
「座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル」実行委員会
〒107-0052 東京都港区赤坂8-12-20 和晃ビル1階 （株）ドキュメンタリージャパン内

2021年2月3日［水］チケット発売開始 チケット取り扱い

会期当日、地下2階会場受付で、お好きな回〈3回分〉の日時指定チケットとお引き換えが必要です。
ただし、前売券が完売の場合は、ご利用いただけません。
確実にご覧になりたい場合は、通常の前売券のご購入をお薦めします。

ゲスト・セレクション ［Ｐコード：551-362］
特集上映／コンペティション部門入賞作品 ［Ｐコード：551-363］

■｜  チケットぴあ

2月10日｜水｜

■｜ 座・高円寺チケットボックス｜月曜定休｜

直接購入―――――――――「チケットぴあのお店」10：00～20：00
 （営業時間は店舗によって異なります）
 「セブンイレブン」（発売初日は10：00～）
電話予約〈音声認識予約〉―――0570-02-9999（24時間受付）
インターネット購入―――――「チケットぴあ」http://t2.pia.jp/cinema/
    ●お求めの際は、Pコードをご利用ください。

窓口―――――――10：00―19：00
電話予約―――――03-3223-7300（10：00～18：00）
WEB―――――――https://za-koenji.jp/

2月11日｜木・祝｜ 2月12日｜金｜ 2月13日｜土｜ 2月14日｜日｜

開 催 期 間 ／ 2 0 2 1 年  

主催―――― 座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル実行委員会
共催―――― （株）ドキュメンタリージャパン
提携―――― NPO法人 劇場創造ネットワーク／座・高円寺
後援―――― 芸術文化振興基金助成事業
協力―――― （株）neo P&T
 （株）104
映像提供―― アテネ・フランセ文化センター
 スペースシャワーネットワーク
 ネツゲン
 RKB毎日放送
 東風
 シグロ
 トランスフォーマー
 太秦
 プラネット映画資料図書館／NDU
 コピアポア・フィルム
 マジックアワー
 パンドラ
 組画
 スターサンズ
 NHK
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水
﹈
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﹈

映 画 ・ テ レ ビ の 枠 を 超 え た

ドキュメンタリー映像の祭典
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前売1回券¥1,300   〈全回日時指定・自由席・販売は上映の前日まで〉

（当日券は￥1,500になります）

3回引換券¥3,500［Ｐコード：468-011］   〈販売は2月9日（火）まで〉

10：15―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
青年の海
四人の通信教育生たち
56分

11：15―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
清水良雄
山崎裕

田原総一朗

特集❖カメラマン｜奥村祐治

12：10―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
うたのはじまり
86分

14：40―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
なぜ君は総理大臣に
なれないのか
119分
16：40―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大島新

田原総一朗

18：15―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
森山未來 自撮り365日
踊る阿呆
59分

19：25―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
森山未來
井上剛
岩崎太整

17：40―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
絵描きと戦争
93分

是枝裕和❖セレクション

特集❖離島に流れる“時間” 特集❖化粧される本の“時間”特集❖閉ざされた“時間”

特集❖唄が生まれた“時間” 特集❖失われた“時間”

特集❖見つめ続けた“時間” 特集❖占領下に流れた“時間”

諏訪敦彦❖セレクション 特集❖踊り続けた異国の“時間”

特集❖“時間”を丸ごと記録する

10：30―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
プリズン・サークル
136分

13：50―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
送還日記
148分

金平茂紀❖セレクション

17：30―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
娘は戦場で生まれた
100分

19：10―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
安田菜津紀

特集❖戦火の中の命の“時間”
★無料参考上映 ★無料参考上映

★上映は入場無料ですが上映後トークは有料です。
チケットをお持ちの方から優先入場となります。

10：00―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
島にて  
99分

11：40―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
大宮浩一

12：40―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ポーランドへ行った
子どもたち
78分

15：15―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
沖縄エロス外伝
モトシンカカランヌー
94分

17：50―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
イサドラの子どもたち
84分

10：00―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
つつんで、ひらいて
94分

11：35―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
広瀬奈々子

12：25―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
エルミタージュ幻想
96分

15：00―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
につつまれて
40分

きゃからばあ
50分

特集❖自分探しの“時間”

17：30―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
i─新聞記者ドキュメント─
［ディレクターズカット版］

113分

19：25―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
森達也
望月衣塑子

森達也❖セレクション

14：05―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今野勉

10：00―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
コンペティション部門
入賞作品上映
入賞作品は2021年1月下旬に
公式サイトにて発表されます。
入賞全作品を上映終了後、大賞
作品を発表します。

清水良雄
河合宏樹
齋藤陽道
大島新
田原総一朗
坂上香
信田さよ子
キム・ドンウォン
安田菜津紀
大宮浩一
チュ・サンミ
小林三四郎
藤井誠二
井上修
ダミアン・マニヴェル
広瀬奈々子
今野勉
河瀨直美
望月衣塑子
森山未來
井上剛　　　
岩崎太整

是枝裕和
森達也
諏訪敦彦
金平茂紀

［ゲスト・セレクター］

［トークゲスト］

●やむを得ない事情により、プロ
グラム及び来場ゲストが変更にな
る場合がございます。
●全プログラムとも録画、録音機
器、及びPCの会場への持ち込み
は禁じられています。

上記の作品に関しては、上映のみ
無料にてご覧いただけます（上映
後トークは有料です）。入場はトー
クのチケットをお持ちの方から優
先し、満席となった場合は入場を
お断りします。

★無料参考上映

ロータリー

北口

環
状
7
号
線

■交番

中野・新宿▶◀阿佐ヶ谷

｜会場へのアクセス｜JR中央線「高円寺」駅北口徒歩5分

会場｜座・高円寺2 〒166-0002 杉並区高円寺北2-1-2 地下2階
TEL：03-3223-7500｜HP：https://za-koenji.jp/

JR高円寺駅

16：50―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
藤井誠二
井上修
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★上映は入場無料ですが上映後トークは有料です。
チケットをお持ちの方から優先入場となります。

―入れ替え―
―入れ替え―

12：50―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
坂上香
信田さよ子

●新型コロナ・ウイルス感染防止のため、ご来場の皆さまにも、入館時にマスクの着用、検温、手指の消毒のご協
力をお願いしております。また、体調のすぐれない方、2週間以内に感染者との濃厚接触が確認される方は、ご
来場をお控えくださいますようお願いいたします。

●ロビーの混雑を極力回避するために、上映開始30分前まではロビーに列を作らないようお願いいたします。
●急遽体調が悪くなってしまった方、また濃厚接触者になってしまったなど来場が難しくなってしまった方のため
にチケット払い戻しの相談に応じます。上映開始の原則3時間前までに、座・高円寺でチケットを購入された方
は座・高円寺チケットボックスまで、チケットぴあでチケットを購入された方は、「座・高円寺ドキュメンタリーフェス
ティバル」実行委員会までご連絡ください。ただし、チケットぴあで購入された方も開催期間中は、実行委員会
スタッフが会場に行ってしまう為、座・高円寺までお問い合わせください。

❖前売券は、全ての取扱場所で、上映前日までの販売となります。
❖前売券が完売した場合、当日券の販売はございません。
❖新型コロナウイルス感染症を理由としない、お客様都合による前売り券の払い戻し、交換、再発
行はいたしません。

❖コンペティション部門入賞作品は、１枚のチケットで全ての入賞作品をご覧いただけます。
❖「★無料参考上映」表記のある作品は、無料でご覧いただけます。ただし、上映後のトークイベントは有料です。
　チケットをお持ちの方から優先入場となります。
❖障がい者手帳をお持ちの方は、座・高円寺チケットボックスでのご予約に限り、1割引きになります。
❖今回はロビーの混雑を避けるために、整理券を配布します。整理券の配布開始時間は初回の上映開始１時間
前を予定しています。

TEL：03-5570-3551｜FAX：03-5570-3550　Mail：za.koenji.documentary@gmail.com

zkdf.net［公式HP］

@zkdf_net

主催・お問い合わせ先

冬の劇場25

zkdf.net

13：40―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
河合宏樹

齋藤陽道
オンライン参加

オンライン参加

16：30―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

河瀨直美
オンライン参加

16：20―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
金平茂紀

キム・ドンウォン
オンライン参加

19：20―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

是枝裕和
オンライン参加

19：20―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
諏訪敦彦

ダミアン・マニヴェル
オンライン参加

ビデオインタビュー

14：05―トークイベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

チュ・サンミ
小林三四郎

オンライン参加

［審査員］

佐藤信
橋本佳子
足立正生
伊勢真一
林加奈子

緊急事態宣言の 
発令を受け、当初の
上映スケジュールか
ら変更されています。
ご注意ください。

！



ゲスト❖セレクション

監督：小川紳介　1966年｜56分｜モノクロ

恒例のカメラマン特集では、奥村祐治（1935-2012）を
取り上げる。岩波映画製作所出身で、羽仁進や田原総
一朗の劇映画の撮影でも知られる彼の原点は、やはり
ドキュメンタリーであった。大学の通信教育制度改訂に
反対する４人の青年と共にカメラが躍動する小川紳介
のデビュー作を通して、その特徴を探る。

青年の海　四人の通信教育生たち

2.10｜水｜
10：15─上映
11：15─トークイベント
ゲスト
清水良雄（カメラマン）
山崎裕（プログラムディレクター）

特集❖カメラマン｜奥村祐治

10：00―入賞作品上映
入賞全作品を上映終了後、
大賞作品を発表します。

2.14｜日｜
k審査員（予定・敬称略）l
佐藤信（劇作家・演出家・「座・高円寺」芸術監督）／橋本佳子（映像プロデューサー）／足立正生（映画監督）
伊勢真一（ドキュメンタリー映画監督）／林加奈子

コンペティション部門入賞作品上映
映画・テレビ・自主制作…新しい才能を全国から発掘！

第12回［座・高円寺］ドキュメンタリーフェスティバル

ディレクター：木村栄文　1981年｜93分｜カラー｜RKB毎日放送

世界的な画家でありながら、太平洋戦争時に戦争画
を描いたため、戦後日本を追われた藤田嗣治。同じ
頃、郷里の福岡に引きこもり、カボチャやジャガイモを描
き続けた画家・坂本繁二郎。RKB毎日放送の名物ディ
レクター・木村栄文が、盟友の画家、菊畑茂久馬を構
成に迎え、戦争と芸術の関係や人間の運命を描く。

絵描きと戦争
是
枝
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監督：キム・ドンウォン　2003年｜148分｜カラー｜韓国

韓国国内で長い間収監されていた、“非転向長期囚”
と呼ばれる北朝鮮スパイの老人たちを、韓国ドキュメン
タリー映画界の重鎮キム・ドンウォンが12年間に渡り撮
り続けた作品。2000年、政策で北朝鮮に帰還すること
になった彼らだが、長年の監督との交流により、次第に
人間的な側面が詳らかにされていく。

★無料参考上映（上映後トーク有料） 2.10｜水｜

送還日記
2.11｜木・祝｜

監督：ダミアン・マニヴェル 　2019年｜84分｜カラー｜フランス・韓国

モダンダンスの始祖と言われるイサドラ・ダンカン
（1877～1927）が、自動車事故で亡くしたふたりの子
供に捧げた創作ダンス「母」に、百年の時を経て、4人
の女性が向き合う。残された日記やスコアを手がかりに
自身の人生を重ね、踊りを再創造する振付師やダン
サーの姿や感情を、カメラは静かにとらえてゆく。

イサドラの子どもたち
2.12｜金｜

監督：森達也　2019年｜日本｜113分｜カラー

首相官邸記者会見をはじめ「空気を読まずに」森友問
題や沖縄基地問題などに切り込む東京新聞社会部記
者・望月衣塑子の姿を通して、日本のジャーナリズムの
現状や、社会全体が抱える同調圧力や忖度の構造を
森達也が問う、社会派の作品。今回は劇場公開後に
再編集されたディレクターズカット版を特別に上映。

i─新聞記者ドキュメント─
（ディレクターズカット版）

2.13｜土｜

17：40─上映
────入れ替え────

19：20─トークイベント
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©RKB毎日放送

©2003 P.U.R.N. Production 

©藤井保

金
平
茂
紀

❖
セ
レ
ク
ション

Vol. ──山崎 裕（プログラムディレクター）

ドキュメンタリーは対象との時間の共有の記録でもある。
長期にわたっての取材、あるいは“ある瞬間”を切り取る試みなど、
作り手と取材対象との関わりにおける“時間”について考察したいと思います。
また、ドキュメンタリーにおける“演出”や“仕掛け”についても、考えを拡げるつもりです。
ゲストの方 も々座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバルらしい、ゆたかな顔ぶれが集まりました。

特集❖唄が生まれた“時間”

監督：河合宏樹　2020年｜86分｜カラー

ろう者の写真家・齋藤陽道。カメラを手に、「聞く」ことよ
り「見る」ことを選んだ齋藤だが、結婚し、聴者の息子を
授かることで、改めて音楽教育や対話の難しさに直面
し、葛藤を重ねる。しかしある時、息子を前にふと口か
らこぼれた子守唄。カメラが捉えた瞬間は、齋藤にとっ
て新たな「うた」との出会いとなった。

うたのはじまり

2.10｜水｜
12：10─上映
13：40─トークイベント
ゲスト
河合宏樹（本作監督）

齋藤陽道（本作出演）

特集❖見つめ続けた“時間”

監督：大島新　2020年｜119分｜カラー

2019年の国会で「統計王子」として注目を集めた政治
家・小川淳也を17年間追い続けた作品。志は高いが、
党利党略や地元メディアを牛耳る対抗馬に阻まれ、選
挙は敗者復活の比例当選が続き、家族からも「政治家
に向いていない」と言われてしまう。そんな小川の人柄
や活動を通じて、政治や社会の現状を見つめる。

なぜ君は総理大臣になれないのか

2.10｜水｜
14：40─上映
16：40─トークイベント
ゲスト
大島新（本作監督）

田原総一朗（ジャーナリスト）

特集❖戦火の中の命の“時間”

監督：ワアド・アルカティーブ／エドワード・ワッツ
2019年｜100分｜カラー｜イギリス・シリア

内戦の続くシリア。ジャーナリストに憧れる学生ワアド
は、デモ参加をきっかけにスマホで映像を撮り始め、や
がて医師を目指す若者ハムザと出会い、母となる。平
和への願いとは裏腹に内戦は激化、町は廃墟となり、
明日をも知れぬ身となったワアドは、娘や周囲の人間
が生きた証を映像に残そうと決意するが…。

娘は戦場で生まれた

2.11｜木・祝｜
17：30─上映
19：10─トークイベント
ゲスト
安田菜津紀
（フォトジャーナリスト）

©Channel 4 Television Corporation MMXIX　

特集❖離島に流れる“時間”

監督：大宮浩一／田中圭　2019年｜99分｜カラー

山形県酒田市にある日本海の離島・飛島に生きる人々
を追ったドキュメンタリー。人口140人の島は過疎と高
齢化が進み、島で一人の中学生が卒業すれば、学校
も休校に。漁業を営む老夫婦や島を出て行く中学生、
島から出た人や都会から来た若者などの声を聞き、島
の暮らしが未来へと持続するヒントを静かに問う。

島にて

2.12｜金｜
10：00─上映
11：40─トークイベント
ゲスト
大宮浩一（本作監督）

特集❖占領下に流れた“時間”

1971年｜94分｜モノクロ　制作：NDU（日本ドキュメンタリストユニオン）

“モトシンカカランヌー”とは、沖縄の言葉で元金のいら
ない商売のこと。布川徹郎らNDU（日本ドキュメンタリ
ストユニオン）のメンバーが、本土復帰直前の沖縄に密
航。コザ吉原の娼婦やAサインバー、ヤクザのたまり場、
全軍労ストなどを描く。一部欠落した“未完の映画”で
ありながら、今なお沖縄を揺さぶる重要作。

沖縄エロス外伝 モトシンカカランヌー

2.12｜金｜
15：15─上映
16：50─トークイベント
ゲスト
藤井誠二
（ノンフィクションライター）

井上修（NDUメンバー）

特集❖化粧される本の“時間”

監督：広瀬奈々子　2019年｜94分｜カラー

『夜明け』で劇映画デビューした広瀬奈々子が、ブック
デザインの第一人者・菊地信義を追う。1万5000冊以
上の装幀を手がけ、日本のブックデザイン界をリードし
続けてきた菊地だが、その作業はアナログで、紙と文字
を触りながら一冊ずつ手作業でデザインをする。その指
先から、ものづくりの原点を探っていく。

つつんで、ひらいて

2.13｜土｜
10：00─上映
11：35─トークイベント
ゲスト
広瀬奈々子（本作監督）

©2019「つつんで、ひらいて」製作委員会©『島にて』製作委員会

特集❖閉ざされた“時間”

監督：坂上香　2019年｜136分｜カラー

受刑者同士の対話から犯罪の原因を探り、更生を促す
「TC（�erapeutic Community＝回復共同体）」と呼ばれるプログ
ラムを導入している日本唯一の刑務所「島根あさひ社
会復帰促進センター」。このプログラムに2年間密着した
カメラは、服役中の4人の若者が、TCを通じ新たな価
値観や生き方を身につけていく姿を描き出していく。

プリズン・サークル

2.11｜木・祝｜
10：30─上映
12：50─トークイベント
ゲスト
坂上香（本作監督）
信田さよ子
（原宿カウンセリングセンター所長）

©2019 Kaori Sakagami

特集❖失われた“時間”

監督：チュ・サンミ　2018年｜78分｜カラー｜韓国

1950年代、朝鮮戦争の戦災孤児1500名が北朝鮮か
ら秘密裏にポーランドへ送られていた。監督は、脱北者
のイ・ソンと共に、貧しい中尽力したポーランドの教師
たちを訪ね歩く。数年後、北朝鮮に戻された孤児たちの
現在は知る由もないが、歴史に光を当て、民族分断が
招いた様々な“傷”と向き合う旅となった。

ポーランドへ行った子どもたち

2.12｜金｜
12：40─上映
14：05─トークイベント
ゲスト

チュ・サンミ（本作監督）
〈通訳：成川彩〉

小林三四郎（本作配給）

特集❖“時間”を丸ごと記録する

監督：アレクサンドル・ソクーロフ　2002年｜96分｜カラー｜ロシア・ドイツ・日本

ロシアを代表する映画監督アレクサンドル・ソクーロフ
が、サンクトペテルブルクにある世界遺産「エルミター
ジュ美術館」を舞台に、ロシア・ロマノフ王朝300年の歴
史を描いた作品。迷宮のような館内で舞踏会が行わ
れ、過去と現在が交錯する幻惑的な世界は、90分ワン
カットという驚異的な手法で撮られた。

エルミタージュ幻想

2.13｜土｜
12：25─上映
14：05─トークイベント
ゲスト
今野勉（演出家・脚本家）

©2002-Hermitage Bridge Studio
and Egoli Tossell Film AG©WELLS ENTERTAINMENT

★無料参考上映（上映後トーク有料）

特集❖踊り続けた異国の“時間”

ディレクター：井上剛／森あかり　2014年｜59分｜カラー｜NHK

俳優・森山未來が単身イスラエルに渡り、1年間の日常
をひとりで記録した、異例の「自撮りドキュメント」。日本
で順調な俳優活動を続けてきた森山だったが、異国の
ダンスカンパニーに身を置き、自身の身体や表現をじっ
くりと見つめ直す。その姿を、日本とは全く異なる環境
の、テルアビブでの生活を交えて描く。

森山未來  自撮り365日  踊る阿呆

2.14｜日｜
18：15─上映
─────入れ替え─────
19：25─トークイベント
ゲスト
森山未來（本作出演）
井上剛（本作ディレクター）
岩崎太整（本作音楽）
©NHK

©kumie inc.

“時間”を記録する　
と き

第12回特集❖

ルーツである「父探し」をテーマに撮られた、河瀨直美
の実質的なドキュメンタリー映画デビュー作『につつま
れて』と、その続編『きゃからばあ』。家族とは？自分と
は？ カメラを手に、激しくも根源的な問いを繰り返し、生
きている手触りを得ようとする河瀨流の表現に溢れた、
才気と狂気がせめぎ合う2作。

特集❖自分探しの“時間”

｜  につつまれて  ｜  きゃからばあ  ｜

2.13｜土｜
15：00─上映
16：30─トークイベント
ゲスト

河瀨直美（本作監督）

監督：河瀨直美　1992年｜40分｜カラー　2001年｜50分｜カラー

ゲスト

是枝裕和（映画監督）

13：50─上映
16：20─トークイベント

ゲスト
金平茂紀（ジャーナリスト） 

キム・ドンウォン（本作監督）

17：50─上映
19：20─トークイベント

ゲスト
諏訪敦彦（映画監督）

ダミアン・マニヴェル
（本作監督）

17：30─上映
19：25─トークイベント

©2019「ｉ─新聞記者ドキュメント─」製作委員会

ゲスト
森達也（本作監督）
望月衣塑子（本作出演）

田原総一朗

オンライン参加

オンライン参加

オンライン参加

オンライン参加

オンライン参加

オンライン参加

オンライン参加

ビデオインタビュー
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