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会場:新潟･市民映画館シネ･ウインド 四
クロスパルにいがた4階映像ホール皿圖圖
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にいがた国際映画祭実行委員会

握力

後協
■■

新潟市／(公財)新潟市国際交流協会／駐新潟大韓民国総領事館／韓国文化院
東アジア文化都市2015新潟市実行委員会
新潟県／新潟市教育委員会／(公財)新潟県国際交流協会／新潟日報社
新潟･市民映画館シネ･ウインド／新潟ジャズストリート実行委員会／ｉ･Ｍ[ＤＩＡ国際映像メディア専門学校
にいがたロケネット／新潟県フィルムコミッション協議会

[垣秘函薙]宮9一一gg与こﾇ7召丿公財)新潟市国際交流協会(月 土9:00〜17:00)
宕080‑3312‑8699にいがた国際映画祭実行委員会
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にいがた国際映画祭

c2013HSMedl則BelJI明月nvestmentCo，Ltd.ChlnaF11mCo･,Ltd.En1
ENLIGHT

刀て

文化都市

ＦＥＳＴＩＶＡＬ

１回券………800円当日1,000円
3回券……2,000円（前売りのみ）

Ｉ協賛ひろさわ内科医院／新潟･市民映画館シネ･ウインド／ＮＡＭＡＲＡエンターテイメント
Caf白EigetuDOQ/新潟骨髄バンク応援団／まことクリニック/NPSニイガタ･パフォーマンス,スクール
スピークアップ英会話／天ぷらはせ川／三弘舎クリーニング/Jazz＆Cotfee
A7
新潟ジャズストリート実行委員会/Ka[eido
Scope

(C)2012BEI｣JNG

東アジア

ｉ検索ニ

フリー券…5,000円￨露賢一!

5月15日＠チケット販売開始!

FAX 025･225･2733
E‑mailinfo＠niffec,com
公式ツイッター
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Dook Publlshi９Co｡Ltd.Tianj･nYuehuaMusicCultureCommun･(at･onCo･,Ltd.ALリI詐sreserりぞd

PICTURES C0.,LTD.DONGYANENLIGHTPICTURESCO｡LTD,HONGKON(5PICTURE51NTERNATIONNALLTD,ALLRIG町5RESERVED/Q013GmmTalHubCQ,,Ltd,ALLRlghlsReseMd(C)2014コビーラｆﾂﾌｧｸﾄﾘｰ･c｀2013天空／アジア映画社･太秦

※上映作品はすべて日本語字幕がついています
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第25回にいがた国際映画祭｀ようこそ

にいがた国際映画祭は、
｢映画を通じて、多文化共生･異文化理解を進める｣
ことを目的としています。

本日は｢にいがた国際映画祭｣に来場いただき､誠にありがと
うございます。｢にいがた国際映画祭｣実行委員会委員長の市川

近年はインターネットの普及により情報伝達が発達し､世界はすっ

です。

かり小さくなったかのように思えます｡一見すると､まるで世界は手

環日本海周辺の国々の映画を紹介することで､今まであまり知

の中にあり､我々は既に世界中の出来事を十分知っているのではな

られていなかった隣国を知る｡こんな想いで始まった｢にいがた国

いかという錯覚を抱かせます｡しかし同時に､不確かな伝聞によって

際映画祭｣は多くの観客(市民)の支持をいただき､今回で25回目

明らかな誤解が産み出されたり､偏見を助長する現象が起こる事も

の開催を迎えます｡今回は節目の年でもあり､昨年よりもさらに

あります。

楽しんでいただける企画を用意いたしました｡御期待下さい。

多様な国と地域の人々と映画を見る時間を共有し､創り手の心に

｢映画祭で観た映画がきっかけとなって､その舞台(外国)を訪

想いを馳せ､作品の息づかいを感じることは､国際化を進める上でま

れました｣、なんて素敵なことでしょう｡そんな話を開くと､とても

すます大切な糧になっていく事でしょう。

卓せな気持ちになります。

おかげ様で25周年を迎えた｢にいがた国際映画祭｣は､映画という

｢にいがた国際映画祭｣は､今後も市民による手作りの映画祭を

媒体を通し､驚きと感動を広く世界と分かち合うべく､いっそう努力

創っていきたいと思います｡映画祭がより多くの人とかかわりを

して参ります｡今後とも変わらぬご支援をお願い致します。

持つことを期待し､挨拶とさせていただきます。

また､実行委員会では一緒に映画祭を作っていく仲間を募集中で
す｡実行委員会は市民のボランティアによって運営されています｡詳

ｕ､がた国際映画祭実行委員会実行委員長

市川

栄￨

しくは実行委員会までお問い合わせください。

内科･呼吸器科

ひろさわ内科医院
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濃く塗られた国はレス

瀕

トランなどの公共の場で
の受動喫煙防止法があ
る国。
うすく塗られた国は
屋内完全禁煙を定めた
受動喫煙防止条例のあ
る国。
アフリカは情報不足で
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詳細が不明のため塗ら
れていない国が多いで
すが､東欧と中央アジア
はロシアで受動喫煙防
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止法が施行されたので
時悶のもんだい。

ブ

アジアでは完全分煙の
フィリピン以外､レストラ
ンでたばこが吸えるのは
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日本。
海外からの旅行者が増
えていて､オリンピック
が開かれるというのに日
本でごはん食べたらた

〒951‑8028新潟市中央区東湊町通−ﾉ町2545‑24

TEL025‑225‑8880

FAX025‑225‑8881

ばこの煙に驚いたって
これって､恥ずかしい
ことだと思いませんかっ

東アジア文化都市とは
。
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日中韓文化大臣会合での合意に基づいてはじまったのが､この東アジア文化都市｡日中韓3か国で文化芸

ｌ
ｗ

｜

｜
I

・
，
術による発展を目指す都市を選定し､さまざまな文化芸術イベントなどを実施するものです｡これにより東
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アジアの相互理解を深めるとともに､多様な文化の国際発信力を高めます｡国内では2014年の横浜市に続

き､新潟市が開催都市に選定され､2016年は奈良市､2017年には京都市が候補都市に選ばれています。
｢にいがた国際映画祭｣では､中韓の映画を見る機会が地方ではまだ殆どなかった25年前から､映画を通
じて身近な国と地域への理解を深める目的での上映を行い､交流の場を設けて来ました｡こうした市民一人
ひと引こよる文化創造のまちづくりの取り組みが全国的に高い評価を受け､新潟市は2015年の｢束アジア
文化都市｣に選定されました。
｢東アジア文化都市｣の一環(東アジア映画祭)として行う今回の｢第25回にいがた国際映画祭｣では､中国
と韓国の文化の要素をふんだんに盛り込み､アジアを意識したプログラムを用意しています。

おかげさまで30年

ココだからできることを、こ

な

れからも
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新潟お笑い集団

SFly,り;71
新潟ふるさと利にて新人お笑いライブ
｢ヤンブコメディシアター｣随時開催出演者募集判
詳しくはお問い合わせください。
TEL 025‑290‑7385 http://www.namara.tv

7月の上映：金日成のパレード、パレードヘようこそ、私の少女、野火、ほか会員募集中

あなたの想いが､だれかの希望になります

EigetuDoa
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骨髄バンクにご登録ください

礎町バス停朋

ii 0120‑445‑445

診療内科･精神科

り
025‑211‑3939
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(ニイガタ･パフォーマンス･スクール)

FAX025‑211‑3955
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●営業時間
昼n:30〜14:00
＆17:30〜22:00
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◆新潟市中央区万代5‑3‑22

四季を包んで
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ダンス･ボーカル･演技を基にした芸能塾
025‑384‑0244
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院長医学博士高橋
昌賞詔話西区小針3丁目31番匹TEL
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◆定休日
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お問い合わせ＆ご注文は

A7

Jazz＆Coffee

一一II函0120‑298‑354
三弘舎クリーニングこ言言ｎ。。。
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水曜日
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｢エコテックス規格1001蔀証取得マニコアルに●づき｡こだわりのイオン化水で洗う｢｢mther｣は安心安全なクリーニングプうンドです。
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【主催】lpo法人新潟ジャズストリート実行委員会
お問い合わせ

事務局ｽﾜﾝTEL.025(223)4349

新潟市
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やとの青海原を見帥
｢風の丘を越えて/西使制(ソピョンジエ)｣上映と、
主演･脚本キム･ミョンゴン氏卜−ク
韓国映画を見る機会がなかったが､｢風の丘を越えて/西使制(ソ

1994年､まだ｢韓流ブーム｣、｢K‑POPムーブメント｣などの
言葉の気配もない頃､一本の韓国映画が衝撃とともに日本に

ピョンジエ)｣は一般の映画館でロードショー公開され一大ムーブ

上陸した｡｢西使制｣というタイトルのその映画は､前年の1993

メントを巻き起こし､韓国映画への関心を一気に高めた。

年､それまでの韓国での歴代観客動員数記録を塗り替えた､当

にいがた国際映画祭でも1995年の第5回で上映され大き

時の韓国最大のヒット作たった｡一貫して｢韓国独自の文化と事

な反響を得た本作を､当映画祭の25周年と､日韓国交正常化

情｣を見つめて今もなお新作を産み出し続ける韓国映画界の

50周年を記念して､ｲ可と今回特別無料上映りしかも､本作の脚

生き字引､イム･ブォンテクは､既に80年代には欧米の映詞宗

本と主演を務めたキム･ミョンゴン氏をゲストにお迎えし､映画

で高い評価を得る巨匠だったが､韓国の□承伝統芸能パンソリ

にまつわる秘話や韓国の伝統文化についてたっぷりお話を伺

をテーマに撮った本作で更にその地位を不動のものとする｡日

います｡二度とないこの機会､是非お見逃しなく!!

本では､それまで映画宗等でイベント的に上映される時にしか

−Q/20e
●｢風の丘を越えて/西便制(ソピョンジエ)｣上映
【13:30〜15:30(13:10開場予定)】
●キム・ミョンゴン氏トークr9=・田・E
【15:45〜16:45】

冒ZI

NEXT21

一顧1入場無料

j
新潟県立大学名誉教授

6階新潟市民プラザ

定員440席･全席自由

先着440名

※当日午前10騎より､会場受付にて入場整理券を配布します。
開場後は､整理券薬号順にご入場いただきます｡整理券の配布は､お一人様2枚までとさせていただきます。
なお､真に勝手ながら｡未就学児入場不可とさせていただきます。

西便制1993年/113分/韓国語/配給:テフン映画社（韓国）韓国文化院

風の丘を越えて/西便制(ｿﾋﾟｮﾝｼﾞｴ)
監督:イム･グォンテク

脚本:キム･ミョンゴン

gx111買･第1回上海国際映画祭

出演:キム･ミョンゴンキム･ギュチiJし

ォ･ジiンヘ

最優秀監督賞､叢優秀主演女優賞

ゲスト
紹介

俳優･劇作家･演出
家｡1952年､全羅

llli冒･青龍賞最優秀作品賞､男優主演賞､男優助演賞､女子新人賞､撮影賞､最多観客賞
‑

ﾐ&．
匹

Ｊ‑

1940年代から1960年代､舞台は激動の時代
の朝鮮半島､全羅道｡伝統芸能であるパンソリにた
ずさわる父と姉弟は､血縁ではなく芸で繋がった

W
wl

V゛

義理の家族だ｡しかし厳し過ぎる父の指導に耐え
かねた弟･トンホは逃亡｡父は､姉･ソンファを逃が
すまいとある行艶に出る｡成長したトンホは父と姉

;1

の消息を追い求めるが………。
｢恨(ハン)に埋もれず､恨(ハン)を越えろ｣一父
のこの言葉は､芸の道を貢くための芸人としての

志なのか､それとも人間としてのエゴなのか｡想いを唄に乗廿るしか術がなくなったソンファが自ら唄う
衷切なパンソリの節は､すべての恨(ハン)を突き抜けて見る者の胸に突き刺さる｡ソンファを演じたオ･
ジョンヘはパンソＵの経験があり､劇中の歌はすべて自ら唄っている｡韓国では公開当時､社会的に伝統
芸能への関心が高まり､パンソリを習う君い女性も急増､｢西便制シンドローム｣と呼ばれた。

ヤム･ミョンゴン
(金明坤)

北進全州生まれ。
大学在学中に演劇
活動を始め､パンソ
リを名唱･朴初月に
師事｡雑誌記者な
どを経て１９８６年
に劇団｢アリラン｣
を創設(1999年解
散)､映国界にも進
出｡現在に至るまで

人作映画には欠かせない準主役級ベテラン
俳優として活躍中｡２００６年〜２００7年､韓
国文化観光部長官を歴任｡著書も多く､日本
では｢文化の青海原を夢見る｣が2013年に
岩波書店から刊行されている。
聞き手:波田野節子(新潟県立大学名誉教授)
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上 映

紹 介

AfterA【IThese

諮ぶ諾'釦乙

Years

2009年/98分/巾国語/配給:Cinema

After AU,These

Years

監督･脚本･プロデューサー:Uム･カーワイ
出演:大塚匡将 ゴウジー(狗子)ヘー･ウェンチャオ(何文超)

し皿

／ 一一
一一

弥脈すか

drifterマレーシア･巾国･日水

白黒映像の第1部と､カラーの第2部の2部構成｡どち
らも同じ主人公､アジエが中国の同じ街を彷徨う｡第1部
では､10年ぶりに故郷に戻り実家に帰って来た筈のア
ジエは､自分の存在を知らないかのような､まるで見え
てもいないかのような家族や街の人々に戸惑う｡そん
な行き偉いは､やがてアジエの会に関わる深刻な誤解を
生み……｡第2部では､再び街に現れたアジエがある秘
密をめぐって街の人々と駆け引きを繰り広げる。
中国のどこにでちありそうで､どこでちなさそうな地
方の街に澗れる正体不明の青年､アジエを演じるのは日
本人俳優の大塚匡将｡おそろしく流暢だがどこかネイ
ティヴではない中国語のセリフ回しが映画全体の不思
議な雰囲気を一層引き立てる。

‑

守≒･‑7‑･t‑‑
1；.

・

XN＼゛
・

｜

日本､中国､東南アジアをひょいひょいと飛び回り、
1

映画で各国を結ぶ自称･映画流れ者､リム･カーワイ｡マ

ji

レーシアで生まれ､東京で大学に通い､北京で映画作り
を学ぶ｡その作品に描かれる日本は､日本人同士が日

2010年ﾉ81分/英語･韓国語/配給:和エンタテインメント
日本･中国･マレーシア･香港･フランス･アメリカ

本語で当たり前にドラマを展開する場所ではなく､常に

マジック＆ロス

様々なバックグラウンドと言語を持つ色々な種類の人
間が行き交う交差点｡また､日本以外の場所が舞台の

監督･編集一橋成一プロット:リム･カーワイ プロデューサー:杉野希妃
原案:リム･カーワイ ジュディス･ぺJしニン 出演:杉野希妃キム･コッピヤン･イクチュン
香港のリソートアイランドの小さなホテルに､若い女
性が二人訪れる｡一人は日本人のキキ､もう一人は韓国
人のコッピ｡ホテルには渦室の表示は出ているが､フロ
ント係の男性以外人の気配はない｡偶然別々に来た筈
の二人はやがて自然に合流､いつ帰るとも知れない､も
しかしたら帰らないかも知れないリソートの日々を過ご
す。串本を演じるのは､女優としてのみならずプロ
デューサー､監督としても国際的に活躍する杉野希妃。
コッピ役とフロント係役は､それぞれ第21回の当映国帑
で上映の韓国映画｢息もできない｣主演女優のキム･
コッピと､主演俳優のヤン･イクチュン。

作品では､そこがどこの街か以前に､現実と夢の境界線
すら曖昧だ｡その何とも不思議な世界は意外にも真っ
正直なカメラワークで展開され､見る者がすべてに対
して無意識に持っていた｢ボーダーライン感覚｣をあっ
さり越えて来る｡一度体験すれば､これからの映画界の
未来が何となく見えてくる…かも剥

１

回緊2

The

ｿ日

New

World

A11 These

Years

監督･脚本･編集:リム･カーワイ
出演:シー･カー（史可）小川籾

【10:30〜12:10】

drifter

日本･中国

【13:30〜14:55】

●新世界の夜明け
【16:30〜18:10】
●Fly Me TO Minami
〜恋するミナミ〜

友昆光明

友長エリ

︱
Ｆ

2013年ﾉ103分ﾉ日本語･広東語･英語･韓国語
配給:Duckbill Entertainment
日本･シンガポール

Me

【19:00〜20:45】

罰冒I NEXT21

宮脇ヤン

リッチな彼氏と日本でオシャしにクリスマスを過ごし
たい北京のお嬢様､ココ｡ところがクリスマス唐前に彼
氏とケンカ｡一人で何もわからないまま知り合いのいる
大阪を訪れるが､何かの手違いで下副､新世界の安宿に
案内されてしまうにこliんとに日本?20年前の北京
より何もかもポロいわ｣｡……夢見たような都会の休日
とは大違い､雑誌やテレビで見る日本とは別世界の新世
界で､やがては在日中国人とヤクザの商売トラプJしに巻
き込まれ｡大騒ぎの逃避行が始まってしまう……。
ちなみに｡主演のココを演じる中国人女優､シー･
カーは日本人俳優の阿部力の妻で､本当のあだ名もコ
コとの事。

●マジック＆ロス

6階新潟市民プラザ

定員440席･全席自由

TO Minami

〜恋するミナミ〜

監督･脚本:リム･カーワイ 企画:加藤順彦製作総指揮:加藤順彦
小橋賢児 ペク･ソルア
出演:シェリーン･ウォン(黄淑玲)
｜

香港から大阪のミナミに取材で訪れる美人編集者､シエＵ一

八１ｙ
１

ン｡カメラマンが同行できなくなり､通訳のナオミの弟･タツヤの
撮影で間に合わせようとするが､素人同然のタツヤの写扁は殆
ど使えない｡が､この取材は編集者としての方向性に迷っていた

wjS

1973年､マレーシア･クアラルンプール生まれ。

シェリーンにとっても､自分の進路に悩んでいたタツヤにとって

1998年大阪大学基礎工学部扇気工学科卒業｡日

も一つの転機になる。

本企業にエンジニアとして働いた後､2004年9月

国際瞭ＣＡとして働くかたわら､ソウルでセレクトショップを経

に北京電影学院の監督コース入学｡『プラスティッ

営するソJしア｡フライトと仕入れで頻繁に来るミナミには､在日

ジ･シティ』汀墨攻』、『夜の上海』、『深海咎人』など

韓国人の恋人､シンスケがいる｡しかしミナミで韓国雑貨店を鴬

の撮影に参加｡2010年北京で『After

A1[These

^

Year引を自主制作し長編デビュー､香港国際映画
祭などに公式招待｡同年また香港で『マジック･ア
ンド･ロスJを制作､監督し､釜山国際映画祭などに
公式招待｡現在､中国で撮影した最新作の公開を

リム･カーワイ￨

1年/100分/中国語･日本語/配給:Cinema

新世界の夜明け

●After

争

201

控える。

むシンスケには妻子がおり……。

ミナミに募らす人､訪れる人､日本人､外国人､在佳外国人が交錯し､それぞれの想いが夜のネオ
ンに溶け｡やがて新しい朝が来る｡｢アジアを旅して､いろんな人を知リたい｣､タツヤがおぽつかな
い英語で語る未来の夢や､ソルアやシェリーンの恋の行方､すべてを照らすように夜が明ける。

戦争に引さ裂かれても、
国籍が違っても、
愛はたったひとつ
近代韓国の国民的画家､故イ･ジュンソプ(李仲曼)とその妻､山
本方子(まさこ)の｢愛と信頼｣のドキュメンタリー。

Twc Homeland5. 0ne Love ‑Lee Joong‑Seopl
2014年/80分ﾉ日本語･韓国語/配給:太秦

色本

s wife

ふたつの祖国､ひとつの愛
〜イ･ジュンソプの妻〜
Two

Homelands,

監督:酒井充子

塵

●｢ふたつの祖国､ひとつの愛
〜イ･ジュンソプの妻〜｣上映
【14:00〜15:20】

１Ｊぃりμ一

ｔ≒︒毛ｊｊ．価好子

−Q/28＠

朴訥陽

wife
プロデューサー:小林恒行

｢韓牛｣の給で韓国で知られるイ･ジュンソプは､苦難
の時代を生き､死後伝説となった悲運の画家である｡妻
の山本方子は三井財閥系企業役員令嬢で､二人は第二
次世界大戦中の東京の美術学校で出会った｡現在の北
朝鮮の元山で結婚した二人だったが､戦争と貧困に追わ
れ日本と韓国で離れぱなれになってしまう｡日本と綺国
の闘に国交がなくなり､人の往来が困難な時代､楷日の
ように交わした山のような手紙の文面は､それでも再会
を信じて希望に満ちていた｡しかしジュンソプは貧困の
中で体を壊し､実力を評価されないまま39歳で夭逝｡二
人の息子を抱えて方子が一人取り残されたのは､34歳
の時だった｡時は流れ2013年､方子は車イスで韓国へ
と旅に出る。
国の遭いや困難を乗り鍼えて夫婦となり､引き裂かれ
てからも互いを想いあった二人の姿を､｢台湾人生｣｢台
湾アイデンティティー｣の酒井充子監督が追‑コたドキュ
メンタＵ−。

二人の愛の軌跡を追ったこの映画の上映と､監督のトークを通
−

Love ‑Lee Joong‑Seop's

エグゼクティブプロデューサー:菊池笛人
山本案成 キム･インホ ペク･ヨンス

出演:山本方子

じ､日韓の関係を見つめなおします。

0ne

〃J‑
・＝.

￣゛tl

●酒井充子監督トーク
【15:30〜16:30】

ｊ
｜ 闘き手:高麗垣
新潟県立万代島美術館主任学芸員

･I新潟･市民映画館シネ･ウインド萍函篠］
酒井充子（さかい･あつこ）【映画監督】￨

日韓近代美術家のまなざしー｢朝鮮｣で描く

＝
１⁚⁚⁚一

１

OL･新聞記者を経て､いくつかのドキュメンタリー映画､劇映画の製
作､宣伝に関わるように｡2008年､台湾の日本語世代をﾌ年かけて
取材したドキュメンタリー｢台湾人生｣で監督デビュー｡その後
2012年の｢空を拓く 建築家･郭茂林という男｣､2013年の｢台湾
アイデンティティー｣を発表､｢ふたつの祖国 ひとつの愛｣が4作目
になる。

5/16(土)〜6/28(日)(休館日5/18(g)､6/1(g)､6/15(g))
新潟県立万代島美術館にて開催!
2〔〕世紀前半における日韓の美術､交流に焦点をあてた展覧会で、
イ･ジュンソプの絵画も展示されます。
詳しくはhttp:ﾉ/banbi･pref.niigata.1g･Jp/

包零￨

･日本わたしの国」

申

〜よたつの国は､わたしの国〜
終戦後の中国で､残留日本人の母と中国人の父との問に生ま

2013年/108分/日本語･中国語/配給パル企画

中国･日本わたしの国
監督:ちと派手比呂

プロデューサー:沢田

山形国際ドキュメンタリー映画祭2013出品作

れ､激しい時代の波にもまれたのち来日､日本国籍を取得した女
性､山田静｡彼女の半生と里帰りを追ったドキュメンタリー映画
｢中国･日本

製作:鈴木ワタル

慶
□□

｢ふたつの国は､どちらも私の国。

わたしの国｣｡25回目の｢にいがた国際映画祭｣のフ

国籍は関係ない｣この作召に登壇す
る山田静は､来日して約20年になる

ロージング特別企画として､この映画の監督､ちと瀬千比呂さん

中国残留邦人二世だ｡次々と語られ

と､出演の山田静さんをお迎えし､上映後にトークを行います｡作

る彼女の人生は､まさに波乱万丈。
日中戦争後､中国で中国人の父と日

品を通して｢わたしの国｣とは何か､日本と中国の現状を踏まえつ

本人の母の間に生まれた彼女は。
｢文化大革命｣など､時代に翻弄され

つ､お話していただきます。

た人生であった｡自分の主張は通し、

回7/5＠
●｢中国･日本わたしの国｣上映
【13:00〜14:50】

●ちと瀬千比呂監督･山田静さんトーク

弱音は叶かず､唯の手助けも借りた
くない｡そんな彼女の幼少時代は、
引っ込み思案でおとなしかったとい
う｡日々忙しく働いていたが､腎臓の

病気を患い､しばらく訪れていなかった母の笹を訪ねることにした｡子供二人と共に中国への里
帰りにカメラも同行し､日中の歴史と未来を探り､彼女の半生を追い求める旅に出たドキュメン
タリー作品である。
※日本語字幕の他に､英語字幕も入っています

【15:00〜16:00】

冒ヨク・スバルl こいがた4階映像ホール
らIと瀬干比呂（ちとせ･ちひろ）【映画監督】￨

1973年長野県生まれ｡大学卒業後､原一男監督の主宰する｢cinema塾｣に参加。
97年､学生時代に自主制作した｢暮れなずむ場所｣(8mm/31分)が第一回水戸
短編映像祭グランプリ｡審査貝だった篠原哲雄監督作品への参加をきっかけに助

中国一大連で生まれ､中国人の父と日本人
の母の血を受け継ぐ｡30代で日本へ来て、
日本国籍となる｡数回の結婚と離婚を経

監督を始める｡以後､篠原哲雄監督をはじめ黒木和雄監督､大量一心監督､三原光
尋監督､本広克行監督､大谷健太郎監督などにつき劇映画への道を模索していた
が､ワン･ビン監督の『鉄西区』に衝撃を受け､デビュー作はドキュメンタリーヘ回
帰することとなった。

て､4人の異父兄弟を育てる｡｢夢は､中国
と日本の架け橋となるような仕事がした
い｣と語り､現在は東京都葛飾区で日々た
くましく働いている。

ｊ

2015年は､日韓国交正常化50周年｡日本と韓国の

︑Ｉメ

｢ノーボーイズ､ノークライ｣(2oo
l新潟市内ロケ地バスツアー
参加者大募集!!
＝

W゛

ぞ
j

国交が再開して50年が経つが､実は日韓が合作映画を

土

11

作るようになるのには､国交正常化から35年､2000年

7（2L;1

じ

の｢純愛譜｣まで待たなければならなかった｡しかしその
こ:

−
−
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㎜■

１
１

１
１
１

後の日本での韓国映画への関心の高まりもあって､日

￨￨￨

■Ｉ

韓映国界の交流は急速に進み､9年後には､ここ新潟の

゛す

∃U申し込が

地で､両国の若手スターを配した日韓合作映画｢ノー

へ，
T二言
f7kly

‑

べlll胎

ボーイズ､ノークライ｣が撮影されるまでに至った。
｢第25回にいがた国際映画祭

東アジア文化都市

船が停泊してぃんに7
主な見学場所

2015｣では､今回､当映画祭の25周年と日韓国交正常

‑㎜‑㎜

＝−皿＝皿−−
㎜㎜皿

窟の八り江

‑‑‑‑d‑‑●d‑J･j‑‑‑‑‑'‑
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化50周年を記念して､｢ノーボーイズ､ノークライ｣を上

㎜−

ウが出会う洞

ja=l‑･

1ン

−.七.豪胞沁ヽ､･

①西蒲g.一泰表糸喉とj｀ヽ･ジ１ンウガ脚″ig'ﾉjl'j

，‥

映し､更に映画の撮影が行われた新潟市内各地をバス

−ヽ1‑ ･･･ ･=r.虜=4･ｶ､総が金網ぞ醗をケガすろ路上
−
■
j.
2)4･央g.･泰夫糸総力ヽ−･･iuly15。

でめぐるミニツアーを企画しました｡今や韓国演技派ナ

喫茶店
③中央g.一泰夫糸総とハ･ジョンウが政り台゛｀を
高ぷ1 j･妻矢ネ喉と貫地
−一一 ･一束j=｡叔齢妙省地沿しほりがデー1ヽすろ
】
嶺その他ヽ新潟市内各ロケ地を拠ります
(ここぞ休憩をとります)
一一

ンバーワンとなったハ･ジョンウ､そして日本の若手俳
優を代表する妻矢本聡の足取りを一緒にたどってみま

するホテル裏

J.4

せんか?

茄加方法
The Boat ‑no boys.no.cry‑

2009年/114分/日本語､韓国語/配給:ファントム･フィルム

ツアー参加のお申込みは､ハガキかメールで受け付けます.￨

ノーボーイズ､ノークライ

ilt
一

1ごミ禰

監督:キム･ヨンナム 脚本:渡辺あや
出演:善夫木聡ハ･ジョンウ チャ･スヨン賃地谷しほリ

柄本佑

ほか

一

−
一
一

−

｢『ノーボーイズノークライ』
ロケ地バスツアー｣参加希望
の旨と､お名前､ご住所､お電話番号を明記
※同伴者様がいる場合はその方のお名前も明記下さい。
※1回のお申込み人数は2名までとさせていただきます。
ハガキ宛先:
〒951‑8055
新潟市中央区礎町通3ノ町2086クロスパルにいがた内

(公財)新潟市国際交流協会
｢第25回にいがた国際映画祭｣係

この映画こそが｢東アジア文化都市2015新潟市｣を記念するのにふさわしい｡谷山港のはず
れでポートに昼寝するヒョング(ハ･ジョンウ)｡夜を待って日本海を横断し､山□県に上陸｡身寄
りのない彼は､韓国人マフィアのボスに養われ､日本での商売ものを密輸する日々を送る｡日本
でポートを迎えるのはチンピラの亨{泰夫木聡}｡行動はともにしているが､特に心を通わせる
事はない二人だったが､ある出来事をきっかけに二人で逃避行を綾り広げる羽目に……｡塵』中
の舞台こそ山口県だが､日韓の人気俳優のスケジュール調整が最適な撮影地として新潟が還
ぱれた。
そして日韓の撮影スタッフが協力して新潟･長岡･柏薗を結んで釜山や山陰地方を再現。
両国の生きた文化交流によって映画は完成した。

ご國;･一定員(25名)に達し次第締め切り
尚､申し込んでいただいた後､こちらよりハガキ郵送にて
参加登録の可否をお知らせいたします。
ツアーに問するお問い合わせ:

￨)EL025‑225‑2727
(公財)新潟市国際交流協会(月

土9:oo〜17:oo)￨

中国人ヒットシリーズ3部作､一挙上映!
四大名指2 The Four 2 2013年/
117分/中国語/配給:ツイン 中国･香漠

匹大名捕 The Four 2012年/
118分/中国語/配給:ツイン 中国

勁，

四大名捕 大結局 The Four3 2014年/
104分/中国語/配給:ツイン 中国･香満

ドラゴン･フォー2

ドラゴン･フォー

こX;J

ドラゴン･フォー３

秘密の特殊捜査官/隠密

秘密の特殊捜査官/陰謀

秘密の特殊捜査官/最後の戦い

監督:ゴードン･チャン〔陳屋上〕ジャネット･チュン(東小珍)
出演:ダン･チャオ(郡超)リウ･イーフェイ(劉亦罪)
コリン･ヂョウ(謡兆龍)ロナルド･チニrン(鄭中篇)

監督:ゴードン･チャン(陳嘉上)ジャネット･チュン(秦小珍)
出演:ダン･チャオ〔郡超〕リウ･イーフェイ(劉亦罪)
コリン･チョウ(鋪兆龍)ロナルド･チェン(鄭中篇)

監督:ゴードン･チャン(陳嘉上)ｼﾞｬﾈｯﾄ･チュン(秦小珍)
出演:ダン･チャオ(蜀超)リウ･イーフェイ〔劉亦罪〕
コリン･チョウ(匍抱腹)ロナルド･チェン【朧中篇】

−』
ln

華麗なアクション､美しきロマンス、

四人の絆最大の危機!
皇帝の身にも迫る陰謀!!

巨悪復活!
そして四人が再び立ち上がる!!

迫力映像!這是中国時尚的電影!

命がけで宋王朝を危機から救って来た四人に､更に最も過酷な
試練が待ち受けていた｡美しき超能力者･無情の父の死の原因

宋代末期､首都を揺るがす偽金事件の捜査に､癩帝直属の四

倒した循の黒幕が闇の力で復活､より強大な力を得て､四人

人の特殊捜査窟が乗り出す｡車椅子の美しき超能力晋一無情、

の特殊捜査官の本拠地｢神侯府｣に入り込み､内部崩壊を狙う。

たのだ｡失意のまま神侯府を去る無情｡一方､お忍びで府内に視

腕力自慢の畝手｡脚力に優れた迫意､そして狼の[n]を引く冷血。

神俣同を率いる諸葛正我(｢EXILE/鮮｣のアンソニー･ウォン

察に出る塵帝に刺客が迫り､命だけは助かるものの､身一つでは

四人は､事件の嘉で糸を引く豪商の存在を突き止めるのだが

黄秋生)にも危険が迫り､四人に届大の危機が訪れるが………。

皇帝が聖帝である車を証明する術がない｡皇帝は神侯洞に向かう

流麗なアクションは前作を踏襲､演出により一層の美しさを増

が､待ち受けていたのは無情だった･･･…｡｢すべてを忘れるって事

中国のベストセラー武侠小説をもとに､｢一皮あやかしの恋｣

し､現代中国映画の底力を見せつけるｊ乍年端映画祭で上映の

を､覚えなきやならない気がするの……｣｢オレの事さえもか?jシ

で中国に一大ブームを巻き起こしたゴードン･チャンがジャネッ

｢あの頃､君を迫いかけた｣の主題歌｢那些年｣を歌ったＣポップ

リーズ通して描かれてきた､無情をめぐる悲恋にもついに結末が!

ト･チュンとの共同監督で大胆に映画化｡四人の美技が壮大な

界の清泉王子､フー･シア(胡厦)が本作の主題歌｢放下｣を衷切

果たして四人の正義は守られるのか､睡後の戦いが箱を開ける!

ＣＧで表現されスクＵ−ンに作製する。

に歌い上げる。

主題歌はパート2に引き続き胡夏による｢無情｣。

致我椚終将逝去的青春SO

Young

2013年/131分/中国語/配給:アルシネテラン

が､聖帝の命令を受けた鉄手によるものと明らかになってしまっ

南方小羊牧場WhenaWOLH=all5

in Love with a Sheep 台湾

2012年/85分/中国語配給:ABLAZE

SO Young

φSI

〜過ぎ去リし青春に捧ぐ〜

IMAGE

LTD. 上映協力:5KIPシティ国際Dシネマ映画祭

狼が羊に恋をするとき
製作:アイリーン･リー(李圃華)
監督:ホウ･チーラン(侯季然)
脚本:ケU一一Y･L･ヤン ホー･シンミン オウタムン･チェン
出演:クー･チェンドン(祠憲束)ジエン･マンシュー〔簡蜷吉〕

監督:ヴィッキー･チャオ(一穂)製作:スタンリー･クワン(間鈍鵬)
音楽:ドウ･パン(寅‐)
出演:マーク･チャオ(遡又廷)ヤン･ズーシャン(楊子端)ハンギiン(輔庚)
第26回東京国際映画祭上映作品

ホウ･ヂーラン(侯季然)
グォ･シューヤオ(郭吉瑞)

Ｌ Ｌ

SKIPシティ国際Ｄシネマ映画祭2013上映作品
￣￣￣

「
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Ｊ

『

￣−yi･7｀‑,1

＿＿

中国きっての人気女優､ヴイツキー･チヤオの
長編監督デビュー作!
初恋の先輩を迫いかけて､先輩の通う大学と同じ街に進学を決める18歳のウェ

｢あの頃、君を追いかけた｣のクー・チェンドンが主演!
ボッブでお洒落なラブコメディー!
｢予備校に行く｣というメモを残して､姿を消してしまった彼女を探しに予備校

イ｡ところが進学してみれば､先輩は入れ違いに海外留学してしまっていた｡寮の

が集まる南陽に来たタン。

ルームメイトは美人のルアン､しっかり者のウェイジュアン､男の子のようなシャオ

コピー店で働き始めたタンは､テスト用紙の隅にあるイラストを見つける｡それは、

ペイ｡始めは反目しあっていた4人だったが､すぐに打ち解ける｡ほどなくして､ウェ

必勝予備校のスタッフ､シャオヤン(小羊)のイラストだったー。

イは自分に見向きもしない堅物､シャオチョンの事が気になり出し､猛烈アタックを

主演は､第24回にいがた国際映画祭で・映の｢あの頃､君を追いかけた｣のクー･

かけ始める……｡前半は､監督のヴィッキー･チャオが若い頃に得意としていたよう

チェンドン(桐爰東)｡そして､ヒロインには｢あの日を乗り越えて

なお転婆なヒロインを通して､90年代の中国の学生生活の様子が生き生きと描

のジエン･マンシュー(筒端書)｡金鐘奨主清女優賞にもノミネートされた。

かれ､後半は一転して､ビターな社会人生活が描かれる｡ヒ[]インのヤン･ズーシャ

タンもシャオヤンも､炒飯屋のイケメンも(?)恋人との辛い過去を胸に抱えてい

ンはこの映画の後､韓国の大ヒット映画｢怪しい彼女｣の中国Ｕメイク｢重返20歳｣

る｡その中で

のヒロインに抜擢された注目株｡憧れの先輩役には､スーパージュニアの中国人メ

して､タンは彼女に会えるのか?!狼と羊が織り成す恋の行方は?

ンバーで､現在はソロで活躍するハンギョン｡また､音楽にも要注目｡ウェイがシャ

那年､雨不停國｣

1001'ど1314¨いう数字､紙飛行機がキ一ワードになってくる｡果た

コマ握りやアニメーションが取り入れられたとてもボッブでお洒落なラブコメ

オチョンの気を引こうと突然カラオケで熱唱するのは､意外な日本の大ヒット曲。

ディー!!

そして主題歌は､日本でも大人気のフェイ･ウォン〔王罪〕の｢致青春｣。

※日本語字幕の他に英語字幕も入っています

SHIFT

SH

2013年/81分ノタガログ語･英語/配給:ピクチャーズデプト

IFT〜恋よりも強いミカタｔ

PEE

MAK/2013年/112分/タイ語/配給:キネマ旬報ＤＤ

愛しのゴースト

監督･脚本:ﾊﾞﾝｼﾞｮﾝ･ﾋﾟｻﾝﾀﾅｸｰﾝ
出演:イェン･コンスタンティーノ

フェリックス･ローコー

大阪アジアン映画祭2014

マット･ヴァレナ

アレックス･メディーナ

グランプリ受賞

出演:マリオ･マリラー

ダビカ･ホーン

第7回したまちコメディ映画際in台東

特別招待作品

タイで歴代興行収入N0.1のメガヒットを記録した、

こんなにそばにいるのに果てしなく運い、
恋人までの距離。
カラフルに描かれる切ない恋心。
真っ赤な髪のエステラは､シンガーソングライターになることを夢見ながらコー
ルセンターで働いている｡夢見るだけではなかなかうまくいくはずもなく､｢これで

ホラー＆コメディ＆ラブロマンス
タイの昔話｢プラカノーンのメー･ナーク｣は､日本における｢四谷怪談｣がそうで
あるように､タイでは誰もが知る有名な怪談である｡恐ろしくち切ない悲恋の物語
であるオリジナルのテイストを受けつぎつつもコメディのエッセンスを加味した本
作は､タイで歴代興行収入1位となるメガヒットを記録した。
戦場から奇跡的に生還した若者マークは､最愛の妻ナークとの再会を果たした。

良いのか?｣と自分探しの毎日｡職場に遅刻してばかりのエステラに､面倒見がよく

ところがマークと一緒に村にやってきた4人の戦友は､身重のナークが夫の出征中

仕事もできるイケメンの先輩トレヴァーが教育係に任命され､二人はすぐに意気投

に息を引き取り､幽霊となってこの地に留よっているという噂を耳にする｡4人は命

合する｡優しくサポートしてくれるトレヴァーに､エステラは淡い恋心を抱き始める

の恩人であるマークをナークから引き離そうと救出作戦を試みるが､ナークの呪

のだが､二人の間にはどんなに背伸びをしても超えられない壁があったー。

いに脅えて慌てふためくばかり｡大混乱のさなか､実はナークは生きていて､マー

近くにいながらも届かない切ない恋心を､フィリピンの新人女￨生監督シージ･レ

クこそが幽霊なのではないかという疑惑が浮上する｡いったい誰が本当の幽霊な

デスマが､カラフルでボッブな映像とともに描き出したラブストーリー。

のか｡そして､大騒動の果てに明らかとなる究極の愛のかたちとはー。

Kahaani

lni Avan Him､
Here After
配給:HELIOTROPE
FILMS

2012年/123分/英語･ヒンディー語ﾉ配給:コピアポア･フィルム

女神は二度微笑む
監督･脚本:スジョイ･ゴーシュ
音楽:ヴィシャール＝シェーカル

出演:ヴィディヤ･バラン

パランプラタ･チャテルジー

ナワーズッディーン･シッディッキー

2012年ﾉ110分ノタミル語､シンハラ語/

兵士､その後
製作:ラビンドラ･ピリス
監督:アソカ･ハンダガマ
脚本:アソカ･ハンダガマ
出演:ダルシェン･ダルマラジュ
ラジャ･ガネシャン

スバシニーバラスプラマニヤム

ニランジャニ･シャンムガラシャ

第25回東京国際映画祭上映作品

歌も踊りもない､インド発本格サスペンスに
ハリウッドも脱帽!
ロンドンからコルカタの空港に降り立った美しい妊婦､ヴィディヤ｡一ケ月前に失

スリランカ内戦が及ぼす元青年兵士の孤独
2009年5月｡26年間に及び､7万人以上の犠牲者を出した政府軍と反政府武
装組織｢タミル･イーラム解放の虎｣が終結した｡兵士として戦場に出ていた若者

踪した夫を探しに単身やって来た｡だが､確かに存在した筈の夫の記録は勤務先に

たちは故郷へと帰還していく｡だがタミル人たちの村は戦争で大きく傷ついてい

すら残されておらず､夫とうリニつのミラン･ダムジという男の足取りが残るだけ。

る｡主人公も､故郷に帰ったがまったく歓迎されない｡村から多くの人々が出征した

しかも､そのミランは二年前の地下鉄テロ事件の関係者と目される｡夫がテロリス

が､ほとんどが廊を落とし､彼だけが生きて帰ってきたのだったー。

トなのか､それともテロリストが夫になりすましたのか､謎だけが深まってゆく

彼はかつての恋人と再会し､仕事にも就く｡しかし､彼は戦後の閤に直面する。

……｡インド人とはいえロンドン育ちのヴィディヤにとってはコルカタは異郷､その

スリランカの鬼才､アソカーハンダガマは｢戦争から帰ってきて､

事実が一層彼女の孤独に影を落とす｡ハリウッドが脱帽してリメイクを決めた最後

戻ること自体がもうひとつの戦争である｣と語っているー。

のどんでん返しには､誰もが｢やられた!｣と声をあげる事だろう。

字幕提供:東京国際映画祭

普通"の生活に

タイムスケジュール

※上映作品はすべて日本語字幕がついています。
※上映スケジュール､イベントスケジューJしは､やむを得ない理由で変更される場合があります｡ご了承ください。

クロスパル

新潟市民プラザ
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チケット購入方法･プレイガイド

※Famiポートの販売開始時刻及び終了時刻はイープラスに順じます。
詳しくはイープラスのサイトをご覧下さい。
その他の販売窓口はそれぞれの営業時間､開館時間に順じます。

5月15日(金)〜6月19日(金)まで販売￨
−
１
１

前売券(1回券)

●
ｉ

ｅ●

チケット販売開始

−■

5月15日Ｏ

フリー券………5,000円(限定50枚･予定販売校数に達し次第販売終了)

前売券(3回券)………2,000円

当日券(1回券)…1,000円(当日会場窓ロでのみ販売)

●開催期間中の朝9:30より､当日上映分の入場受付を開始､先着順で整理券を発行します｡入場開始は谷口上映20分前の予定です。
●全席自由度です。●チケットは期間中共通です｡●満員の場合､ご入場いただけない場合があります｡あらかじめご了承ください｡●谷回入れ替え制。
●購入したテケットは払い戻しいたしません｡●小学生以上はチケットが必要です｡●未就学児入場不可。

会場地図

岫
へ

チケットのお求めは

新潟市民ﾌﾞﾗｻﾞ(NEXT216階)

＝

ﾌﾟしｰ公
ローソン●

Cltyofnce

＠ｐＤＯ

31
41

新潟市民
芸術文化会館
●
昭和大橋
昌雪

い公演が見つかったら､画面の案内に従って､必要事項を入力します。
61
０お申し込みが完了すると｢Famiポート申込券｣が出力されます。
71
り｢Famiポート申込券｣を､30分以内にレジまでお持ちください。
代金お支払い後､チケット等をお渡し致します。

http://www.famiLy.co.jp/famiport/howto/￨

(公財)新潟市国際交流協会
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Famiポート
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にいがた国際映画祭実行委員会
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ガスト

xl央
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万岫

JR新潟駅
NllGATAST

ＩＮＥＸＴ２１６階新潟市民プラザ
〒951‑8061新潟市中央区西岨通6‑866
NEXT21
新潟駅万代□より古町方面古町下車徒歩1分
〒951‑8055新潟県新潟市中央区礎町通3ノ町2086
新潟駅万代□より｢礎町｣または｢木釘｣バス停下市徒歩5分

【店頭販売】ファミリーマート店頭

お問い合わせ￨

信濃川

YACHIYO
BRIDGE

6F

025‑226‑5500

■クロスパルにいがた４階映像ホール

｢ニイガタコクサイ｣で検索

25･

新潟･市民映画館シネ･ｳ･
(INEWIND

八千代橋

原信

e十(イープラス)http://www.s.jpcパソコン･携帯)

ｅ゛イープラス

萬代橋

ホテルオークラ新潟

BRIDGE

51

Famiポートの使い方

新潟グランドホテル
●

◆ファミリーマート店頭Famiポートでチケットを探して買う場合
21

柳都大橋

●

●市役所

トップページメニューの[チケット]ボタンを押します。
｢e十(イープラス)｣を押します。
｢e十(イープラス)チケットを際して買う｣を押します。
｢探して興う円を押し案内に従って進み｢ニイガタコクサイ｣で検索します。

ﾚにいがた

｜

拳訣

e十（イープラス）￨

新潟市歴史博物館

NIIGATA(ITIZENPLAZA

ファミリーマート店頭端末Famiポート￨
(公財)新潟市国際交流協会(クロスパルにいがた内)￨

●

‑3312‑j
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月〜土

t

025‑224･2088

・新潟・市民映画館シネ・ウインド
〒950‑D909新潟県新潟市中央区八千代2‑1‑1万代シテイ第二駐車場ビルIF
025‑243‑5580
新潟駅万代□より｢万代シテイバスセンター前｣バス停下車徒歩5分

19100〜1ﾌ:00

シネ･ウインドで映画ご鑑賞に限り､万代シティ第2駐車場の3時間分の駐車券を無料で発行します。
駐車券をご提示ください。

局

