
シリーズ現代世界映画の全貌Ⅰ－フクオカシネアスト 

会員制     連続上映 18/19/20 ラインナップ   予約制 

36/2001:a cinema odyssey 
8 DIRECTOR’S 36FILMS / YOU MUST SEE BEFORE YOU DIE 

☆印:米国『1001 MOVIES/死ぬまでに観たい映画 1001 本』選出作品 

オープニング特別上映第一弾！ 第 43 回仏カンヌ国際映画祭カメラ・ドール！第 17

回ベルギー・フランダース国際映画祭グランプリ！HDリマスター版待望の福岡初上

映！ 

➀2018 年 10 月 12・13・14 日(金土日) 

➊動くな、死ね、甦れ！/Zamri,umri,voskresni! | Freeze,Die and Revive!(英語

題)(1989/旧ソ連/白黒スタンダード/105 分/監督:ヴィターリー・カネフスキー/出演:パー

ヴ ェ ル ・ ナ ザ ー ロ フ 、 デ ィ ナ ー ラ ・ ド ル カ ー ロ ワ 他 / 配 給 : ノ ー ム )                                       

©Lenfilm Studio 

 



オープニング特別上映第二弾！ <ニュー・ジャーマン・シネマ>を世界に知らしめ終

わらせた早逝の偉才 R・W・ファスビンダー！長く幻だった唯一の SF映画を遂に九州

初上映！夢惑の 3時間半！土日の 10時 14 時半金土日 19時からの計 7 回限定上映！ 

➁2018年 11 月 2・3・4 日(金土日) 

❷あやつり糸の世界/Welt am Draht(原題)/World On A Wire(英語題)(1973/旧西ドイ

ツ/カラースタンダード/第一部 105 分・第二部 107 分/TV 映画/監督:ライナー・ヴェル

ナー・ファスビンダー/出演:クラウス・レーヴィチュ、マーシャ・ラベン他/配給:ア
イ・ヴィー・シー)                                                          
©1973 WDR ©2010 Rainer Werner Fassbinder Foundation der restaurierten Fassung 

 

 



特集 Vol.1『今ファスビンダーと再会したい』  提供:ゲーテ・インスティトゥート東京、IVC

 

From Wim Wenders 『Room 666』(1982) 

Asks fellow Directors about the state of Cinema in “Je fais du cinema“ 



➂2019年 1月 11・12・13日(金土日) 

❸出稼ぎ野郎/Katzelmacher(1969/旧西ドイツ(以下同)/白黒スタンダード/88 分/監

督:ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー(以下同)/出演:ハンナ・シグラ、リリト・

ウンゲラー、R・W・ファスビンダー他)第 20回ドイツ映画アカデミー最優秀長編映画

賞  

 ©rainer Werner Fassbinder Foundation(以下同) 

 

➃2019年 1月 25・26・27日(金土日)  

❹エフィ・ブリ―スト/Fontane Effi Briest(副題:または自分の可能性や欲求を予感

しながら、それでも支配的システムを頭で受け入れ、自分の行動によってそれを強固

にし、完全に承認してしまう多くの人々/1972～74/白黒スタンダード/144分/出演:ハ

ンナ・シグラ、ヴィルフガング・シェンク他)※R・W・ファスビンダー(ナレーション)

 



➄2019年 2月 1・2・3日(金土日) 

❺マルタ/Martha(1974/カラースタンダード/112 分/TV映画/出演:マーギット・カース

テンゼン、カールハインツ・ベーム他)第 17回英国映画協会サザーランド杯

 

⑥2019年 2月 15・16・17日(金土日) 

❻不安と魂/Angst essen Seele auf☆(1974/カラービスタサイズ/93分/出演:ブリギ

ッテ・ミラ、エル・エディ・ベン・サレム、R・W・ファスビンダー他)第 27 回カンヌ

国際映画祭国際映画批評家連盟賞、第 24回ドイツ映画アカデミー主演女優賞 

 

 



⑦2019年 3月 1・2・3日(金土日) 

❼悪魔のやから/Satansbraten(1976/カラービスタサイズ/112 分/出演:クルト・ラー

プ、マーギット・カーステンゼン他)

 

 



⑧2019年 3月 22・23・24日(金土日) 

➑少しの愛だけでも/Ich will doch nur,dass ihr mich liebt(1976/カラースタンダ

ード/104分/TV映画/出演:ヴィ―トゥス・ツェプリヒャール、エルケ・アーベルレ他)

 

 



ファスビンダー畢生のライフワーク全 14話 15 時間の一大叙事詩「ベルリン・アレク

サンダー広場」リマスター版を遂に九州初上映！平成最後の４月から○○最初の 7月

まで二つの年号をまたいで 4か月に渡り全話一挙上映！しかも本邦最後の上映！！ 

※米 TIME誌「All-TIME 100 Movies」(2005)選出 

                                              ©2006-Bavaria Media GmbH(他

同)

 



※公式 HP(2012年再公開当時)http://www.ivc-tokyo.co.jp/berlinalexanderplatz/ 

⑨2019年 4月 5・6・7日(金土日) 

❾ベルリン・アレクサンダー広場/Berlin Alexanderplatz(1980/旧西ドイツ・イタリ

ア/カラースタンダード/898分/TV映画/出演:ギュンター・ランプレヒト、ハンナ・シ

グラ他/配給:アイ・ヴィー・シー(以下同))・第１話(プロローグ)「処罰が始まる」82

分 

 

➉2019年 4月 19・20・21日(金土日) 

❾同・第 2話「死にたくなければどう生きるか」59分+第 3話「脳天の一撃は心をも

傷つける」59 分 

http://www.ivc-tokyo.co.jp/berlinarexanderplatz/


 

⑪2019年 5月 10・11・12日(金土日) 

➒同・第 4話「静寂の奥底にいる一握りの人間たち」59分+第 5話「神様の力を持っ

た刈り手」59 分 

 

⑫2019年 5月 24・25・26日(金土日) 

➒同・第 6話「愛、それはいつも高くつく」58 分+第 7話「覚えておけー誓いは切断

可能」58分 



 

⑬2019年 6月 7・8・9日(金土日) 

➒同・第 8話「太陽は肌を暖めるが時に火傷を負わす」58 分+第 9話「多数派と少数

派の間の永遠の隔たり」58 分 

 

⑭2019年 6月 21・22・23日(金土日) 



➒同・第 10話「孤独は壁にも狂気の裂け目を入れる」59分+第 11 話「知は力 早起き

は三文の徳」59 分 

 

⑮2019年 7月 5・6・7日(金土日) 

➒同・第 12話「蛇の心の中にいる蛇」59分+第 13 話「外側と内側、そして秘密に対

する不安の秘密」59分 

 

⑯2019年 7月 19・20・21日(金土日) 

➒同・第 14話(エピローグ)「ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー:フランツ・ビ

ーバーコップの夢についての私の夢」112 分※ワンシーンのみ R・W・ファスビンダー

出演(無言) 



 

⑰2019年 8月 9・10・11 日(金土日) 

❿マリア・ブラウンの結婚/Die Ehe der Maria Braun☆(1979/カラーシネマスコープ

/120 分/出演:ハンナ・シグラ、クラウス・レーヴィッチェ、R・W・ファスビンダー

他)第 29 回ベルリン国際映画祭銀熊賞(最優秀主演女優賞) 



 

⑱2019年 8月 23・24・25日(金土日) 

⓫リリー・マルレーン/Lili Marleen(1981/カラースタンダード/120分/出演:ハン

ナ・シグラ、ジャンカルロ・ジャンニー二、R・W・ファスビンダー他) 



 

 



 

⑲2019年 9月 6・7・8日(金土日) 

⓬ローラ/Lola(1981/カラーシネマスコープ/115 分/出演:バーバラ・ズコヴァ、マリ

オ・アドルフ他)

 

 



特集 Vol.２『チェコ・ヌーヴェルヴァーグを今！』   共催:チェコセンター東京 

協力:チェコ国立映画アーカイブ(NFA)、チェスキー・ケー 

1968 年 8月 20日 23 時、旧ソ連主体約 15万人のワルシャワ条約機構軍が突如集団的

自衛権行使の名の下に国境を突破、旧チェコスロバキア全土を占領下に置いた「<プラ

ハの春>を弾圧したチェコ侵攻」から、ちょうど 51 年目を迎えた○○最初の９月― 

世界をしなやかにリードした<チェコ・ヌーヴェルヴァーグ>を今再び！映画史上絶対

外せない五大監督の珠玉 12 作品を、○○最初の夏秋冬新年明け 2 月まで連続上映！！ 

⑳2019年 9月 20・21・22日(金土日) 

⓭鳩(白い鳩)/Holubice (1960/旧チェコスロバキア(以下同)/白黒スタンダード/70 分/監
督:フランチシェク・ヴラーチル/出演:カテジナ・イルマノヴォヴァー、カレル・スミ

チェク他)           ©NFA ©terryposters.com 

 

 



㉑2019 年 10 月 4・5・6 日(金土日) 

⓮天井/Strop(1961/白黒スタンダード/43 分/監督:ヴェラ・ヒティロヴァー/出演:マル

タ・カニョフスカー、イジー・メンツェル、ミロス・フォアマン他)   ©NFA 

 

⓯袋いっぱいの蚤(ノミ)/Pytel Blech(1962/白黒スタンダード/45 分/監督:ヴェラ・ヒ

ティロヴァー/出演:ヘルガ・チョチュコヴァー他)                  ©NFA 

 



㉒2019 年 10 月 18・19・20 日(金土日) 

⓰厳重に監視された列車/Ostre sledovane vlaky☆(1966/白黒スタンダード/93 分/監
督:イジー・メンツェル/出演:ヴァーツラフ・ネツカーシュ、イジー・メンツェル他) 
第 40 回米アカデミー最優秀外国映画賞※米 TIME誌「All-TIME 100 Movies」(2005)選

出                   ©State Cinematography Fund ©terryposters.com 

 

  

㉓2019 年 11 月 8・9・10 日(金土日) 



⓱ひなぎく/sedmikrasky☆(1966/カラースタンダード/75 分/監督ヴェラ・ヒティロヴ

ァー/出演:イトカ・ツェルホヴァー、イヴァナ・カルバノヴァ―他/配給:チェスキー・

ケー)※リマスター版               ©State Cinematography Fund 

㉔2019年 11 月 22・23・24 日(金土日) 

⓲パーティーと招待客/0 Slavnosti a Hostech  (1966/白黒スタンダード/70 分/監督:
ヤン・ニェメツ/出演:ヘレナ・ペイシュコヴァー、イジー・ニェメツ他/配給:チェス

キー・ケー)※九州初上映  ©State Cinematography Fund ©terryposters.com 



 



㉕2019年 12 月 6・7・8 日(金土日) 

⓳愛の殉教者たち/mucednici lasky (1966/白黒スタンダード/73 分/監督:ヤン・ニェメ

ツ/出演:ペトル・コプジヴァ、マルタ・クビショヴァー他/配給:チェスキー・ケー)※九

州初上映         ©State Cinematography Fund ©terryposters.com

 

 



㉖2019 年 12 月 20・21・22 日(金土日) 

⓴マルケータ・ラザロヴァー(第一部：ストラバ)/Marketa Lazarova☆(1967/白黒シネ

マスコープ/75 分/監督:フランチシェク・ヴラーチル/出演:マグダ・ヴァーシャリオヴ

ァー、フランチシェク・ヴェレッキ―他) 

㉗2020 年 1 月 10・11・12 日(金土日) 

⓴マルケータ・ラザロヴァー(第二部：神の子羊)/Marketa Lazarova☆(1967/白黒シネ

マスコープ/91 分/監督:フランチシェク・ヴラーチル/出演:上同) 

©State Cinematography Fund ©terryposters.com 

 



㉘2020 年 1 月 24・25・26 日(金土日) 

㉑火事だよ！カワイ子ちゃん/HoRi,ma panenko☆(1967/カラースタンダード/73 分/監
督:ミロス・フォアマン/出演:ヤン・ヴォストゥルチル、ヨゼフ・シェバーネク他) 

©State Cinematography Fund ©terryposters.com 

 



㉙2020 年 2 月 7・8・9 日(金土日) 

㉒夜のダイヤモンド/Demanty Noci (1964/白黒スタンダード/67 分/監督:ヤン・ニェメ

ツ/出演:ラジスラフ・ヤンスキー、アントニーン・クンベラ他)       ©NFA 
©terryposters.com 

 



㉚2020年 2月 21・22・23日(金土日) 

㉔つながれたヒバリ/Skrivanci na Niti (1969/カラースタンダード/95 分/監督:イジ

ー・メンツェル/出演:ヴァーツラフ・ネツカージュ、イトカ・ゼレノホルスカー他) 

第 40 回(1990)ベルリン国際映画祭グランプリ＆国際映画批評家連盟賞                 

©State cinematography Fund ©terryposters.com 

 

  



特集 Vol.３『GOOD DAY GODARD＋DZIGA VERTOV GROUP ! 67/72』 (現在尚折衝中/未定) 

共催予定:アンスティチュ・フランセ日本 協賛予定:Gaumont 協力予定:アイ・ヴィー・シー 

「さらば“映画”の時代よ。これから“政治”の時代を始める。」―1967年 8月商業

映画との訣別宣言をしたゴダールは、翌 1968年 5月 19日トリュフォーらと共に開催

中の第 21回カンヌ国際映画祭に乗り込み中止に追いやる。その 2 日後の 21日パリで

は一千万人規模の大ゼネストに発展！―「共に在ることの可能性を表出(モーリス・ブ

ランショ)」した <20世紀のルネッサンス>とも呼ぶべき、一連の『五月革命』の意義

とは？その思想的支柱ゴダールとゴランらジガ・ヴェルトフ集団が 1967 年から 1972

年の 5年間に世界と格闘しながら創作した全映画(未完成・オムニバス・3～5分の短

編作を除き)、まさに〝時代を、個を撃つ″問題作 12作品の連続一挙上映で、<祝・ゴ

ダール生誕 90年>を迎える 2020年に問う！！ 

※上映作品が変わる可能性もございます。その節はご容赦下さい。 

BANKSY 『rat mai 68』                  at Sorbonne University  

2018.6.25. 

 



『たのしい知識』いち画面のゴダール  ©1969Gaumomt-Bavaria Atelier 

Gesellschaft 

 

 

ぼくは 遊ぶ 

  君 は 遊ぶ 

     みんな 

  映画で 遊ぶ 

  君は 信 じ て い る 

  ゲ ー ム の 規 則 を 

  それは、君が まだ子供で 

        映  画  に は 

  大人だけの 規則があると 



  知 ら な い か ら だ 

  君 が も う 大 人 で 

  映画が子供の遊びだと 

  忘れてしまったからだ 

  この遊びはなんだろう 

  定義は い ろ い ろ 

  たとえば、二つ三つの定義 

  他者の鏡の    なかに 

  自分の すがたを 見 つ け る こ と 

  すばやくそしてゆっくりと   

  世       界       を 

    自分自身を 

  忘れ  知  る  こ  と 

  考えること 語ること 

  ステキな遊び 

  そ  れ  が 人 生  だ 

 

 

 

  「みんなで映画を作ることを学ぶために友だちに充てた手紙」 

          ジャン＝リュック・ゴダール 1967．四方田犬彦訳 

 

 

 



 

㉛2020年 3月 6・7・8日(金土日) 

㉕中国女/La Chinoise(1967/フランス/96分/カラースタンダード/監督:ジャン＝リュ

ック・ゴダール/出演:アンヌ・ヴィアゼムスキー、ジャン＝ピエール・レオ他)第 28

回ヴェネツィア国際映画祭審査員特別賞         ©1967 Gamont 

 



 

㉜2020年 3月 20・21・22日(金土日) 

㉖ウイークエンド/Week-End☆(1967/フランス・イタリア/104 分/カラービスタサイズ

/監督:ジャン＝リュック・ゴダール/出演:ミレーユ・ダルク、ジャン・ヤンヌ、ジャ

ン＝ピエール・レオ、アンヌ・ヴィアゼムスキー他)※映画誌プレミア選定「最も危険

な 25 本の映画」(2007)選出                            

©1967Gaumont-Ascot Cineraid 

 

㉝2020年 4月 10・11・12日(金土日) 

㉗たのしい知識/Le Gai Savoir(1968/フランス・旧西ドイツ/93分/TV映画(未放送)/

カラースタンダード/監督:ジャン＝リュック・ゴダール/出演:ジュリエット・ベル

ト、ジャン＝ピエール・レオ,アンヌ・ヴィアゼムスキー) 



 ©1969Gaumont-Bavaria Atelier Gesellschaft

 

 

㉞2020年 4月 24・25・26日(金土日) 

㉘ありきたりの映画/Un Film comme Les autres(1968/フランス/108分/カラー＆白黒

スタンダード/監督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:三人の学生と二人の労働者) 



©1968Gaumont-productions de la Gueville

 

 

㉟2020年 5月 15・16・17日(金土日) 

㉙悪魔を憐れむ歌|ワン・プラス・ワン/Sympathy for the Devil | One Plus 

One(1968/英国/101分/カラースタンダード/監督:ジャン＝リュック・ゴダール/出演:

ザ・ローリング・ストーンズ、アンヌ・ヴィアゼムスキー、ジャン＝リュック・ゴダ

ール他)※プロデューサー再編集版    ©1968 Gamont 



 

㊱2020年 5月 29・30・31日(金土日) 

㉚ブリティッシュ・サウンズ/British Sounds(1969/英国/52 分/TV映画(抜粋のみ放

送)/カラースタンダード/監督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:オックスフォード大学と

エセックス大学の学生たち他)   ©1969 Gaumont 

 

㉛プラウダ(真実)/Pravda(1969/フランス・旧西ドイツ/61分/カラースタンダード/監

督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:ヴェラ・ヒティロヴァー、ジャン＝リュック・ゴダー

ル(声)他)                   ©1969 Gaumont 



 

㊲2020年 6月 12・13・14日(金土日) 

㉜東風/Le vent d’Est(1969/フランス・イタリア・旧西ドイツ/93 分/カラースタン

ダード/監督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:ジャン・マリア・ヴォロンテ、アンヌ・ヴ

ィアゼムスキー、マルコ・フェレ―リ、グラウベル・ローシャ他) 

©1969Gaumont-Productions de la Guevie 

 



 

㊳2020年 6月 26・２7・28 日(金土日) 

㉝ウラジミールとローザ/Vladimir et Rosa(1971/旧西ドイツ・フランス/96分/TV映

画(未放送)/カラースタンダード/監督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:ジャン＝リュッ

ク・ゴダール、ジャン＝ピエール・ゴラン、ジュリエット・ベルト、アンヌ・ヴィア

ゼムスキー他)                                              ©1971 Gaumont 

 



㊴2020年 7月 10・11・12日(金土日) 

㉞万事快調/Tout va bien(1972/フランス・イタリア/96 分/カラービスタサイズ/監

督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:イブ・モンタン、ジェーン・フォンダ、アンヌ・ヴィ

アゼムスキー他)                                ©1972 Gaumont

 

 



㊵2020年 7月 24・25・26日(金土日) 

㉟イタリアにおける闘争/Lotte in Italia(1969/イタリア・フランス/60分/TV 映画

(未放送)/カラースタンダード/監督:ジガ・ヴェルトフ集団/出演:クリスティアーナ・

トゥリオ・アルタン、アンヌ・ヴィアゼムスキー他) ©1969 Gaumont 

 

㊱ジェーンへの手紙/Letter to Jane(1972/フランス/52 分/白黒＆カラースタンダー

ド/監督:ジガ・ヴェルトフ集団)※ジャン＝リュック・ゴダール、ジャン＝ピエール・

ゴラン(共にナレーション)              ©1972 Gaumont 

 

※以上が現在折衝途中の未定分まで含め、第一期 18/19/20①上映予定ラインナップ

(全 8 監督 40 プログラム)36作品です。監督国別ではロシア(旧ソ連)1ドイツ(旧西ド



イツ)11 チェコ(旧チェコスロバキア)12フランス 12作品と、図らずも全てヨーロッパ

諸国になりました。「(欧州史)三千年に気づかぬ者は暗愚と無知の世界に住んでその

日暮らしをするがよい」という文豪ゲーテの言葉をあらため噛みしめながら、皆様と

一緒にドキドキワクワクの映画の旅に出たいと思います。 

※第二期以降の上映ラインナップも引き続き鋭意企画検討中です。第一期の最後未定

分含め 2019年末までに決まり次第、次期 20②/21ラインナップをお知らせします。 

■主催:フクオカシネアスト 

■共催(特集 2.3):チェコセンター東京、アンスティチュ・フランセ日本(折衝中) 

■映像提供(特集 1):ゲーテ・インスティトゥート東京 

■協力:チェコ国立映画アーカイブ(NFA)、Gaumont(折衝中)、アイ・ヴィー・シー、ノ

ーム、チェスキー・ケー 

■後援:イタリア会館・福岡、アンスティチュ・フランセ九州 

●基本会員制(350名様限定):入会金 500円/年会費一般 4,000円学生 2,000 円 

※2018年 10・11 月にご入会頂いた方の有効期限は 2019年 12 月迄となりお得です。 

※入会受付は上映当日に承ります。学生の方は学生証をご提示下さい。 

※ご入会頂いた方に、先着でささやかなプレゼントを只今準備中です。お楽しみに。 

●入場料(当日のみ前売りなし):会員一般 1,000 円学生 500 円/非会員 1,500円 

●会場:イタリア会館・福岡 アート・ギャラリー Spazio(スパツィオ) 

住所:福岡県福岡市中央区今泉 1－18－25季離宮(ときりきゅう)奥・中離宮 2階 

 

※JR・西鉄大牟田線・地下鉄七隈線をご利用の方は最寄りの薬院駅もご利用下さい。 



●日時:不定期(2019 年 1 月以降基本隔週月 2回の)金土日/３日間で１プログラムを９

回上映◆開映:➀金１９時半②土１０時半③土１３時半➃土１６時半⑤土１９時半 

⑥日１０時半⑦日１３時半⑧日１６時半⑨日１９時半 ◆注)➁➃プログラム除き 

※金土日１９時半開映の回は終映後３０分程度自由参加の Free Talk を開きます。 

※入場は開映 30 分前より順次ご案内します。 

※➃プログラムは上映時間が 144分と長いため開映・開場共 30分繰り上がります。 

※受付時に予約確認のうえ座席番号入りの半券を差し上げます。その座席列別のご入

場となります。貴重品等はお手持ちの上お願い致します。 

※トイレは別階(１階)になります。入場後にご利用の際はその半券をお見せ下さい。 

※荷物コート類を一時預けるロッカーやクロークはございません(ハンガー用意有)。 

※当初はご入会承りと重なり受付混雑も予想されます。余裕をもってご来場下さい。 

※開映後のご入場は場内出入り口がスクリーン真横のためご遠慮下さい。 

●定員制(最多 40 名の各回入替制)/Web予約(座席指定可能を予定)制 

※初回の Web(HP での事前)予約は 10 月 1日 0時頃開始予定です。 

※場内は段差のないフラット床になります。座席指定の際にご身長が 160㎝未満の方

は第 1列に、160～170㎝未満の方は第 2列に、170㎝以上の方は第 3 列に、一番後ろ

をご希望の方は最後方のカウンター席をお選び頂けます様ご協力をお願い致します。 

※車椅子をご利用の方は優先席をご指定のうえメールにてその旨ご連絡下さい。 

※HP にて事前予約(前日迄に上映当日不可)のうえ当日は開映 10 分前迄に受付をお済

ませ下さい。過ぎますと当日キャンセル待ちの方がいましたら先にご入場頂きます。 

※雨天の際は受付横に傘袋スタンドを設けます。足元に気をつけてご来場下さい。 

※関連資料,書籍,音楽(BGM),Coffee等を用意します。どうぞお早めにご来場下さい。 

※終映後も次の開映 45分前まで場内でお楽しみ頂けます。自由帳に何でもどうぞ。 

※第一期のラインナップで 1年半以上に及ぶロングラン開催となります。不測の事態

で上映予定週や作品が変更の際は、基本 2 か月前迄にお知らせします。        

最後に胸躍る思いをこめて―You ain’t heard nothin’yet!お楽しみはこれからだ！ 


