人の肖像を、無慈悲なまでのリアリズムで描写します。
　つきましては、ハンナ・アーレントが説いた “悪の凡庸さ” の実像を鮮烈に暴いた衝撃の本作品をぜひ貴社媒体にてご
紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「スペシャリスト～自覚なき殺戮者～」デジタルリマスター
（1999年／イスラエル・フランス・ドイツ・オーストリ
ア・ベルギー合作／ 123 分）
配給：コピアポア・フィルム
監督：エイアル・シヴァン

｜上映時間｜　
6/17（土）～ 23（金）17：10

｜会場｜
神戸アートビレッジセンターB1　KAVCシアター
　
｜料金｜
一般 1700円、学生 1400円、シニア 1100円

アドルフ・アイヒマンは人間の皮をかぶった悪魔なのか？
歴史に名高いアイヒマン裁判を描いた傑作ドキュメンタリー映画！

©moment-films.LTD



会場・お問合せ：神戸アートビレッジセンター（担当　大泉）
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2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「イタリアネオ＋クラッシコ映画祭 2017」

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素より、当センターのご利用および企画運営にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
　この度、KAVC CINEMAにて、イタリア映画の現代の古典（ネオクラッシコ）と永遠の古典（クラッシコ）をデジタ
ルリマスター版で上映する企画「イタリアネオ＋クラッシコ映画祭 2017」を開催する運びとなりました。
　上映作は「愛の果てへの旅」「ウンベルトD」「狂った夜」「汚れなき抱擁」「わが青春のフロレンス」「三月生れ」「気ま
まな情事」の 7本。日本では一部を除いて上映の機会が少なかった、映画史に残るイタリア映画のリストア版を一挙に鑑
賞できる貴重な機会となります。
　つきましては、本映画祭をぜひ貴社媒体にてご紹介頂きたく、ご掲載のご検討を頂けますようお願い申し上げます。
何とぞ宜しくお願い申し上げます。

「イタリアネオ＋クラッシコ映画祭 2017」
配給：コピアポア・フィルム

｜上映作品と上映時間｜　
「愛の果てへの旅」6/10（土）～ 16（金）[ 火休 ]  14:45
「ウンベルトD」6/10（土）・12（月）・14（水）16:45
「狂った夜」6/11（日）・15（木）・16（金）16:45
「汚れなき抱擁」6/17（土）・19（月）・21（水）13:00
「わが青春のフロレンス」6/17（土）・19（月）・21（水）15:10
「三月生れ」6/18（日）・22（木）・23（金）12:50
「気ままな情事」6/18（日）・22（木）・23（金）14:55

｜料金｜
一般 1500円　学生・KAVC1300 円　シニア 1100円
（２回券発行 2200円）

イタリア映画が誇る現代の古典（ネオクラッシコ）と永遠の古典（クラッシコ）を、
デジタル・リマスター版で一挙上映！

作品紹介：
【現代の巨匠　パオロ・ソレンティーノの初期作品】
「愛の果てへの旅」（2004／ 104分）監督：パオロ・ソレンティーノ
ガッローネと並んで現イタリア映画界が誇る鬼才ソレンティーノが撮影に
ルカ・ビガッツィを迎え、その名を一躍世界に知らしめた名品。この一作
で観る者を煙に巻き、心を捉えて、今やひく手あまたの名優、トニ・セル
ヴィッロがだんまりを決める怪演と、スタイリッシュな映像美、秀逸な音
楽センスで、謎めいた男の果てなき孤独と奇妙な愛の軌跡が描かれる。

「三月生まれ」© Licensed by MOVIETIME SRL ‒ Rome ‒ Italy. All Rights reserved.

「愛の果てへの旅」© 2004   Fandango  -  Indigo Film
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2017.5.10プレスリリース
神戸アートビレッジセンター 

KAVC CINEMA 
「イタリアネオ＋クラッシコ映画祭 2017」
作品紹介：
【ネオレアリズモの軌跡】
「ウンベルトD」（1952／ 89分）監督：ヴィットリオ・デ・シーカ
観客の涙腺を弛める術で右に出る者なき名匠、デ・シーカが父親に捧げた珠玉作。生活に
窮し、犬を連れて彷徨い行く哀れなおじいさんの姿を端正に切々と描く。大戦終盤から直
後の庶民の生きる姿と魂のありようを映し出したネオレアリズモ作品の中でもエモーショ
ナルな作品。

【我が青春のイタリア女優たち】
「汚れなき抱擁」（1960／ 108分）監督：マウロ・ボロニーニ
ヴィタリアーノ・ブランカーティの小説に基づき、原作の時代背景を戦後に移し替えて翻
案した作品。ローマで学生生活を送ったアントニオ（マストロヤンニ）が、シチリアのカター
ニャにある実家に帰省する。富裕な家系の生まれの美青年で女たちの憧れの的でもある彼
は、バルバラという娘に一目ぼれし結婚するが……。

「わが青春のフロレンス」（1970／ 107分）監督：マウロ・ボロニーニ
19世紀末の美しいフィレンツェを舞台に、フェルメールを思わす精緻な絵画的様式美と、
郷愁に溢れ、豊潤なロマンティシズムを湛える世界の中でモリコーネの流麗な旋律に導か
れるように物語がよどみなく展開し、役者がそれぞれしなやかな演技を見せて、映画の醍
醐味を存分に味わわせてくれる銘品。

「狂った夜」（1959／ 93分）監督：マウロ・ボロニーニ
ローマ郊外の貧しく、明日なき若者たちの破天荒な生を愛したパゾリーニの短編をベース
に作家自身が脚本を書き、ボロニーニが映画化した第1作。不敵な台詞を吐き散らすケチ
な泥棒たちの刹那的な一日の物語を、ピッチョーニのお洒落なラウンジ・ミュージックに
乗せ、スキャッフィーノ、ルアルディ、マルティネッリ、ドモンジョら、役柄の娼婦やメ
イドにはおよそ似つかわしくない美の競演で魅せる、夢のようにはかない作品。

【イタリア式喜劇の笑み】
「三月生れ」（1958／ 111分）監督：アントニオ・ピエトランジェリ
50～ 60年代にかけて秀作を連打した才人ピエトランジェリの長編第4作。気まぐれでわ
がままな17歳の娘フランチェスカは、街なかで知り合った20歳年長の建築士サンドロと
衝動的に結婚してしまう。奔放な性格で夫を翻弄するフランチェスカだが、やがて結婚生
活の難しさを認識し始め……喜劇のオブラートに包まれた苦いドラマ。

「気ままな情事」（1965／ 123分）監督：アントニオ・ピエトランジェリ
“浮気”をテーマにくりひろげられる、ある夫婦の艶喜劇。舞台は、イタリア北部のブレーシャ。
帽子工場の社長アンドレアは、ふとしたきっかけから美しい妻マリア・グラツィアの浮気
を疑い始める。妻の浮気現場を妄想するあまり、やがて夫はノイローゼ気味になっていき…。
美しいドレスに身を包んだ、色気たっぷりのカルディナーレ美しさは色あせない。
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