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  大正時代から昭和の時
代に『男が女を愛するよう
に、女を愛する」と公言し
て生きたロシア文学者･湯
浅芳子と、天才少女作家と
してデビューし、戦後はプ
ロレタリア文学の旗手とし
て活躍した中條（宮本）百
合子。  私は15年ほど前、
沢部ひとみさんのノンフィ
クション「百合子、ダスヴィ
ダーニヤ」に出会い、芳子
と百合子という二人の女
性の鮮烈な生き方に惹か
れて映画化を決意しまし
た。  良妻賢母が良しとさ
れた時代に、作家として社
会の中で女がたどり着け
ない高みに昇りつめようと
した百合子。「男×女」とい
う世間が押し付ける愛の
在り様に抵抗し、自らのセ
クシュアリティに正直に生
きた芳子。90年前の日本
で、自由に、そして自分ら
しく生きた二人の魂のぶつ
かり合いを、現代を生きる
女性たちに届けることこそ、
女性監督としての私の仕
事」と思ったのです。・・・  
  
                                         

◇スタッフ 

監督：浜野佐知 
制作：森満康巳 
脚本：山﨑邦紀 
撮影：小山田勝治 
音楽：吉岡しげ美 
◇キャスト 

湯浅芳子/菜葉菜
なはな

 

中條百合子/一十三十一
ひとみとい

 
荒木茂/大杉蓮 
中條葭江/吉行和子 
◇浜野佐知監督 

   1948年、徳島県生まれ。ピ
ンク映画制作プロダクション
で修行を積み、71年「十七才
好き好き族」で監督デビュー。
84年、㈱旦々舎を設立。女性
の 視 点 で「性」を 描 く こ と を
テーマに総計300本を超える
作品を発表し、98年「第七官
界彷徨・尾崎翠を探して」で
一般映画に進出。高齢女性
の性愛をテーマした「百合
祭」(01）が各国映画祭で高く
評価される。著書に「女が映
画 を 作 る と き」（平 凡 社 新
書）。 
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    この映画は私が長い
間、作りたいと思い続けて
きた映画でした。何故か。
私は大正15年(1926)大連
市で生まれました。父は大
連の女学校の教師でし
た。日本にも一時いました
が、旅順･大連で長く教師
を勤めていました。大連は
中国東北部の最南端、関
東州の都市で、日清戦争
に勝利した日本が清から
租借したのですが、ロシ
ア、フランス、ドイツの三国
干渉によって清に戻され、
ロシアが租借し、帝政ロ
シアによって建設された
街です。しかし日露戦争
に勝利した日本が関東
州を租借。太平洋戦争の
敗戦までの40年間支配し
たのでした。私が成人す
るまでの日本は、満州事
変、満州国建國・日中戦
争･太平洋戦争・そして敗
戦と、戦争に明け暮れた
時代でした。敗戦は大連
で迎えました。そんな私に
とって、懐かしい故郷は、
多感な時代を過ごした、

旅順そして大連なので
す。・・・    
◇スタッフ 
演出：羽田澄子 
製作：工藤充 
撮影：相馬健司 
◇羽田澄子監督 

       1926年、旧満州生まれ。
自由学園を卒業後、岩波映画
製作所に入社。「村の婦人学
級」（５７）以降、90本を越すド
キュメンタリーを製作する。主
な 作 品 に「薄 墨 の 桜」(77）、
「痴呆性老人の世界」（86）、
「安 心 し て 老 い る た め に」
（90）、「歌舞伎役者 片岡仁左
衛門」6部作(92~94)、「住民が
選 択 し た 町 の 福 祉」３ 部 作
（97~2005)、「終わりよければ

すべてよし」（06）、「嗚呼、満

蒙開拓団」（08) 

            

  ドロタ・ケンジェジャフスカ
監督は、著名なドキュメンタ
リー作家だった母親の仕事
ぶりを通して子どもの接し方
を学んだというが、ロケ地探
しの途中で見出されたとい
う3人の子役たちの自然な
表情はとても演技とは思えな
い。カメラは6歳のベーチャ
の視線に寄り添い、世界は
幼年期の茫漠とした感覚に
満ちている。地理的な情報
がなくて混乱するという批評
もあるが、それゆえにこの作
品は型どおりのプロパガンダ
を脱して、爽快なピカレスク
となり、寓話にも似た普遍性
を獲得していると言える。 
   風が輝き、草が揺れ、水が
匂い、この世は光と影と謎に
満ちた「でっかい宝島」のよ
うだ。冒頭、年上のふたりが
手にする地図もまるで宝島
の地図のようで、子どもたち
は巨大な世界の中を、あくま
で自力で、未来という宝を目
指してひたすら歩いてい
く。・・・ 
◇スタッフ 
監督･脚本：ドロタ・ケンジェ

ジャフスカ 
制作･撮影・美術：アルトゥ
ル・ラインハルト 
編集：ドロタ・ケンジェジャフ
スカ、アルトゥル・ラインハルト 
◇キャスト 
ベーチャ/オレグ・リバ 
ヴァーシャ/エヴゲニー・リバ 
リャーﾊﾟ/アフーメド・サルダ
ロフ 
◇ドロタ・ケンジェジャフスカ 
監督 
  1957年、ポーランドのウッチ
生まれ。ウッチ大学で文学
を、モスクワで映画演出法を
学び、ウッチ国立映画大学
を1981年に卒業。91年に初
の長編映画「ディアﾌﾞリィ・悪
魔」を監督。グディニャ・ポー
ランド映画祭で最優秀監督
賞･審査員特別賞を受賞す
る。最近作「木洩れ日の家
で」（07）が２０１１年4月、日本
で公開された。 

   百合子は愛人･杉
野との仲を精算する
ため彼と旅に出る。
だが同意しない男
を残して、かつての
恋人のいる街を訪
れ、再 会 す る。や が
て杉野が追いつき、
冬の北海道を舞台
に三人の危険な愛
が交錯する。｢情炎」
(67)に続き、岡田茉
莉子が愛に絶望し
たヒロインを冴え冴
えと演じる。 
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  この映画の出発は2007年
の冬の初めのタクシーの中
だった。ラジオがキム・ドヨン
作家の「牛と一緒に3泊4

日」の出版について伝えて
いた。この小説を書いた作

家がなんと江原道珍富
カンウォンドチンブ

とい
う田舎に住む農民で一人
暮らしの青年であることと、
“牛を売りに行った男が牛
を売ることができず、昔の恋
人に出会って3人で旅をす
る”という簡単なあらすじを
聞いたとたんに興味がわい
て、次の日すぐ小説を買っ
て読んだ。 
   小説は思った以上に魅力
的 で あ った が、映 画 化 は
ちょっと難しいスタイルのも
のだった。この小説は文学
的で観念的な表現が多く、
ファンタジーと現実の境界
が曖昧で映画として表現
するのは難しいだろうし、表
現したとしても制作費が多
くかかるのに比べ、大衆的
な要素が少なかったからで
ある。・・・ 
◇スタッフ 

監督：イム・スルレ 
制作：ヤン・ドンミュン 
撮影：パク・ヨンジュン 
原作：キム・ドヨン 
◇キャスト 
ソンホ/キム・ヨンピル 
ヒヨンス/コン・ヒョジン 
 
◇イム･スレレ監督 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

1960年生まれ。漢陽大学で英文
学を専攻し、同大学院で映画学
を学ぶ。その後、パリ8大学で映
画学の修士号を取得。「スリー･
フレンズ」（９６）、「ワイキキ・ブラ
ザーズ」（０１）で評価を高め、長
編3作目「私たちの生涯最高の
瞬間」（０７）は国内の映画賞を
総なめし、あいち国際女性映画
祭2008でも観客賞を受賞する。
他作品に「もし、あなたなら～６
つの視線～」（０３）、「飛べ、ペン
ギン」（０９）など。 

1968年/98分/監督  吉田喜重   
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                                                                                          石子順
いしこじゅん

   映画評論家        

  中国障害者連合会の女
性会長チャン・ハイディーが
自分の小説「車椅子の上の
夢」を脚色。フェン・ゼンジ
監督とその妻でプロデユー
サー兼監督のチャオ・ホイ
リーとが共同して撮った障
害者映画2作目である。 
   1960年代後半。小さい時
から下半身麻痺で学校にも
行けなかった少女ファンダ
ン。ある日、アコーディオンで
ソ連歌曲が聞こえた。窓ご
しに見るとかっこいい青年
が弾いていた。身体の不自
由な少女と青年の純愛が
芽生え、それを文化大革命
がはばむ。 
   内外の文化を否定・破壊
する文革は焚書も行った。そ
の本をシャツの下にかくした
リージャンは見つかって監禁
される。ファンダンに持って
いこうとしたためだ。やがて
リージャンは草原地帯に、
ファンダンも両親と小さな村
に下放された。ファンダンと
リージャンとの別れの握手の
クローズアップが切ない。・・     

◇スタッフ 
監督：チャオ・ホイリー、 
フェン・ゼンジ 
製作：チャオ・ホイリー 
脚本：チャン･ハイディー 
撮影：スン･ミン 
◇キャスト 
ファンダン/リー・イーシャオ 
リージャン/ワン・イー 
◇チャオ・ホイリー＆ 
フェン・ゼンジ監督 

羽田澄子
はねだすみこ

・記録映画作家 

浜野佐知
はまのさち

・映画監督 
イム･スルレ映画監督 
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                                                              吉田美奈子
よしだみなこ

   映画字幕翻訳家  
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