【平成30年度中央図書館映画会 年間スケジュール】
上映時間

作 品 名

1

4月11日（水）

上 映 日

14：00～15:20

僕らは歩く、ただそれだけ

作品情報
【2009年／日本】
人間ドラマ／73分
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４月29日（日祝）

14：00～15:40

最高の人生のつくり方

【2014年／アメリカ】
人間ドラマ／94分

★☆★アカデミー賞 主演男優賞・女優賞受賞★☆★
監督：ロブ・ライナー
不動産エージェントのオーレンは偏屈な変わり者としてアパートの鼻つまみ者。ある日、息子のルークが刑務所に入るか
出演：マイケル・ダグラス
ら娘のサラを預かってほしいと訪ねてくる。サラの母親リタを探すオーレンだが会ってみると彼女は薬物中毒で足元もお
ダイアン・キートンほか
ぼつかない。仕方なく自分でサラの面倒を見ようとするが……。孤独な男が手に入れた最高の人生とは。
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５月11日（金）

14：00～15:55

ＮＯＲＩＮ ＴＥＮ
～“農の神”と呼ばれた男 稲塚
権次郎物語～

【2015年／日本】
人間ドラマ／110分

今や世界の80％の小麦の基となったＮＯＲＩＮ ＴＥＮ。「美味しく、たくさん収穫できる米と小麦」を作ろうと、昭和初期の冷
害と飢饉にあえぐ東北で研究をつづけた稲塚権次郎。第２次世界大戦後の世界的な食糧危機を救い、後に"農の神"と
呼ばれる男の生涯を描く。

監督・脚本：稲塚 秀孝
出演：仲代 達矢
松崎 謙二ほか
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５月20日（日）

14：00～16:05

蒼天の夢

【2000年／日本】
日本のドラマ／119分

安政４年、密航を企てた罪で投獄され、幽閉されながらも私塾を開いている吉田松陰に興味を抱いた高杉晋作は彼のも
とを訪ねる。風変わりな松陰の価値観や教育にうさんくささを感じるものの、晋作は徐々に松陰の破天荒な人柄が気に
なって……。

演出：松岡 孝治
原作：司馬 遼太郎
出演：中村 橋之助、野村 萬斎ほか

№
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図
書
館
ま
つ
り
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～松陰と晋作・新世紀への挑戦～

にいがた偉人伝

6月9日（土）
～10日（日）

13：30～18:00

６月９日（土）

10：00～11:50

疎開した40万冊の図書

【2013年／日本】
ドキュメンタリー／102分

６月10日（日）

10：00～12:00

ベトナムの風に吹かれて

【2015年／日本】
人間ドラマ／114分

～激動の時代を切り拓いた先人50人の生涯～

【2017年／日本】
伝記／各13分・全50話
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６月23日（土）

14：00～15:40

紳士は金髪がお好き

【1953年／アメリカ】
ミュージカル／91分
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７月3日（火）

14：00～17:00

甘い生活

【1960年／イタリア・フランス】
人間ドラマ／175分

10：00～10:40

はらぺこあおむし

【1996年／イギリス】
アニメーション／33分
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７月22日（日）
14：00～15:45

ビッケと神々の秘宝

【2011年／ドイツ】
ファンタジー／96分

10：00～12:05

Ｋ２～初登頂の真実～

【2012年／イタリア】
人間ドラマ／120分

夏休み映画会

9

８月11日（土祝）
山の日映画会

10

14：00～16:05

フレンチアルプスで起きたこ
と

10：00～11:40

エル・スール

８月15日（水）

哀

愁

【2014年/スウェーデン・デンマーク他】

人間ドラマ／118分

【1983年／スペイン・フランス】
人間ドラマ／95分
【1940年／アメリカ】
ラブストーリー／108分

平和を考える映画会

14：00～15:55
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９月4日（火）

14：00～16:00

私の、息子

【2013年／ルーマニア】
人間ドラマ／112分
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９月24日（月祝）

14：00～16:00

死にゆく妻との旅路

人間ドラマ／113分

13

10月10日（水）

14：00～15:50

僕たちの家（うち）に帰ろう

人間ドラマ／103分

14

10月27日（土）

14：00～16:15

次郎長三国志
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11月９日（金）

10：00～11:30
読書週間名作映画会

14：00～16:20

16

11月18日（日）

14：00～15:55

17

12月4日（火）

14：00～16:15

～大馬鹿者でござんす。～

子どもに本を-石井桃子の挑戦
Ⅰ・Ⅱ
ドリーミング
～ミュージカル～
シング・ストリート
～未来へのうた～
リアル
～完全なる首長竜の日～

【2011年／日本】

【2014年／中国】

【2008年／日本】
時代劇／126分
【2015年／日本】
ドキュメンタリー／84分
【2009年／日本】
ミュージカル／133分
【2015年／アイルランド・イギリスほか】

人間ドラマ／106分

【2013年／日本】
ラブストーリー／127分

10：00～10：35

ぶどう酒びんのふしぎな旅

【2015年／日本】
芸術／30分

クリスマス映画会

14：00～15:30

こねこ

【1996年／ロシア】
ファンタジー／84分

19

１月9日（水）

14：00～15:35

神様の思し召し

【2015年／イタリア】
人間ドラマ／88分
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１月26日（土）

14：00～16:10

俳優 亀岡拓次

【2016年／日本】
人間ドラマ／123分
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２月8日（金）

14：00～15:40

火の山のマリア

【2015年／グアテマラ・フランス】
人間ドラマ／93分

22

3月3日（日）

14：00～16:15

レベッカ

【1940年／アメリカ】
サスペンス／130分

23

３月19日（火）

14：00～15:30

宇宙戦争

【1953年／アメリカ】
ＳＦ／85分

18

12月24日（月祝）

あらすじ・作品紹介
恋人と別れた少女はカメラを持ち、故郷を訪れる。そこで写真を撮りながら出会った様々な人に影響され、いつしか心情
に変化が現れる。切ない思いをしているのは自分一人ではないのだと。人生の転機とそこからの再生を描いた物語。

監督・出演者等
監督・脚本：廣木 隆一
出演：安藤 サクラ、柄本 佑ほか

※全50話を2日間に分けて上映します。
新潟県ゆかりの偉人の業績や生き方を紹介するシリーズ番組として、2015年10月から2016年9月までＢＳＮのテレビとラ
製作：ＢＳＮ新潟放送
ジオで放送されました。文学者や芸術家、実業家など様々な分野で一時代を築いた方々ばかりで、堀口大學や良寛など
長岡ゆかりの人物6人を含め、全50人を紹介します。
★☆★文部科学省選定★☆★
1944年、太平洋戦争当時の都立日比谷図書館長に赴任した中田邦造は戦火からを守るため、蔵書の一部を疎開させる
ことを決意する。40万冊もの図書の１年にも渡る空前の大移動。図書館員だけではなく中学生までもが奥多摩や埼玉ま
で何度も本を運び続けた。その後日比谷図書館は空襲で全焼してしまう。歴史上類を見ない本の大移動と、本を守るた
めの人々の奮闘を追う。
ベトナム・ハノイで日本語教師として働くみさおのもとに父の訃報が届く。帰国してみると故郷・新潟には認知症を患い、
父の死すらも理解できていない母シズエの姿があった。母のたった一人の肉親であるみさおは義兄の反対を押し切りシ
ズエをベトナムへと連れて行く。慣れないながらもベトナムの温かい隣人に囲まれて少しずつ笑顔を取り戻していくシズ
エ。みさおは母と二人で第二の人生を豊かにしていけると思っていた。
ＮＹで舞台に立つローレライは宝石やセレブに目がない金髪の美人。彼女に魅了された御曹司のガスはパリで結婚式を
挙げるため豪華客船を予約する。しかし父親の反対にあい彼は乗船できなくなってしまう。ローレライはガスの代わりに
しっかり者の親友ドロシーを船に誘う。果たして彼女たちの旅は無事に終わるのか？
★☆★1960年カンヌ国際映画祭作品賞パルムドールほか★☆★
1950年代ローマ。作家志望だったマルチェロはいつの間にかしがないゴシップ記者になり今晩もスクープのためにセレブ
御用達のクラブに紛れ込んでいた。そこで資産家令嬢のマッダレーナに声をかけられる。モラルを失った現代人をマル
チェロの退廃的な生活を通して表現する、フェデリコ・フェリーニの代表作。

監督・編集：金高 謙二

監督：大森 一樹
原作：小松 みゆき
出演：松坂 慶子ほか
監督：ハワード・ホークス
音楽：ライオネル・ニューマン
出演：マリリン・モンローほか
監督・脚本：フェデリコ・フェリーニ
出演：マルチェロ・マストロヤンニ
アヌーク・エーメほか

監督：アンドリュー・ガフ
誰でも一度は読んだことがあるであろう絵本「はらぺこあおむし」。作者であるエリック・カールは絵本の魔術師として世界
原作：エリック・カール
中で人気があります。そんな彼の愛や夢をテーマとしたファンタジックな５作品を収録しています。
声の出演：さだ まさし
★☆★バイエルン映画賞最優秀児童映画賞、Buster国際児童映画祭最優秀作品★☆★
監督：クリスティアン・ディッター
フラーケ族の長ハルバルが誘拐されてしまった。敵の目的はどうやら「神々の秘宝」らしい。少年バイキングのビッケは族
原作：ルーネル・ヨンソン
長と秘宝を探し出すため、海賊船で７つの海を冒険することに。その先に待ちうける数々の苦難をビッケは乗り越えるこ
出演：ヴァレリア・アイゼンバルトほか
とができるのか。
世界一高い山、エベレストより登頂が困難とされる山K2。1954年、イタリアのデジオ教授がアルピニストのチームを結成
し、この非情の山へ命知らずの登攀を開始する。順調に上っているように思えたが徐々にチーム内に不信と嫉妬の影が
差し……。K2初登頂の栄光の影に秘められた真相とは？
★☆★第67回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞ほか★☆★
トマスと妻のエバ、子ども達は冬のバカンスにフランスのリゾートへ出かける。ひとしきりスキーを楽しんだ後昼食をとって
いると突然雪崩が発生。幸い家族に被害は無かったもののその時トマスがとったある行動により、家族の間にトマスへの
不信感が漂い始める。
★☆★1983年シカゴ国際映画祭 ゴールド・ヒューゴー賞（グランプリ）ほか★☆★
父親アグスティンがもう帰ってこないことを娘エストレリャが予感したのは15歳の秋だった。枕元には父がダウジングで愛
用していた振り子が残っていた…。父はかつてスペイン内戦の折に祖父と対立し、家を飛び出してきていた。過去にとら
われる父とそれを見つめる娘を描いたヒューマンドラマ。
1939年秋、英独開戦のその日、ロイ・クローニン大佐はウォータールー橋にたたずんでいた。第１次世界大戦の最中、踊
り子のマイラと出会ったのもこの橋だった。二人は結婚の約束をしたが式を挙げる前にロイが突然の招集で戦地へ赴くこ
とになり、二人は離れ離れになってしまう。一人ロンドンに残されたマイラの運命は？

監督・脚本：ロバート・ドーンヘルム
出演：マルコ・ボッチほか

監督・脚本：リューベン・オストルンド
出演：ヨハネス・バー・クンケほか
監督・脚本：ビクトル・エリセ
原作：アデライダ・ガルシア=モラレス
出演：オメロ・アントヌッティほか
監督：マーヴィン・ルロイ
出演：ヴィヴィアン・リー
ロバート・テイラーほか

★☆★第63回ベルリン国際映画祭金熊賞＆国際映画批評家連盟賞ほか★☆★
監督：カリン・ペーター・ネッツァー
コルネリアの悩みの種はいつまでたっても自立できない息子バルブ。ある日バルブが交通事故で子どもを死なせてしま
出演：ルミニツァ・ゲオルギウ
う。そのことですっかり憔悴してしまったバルブを救いたい一心でコルネリアは様々な手段に訴えていくが…。過保護な母
ボグダン・ドゥミトラケほか
親と自立できない息子。歪んだ母性愛を描く衝撃作。
★☆★第35回モントリオール世界映画祭 フォーカス・オン・ワールド・シネマ部門 出品作品★☆★
高度成長期の日本、小さな工場を経営する清水久典は充実した日々を送っていた。しかし安価な中国製品の国内への
流入が原因で経営はひっ迫し、万策尽きたころ突然に清水は愛する妻が癌に冒されていることを知る。手術により癌を
取り除くが、医者からは早ければ３か月で再発すると告げられる。
★☆★第39回香港国際映画祭 ワールドシネマ部門招待ＳＩＧＮＩＳ賞ほか★☆★
シルクロードの一部だった中国北西部を舞台に、少数民族“ユグル”の幼い兄弟バーテルとアディカーは遠く離れて暮ら
す父母に会うため二人きりで旅に出る。乾ききった長い長いシルクロード、両親に会うための旅はいつしか自分たちの
ルーツをたどる旅になり……。過酷な道のりの果てに彼らを待つものとは。

監督：塙 幸成
原作：清水 久典
出演：三浦 友和
石田 ゆり子ほか
監督：リー・ルイジュン
出演：タン・ロン、グオ・ソンタオほか

清水の次郎長親分が子分たちとともに駆け出しのころから一家を立ち上げるまでの物語。最愛の妻お蝶と結婚したばか
監督：マキノ雅彦
りで３年の渡世修行の旅に出ることになった次郎長。この時の子分はたったの５人ばかりだが追分の政五郎、大野の鶴
原作：村上 元三
吉を仲間に加えるうちに徐々に街道でその名を広めていく。しかし名が売れた分、敵も増えるのが世の習い。次郎長の前
出演：中井 貴一、鈴木 京香ほか
に黒駒の勝蔵などの敵が次々現れる。
子どもの本を作り続けた児童文学作家石井桃子。Ⅰでは「ノンちゃん雲に乗る」の刊行からアメリカの友人との交流、子 構成・演出：森 英男
どもたちへの読み聞かせの実践などの原動力となった"ノンちゃん牧場"を紹介する。Ⅱでは1954年に行った欧米視察で 朗読：内藤 直子
出会った編集者との友情や日本の児童図書館を充実させるための挑戦を紹介する。
ナレーション：林 直子
演出・制作：浅利 慶太
メーテルリンクの代表作である「青い鳥」を原作にした劇団四季の幻想的でドラマチックなミュージカル。物語の中で兄妹
作曲：イルカ、小椋 佳ほか
が得たものや失ったものとはなにか。そして青い鳥は見つかるのだろうか。幸せを探すため、２人の長い旅が始まる。
出演：劇団四季
1985年、大不況真っ只中のダブリンでどん底の生活を送っていたコナー。仲間とバンドを組み、ＰＶのゲリラ撮影を重ね
監督・脚本：ジョン・カーニー
ていくうちに、彼らの中で加速していく恋と友情。切なさに苛まれ、傷つきながら成長していく若者の姿を80年代ブリティッ 出演：フェルディア・ウォルシュ=ピーロ
シュ・サウンドにのせて描く。
ルーシー・ボイントンほか
浩市は１年前に自殺未遂を起こし、昏睡状態になっている恋人の淳美の意識に"センシング"という医療技術を使って入
り込み、自殺の原因を探っていた。意識の中で出会った淳美に「首長竜の絵」を探して欲しいと頼まれた浩市はセンシン
グを繰り返し、様々な場所で絵を探していく。そのうちに彼は見知らぬ少年の幻覚を見るようになっていく。
★☆★文部科学省特別選定★☆★
古い家の２階の窓辺に置かれた、壊れているぶどう酒びん。このびんはじつは老婆がまだ美しい少女だった頃に婚約の
席で空けられたびんだった。誰かに使われては、捨てられ、また誰かに拾われて……。そうして数々の人の間を旅してき
たびんは時に少女の人生と交わっていく。アンデルセンの傑作を原作にした作品。
真冬の都市モスクワで子猫のチグラーシャはある日、窓からトラックの屋根に落ちてしまう。やっと降りた先はどこか見知
らぬ遠い場所。街をさまよい、そこに住む多くの猫たちに助けられながらチグラーシャは飼い主のもとへ帰ろうとする。子
猫と仲間たちの冒険の物語。
★☆★第28回東京国際映画祭観客賞★☆★
エリート外科医のトンマーゾ。ある日医者になることを期待していた彼の息子が神父になりたいと言い出した。トンマーゾ
は、最近パフォーマンスが派手なことで人々に人気のあるピエトロ神父に息子が洗脳されてしまったと考え、信者として
協会に潜入するが……。
37歳独身の俳優亀岡拓次。脇役メインの彼はロケ先にあった居酒屋の女将、安曇に恋をする。そんな彼に、敬愛してや
まない映画監督スペッソのオーディションに参加するチャンスが巡ってきた。数々の現場を渡り歩く最強脇役俳優の仄か
な恋の行方は、憧れの監督のオーディションの結果は果たしてどうなるのか。
★☆★第65回ベルリン国際映画祭銀熊賞★☆★
グアテマラの高地にすむ17歳の少女マリア。彼女は農業を営む両親と暮らしているが一家は貧しく、不作になってしまう
と借地を追い出されてしまう。そこで両親は地主にマリアを嫁がせることで暮らしが上向くよう考えるが、当のマリアはア
メリカに行くことを夢見る若者ペペに惹かれていた。
★☆★アカデミー賞 最優秀作品賞・撮影賞 受賞★☆★
お金持ちの夫人の付き添いでモンテカルロのホテルに同行した女はそこで英国紳士マキシムと出会う。彼の後妻として
嫁いだマンダレイはマキシムの亡き前妻レベッカの影がすべてを支配しており、女は精神的に追い詰められていく。そん
な中１年前にレベッカが遭難したヨットが発見され…。
★☆★アカデミー賞 特別効果賞 受賞★☆★
ある日、隕石が世界各地に降り注いだ。フォレスター博士はそのうちカリフォルニアに落下した隕石の調査を行うが、大き
さの割にクレーターが小さいことが気にかかる。博士は現場にいたシルヴィアと彼女のおじを頼り、近くの町に滞在して詳
しく調べようとする。落下現場に監視が付いたその夜、隕石の中から火星人の侵略兵器が現れ、フォレスターたちは命か
らがら逃げだしていく。

監督：黒沢 清
原作：乾 緑郎
出演：佐藤 健、綾瀬 はるかほか
影絵：藤城 清治
原作：H.C.アンデルセン
朗読：石坂 浩二
監督：イワン・ポポフ
出演：アンドレイ・クズネツォフ
リュドミーラ・アリニナほか
監督：エドアルド・ファルコーネ
脚本：マルコ・マルターニ
出演：マルコ・ジャリーニほか
監督：横浜 聡子
原作：戌井 昭人
出演：安田 顕、麻生 久美子ほか
監督・脚本：ハイロ・ブスタマンテ
出演：マリア・メルセデス・コロイ
マリア・テロンほか
監督：アルフレッド・ヒッチコック
原作：ダフネ・デュ・モーリア
出演：ローレンス・オリヴィエ
ジョーン・フォンティンほか
監督：バイロン・ハスキン
原作：Ｈ・Ｇ・ウェルズ
出演：ジーン・バリー、アン・ロビンソンほか

