光は、ここまでとどく。

■提携：CAMERA JAPAN

みゆき野映画祭 in 斑尾

■協賛：デンマークヨーグルト
アップリンク
ユーロスペース

ボダム ジャパン

アリヨス・エンタテイメント
現代映画社

Swedish Film Institute

■助成：芸術文化振興基金
Duni

■協力：c-house

インターゾーン

渋谷西村總本店

オナビス

田中武人翻訳事務所

The Finnish Film Foundation

LevelK

■特別協力：スウェーデン大使館

Bar Q

LOFT9 Shibuya

ギャラリーコンシール渋谷

ノルウェー王国大使館

office Ohsawa

シブヤバル 209

道玄坂コックマン

日本映像翻訳アカデミー

Marianna Films Oy

The Festival Agency

EU・ジャパンフェスト日本委員会

SK I P シティ国際 D シネマ映画祭

スター・チャンネル

Danish Film Institute
The Pola Music

ステアプラス

Icelandic Film Centre

The Yellow Affair

TAKT

ニーマ

■後援：アイスランド大使館

THE MUSIC PLANT

パラダイス・フリックス

Norwegian Film Institute

Trust Nordisk

Zik Zak Filmworks

フィンランド大使館

アクアビットジャパン

デンマーク大使館

アット エンタテインメント

（金）
（土）〜 16 日
2月3日
ライ ブハ ウス
ユー ロス ペー ス１ 階に ある
フェ
なカ
可能
トも
アウ
イク
＆テ
ひお 立ち 寄り くだ さい ！
映画 を観 る前 や観 た後 にぜ
www .loft -prj .co. jp/l oft9
US 1F
渋谷 区円 山町１-５ KIN OHA
2:30 ）
12:0 0 〜 23:0 0（L .O.2
＊イベ ント開催中は テイク

アウト 、テラス席のみの利

!

用とな ります 。

（金）
（土）〜 16 日
2 月 10 日

（金）
（土）〜 16 日
2 月 10 日
欧料 理を ご提
TNL Ｆ20 18 を記 念し 、北
an/
okm
p/co
ral.j
www .goo dspi
渋谷 区道 玄坂 2-25 -14 1F
LUN CH 11:3 0 〜 14:0 0
平日
0
DIN NER 17:3 0 〜 23:3
23:3 0
土日 祝 DIN NER 17:0 0 〜

北欧 ミニ マー ケッ ト開 催

レン チや
スペ イン 料理 をベ ース にフ
ルで
たバ
入れ
取り
ンを
リア
イタ
をお 楽し みく ださ い！
北欧 風ス ペシ ャル メニ ュー

供

ミート ボール
〜
〜ゴボ ウコン ソメク リーム
680 円

ビル 1F
渋谷 区道 玄坂 2-28 -1 椎津
15： 30（ L.O. 15:0 0）
LUN CH 月〜 日 11:3 0 〜
5：0 0 (L.O . 4:30 )
DIN NER 月〜 金 17:3 0 〜
0)
.4:3
(L.O
0
5：0
〜
0
土 15:3
.23: 30)
日 15:3 0 〜 24： 00 (L.O

（日）予定
（土）〜 18 日
2 月 10 日
（金）
（土）〜 16 日
2 月 10 日
道玄 坂店
渋谷 スク ラン ブル 交差 点に
老舗 フル ーツ パー ラー にも

面し た

コラ ボメ ニュ ーが 登場 ！
www .snfr uits .com
渋谷 区宇 田川 町 22-2 2F
.O.2 2:30 ）
月〜 土 10:3 0 〜 23:0 0（L
.O.2 2:00 ）
0（L
22:3
〜
0
10:0
日祝

SOU L,Fu nk など
レア な音 源が 聞け る Bar
供！
期間 中は 北欧 のお 酒を ご提
渋谷 区道 玄坂 2-25 -14 B1F
20:0 0〜深 夜

（金）
（土）〜 16 日
2 月 10 日
（土）
（月）〜 17 日
2月5日

！
アイ スラ ンド 写真 展開 催中
ギャ ラリ ー併 設の カフ ェで
とス イー ツを ご提 供
北欧 のオ リジ ナル ドリ ンク
ixsit e.co m/g conc eal
al.w
once
eryc
.gall
www
渋谷 区道 玄坂 1-11 -3 4F
。
2,17 日は 時間 が異 なり ます
11:0 0 〜 23:0 0 ＊5, 10,1

集合 ！
フィンランドのビ ール が大
デンマーク、ノルウェー、
べて 堪能 でき る特 別企 画。
それ ぞれ の味 わい を飲 み比

プリ ンク が
世界 の映 画を 配給 する アッ
スト ラン
プロ デュ ース する カフ ェレ
める
世界 中の 多彩 な料 理が 楽し
www .upl ink.c o.jp /tab ela
ネビ ル１ F
渋谷 区宇 田川 町 37-1 8 トツ
.O.2 2:15 ）
月〜 金 11:4 5 〜 23:0 0（L
.O.2 2:15 ）
土日 祝 12:0 0 〜 23:0 0（L

この マー クの
お店 で
楽し めま す！

メニューは www.tnlf.jp をご確認ください。

酪農の国デンマークから
乳酸菌を空輸し、
日本で作ったヨーグルト。

『チーム・ハリケーン』、『プラハ』に
ご来場の方の中から各回 1 名様に抽選で

デンマークを代表する
テーブルウェアメーカー、
ゼント！
bodum社製品をプレゼント！

スウェーデン生まれの
グッドフードムード

『アバ / ザ・ムービー』ご来場の方の中から抽選で
denmarkyogurt.com

各回 3 名様にナプキンをプレゼント !

TIME LAPSE

- シバノジョシア・アイスランド写真展 -

10 年 に 及 ぶ 取 材 撮 影 か ら、同 国 の 個 性 的 な 大 自 然 を 収 め た 写 真 を 多 数 展 示。
写真の一部は期間中に連日入れ替え、悠久に流れる時間の中でも一度として同
じ姿は見せない風景を感じる写真展。

＊夜はオリジナル・ ムービーの再上映あり。

北欧風ディナーパーティー
ケータリングサービスの "kippis" 景山聖子とのコラボイベント。
アイスランドの風景と共に楽しむ北欧風ビュッフェ。
2.10 sat OPEN 19:00 料金： 3,800 円 ( お食事＆1 ドリンク付、要予約）

アーティストトーク・車で巡るアイスランド
シバノジョシアが同国一周の旅を指南。具体的な経費や所要時間など、
オススメの旅程を交えながら、現地での撮影エピソードをお届けする。
2.12 mon OPEN 19：00 料金：1,000 円（1 ドリンク付、要予約）
【ご予約】希望イベント名、氏名、人数を明記の上、onabys@gmail.com まで
渋谷 Gallery Conceal
2018 年 2 月 5 日（月）〜 2 月 17 日（土）11:00-23:00

＊5,10,12,17 日は時間が異なります。

ATTENTION REYKJAVÍK

Vol.

8

アイスランドの音楽と暮らし

ア イ ス ラ ン ド に 拠 点 を 移 し た ナ ビ ゲ ー タ ー の 小 倉 悠 加 が、リ ア ル な 日 常 生 活 や リ ン グ ロ ー
ド 一 周 の 旅 を 写 真 や 映 像 を 交 え て ご 紹 介。恒 例 の ア イ ス ラ ン ド・エ ア ウ エ イ ブ ス・レ ポ ー
トに加え、年末にはシガーロスのフェスもあり、音楽情報も満載！
渋谷 アップリンク・ファクトリー
2018 年 2 月 17 日（土）START 1st 16:00 / 2nd 19:00
料金：2,500 円（１ドリンク付、要予約）
＜アップリンク WEB サイトにてご予約受付中！＞ www.uplink.co.jp/event

ARVVAS

アルヴァス来日公演

北欧サーミのヨイクとダブルベースの先進的デュオ

サーミの伝統歌唱ヨイクを歌う女性シンガー サラ・マリエル・ガウプと、現代ノルウェー・
ジ ャ ズ を 牽 引 す る か た わ ら 60 - 80 年 代 の ロ ッ ク・ポ ッ プ を 素 材 に シ ン プ ル で 力 強 いヴォ ー
カルとダブルベースで活動の幅を広げるスタイナー・ラクネスによるデュオ。
神保町「楽屋」
2018 年 2 月 18 日（日）OPEN 12：30 / START 13：00
料金：前売 4,500 円 (1 ドリンク別途 ) / 当日 5,000 円 (1 ドリンク別途 )
【前売ご予約】氏名、〒住所、TEL、枚数を明記の上、ticket@spn1.speednet.ne.jp まで
お問い合わせ：Real & True/Office Ohsawa info@bigstream.co.jp TEL:03-3728-5690
企画制作：Office Ohsawa 後援：ノルウェー王国大使館

雪のスクリーンで映画を観よう
第 10 回みゆき野映画祭 in 斑尾 〜北欧・日本国際短編映画祭〜
2018 年 2 月16 日（金）
、2 月17 日（土）開催予定
お問い合わせ

場所：斑尾高原スキー場ゲート横 スノーシアター（特設会場）鑑賞：無料

info@snowcollective.com

COVER ARTIST

田中千智

Chisato Tanaka

イメージビジュアルは、福岡を拠点に国内外で高い評価を受け活躍する画家、田中千智による描き下ろし。
1980 年生まれ。福岡市在住。200 5年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。
Schedule

www.tanakachisato.com

ART FAIR PHILIPPINES

アートフェア東京 2018

ART CENTRAL HONG KONG

THE LINK AYALA CENTER MAKATI
2018.3.1thu 〜 3.4 sun

東京国際フォーラム
2018.3.9 fri 〜 3.11sun

CENTRAL HARBORFRONT
2018.3.27 tue 〜 4.1sun

スターチャンネル 検索

サウンド・オブ・レボリューション
グリーンランドの夜明け

2018年2月7日 DVD 発売！豪華映像特典付
ロック・ファン必見！！ TNLF2017 で音楽ファンの話題をさらった
力溢れる音楽に彩られた珠玉のドキュメンタリーが DVDで登場！

最新映画と話題作を 3 チャンネル ＋ オンデマンドで、いつでもどこでも！
「BS10スターチャンネル」は、ハリウッド最新作から不朽の名作、話題の海外ドラマまで、
映画専門サービスならではの多様なラインナップを編成。さらに「インターネット T V」が
スタートし、簡単加入で、いつでもどこでもスターチャンネルをお楽しみいただけます！

価格：3,800円（税抜） 会期中劇場窓口にて販売！

発売元・販売元 キングレコード株式会社

DVD発売記念！ 1/12（金）21:00 〜ユーロスペースにて上映決定！

www.mplant.com/sume/

タイムテーブル
11:30

2.10

sat

2.11

sun

2.12

mon

2.13

tue

2.14

wed

チーム・ハリケーン 1
11:30

thu

2.16

fri

16:00

プラハ

一番強い者

14:00

さらば夏の光 3

がらくたヘリコプター
11:30

2.15

14:00

オンネリとアンネリのおうち 5

18:30

21:10

トム・オブ・フィンランド 2

16:30

ティグレロ
撮られなかった映画

18:30

21:10

グッド・ハート 4

アバ / ザ・ムービー

ゾンビ ＆
ザ・ゴースト・トレイン

14:00

16:30

19:00

21:10

ストロベリー・デイズ

オルハイム・カンパニー

愛せない息子

プラハ

11:30

14:00

16:30

19:00

21:10

チーム・ハリケーン

がらくたヘリコプター

トム・オブ・フィンランド

一番強い者

グッド・ハート

11:30

14:00

16:30

19:00

ティグレロ

21:10
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ゾンビ ＆
ザ・ゴースト・トレイン

ストロベリー・デイズ

アバ / ザ・ムービー

オルハイム ・ カンパニー

11:30

14:00

16:30

19:00

21:10

プラハ

オルハイム ・ カンパニー

愛せない息子

ストロベリー・デイズ

トム・オブ・フィンランド

19:00

21:10

がらくたヘリコプター

チーム・ハリケーン

11:30

14:00

16:30

グッド・ハート

ゾンビ ＆
ザ・ゴースト・トレイン

ティグレロ
撮られなかった映画

撮られなかった映画

7

トークショー・スケジュール

1

UMMM I

3

吉田喜重 岡田茉莉子

5

末延弘子

7

相澤虎之助

映像作家、アーティスト

映画監督

女優

フィンランド文学翻訳家

2/10 sat 11:30
『チーム・ハリケーン』

2

田亀源五郎

2/11 sun 14:00
『さらば夏の光』

4

今泉力哉

2/12 mon 11:30
『オンネリとアンネリのおうち』

6

樋口泰人

2/10 sat 18:30
マンガ家、ゲイ・エロティック・アーティスト 『トム・オブ・フィンランド』
2/11 sun 18:30
『グッド・ハート』

映画監督

映画評論家、音楽評論家、boid 主宰

2/16 fri 16:30
『ティグレロ 撮られなかった映画』

映画監督、脚本家

2/14 web 19:00
『ティグレロ 撮られなかった映画』

トークショーは映画の上映終了後になります。

※表記時間は上映開始時間です。開場時間は上映開始 10 分前です。全席指定席です。※上映作品、上映時間、トークゲスト、スケジュールは予告なく変更することがあります。詳
しくは www.tnlf.jp、または劇場内掲示をご確認ください。※すべての作品には日本語字幕がついています。英語字幕入りの作品については、www.tnlf.jp をご確認ください。
All Films are with Japanese subtitles. Please refer to www.tnlf.jp for further details about the films with English subtitles.

アクセス

チケット（映画）
特別先行販売

1月 5 日（金）〜 1 月 18 日（木）

＊各回全席指定、50 席限定 ＊オンラインチケットのみ
の販売です。劇場窓口でのお取り扱いはございません。

一般
学生・シニア・ユーロスペース会員

アップリンク
タベラ

1,300円
1,500円
1,200円

Bar Q
コックマン

渋谷西村
フルーツパーラー

SHIBUYA HOTEL EN

ユーロスペースの火曜日サービスデー 1,200 円が適用されます。
シブヤバル 209

ユーロスペース公式ウェブサイト、劇場窓口にて上映 3 日前より販売！

オンラインチケット

www.eurospace.co.jp

LOFT9 Shibuya

●「特別先行販売」期間以降は、ご鑑賞日の 3 日前から、各回開始１時間前まで販売
いたします。●各種クレジットカードでのみご購入が可能です。●学生・シニア割等
をご利用のお客様は、ご入場時に各種証明書をご提示ください。●ご鑑賞までに劇場
ロビーにある専用発券機でチケットをお受け取りください。
ギャラリー・コンシール

劇場窓口での販売

03-3461-0211

●ご鑑賞の 3 日前から販売いたします。●現金でのみご購入が可能です。●学生・シニア
割等をご利用の際は、各種証明書をご提示ください。

www.eurospace.co.jp
渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 3F

お問い合わせ

トーキョーノーザンライツフェスティバル実行委員会

070-4063-2016

office@tnlf.jp

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

©Annika Berg

チーム・ハリケーン
監督：アニカ・ベウ

©Lasse Frank Johannessen

トム・オブ・フィンランド

Team Hurricane

監督：ドメ・カルコスキ

Annika Berg

2017年 / デンマーク / デンマーク語 (Danish) / 96min

Tom of Finland

Dome Karukoski

2017年 / フィンランド、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、アメリカ /
フィンランド語 (Finnish), ドイツ語 (German), 英語 (English) / 116min

デンマークのティーンから圧倒的な支持を受ける今最もパンクなユースド
ラマ。8 人の少女たちの普通の日常を先鋭的な映像感覚で表現。ビッチの
定義から始まりジェンダー、摂食障害、理由なき不安など彼女たちを取り
巻くあらゆる事象が、スマートフォンをフリックするようなスピード感で

画家志望の帰還兵トウコ・ラークソネンは第二次世界大戦後の保守的な社
会の中で自身のイマジネーションを解放させることを願い、密かに描き続
けた。レザージャケットに身を包んだ筋骨隆々男子たちのドローイングで
知られる

展開されていく。

トム・オブ・フィンランド

の半生を描く。国の恥とまで呼ば

れた彼が如何にして世界中からの名声を得たのか。
2/10 sat 11:30

2/13 tue 11:30

2/16 fri 21:10
2/10 sat 18:30

2/13 tue 16:30

2/15 thu 21:10

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

Photo Alzbeta Jungrova

プラハ

監督：オーレ・クリスチャン・マセン

©Icelandic Film Centre

グッド・ハート

Prag / Prague
Ole Christian Madsen

2006 年 / デンマーク /
デンマーク語 (Danish), 英語 (English), チェコ語 (Czech) / 92min

監督：ダーグル・カウリ

The Good Heart
Dagur Kári

監督インタビュー映像上映

2009年 / アイスランド、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツ /
英語 (English), ドイツ語 (German) / 95min

失踪した父親の訃報を受けたクリストファーは、妻のマヤとプラハを訪れ
る。結婚 14 年目を迎えるふたりの関係は妻の浮気により危機的状況を迎

青年ルーカスを雇う。孤独だったジャックは心を開き始めるが、ルーカス

えていた。一方で父親の秘密が明らかになっていく。美しくもどこか寂寥

に恋人が出来たことでふたりは対立してしまう…。ポール・ダノ主演。カ

とした異国の街で、不器用ながらも愛を手繰り寄せようともがき苦しむ主

ウリ監督が Slowblow 名義で楽曲を手掛け、アウトサイダーたちにそっ

人公をマッツ・ミケルセンが好演。

と寄り添った心温まるドラマ。

2007年デンマーク・アカデミー（ロバート）賞：撮影賞、音響賞

2/10 sat 14:00

2/12 mon 21:10

2/15 thu 11:30

2011年アイスランド・アカデミー（エッダ）賞：監督賞、脚本賞、衣装デザイン賞、美術賞

2/11 sun 18:30

2/13 tue 21:10

2/16 fri 11:30

各国映画祭をにぎわせる作品が続々と生まれ、新しい才能が輩出される北欧５カ国の
話題作から、年代、ジャンルを問わず日本未公開作を中心に厳選。近年、そのデザインや
ライフスタイルが一層の注目を集める北欧を、映画で体感する１週間。

スペシャルトーク

フィンランド児童文学の魅力
『オンネリとアンネリのおうち』の上映を記念して、上映後に末延弘
子さん（フィンランド文学翻訳家、白百合女子大学講師）をお招きし
てフィンランドの児童文学の魅力に迫るトークイベントを開催。

ゲスト
特別先行上映
©Zodiak Finland Oy 2014. All rights reserved.

オンネリとアンネリのおうち
監督：サーラ・カンテル

Onneli ja Anneli / Jill and Joy

末延弘子

Hiroko Suenobu

タンペレ大学フィンランド文学専攻修士課程修
了。フィンランド文学情報センター勤務。フィン
ランド文学協会、カレワラ協会会員。レーナ・ク
ルーン、ノポラ姉妹などフィンランド現代文学の

Saara Cantell

訳書多数。フィンランド政府外国人翻訳家賞受賞。

2014年 / フィンランド / フィンランド語 (Finnish) / 80min

バラの木婦人から小さなおうちを買って暮らし始めた、仲良しのオンネリ
とアンネリ。ご近所は気難しそうなお隣さんと、魔法が使える明るいおば
さん姉妹。ところがある日、お隣さんに泥棒が…！フィンランドで愛され

オンネリと
アンネリの
おうち

原作
紹介

オンネリと
アンネリの
ふゆ

続けるマリヤッタ・クレンニエミの児童文学を映画化し、本国で大ヒット
を記録。愛おしさと幸せが詰まった物語。
2015年フィンランド・アカデミー（ユッシ）賞：衣装デザイン賞

2/12 mon 11:30

提供：アット エンタテインメント

マリヤッタ・クレンニエミ 作 マイヤ・カルマ 絵
渡部 翠 訳 定価 本体1,600 円＋税 （福音館書店 刊）

スペシャルトーク

『さらば夏の光』公開 50周年記念
1968 年、スウェーデンやデンマークを含むオール・ヨーロッパ
ロケを敢行した日本映画が誕生した。毎日ロケハンとシナリオ
執筆をしながら総勢 7名のスタッフで撮影に臨んだという吉田喜
重監督と主演の岡田茉莉子さんによるトークショーを開催。

ゲスト

さらば夏の光
監督：吉田喜重

吉田喜重
Farewell to the Summer Light

Kiju Yoshida

1933 年福井生まれ。東大仏文科卒業。55 年松竹
に入社。64 年に、その後、半世紀以上にわたって

Kiju Yoshida

共に映画を作ることになる岡田茉莉子と結婚、松
竹を退社。66 年に現代映画社を設立。以降、最新

1968年 / 日本 / 日本語 (Japanese), 英語 (English) / 96min

作『鏡の女たち』に至るまで数々の名作を手掛ける。

家具のバイヤーとしてパリに暮らす人妻の直子はリスボンで出会った川
村と恋に落ちるが、彼女の秘められた苦悩はふたりを彷徨わせていく…。

岡田茉莉子

白夜に浮かび上がるストックホルム、コペンハーゲンのモダンな街並み、

1933 年東京生まれ。父は俳優の岡田時彦。51年東

モン・サン・ミッシェルの夕暮れ…。ヨーロッパ各地の美しい風景の中、

宝でデビュー、57年松竹に移籍。62 年に自らプロ

男女の孤独なモノローグが交錯する異色のメロドラマ。

デュースした『秋津温泉』で吉田喜重監督と組み大

2/11 sun 14:00

Mariko Okada

成功をおさめる。結婚後も、映画、テレビ、舞台な
提供：現代映画社

ど第一線で活躍しながら、吉田喜重作品における重
要な役割を担い続けている。

FOCUS ON SWEDEN
外交関係樹立 150 周年を迎えるスウェーデンにスポットを当てる。世界的ポップ・グループ ABBA のセミ・ドキュメンタリー
から、期待の新鋭監督作品、生伴奏付で贈るサイレント映画末期の傑作まで、新旧のスウェーデンの名作をお届け！

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

©Mikolaj Tadeus Urbanski

ストロベリー・デイズ
監督：ヴィクトル・エーリクソン

Jordgubbslandet / Strawberry Days

©Anders Bohman

がらくたヘリコプター

Sophelikoptern / The Garbage Helicopter

監督：ヨーナス・セルベリ＝アウグスツセーン Jonas Selberg Augustsén

Wiktor Ericsson

2017年 / スウェーデン、ポーランド /
スウェーデン語 (Swedish), ポーランド語 (Polish), 英語 (English) / 93min

2015年 / スウェーデン、カタール /
ロマ語 (Romany), スウェーデン語 (Swedish), 英語 (English) / 100min

収穫期を迎えたスウェーデンのいちご農園へ、ポーランドから両親と共に

修理に出していた柱時計を離れて暮らすおばあちゃんに届けることになっ

出稼ぎにやって来た 15 歳のヴォイテク。そこでは季節労働者は差別され、

たエネサは、兄弟のバキ、サスカと共に約 1000 ㎞に渡る旅に出る。ロマ

不当な賃金で雇われているのだった。そんな中、やがてヴォイテクと雇い

族の主人公たちが道中で遭遇する人々やアクシデントをドライなユーモア

主の娘アンネリは想いを寄せ合うが…。真夏の太陽の下、静かに燃え上が

で描き出す。モノクロの詩的な映像と叙情的なオーケストラ・スコアをオ

るひたむきな恋愛を繊細に映し出す。

フビートに転換させたロードムービー。

2/12 mon 14:00

2/14 wed 11:30

2017年スウェーデン・アカデミー（グルドバッゲ）賞：作曲賞

2/15 thu 19:00

2/11 sun 11:30

2/13 tue 14:00

2/16 fri 19:00

劇場未公開

アバ / ザ・ムービー
監督：ラッセ・ハルストレム

一番強い者

ABBA - the Movie

監督：アクセル・リンドブロム、アルフ・シェーベルイ

Lasse Hallström

1977年 / スウェーデン、オーストラリア /
英語 (English), スウェーデン語 (Swedish) / 97min

Axel Lindblom, Alf Sjöberg

1929年 / スウェーデン / スウェーデン語 (Swedish) / 106min

結成から 43 年。今もなお、世界中に影響を与え続けているポップ・グルー
プ ABBA。その P V の多くを手掛けていたラッセ・ハルストレムが、人気
絶頂期の 1977年の豪州ツアーを追う。往年のヒット曲満載のライブ映像
に、地元ラジオの DJ が彼らの独占取材に挑むドラマをミックスさせた
ミュージック・エンターテインメント。
2/11 sun 16:30

Den starkaste : En berättelse från Ishavet / The Strongest

北極での狩猟に雇われた水夫のオーレと船長の娘インゲボルグは惹かれ合
うが、彼女には婚約者がいた…。A・リンドブロムが 1920 年に北極で撮
影した記録映像に、A・シェ―ベルイが後に撮り足したドラマ部分を巧み
に結合させ創り上げた奇跡のアクション・ラブストーリー。息をのむよう
な迫力ある映像と俳優たちの生き生きとした魅力に圧倒される。

伴奏

2/14 wed 14:00

柳下美恵

Mie Yanashita

サイレント映画ピアニスト。1995 年に朝日新聞社
主催映画誕生 100 年記念上映会でデビュー。国内

『アバ / ザ・ムービー』上映記念！

外の映画祭で活躍。即興演奏を得意とし、全ての
アバン

2 /4（日）LOFT9 Shibuyaにて ABBAトリビュートバンド ABBANの
スペシャルライブ決定！ 詳細は www.tnlf.jpをご確認ください。
会期中、LOFT9 ShibuyaのCafeではBGMがABBAをはじめとした北欧ミュージックに♪

ジャンルを弾きこなす。600 本を超える映画に伴
奏をつけている。
2/10 sat 16:00

2/13 tue 19:00

MIKA KAURISMÄKI

監督、ミカ・カウリスマキ。

1955 年フィンランド、
オリマティラ生まれ。母国では「ミッドナイトサン・フィルムフェスティバル」
（白夜映画祭）を弟のアキ・
カウリスマキと共に主催。
『GO ！ GO ！ L.A.』(1998)、
『モロ・ノ・ブラジル』(2002) など国際色豊かなキャスティング、海
外ロケの撮影を特徴とした作品を数多く制作している。本特集では、日本劇場未公開の貴重な 2 作品を上映！

ジャパンプレミア

劇場未公開

ゾンビ＆ザ・ゴースト・トレイン

ティグレロ 撮られなかった映画

Zombie ja Kummitusjuna / Zombie and the Ghost Train

Tigrero - Elokuva, joka ei valmistunut / Tigrero-A Film that Was Never Made

1991年 / フィンランド /
フィンランド語 (Finnish), 英語 (English), トルコ語（Turkish）/ 88min

1994年 / ブラジル、フィンランド、ドイツ /
英語（English）, ポルトガル語 (Portuguese), カラジャ語 (Karajá) / 75min

遠く離れた異国の路上で青白い顔をした男が目を覚ます。男の名は

ゾン

1950 年代、出演者への莫大な保険金を製作会社が出し渋り、頓挫してし

ビ 。かつては天才ベーシストとして名を馳せたが、鏡に映る姿にはその

まったサミュエル・フラー監督のアクション超大作『ティグレロ』。フラー

面影もない。ふと我に返り自らに問う。何故見知らぬ土地を彷徨っている

は愛弟子ジム・ジャームッシュを従えてロケ地であるアマゾンを 40 年ぶ

のか…。ブラック・サバスの楽曲が放浪者の哀愁を誘う。親友役にはフィ

りに再訪する。友人であるミカ・カウリスマキが記録した「ハリウッドの

ンランドの名優マッティ・ペロンパーが出演。

異端児」のロケハン冒険記。

1992年フィンランド・アカデミー ( ユッシ ) 賞：監督賞、主演男優賞、撮影賞

2/11 sun 21:10

2/14 wed 21:10

2/10 sat 21:10

2/14 wed 19:00

2/16 fri 16:30

2/16 fri 14:00

ARILD ANDRESEN

KRISTOFFER JONER

監督アーリル・アンドレーセンと俳優クリストッフェル・ヨーネル
デビュー作でベルリン国際映画祭クリスタル・ベア賞、2 作目でヨーテボリ国際映画祭最優秀ノルディック映
画賞受賞のノルウェーの気鋭の監督と、主演も張れる名バイプレイヤーとしてノルウェー映画には欠かせない
存在となった個性派俳優がタッグを組み、父親を描いた 2 作品を上映。

愛せない息子

劇場未公開

ジャパンプレミア

©Norwegian Film Institute

©Norwegian Film Institute

Hjertestart / Handle with Care

2017年 / ノルウェー /
ノルウェー語 (Norwegian), 英語 (English), スペイン語 (Spanish) / 103min

オルハイム・カンパニー

Kompani Orheim / The Orheim Company

2012年 / ノルウェー / ノルウェー語 (Norwegian) / 104min

父の死後、ヤーレは少年時代を回想する。理想の家族像を追求するも思う
妻の急死により、養子のダニエルと取り残されたヒェーティル。血の繋
がらない息子を愛せる自信のない彼は、養子縁組を解消しようとダニエ
ルの生地へと向かう。北欧の裕福な国と南米コロンビアの社会を対比さ
せ、それぞれの愛のかたちとそれに伴う葛藤をヨーネルと、ダニエル役

ようにいかず、酒に溺れては暴力を振るう父。16 歳のヤーレはそこから逃
避するように内省的なオルタナティブ・ロックに憧れ、プロテスト運動に
参加し始めたが…。独裁的な父親をヨーネルが怪演。大人の矛盾に気づい
た少年の視点で家族とは何かを問いかける。

のクリストッフェル・ベックが演じ切る。
2012年アマンダ賞：主演男優賞、助演女優賞
2017年 SKIP シティDシネマ映画祭：グランプリ、2017年アマンダ賞：主演男優賞、助演女優賞

2/12 mon 16:30
2/12 mon 19:00

2/15 thu 16:30

協力：SKIP シティ国際 D シネマ映画祭

2/14 wed 16:30

2/15 thu 14:00

