
光は、ここまでとどく。

■提携：CAMERA JAPAN　みゆき野映画祭 in 斑尾　■助成：芸術文化振興基金　■特別協力：スウェーデン大使館　ノルウェー王国大使館　EU・ジャパンフェスト日本委員会　■後援：アイスランド大使館　フィンランド大使館　デンマーク大使館

■協賛：アクアビットジャパン　Duni　■協力：c-house　LOFT9 Shibuya　Mikkeller Tokyo　TAKT　THE MUSIC PLANT　ボルボ スタジオ 青山　アット エンタテインメント　アップリンク　アリヨス・エンタテイメント　インターゾーン

オナビス　ギャラリーコンシール渋谷　スター・チャンネル　ステアプラス　ニーマ　パラダイス・フリックス　フィンランド映画祭　ユーロスペース　渋谷西村總本店　神楽音

田中武人翻訳事務所　東京国際映画祭　日本映像翻訳アカデミー　Danish Film Institute　Icelandic Film Centre　Norwegian Film Institute　Swedish Film Institute

The Finnish Film Foundation　Cat&Docs　Chinema Film Sweden　Ljósband ehf　National Audiovisual Institute　New Europe Film　Solar Films　VLMedia Oy



スウェーデン生まれの
グッドフードムード

美味しくてお洒落な北欧を
お届けします。

上映後のアンケートご回答の方に抽選でプレゼント！

テーブルクロス
ナプキン、コースター

5 名様

アグネータ・フロック
＜クリアファイル A5＞

1 名様

アグネータ・フロック
＜ノート A5＞

1 名様

トルフォークゴート社
オーガニックジャム

1 名様

KINOHAUS の1F にあるライブハウス＆カフェ

映画を観る前や観た後に是非お立ち寄りください！

世界の映画を配給するアップリンクが

プロデュースするカフェレストラン

世界中の多彩な料理が楽しめる

ボルボ スタジオ ボルボ スタジオ 青山青山

ハチ公前スクランブル交差点に面した

老舗フルーツパーラー

2月42月4日（月） ～ 17（月） ～ 17日（日）（日）

2月22月2日（土） ～ 15（土） ～ 15日（金）（金）

デンマーク発！２０のタップにミッケラーのみならず、

世界中から選りすぐったビールが楽しめる

クラフトビール界の巨匠ミッケル・ボルグ・ビャーウスの東京店！

ボルボのショールーム併設のカフェ＆バー。

バータイムは、シャンパンや

スウェーデンのクラフトビール

【OMNIPOLLO- オムニポロ -】をご提供！

2月 12月 1日（金） ～ 15（金） ～ 15日（金）（金）

2月 12月 1日（金） ～ 28（金） ～ 28日（木）（木）

2月 12月 1日（金） ～ 15（金） ～ 15日（金）（金）

期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により

期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により

北欧ミニマーケット開催します。北欧ミニマーケット開催します。

期間中、TNLFとのコラボメニューを提供します。期間中、TNLFとのコラボメニューを提供します。

ドリンク50円割引！ドリンク50円割引！

お一人1,000円以上のご利用で100円割引！お一人1,000円以上のご利用で100円割引！
※ご利用は1枚のチケットにつき、1回限り ※他サービス券との併用不可※ご利用は1枚のチケットにつき、1回限り ※他サービス券との併用不可

期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により期間中、TNLF2019のチケット、半券提示により

渋谷西村フルーツパーラー道玄坂店の渋谷西村フルーツパーラー道玄坂店の

スタンプカードのポイント2倍！スタンプカードのポイント2倍！
※ご利用は1枚のチケットにつき、1回限り※ご利用は1枚のチケットにつき、1回限り

期間中、期間中、映画の半券または、本プログラム提示で、映画の半券または、本プログラム提示で、

スウェーデンの伝統菓子セムラまたはスウェーデンの伝統菓子セムラまたは

ホットチョコレートをプレゼントホットチョコレートをプレゼント

道玄坂店

 カフェ & バー カフェ & バー



雪のスクリーンで映画を観よう

第11回みゆき野映画祭 in 斑尾
～北欧・日本国際短編映画祭～ 

1第1 回11

斑尾高原スキー場ゲート横　スノーシアター（特設会場）
2019年2月23日（土）

お問い合わせ：info@snowcollective.com

VÄSEN 

ATTENTION REYKJAVÍK Vol.9  

Northern Afterglow #2 

ヴェーセン30年の軌跡
近江楽堂 東京オペラシティ３F

各公演にて開演までの時間、ニッケルハルパを無料体験できます。（協力 : レソノサウンド）

料金：前売 5,500 円

①2.1 Fri 

②2.2 Sat ③2.2 Sat

④2.3 Sun

⑤2.4 Mon

OPEN 18:30 / START 19:00

OPEN 13:30 / START 14:00 OPEN 16:30 / START 17:00

OPEN 16:30 / START 17:00

OPEN 18:30 / START 19:00

＜THE MUSIC PLANT WEB サイトにて前売券好評販売中！＞

→　www.mplant.com/vasen/ 

企画制作／お問い合わせ：THE MUSIC PLANT mplant@mplant.com

後援：スウェーデン大使館 　【詳細】www.mplant.com/vasen/

渋谷 Gallery Conceal

恒例のトークに加え、ナビゲーターの小倉悠加が新たに仕掛けるライブシリーズとの 2 部構成による特別企画。トークでは、アイスランド・エアウエイ

ブス20周年を映像と共に振り返る。ライブでは、シガーロスのバックメンバーとして活躍し、米ローリング・ストーン誌でも絶賛される爆音ノイズ・ギター

のキャルタン・ホルムが登場！アーティストと客席が近いプライヴェート空間で、最高の音響とを実体験。17日はホルムと交流もできる VIP-Party も。

20 周年を迎えたアイスランド最大の音楽フェス " アイスランド・エアウエイブス "。同フェスを 11年間

に及び取材を続ける写真家シバノジョシアの膨大なストックから、世界的にも活躍するシガー・ロスを

はじめ、100 組以上の現地ミュージシャン達の軌跡を写真とライブ映像で一挙に追懐する写真展の最新

版。彼らを育んだ大自然の新作も即売スペースで展示します。

＊アイスランドウール編物 WS も開催予定、詳細は Web をご覧ください。

北欧伝統音楽シーンをリードする人気トリオの結成 30 周年を記念記念して、東京で異例の

５回連続コンサートが決定。ムカデのような軍艦のような不思議なルックスのスウェーデン

の民族楽器ニッケルハルパを中心に、ヴィオラと 12 弦ギターが織りなす鉄壁のアンサンブル。

写真・映像協力：シバノジョシア

シバノジョシアがアイスランドを車で巡る旅を指南。今回はより実用的に現地を車で走る時のコツから、
オーロラを狙った夜間撮影の具体例など、最新の現地観光事情を交えてお届けする。
2.11 mon OPEN 18:00 / START 18:30 料金 : 1,200 円（1 ドリンク付、要予約）
【ご予約】氏名＆人数を明記の上、onabys@gmail.com まで

ICELANDia にてチケット販売中！→http://icelandia.shop-pro.jp/　＊2 月 19 日 ( 火 ) 京都 CLUB METRO でも開催！

第 1 部　16:00-18:30 小倉悠加トーク

第 2 部　19:00 -  キャルタン・ホルム ライブ

第 3 部　20:30 -  VIP party ＊17 日のみ

神楽坂「神楽音」 2019 年 2 月 16 日（土）、17 日（日）

料金：
前売 6,500 円 （1ドリンク 600円別途）
当日 7,500 円（1ドリンク 600円別途）

前売 7,000 円 （ドリンク代 1,000円別途）
当日 8,000 円 （ドリンク代 1,000円別途）

2.16 Sat 2.17 Sun ＊ワイン飲み放題 

「旬」なアイスランド音楽を直輸入！ ライブシリーズ＜Soundscape Iceland l ive＞本格始動！

シバノジョシア・アイスランド写真展

アーティストトーク・車で巡るアイスランド（最新実用篇）

2019年 2月9日（土）～ 2 月17日（日）11:00 - 23:00 ＊11、17 日は時間が異なります。

+ Soundscape Iceland live



2.9 sat

2.10 sun

2.11 mon

2.12 tue

2.13 wed

2.14 thu

2.15

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

11:30

アマチュアズ

かもめ食堂

オンネリとアンネリの
ひみつのさくせん

アントレプレナー

イート・スリープ・ダイ

アイ・ビロング

マン & ベイビー

:50

13:50

13:10

14:00

14:00

14:00

14:00

ルールズ・フォー・
エヴリシング

イート・スリープ・ダイ

アイ・ビロング

サマー・チルドレン

氷の季節

アマチュアズ

アントレプレナーfri

21:10

21:10

21:30

21:00

21:20

21:10

21:10

マイ・アーント・
イン・サラエボ

マン & ベイビー

アイ・ビロング

サマー・チルドレン

イート・スリープ・ダイ

ウィンター・ブラザーズ

氷の季節

16:50

16:20

15:10

16:30

16:30

16:30

16:30

マイ・アーント・
イン・サラエボ

マイ・アーント・
イン・サラエボ

ルールズ・フォー・
エヴリシング

アントレプレナー

サマー・チルドレン

ウィンター・ブラザーズ

氷の季節

19:10

18:30

17:20

19:00

19:00

19:00

19:00

ルールズ・フォー・
エヴリシング

村の靴職人

若き兵士たち
栄光なき戦場

マン & ベイビー

村の靴職人

ウィンター・ブラザーズ

アマチュアズ

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

一般 1,500円
学生・シニア・ユーロスペース会員 1,200円

03-3461-0211
www.eurospace.co.jp

渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 3F

チケット（映画）

トーキョーノーザンライツフェスティバル実行委員会 お問い合わせ 070-4063-2016 office@tnlf.jp

アップリンク
Tabela

SHIBUYA HOTEL EN 渋谷西村
フルーツパーラー

LOFT9 Shibuya Mikkeller Tokyo

ギャラリー・コンシール

●「特別先行販売」期間以降は、ご鑑賞日の 3日前（0:00）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。

●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。

Chisato TanakaCOVER ARTIST　田中千智

タイムテーブル

1980年生まれ。福岡市在住。2005年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。
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。

Schedule
「田中千智 秋山泉 二人展ー漆黒の光ー」 
銀座三越 2019 年 1月 16 日（水）～22日（火）

「漆黒の世界 ルワール」
日本橋髙島屋 2019 年 1月 30 日（水）～2月 5日（火）

来日決定！ガブリエラ・ピッシュレル監督＆キーナ・オーランダー（プロデューサー）

特別先行販売
＊各回全席指定、50席限定 ＊『特別先行販売』は、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。

1,300円
1月12日（土）～1月25日（金）

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

劇場窓口での販売

www.tanakachisato.com

『アマチュアズ』、『イート・スリープ・ダイ』のガブリエラ・ピッシュレル監督と、『イート・スリープ・ダイ』、『マイ・
アーント・イン・サラエボ』と、同時上映の『レフュジー 532』のプロデューサーであり、脚本家でもあるキーナ・
オーランダー氏をお迎えしてのトークショーを行います。 　　　　　　　　　　　　　　  2.9 Sat 各回上映後 

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。



2017年 / デンマーク、アイスランド / 
デンマーク語（Danish）、英語（English） / 93min

ジャパンプレミア ジャパンプレミア

2/9 sat 21:10　　2/13 wed 16:30　　2/14 thu 19:00

2018年デンマーク・アカデミー（ロバート）賞：作品賞、監督賞、主演男優賞、助演女優賞他

監督：フリーヌル・パルマソン

ウィンター・ブラザーズ
Vinterbrødre / Winter Brothers

Hlynur Pálmason

エミールは唯一の肉親である兄ヨハンと働く石灰工場で、業務用の化学薬品

を盗み出しては蒸留酒を密造していた。黒い商売はやがて悲劇を生み、社会

不適合者の烙印を押された彼を助けるものは誰もいなかった… 。厳寒の白

銀世界、真白な石灰と鉱山の暗闇のコントラストを際立たせたシュルレアリ

スティックな映像で、極限状態の人間の孤独と閉塞感が映し出される。

2016年 / スウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ / 
スウェーデン語（Swedish）、ボスニア語（Bosnian） / 58min

2/9 sat 16:50　　2/13 wed 21:20　　2/14 thu 16:30

2017年スウェーデン・アカデミー（グルドバッゲ）賞：監督賞、助演女優賞

監督：ゴラン・カペタノビッチ レフュジー532

マイ・アーント・イン・サラエボ
Min faster i Sarajevo / My Aunt in Sarajevo

Goran Kapetanović

戦争難民となりスウェーデンで暮らすズラタンは、自分のルーツを知りた

がる娘のアンニャに説得され 20 数年ぶりに故郷サラエボを訪れる。再建

が進む一方で生々しい戦禍の爪痕が残る街で、彼は封印してきた過去と向

き合う。サラエボ出身である監督が、次世代に語り継ぎたい母国の記憶を

ひとりの男の人生に投影させて描く喪失と再生の物語。

短編
同時上映

Refugee532
14min

2017年 / アイスランド、ノルウェー / 
アイスランド語（Icelandic）、ドイツ語（German） / 84min

ジャパンプレミア 劇場未公開

2/11 mon 13:10　　2/12 tue 16:30　　2/14 thu 21:10

監督：グズルン・ラグナルスドッティル

サマー・チルドレン
Sumarbörn / Summer Children

Guðrún Ragnarsdóttir

1960年代、エイディスは弟のカーリと郊外の施設へ、一時預かりの“サ

マー・チルドレン”としてやって来る。他の子供たちと共に寂しさと不安

を抱えて過ごす中、ポニーに乗った不思議な少年と出会う。独特の低いカ

メラ・ポジションを用いて、アイスランドの広大な自然の中で健気に生き

る幼い姉弟の姿を捉え、現実と空想のはざまを幻想的に映し出す。  

2018 年 / デンマーク / 
デンマーク語（Danish）、スウェーデン語（Swedish）/ 104min

2/10 sun 21:10　　2/12 tue 14:00　　2/15 fri 16:30

2018年東京国際映画祭：最優秀男優賞、審査委員特別賞 協力：東京国際映画祭

監督：マイケル・ノアー

氷の季節
Før frosten  / Before the Frost

Michael Noer

イェンスは、荒涼とした農地で娘とふたりの甥と暮らしていたが、小麦

の不作に苦しむ中、厳しい冬を目前に控えていた。窮地に立たされた彼

は、裕福な農家に土地を売り、娘を嫁がせるが…。1850年代のデンマー

クを舞台に、娘の幸福のためにそのモラルを揺るがせていく父親の姿を

サスペンスフルに描く。

PANORAMA



2017 年 / ノルウェー / 英語（English）、ノルウェー語（Norwegian） / 87min

ジャパンプレミア

監督：キム・ヨーソイ

ルールズ・フォー・エヴリシング
The Rules for Everything

Kim Hiorthøy

10歳のストームは「万物には法則がある」と世界を俯瞰して眺める。父親

の突然の死を経験し、人生そのものも見えない糸に操られてるのかもしれ

ないと思い始める…。分子の様に繋がる人や事象の複雑な相関関係。ヘッ

ドホンから漏れ聴こえる街の雑踏や風の音。ひとりの少女の哲学が臨場感

のあるサウンドに合わせて囁かれていく。実験精神溢れる野心作。

2018年 / スウェーデン / スウェーデン語（Swedish）、英語（English）、
アラビア語（Arabic）、タミル語（Tamil）、クルド語 （Kurdish）、ボスニア語（Bosnian）、
ドイツ語（German） / 102min

ジャパンプレミア ジャパンプレミア

アマチュアズ
Amatörer / Amateurs

すっかり過疎化してしまったスウェーデン西部の小さな町。町議会は経済活性

化のためにドイツ資本の大型スーパーの誘致を決定し、PR 動画制作を地元の

高校に依頼する。スマホ片手に町を撮り始めたダナとアイダだが、カメラを通

じて見える現状がふたりに変化をもたらしていく…。多様化社会における表現、

グローバリズムの拡大などの問題にも鋭く切り込んだ快作。

2012年 / スウェーデン / スウェーデン語（Swedish）、
セルビア・クロアチア語（Serbo-Croatian）、セルビア語（Serbian） / 104min

2/9 sat 13:50　　2/13 wed 11:30　　2/15 fri 21:10

2013年スウェーデン・アカデミー (グルドバッゲ )賞：作品賞、監督賞、脚本賞、主演女優賞

2/9 sat 11:00　　2/13 wed 14:00　　2/15 fri 19:00

2018年ヨーテボリ映画祭：最優秀ノルディック映画賞

イート・スリープ・ダイ
Äta sova dö  / Eat Sleep Die

父親の世話をしながら食品工場で働くラーシャは、突然解雇対象に選ばれ

てしまう。ゆとりがない生活の中、仕事探しの日々が始まるが…。クロア

チア移民二世を主人公に据えて差別や格差問題を描き、単純化できない社

会構造を浮き彫りにしていく。ネルミナ・ルカシュは、苛立ちを抱えなが

らも逞しく生きるラーシャを好演し、国内外で高い評価を得た。

キム・ヨーソイ＆ダーグ・ヨハン・ハウゲルード
ノルウェーの名門レーベル、スモールタウン・スーパーサウンドに所属する電子音楽家、またグラフィック
デザイナーとしても活躍したキム・ヨーソイと映画監督、脚本家、小説家、そして司書という異色の肩書を
持つダーグ・ヨハン・ハウゲルード。ノルウェーで異彩を放ち、盟友でもあるふたりの作家が誘う新感覚の
映像体験。それぞれの長編デビュー作を紹介する。

ジャパンプレミア

2/10 sun 16:20　　2/12 tue 19:00　　2/14 thu 14:00

2017年アマンダ賞：撮影賞、助演女優賞

2012 年 / ノルウェー / ノルウェー語（Norwegian）/ 118min

監督：ダーグ・ヨハン・ハウゲルード

アイ・ビロング
Som du ser meg / I Belong

Dag Johan Haugerud

いたって普通に、そして誠実に暮らしているはずなのに、周囲とのミスコ

ミュニケーションが生じてしまう。｠ ナーバスになると英語でしゃべり出す、

母であり妻でもある看護師、乗り気ではない仕事を引き受けた独身の翻訳

家、経済的に苦しい母を持つひとり娘…。独特の語り口で、異なる立場の

3人の女性の３つの不条理なエピソードが紡がれていく。

2/10 sun 13:50　　2/12 tue 21:00　　2/14 thu 11:30

2013年アマンダ賞：作品賞、監督賞、脚本賞、主演女優賞

ガブリエラ・ピッシュレル監督
1980年ストックホルム生まれ。ボスニア人の母とオーストリア人の父を持つ。卒業制作の短編で頭角を現す。長編デビュー作『イー
ト・スリープ・ダイ』ではベネチア国際映画祭批評家週間にて観客賞を受賞。最新作の『アマチュアズ』がヨーテボリ映画祭で最
優秀ノルディック映画賞と数々の賞に輝く、国内の主要な現代作家のひとりである。移民二世という立場と、経済的、文化的格差
や人種差別に対し誠実な視点で移民国家と呼ばれるスウェーデンを映し出すダイナミズムが魅力。

NORWAY SENSATION

GABRIELA PICHLER



2005 年 / 日本 / 日本語（Japanese）、フィンランド語（Finnish）/ 102min

監督：荻上直子

かもめ食堂
Kamome Diner

Naoko Ogigami

ヘルシンキの街角にオープンした『かもめ食堂』を舞台に、３人の日本人

女性と町の人々のちょっぴり奇妙で、じんわりと幸せな日常をゆるやかに

描く。邦画初のオールフィンランドロケを敢行。公開から10年以上経った

今なお根強い支持を受けるスローライフムービーの金字塔を35mm フィル

ムで上映。再びスクリーンで彼女たちに出逢える！

2/10 sun 11:00

日本との外交関係樹立100周年を迎えるフィンランドにスポットを当てる。
記念すべきこの年に、フィンランドファン急増のきっかけになった『かも
め食堂』がついに TNLF に登場！また、フィンランド映画の父と呼ばれた
巨匠エルッキ・カルのサイレント映画の生ピアノ伴奏つき上映や、30 年振
りの上映となる劇場未公開の戦争映画を 35mm で上映、さらに最新のフィ
ンランド作品を厳選してお届け！

2/11 mon 17:20

＊上映フィルムには褪色がございます。予めご了承ください。

2/11 mon 11:00

提供：アット エンタテインメント

2017 年 / フィンランド / フィンランド語（Finnish） / 75min

ジャパンプレミア

監督：サーラ・カンテル

オンネリとアンネリとひみつのさくせん
Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen / 
Jill, Joy and the Mysterious Stranger

Saara Cantell

オンネリとアンネリのおうちの前にできた“子供の家”。そこは、所長のミ

ンナ・ピンナが支配する自由のない場所だった。ある日、逃げ出した少年

を見つけたふたりは、“子供の家”でのひどい扱いを聞かされる。子供たち

を助けるために、オンネリとアンネリはある作戦を決行する…。おなじみ

のキャラクターも登場するシリーズ第3弾を限定上映！

1985年 / フィンランド / 
フィンランド語（Finnish）、ロシア語（Russian） / 196min

監督：ラウニ・モルベルイ

若き兵士たち　栄光なき戦場
Tuntematon sotilas / The Unknown Soldier

Rauni Mollberg

対ソビエト戦の継続戦争を、機関銃小隊に配属された若手徴兵者の戦いを

通じてリアルで壮大なスケールで描く。国民的小説家ヴァイノ・リンナが

自身の戦争体験をありのままに綴った「無名戦士」を、フィンランドの自国

映画歴代興収No.1 の『地獄の最前線』（1955）に続き、30年ぶりに映画化。

3度目の映画化となるアク・ロウヒミエス監督版は2019年日本公開予定。

劇場未公開

＜ゲストプロフィール＞ 
フィンランド人と結婚し３児を出産。子どもがフィンランド学校へも通い、
フィンランド文化に造詣が深まる。自身のアーティスト活動や NPO 活動を
展開する中で、グローバルな育児を研究・実践している。

オンネリとアンネリの生活から見えるフィンランド人の
思想やライフスタイル、子育ての方法などからフィンラ
ンド流幸せメソッドを読み解く。

スペシャルトーク
ゲスト：ルミコ・ハーモニー

© Zodiak Finland Oy 2017. All rights reserved.

NPO法人ザ・グローバル・ファミリーズ副理事長

＜ゲストプロフィール＞ 
外交史と安全保障を研究、ソ連・フィンランド関係とフィンランドの安全
保障政策が専門。現在軍事評論家として、各種雑誌専門誌に寄稿。第二次
世界大戦中の戦史や戦車、とくにソ連戦車について造詣も深い。主要著書
「フィンランド軍入門」「冬戦争」。

「冬戦争」から続く「継続戦争」を描いた本作を、軍事
評論家の視点から徹底解説！

スペシャルトーク
ゲスト：斎木 伸生
軍事評論家

＜2.11 mon上映後＞ ＜2.11 mon上映後＞

FOCUS ON FINLAND



2/11 mon 15:10　　2/12 tue 11:30　　2/15 fri 14:00

協力：フィンランド映画祭

2017 年 / フィンランド / フィンランド語（Finnish） / 86min

ジャパンプレミア

監督：マルヤ・ピューッコ

マン＆ベイビー
Yösyöttö / Man and a Baby

Marja Pyykkö

無事に出産を終えた妻のピアが「母親にはなりたくない」と、病院からタ

クシーで失踪。アンティは、生まれたばかりの息子と２人残され途方に暮

れるが、それは怒涛の日々の始まりだった…！子育て先進国フィンランド

から届いた育児奮闘コメディー。男とは？仕事とは？そして子育てとは！？

すべてのシングルファーザーへ捧げる応援歌。

2/9 sat 19:10　　2/11 mon 21:30　　2/15 fri 11:30

2018 年 / フィンランド / 
フィンランド語（Finnish）、英語（English）、中国語（Chinese） / 77min

監督：ヴィルピ・スータリ

アントレプレナー
Yrittäjä / Entrepreneur

Virpi Suutari

田舎町で家族を連れて移動遊園地を運営する傍ら、肉を販売するヤニ。一方、

植物由来のたんぱく質の開発で食生活と環境に改革をもたらそうとヘルシ

ンキでベンチャー企業を立ち上げるマイヤとレーッタ。二組の起業家の相

違と類似をあぶり出しながら、緻密に構成されたカメラワークと独創的な

音楽でフィンランドのビジネスを追ったドキュメンタリー。

1923年 / フィンランド / フィンランド語（Finnish ） / 88min

監督：エルッキ・カル

村の靴職人

ピアノとサイレント映画

Nummisuutarit / The Village Shoemakers

Erkki Karu

フィンランドの森を舞台に、靴職人たちとヤーナの結婚騒動がユーモラスに語

られる。村人たちの酔いどれ姿や、喜び、怒りといった感情を、アイデアに溢

れたカメラワークで豊かに表現し、個性的だけど憎めないキャラクターたちを

生み出した。フィンランド映画界の礎を築いたエルッキ・カル初期の代表作。

フィンランドに残存する数少ないサイレント映画の一本を日本初上映！

2/10 sun 18:30　　2/13 wed 19:00

劇場未公開

武蔵野音楽大学ピアノ専攻卒業。1995年、朝日新聞社主

催の映画生誕百年祭『光の誕生！リュミエール』でデ

ビュー。国内・海外の映画館、映画祭で伴奏多数、ボロー

ニャ復元映画祭でレギュラー伴奏を行う。欧米スタイル

の音楽伴奏によるサイレント映画伴奏者は日本初。2006

年度日本映画ペンクラブ奨励賞受賞。映画館にピアノを！

を合言葉にアップリンクで「ピアノ de シネマ」、シネマ 

ジャック&ベティで「THEピアノ&シネマ」を続けている。

ピアノ伴奏 柳下美恵

＜ゲストプロフィール＞ 　美学及び美術史を学んだ後、デンマーク政府給
費留学生としてコペンハーゲン大学で映画史研究を行う。 専門は無声映画
史。映画史家として映画の形式史に関する研究から展開して、近年は比較
映画史の新たな構築を目指す仕事に着手。著書に「起源の映画」「ベルイマン」
訳書にG・サドゥール「世界映画全史」などがある。

貴重な映像を交えながら、フィンランド映画史初期において重要な本作の
魅力に迫る。

スペシャルトーク
ゲスト：小松 弘 早稲田大学文学学術院教授

＜2.10  sun、2.13 wed上映後＞

ジャパンプレミア

FOCUS ON FINLAND




