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IZURA CINEMAS

２０２２．４ ～ ２０２３．３

上映のご案内

受付期間
令和４年３月５日(土)～

４月１日(金)

禁じられた遊び
1952年/86分/モノクロ/フランス ４／10
監督：ルネ・クレマン 申込みフォーム
出演：ブリジット・フォッセー

ジョルジュ・プージュリー

巨匠ルネ・クレマン監督が子供の視線で戦争を描いた
反戦映画の不滅の名作。ドイツ軍による爆撃により両親
と愛犬を亡くした５歳の少女ポーレットは、11歳の農民
少年ミシェルと出会う。

受付期間
令和４年４月９日(土)～

４月29日(金)

真昼の決闘
1952年/84分/モノクロ/アメリカ ５／８
監督：フレッド・ジンネマン 申込みフォーム
出演：ゲイリー・クーパー

トーマス・ミッチェル

フレッド・ジンネマン監督が驚くべき低予算でたった
28日で撮った奇跡的な傑作。西部の町の保安官ウィルは
恋人と結婚式を挙げていたが、保釈された無頼漢が数時
間後に汽車で到着すると聞き･･･。

受付期間
令和４年５月７日(土)～

６月３日(金)

こねこ
1996年/84分/カラー/ロシア ６／12
監督：イワン・ポポフ 申込みフォーム
出演：アンドレイ・クズネツォフ

リュドミーラ・アリニナ

真冬の大都会モスクワで、アパートの窓からトラック
の屋根に転落して遠くへ運ばれてしまった子猫。他の猫
たちに助けられながら生き延びて元の飼い主の元へ戻っ

てくるというおとぎ話。
まるでカメラマンも猫だったのでは
と錯覚するほどに、街や人や鳥や猫
たちを猫の目線で捉えたカメラワー
クも猫たちの演技を引き立ててい
る。

受付期間
令和４年６月11日(土)～

７月１日(金)

奥さまは魔女
1942年/77分/モノクロ/アメリカ ７／10
監督：ルネ・クレール 申込みフォーム
出演：フレデリック・マーチ

ヴェロニカ・レイク

フランスの監督ルネ・クレールがハリウッドに進出して
撮ったラブコメディ。現代に蘇った魔女ジェニファー(ヴ
ェロニカ・レイク)は復讐のため仇敵の子孫であり、結婚
を控えた州知事候補のウーリー(フレデリック・マーチ)に
惚れ薬を飲ませてふってやろうとするが、ふとした事から
自分で飲んでしまう。たちまち恋に落ちたジェニファーは
ウーリーの結婚阻止に躍起になり･･･。

受付期間
令和４年７月９日(土)～

８月５日(金)

名犬ラッシー（家路）

1943年/89分/カラー/アメリカ ８／14
監督：フレッド・M・ウィルコックス 申込みフォーム
出演：ロディ・マクドウォール

エリザベス・テイラー

少年と犬との心の絆を描く感動の物語。ヨークシャのカ
ラクラフ家自慢の犬の名は、ラッシー。借財と失業から、
ある時ついに売り渡されることとなるが･･･。

受付期間
令和４年８月13日(土)～

９月２日(金)

ジェームズ･ディーンの
すべて 青春よ永遠に

９／11
1975年/80分/カラー/イギリス 申込みフォーム
監督：レイ・コノリー
出演：キャロル・ベイカー

レスリー・キャロン

「エデンの東」「理由なき反抗」「ジャイアンツ」という
三本の主演映画を残して、不慮の事故でこの世を去った伝
説のスター、ジミーことジェームズ・ディーン。彼の没後
20周忌にあたる75年に、デイヴィッド・パットナムとサン
ディ・リーバソンの製作チームが、脚本家のレイ・コノリ
ーを監督に指名して、綿密な取材と映画はもとよりＴＶや
舞台などの収録やリハーサルなどの珍しい映像を交えて完
成させた傑作ＴＶドキュメンタリー。
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受付期間
令和４年９月10日(土)～

９月30日(金)

パリ･ルーブル美術館の
秘密

10／９
1990年/85分/カラー/フランス 申込みフォーム
監督：ニコラ・フィリベール
出演：ルーブル美術館の職員の皆さん1200人

所蔵美術品35万点。階段の階数1万500段、総部屋数
2800室、職員1200人。すべてを見てまわるには1週間か
かると言われる世界最大級の威容を誇るルーブル美術
館。だが、その舞台裏は意外に知られていない･･･。

受付期間
令和４年10月８日(土)～

10月28日(金)

アルジャーノンに
花束を

11／６
2006年/95分/カラー/フランス・スイス 申込みフォーム
監督：ダヴィッド・デルリュー
出演：ジュリアン・ボワスリエ

エレーヌ・ド・フジュロル

知的障害ゆえに母親から疎んじられ、施設で育った
シャルル。学校の清掃夫として働いていた彼は、新し
く開発された薬によって、驚くべき速度で高い知能を
身につけた。さまざまな言語を習得し、数学、生物学
でも論文を提出。音楽にも才能を示す。ところが、新
薬による知能改善は一時的なものにしかすぎなかった。
原作はダニエル・キイスの同名小説。

受付期間
令和４年11月５日(土)～

12月２日(金)

サンタクロースに
なった少年

2007年/80分/カラー/フィンランド 12／11
監督：ユハ・ヴオリヨキ 申込みフォーム
出演：ハヌ・ペッカ・ビョルクマン

カリ・バーナネン

サンタクロースはなぜサンタクロースになったの
か？その少年時代に秘められたハートウォーミングな
サンタ誕生物語。
フィンランドを代表する作家、マルコ・レイノの原

作を、サンタクロースが住むという、フィンランドの
ラップランドで撮影した感動作。

受付期間
令和４年12月10日(土)～

12月28日(水)

エルミタージュ幻想

2002年/96分/カラー/ﾛｼｱ･ﾄﾞｲﾂ･日本 １／８
監督：アレクサンドル・ソクーロフ 申込みフォーム
出演：セルゲイ・ドレイデン

マリア・クヅネツォワ

美の宝庫、エルミタージュ美術館を舞台に繰り広げら
れる、ロシアとヨーロッパの華麗な歴史絵巻。黒衣の案
内人が誘う、時空を超えたロマノフ王朝300年の旅。そ
してクライマックス、煌く大舞踏会の圧倒的なスペクタ
クルに陶酔する。

受付期間
令和５年１月７日(土)～

２月３日(金)

黄金狂時代

1925年/85分/モノクロ/アメリカ ２／12
監督：チャールズ・チャップリン 申込みフォーム
出演：チャールズ・チャップリン

ジョージア・ヘール

チョビ髭に山高帽、ダブダブのズボンに破れたドタ靴、
それにステッキという放浪紳士チャーリーが現れたのが
ゴールド・ラッシュに沸くアラスカ。ところが突然、猛
吹雪に襲われ山小屋へ避難というはめに。そこには凶悪
犯ブラック・ラーセン、金鉱探しのビッグ・ジムが先客
としていた。ここから一攫千金を夢見るチャーリーを中
心にドダバタが始まるのだが･･･。

受付期間
令和５年２月11日(土)～

３月３日(金)

コーラス

2004年/97分/カラー/フランス・スイス ３／12
監督：クリストフ・バラティエ 申込みフォーム
出演：ジェラール・ジュニョ

ジャン＝バティスト・モニエ

1949年、フランス。失業中の音楽教師マチューは、「池
の底」と呼ばれる寄宿舎へ赴任する。そこは、親を亡く
した子供たちや訳ありの問題児たちの暮らしている学校
だった。マチューは、彼らに希望を取り戻してほしいと
合唱団を結成。最初は不真面目だった子供たちが、マチ
ューの熱意と愛情に動かされ、次第に歌うことの喜びに
目覚めていく。悲しいとき、嬉しいとき、僕らのそばに
はいつも音楽があった。世界を感動に包んだ音楽映画の
名編。

■上映時間：午前10時～(開場午前9時50分)
■会 場：茨城県天心記念五浦美術館講堂
■定 員：57名(要事前予約・先着順)
■入 場：無料

外国語音声作品は、日本語字幕になります。

【申込みから映画会参加まで】

①各回の申込みフォーム、往復はがき、または直接ご来館
のうえお申し込みください。先着順。
※ご来館による申込みは、美術情報ライブラリーにて受
け付けています。

※お一人様1回1名の申込みとなります。
※定員は57名です。定員に達し次第、受付を終了します。
ご了承ください。

※個人情報保護のためニックネームをご記入ください。
ニックネームは当日の座席表に使用します。

②受付を完了したメール、またははがきが届きます。
※ご来館による申込みの場合は、その場で受付完了とな
ります。

③映画会当日にご来館ください。
※座席指定です。ご了承ください。
※座席表をご確認のうえご着席ください。

◎国や茨城県のコロナウイルス感染対策や感染状況により
上映内容、人数の変更及び中止になる場合もあります。

＜記入例＞

【お願い】

■発熱やせき等のかぜ
のような症状がある場
合には、参加をご遠慮
ください。

■美術館入り口で検温
をしてください。

■講堂入場の際にも職
員による検温を実施し
ます。

■美術館館内では、マ
スクの着用をお願いし
ます。

■ご来館の際には「い
ばらきアマビエちゃん
」への登録をお願いし
ます。
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返 信 郵便番号

返信先の住所・

氏名をお書きくだ

さい。

１ 参加希望者
氏名とﾆｯｸﾈｰﾑ
(１枚につき
１名まで)

２ 申込み者住所
３ 電話番号
４ ○月の映画会

希望

往 信 319-1703


