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KAVC CINEMA
「 私が殺したリー・モーガン」
ジャズ史に刻まれた一夜の悲劇。

33 歳の天才トランペッターの閉ざされた途。そこに秘められた愛に迫る。
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「私が殺したリー・モーガン」を上映する運びとなりました。
リー・モーガンは、若干 18 歳でディジー・ガレスピーに見出され、同年名門ブルーノート・レコードより
デビューするなど、稀なる才能でスターダムを駆け上がりました。ドラッグに転落し、1972 年 2 月 18 日、
NY のジャズクラブ「スラッグス」で演奏中の休憩時間に、内縁の妻ヘレン・モーガンに拳銃で撃たれ、死亡
が確認されました。本作品では、銃と運命の引き金を引いたヘレン・モーガンが、最晩年に残した唯一のイン
タビューに、友人や関係者たちの証言を加え、リーとヘレンをとりまく周囲の人間模様と変化を明らかにして
いく。駆け上がったスターダム。ドラッグでの転落。二人三脚で救い出したひと回り歳上の女性ヘレンとの出
会い。そんな二人に対するミュージシャン仲間からの温かい眼差し、評価。その関係を崩壊させる新恋人の登
場と凶行の理由とは。今なお深く傷を遺す、「ジャズ史上最悪の悲劇」の愛と哀しみに迫る本作品をぜひご覧
ください。
つきましては、本作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。何卒宜しくお願い致します。
「私が殺したリー・モーガン」
（2016 年／スウェーデン、アメリカ／ 92 分）
配給 : 株式会社ディスクユニオン
監督 : カスパー・コリン
出演：リー・モーガン、ヘレン・モーガン
上映期間：
5.12（土）-19（土）17:00
5.20（日）-25（金）14:55※火休
料金：一般1700円、
学生1400円、
シニア1100円
※かぶっクラブ会員割引、
障がい者割引適用あり
関連企画：
ジャズトランぺッター広瀬未来の解説ミニライブ
神戸を中心に世界で活躍中のジャズトランぺッター
広瀬未来がKAVCに来場！
！映画の解説を初め、
リー・モーガンの名曲を演奏します。
日時：5月19日(土)18:45〜
※当日鑑賞された方対象

(C)2016 Kasper Collin Produktion AB
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KAVC CINEMA
「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」
ふたつの個性が共振することで人生の 豊かな音色が生まれる。
奇跡的な夫婦愛 を描いたドキュメンタリー

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「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」を上映する運びとなりました。
天才ピアニストでアカデミー賞受賞作『シャイン』のモデルとなったデイヴィッド・ヘルフゴットは、幼少
期より神童とうたわれ、その才能を発揮。数々のコンクールで入賞し、世界屈指の音楽大学、
英国王立音楽大学に特待生として入学。音楽の殿堂ロイヤル・アルバート・ホー ルでのコンサートを大成功
させるも直後に精神病に陥る。ピアノなしで 11 年もの間を精神病院で過ごした彼のピアニストとしてのキャ
リアは終わったかと思われた。しかし音楽の力と、妻ギリアンの深い愛と助けにより、再び人生とコンサート
のステージにカムバックを果たす。本作品は、そんな天性のピアニスト、デイヴィッドと彼を深く理解し、愛
して寄り添う妻ギリアンの間との深い愛についての映画になります。
傑出した稀有の音楽家であり、インスピ レーションを与えてくれる人物、デイヴィッド・ヘルフゴット初の
ドキュメンタリー映画をこの機会にぜひご覧ください。
つきましては、本作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。何卒宜しくお願い致します。
「デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり」
（2015 年 / 100 分 / ドイツ）
配給 : ユナイテッドピープル
監督 : コジマ・ランゲ
出演：デイヴィッド・ヘルフゴット、
ギリアン・ヘルフゴット
上映期間：
5.12（土）-19（土）15:00
5.20（日）-25（金）10:45※火休
料金：一般1700円、
学生1400円、
シニア1100円
※かぶっクラブ会員割引、
障がい者割引適用あり
監督コメント：
（抜粋）
デイヴィッドは、
私達に異なる視点から世界
を見る方法を教えてくれます。
彼は人の心を動かし、
揺さぶります。
私にとって、
「異なっていること」
には大
きな価値があります。
((C)UteFreund
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KAVC CINEMA
「 まともな男 」
まとまらない家族、孤立していく父親。

──積み重なった小さな嘘は、やがて狂気へ変わっていく。
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「まともな男」を上映する運びとなりました。
本作品は、ある男がついた小さな嘘が予想外の事態を引き起こしていく過程を描き、2016 年スイス映画賞
で最優秀脚本賞を受賞した人間ドラマになります。
監督・脚本を担当したミヒャ・レビンスキーは、2008 年スイス映画賞において、監督・脚本を務めた『Der
Freund（原題）』で最優秀作品賞を受賞。2016 年には『まともな男』で最優秀脚本賞を受賞した。本作では、
鋭く冷ややかな眼差しとユーモアが合わさった作風が観る者に強いインパクトを残す。これから更なる活躍が
期待される注目の監督になります。スイス国内の映画賞で絶賛を浴びた衝撃作が、日本でついに初公開となり
ます。
つきましては、本作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。何卒宜しくお願い致します。
あらすじ：中年会社員のトーマスは、休暇に家族とスキー旅行に向かった。しかし、妻とは長く倦怠期が続い
ており、娘は反抗期。成り行きで上司の娘であるザラも連れて行くことになる。コテージに到着後、娘達は地
元の青年セヴェリンに誘われてパーティーに出かける。迎えにきたトーマスが目にしたのは、街角で悲痛に暮
れるザラの姿だった。彼女はセヴェリンにレイプされたと告白する。保護者として事態の収拾にあたるトーマ
スは、穏便に済ませようと小さなウソを重ねていくが、彼を取り巻く状況はゆっくりと混沌へ向かってゆく─。

「まともな男」
（2015 年／スイス／ 92 分）
配給 : カルチュアルライフ
監督 : ミヒャ・レビンスキー
出演：デーヴィト・シュトリーゾフ、
マレン・エッゲルト 他
上映時間：
5.12（土）-19（土）13:05
5.20（日）-25（金）16:50※火休
料金：
一般1700円、
学生1400円、
シニア1100円
※かぶっクラブ会員割引、
障がい者割引適用あり

(C)Cultural Life & PLAN B FILM. All Rights Reserved.
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KAVC CINEMA
「 危険な関係 ー 4K デジタル・リマスター版ー」
フランスの至宝が豪華競演！早すぎた奇跡の傑作が美しく蘇る
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「危険な関係」を上映する運びとなりました。
「恋愛の駆け引きを巧みに描いたラクロによる不朽の名作「危険な関係」は、18 世紀から今日に至るまで、
世界中の人々を魅了しつづけてきた物語を巨匠ロジェ・ヴァディム監督が初めて映画化して以降、何度も映画
化され、舞台、漫画など時代とともに姿を変えてきました。本作では、原作の舞台を 1960 年代パリの上流
社会に置き換え、フランス映画史上に燦然と輝き続ける名優ジェラール・フィリップ、フランス映画界を象徴
する大女優として深く愛されジャンヌ・モローの豪華共演。外交官夫妻の共犯的心理と退廃的な官能美をスタ
イリッシュなモノクローム映像で描き、更に、ピアノの最高峰セロニアス・モンク、爆発的な人気を誇ったアー
ト・ブレイキー & ジャズ・メッセンジャーズ等によるモダン・ジャズナンバーが全編を盛り立てます。公開当時、
本国フランスで上映禁止となり海外輸出禁止にもなった問題作が、約 60 年の時を経て、４K デジタル・リマ
スター版で美しく蘇りました。
つきましては、本作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。何卒宜しくお願い致します。
あらすじ：裕福かつやり手の外交官バルモンと美貌の若妻ジュリエットの夫妻は、パリの社交界でも目立つ存
在。しかし、その裏で実際の二人は、互いの情事の成果を報告し合うことを楽しんでいた。ジュリエットは、
愛人だったアメリカ人のコートが 18 歳のセシルと婚約したことを知り、嫉妬心からバルモンにセシルを誘惑
するよう持ちかける。セシルを追って冬のメジェーヴまで来たバルモンは、そこで貞淑な人妻マリアンヌと出
会い、彼女を新たな恋の標的と見定める。セシルの純血を奪う一方で、マリアンヌに迫る一部始終をジュリエッ
トに報告するバルモン。あらゆる手段を使って、ついにマリアンヌを手に入れたバルモンだったが、彼女の慎
ましさと一途な愛情に今までにない感情を抱くようになっていた。そんな彼の目の前でジュリエットは冷酷に
もバルモンの名でマリアンヌへ一方的な別れの電報を打ってしまい…。
「危険な関係」
4K デジタルリマスター版
（1960、1959→2018 年／フランス／ 110 分）
配給 : セテラ・インターナショナル
監督 : ロジェ・ヴァディム
出演：ジェラール・フィリップ、
ジャンヌ・モロー 他
上映時間：
5.12（土）-19（土）10:45
5.20（日）-25（金）12:45 ※火休
料金：1400円均一
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