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現代に問いかける魂の旋律
完成より30年を経て、リバイバル上映決定！
劇場公開詳細： ２017年１月28日より 渋谷・ユーロスペースにて１週間の限定レイトショー(35mmオリジナル・フィルムで上映）
２017年２月11日より ポレポレ東中野にて２週間 デジタル・リマスター版での上映
３月以降、大阪はシネ・ヌーヴォにて。名古屋はシネマスコーレにて上映決定！

To Love again is to Live Again

生きること、
それはもういちど愛すること-----

************イントロダクション ************************************************************
話題性に頼ることなく、映画が映画でしか成し得ない本当の独創性（オリジナリティー）にこだわって、人々にいつまでも愛される
本当の映画を作ろう！と集まった当時20代の若者たちの参加によって、1985年夏、映画『ゴンドラ』はクランク･インした。
しかし、1986年春、配給公開も未決定のまま誕生したこの流浪の新作には、映画館のスクリーンの扉が固く閉ざされていた。
海外の映画祭で、先に高い評価を受けた
『ゴンドラ』は、作品と観客が出逢うことのできる本当のスクリーンをもとめて、1987年に
は、渋谷・東邦生命ホールに長蛇の列を作った先行封切りで、国内にも静かな大騒ぎを起こし、ついに1988年春、テアトル新宿に
て劇場公開を果たした。
完成から30年（公開から28年）
を経て今、美しい映像と幻想的な色彩に透明なメッセージを封印して、ひとりの少女の“心の対話
の物語”を刻みこんだこの作品が、
デジタル・リマスター版で甦った。
そして、2017年1月には、渋谷・ユーロスペースを皮切りにリバイバル上映が決定した。
古いけれど新しい･･･大事な忘れ物を思い出させてくれるこの映画を、
ますます先が見えにくくなったこの現代に彷徨い、浮遊す
る、
たくさんの“孤立する魂”に、今、
あらためて届けたい。
映画『ゴンドラ』の、
リバイバル公開に際して再び結集したʼʼTeamゴンドラʼʼの想いである。

なぜ今リバイバル公開なのか

東京の片隅で、母とふたり暮らしの少女かがり･･･谷川俊太郎さんに
「不機嫌な少女」
と呼ばせたこの主人公の、
さび
しく揺らぐ心の風景と、再生の軌跡を映画に閉じ込めました。
そしてこの映画にまためぐり逢える日がくるとは･･･。
さまざまな思いが過ぎりますが、脚本とプロデュース役をつとめさせてもらったわたしが今 自信をもって言えることは、
作品がちっとも
「色褪せていない」
ということ。
しかしこの映画が、30年経っても色褪せていないことは、むしろ大問題な
のかもしれない、
ともわたしは今、感じています。
完成当時はまだ「登校拒否」などと言われていた時代、激しい疎外感に周囲から心を閉ざし、実際に不登校をしてい
た少女がいました。映画ではこの少女に架空の主人公「かがり」役を演じてもらいました。親の離婚、母子家庭、いじめ、
孤立、
まるで現代を象徴するかのようなフィクションの数々を、小さなこの少女に一身に背負ってもらいました。
そして少女は、同じ気持ちを感じることのできる青年と、映画の中で出逢い、生きます。
バブル最盛期であった当時、繁栄の名の下で、少女や青年の心の「痛みやかなしみ」は多くの人々の心の水面下に覆
い隠されていました。作品が完成した1986年4月に遠い国で起こった原発の事故も、わたしたちの多くは見て見ぬふり
をして過ごしました。やがて日本は、未曾有の大震災と原発事故を経験し、
「とてつもなく大切なもの」をたくさん失って
きたことに気づいたように思います。
30年前に、少女「かがり」
を通して描いた
「喪失感」は、
まさにわたしたち日本人の心の「現在」
を予見していました。
どう生きたらよいの？･･･何をどう愛したらよいの？･･･映画の中の少女に託した叫びは切実だったのですが･･･。
ぜひ、今だからこそ観てほしい！
もっと手おくれにならないうちに。ぜひ。
プロデューサー 貞末麻哉子（棗 耶子）
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************ ストーリー ********************************************************************
（短縮版

Short Story）

高層ビル街の上空。
ゴンドラに乗って窓を拭く青年･良。窓ガラスの向こう側は彼にとって音のない別世
界。眼下にはミニチュアールな都会の光景 ―ノイズが波の音に聴こえ、彼の目には海の幻が見える ―。
11歳のかがりは、母･れい子とふたりでマンション暮らし。母は音楽家の夫と離婚し、夜の仕事で忙しい。
かがりの晩ごはんは個食 ― 彼女のひとり遊びの相手は、二羽の白い文鳥、
そして音叉の響きに耳を澄ます
ことだった。
―Aの音― その響きは、かがりの心を落ち着かせ、調律した。
ある日、鳥かごの文鳥が激しく争い、1羽が傷つく。瀕死のチーコを両掌に抱きとり、茫然自失として立ち
尽すかがりを、窓の外を降りてきた窓掃除の良が目撃する。
――死んじゃうと、生きてたことってどこにいっちゃうのかな――
失われた命の旋律をとりもどすために、ふたりが向かったのは、暖かい北。

（完全版

Full Story）
この映画は上京して三年目の、本州最北端・下北半島出身の青年と11歳の東京
の少女の孤立した魂と彷徨、
そして一転してガラス越しの出逢いから始まるふたりの
生の始源と再生を索め試みる物語である。が、
この物語の筋は決して単線的ななぞり
をしない。それぞれの時間の並列的配置、節約された科白、
イリュージョンの断続的
継起、回想（メモワール）の断片挿入など、夥しい分裂曲線によって―いわば映像の
親和性を破る
〈不協和音〉―ディソナンス―によって構成されていることを、
あらかじ
めお断りしておきたい。

高層ビル街の上空。
ゴンドラに乗って窓を拭く青年、良。窓ガラスの向こう側は彼にとって音のない別世界。眼下はノイズィな
都会の光景。
ノイズが波の音に聴こえてくる。
海の幻―。
その買い手にはミニチュアールな都会が見える。
夏。小学校のプール教室の授業中、11歳のかがりは突然、眩暈に巻かれる。初潮・・・。
保健室で休みをとるかがりのその瞳にふと停まる窓の外の小さなゴンドラ。学校の帰り道、ふたたび眩暈を覚える。
とっさにいつ
も持ち歩いている音叉に耳をそばだてる。
―Aの音― その響きは、かがりの心を優しく調律した。
かがりは母れい子とふたりでマンション生活。父は音楽家だが離婚して今は居ない。母は夜の仕事で忙しい。かがりは初潮の
あったことを母に告げられないまま、ひとりミルクとピザの夕食をとる。彼女のひとり遊びの相手は、二羽の白い文鳥、
そして音叉
の響きに耳を澄ますことだった。
夜、突然、彼女のあやうい内密な世界に眩暈が。無人の夜の歩道に浮かびあがる巨大な五線譜。
その上を駆けてゆく彼女の前
方に、音符を書き込んでいる白い服の男。かがりの父だった。すると後方から、大きな音と共に五線譜を消しながら迫ってくる黄
色い路面清掃車・・・。かがりは悪夢をふり払うように音叉の音に耳を澄ます。
学校でも彼女は孤立していた。遠巻きにして陰口をささやき、かがりを避ける友だち。その日、いきなり鳥篭の中で文鳥の激し
い争いが起こる。文鳥チーコが羽から赤い血を流して倒れる。瀕死のチーコを両掌に抱きとり、茫然自失として立ち尽すかがり。
その時、窓の外を清掃用ブランコに乗って降りてきた良がかがりを目撃する。
窓ガラス一枚距てた向こう側との初めての出遭い。
良はチーコの傷を看てもらうために、一緒に動物病院までついてゆく。
その帰り道、かがりは良を無視してどんどん先を行く。良
は追いかけるようにかがりの後を追う。心を開こうとしない頑ななかがり。
歩道橋でかがりと分かれた良が古ぼけた木造のアパートに帰ると、下北半島の母から小包が届いていた。小包の中には良の
大好きな塩ウニの瓶詰め。良はひっそりと母の手紙を読みながら故郷の塩ウニをなめる。
翌朝、かがりは一人で動物病院に行くが、チーコはケースの中で冷たくなっていた。
チーコの死骸を受け取ったかがりは病院を出ると、線路を伝って廃ビルの中に入ってゆく。匿してあった小匣を開けて中から
ハーモニカをとり出して吹く。突然、工事現場のボーリング音が轟き、
またもや眩暈に襲われる･･･記憶の痛み･･･。 （つづく→）
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かがりはチーコの治療代をたてかえてくれた良にお金を返すために高層ビルの下に行く。
そしてその足で、以前かがりが父と母
と三人で暮らしていた団地の公園に向かう。良は勝手にかがりの後をついてゆく。夜の公園は静かだ。かつてかがりたちが住んで
いた三階の部屋の窓明かりが、
この公園から見えるのだった。かがりはチーコをこの想い出の公園に埋めようとしていたのだ
が・・・。初めて良に訊ねる。
「ねえ、死んじゃうと、生きてたことってどこにいっちゃうのかな。」
マンションに帰ったかがりはチーコの亡骸を、可愛いブリキの弁当箱に納めて冷蔵庫の奥にしまい込む。一方、
アパートに戻っ
た良は黙々と木を削り、黙々と船の模型を作る。
そして仕上げた船の傍らで、かがりからもらった音叉を鳴らしてみる。
それから幾日かたったある朝、かがりのマンションで小さな事件が起きる。
かがりは良が言った“幻の海”を描いていた。が、
ブルーの絵の具を買いに彼女がちょっと外に出かけている間、母れい子は偶然
にも冷蔵庫の中にチーコの死骸を見つけて仰天するのだった。
ヒステリックになって死骸をゴミ箱に棄て、流しに弁当箱を放り出
す。その弁当箱は、れい子の幼少期の思い出の品だったのだ。やがて外から戻ってきたかがりは、それを知って母に激しく涙の抗
議。れい子も半狂乱で怒る。
駐車場隅のゴミ置き場でやっとチーコを捜し出したかがりはそのまま家を飛び出す。
夜、仕事を終えて帰ってきた良が駅の改札口で見たのは、ずぶ濡れになって自分を待っていたかがりの姿だった。
とりあえず、
ア
パートに連れて帰ったが、かがりは家に戻る気はない。
「もう帰るとこなんて・・・ないもん。」
泣き疲れて眠るかがり。ふと、良はかがりの赤いリュックから丸めた画用紙が飛び出しているのに気付く。
それはかがりの描いた
ゴンドラの絵だった。
じっとその絵を見つめながら、良は思い切って少女を連れて故郷の下北へ帰ってみようと思った・
・・。

ふたりを乗せた列車は下北半島へ向かう。初めて東北を旅するかがりはまるで遠足気分。だが、良は故郷に残してきた老父母
へのやるせない想いで満ちている。
前触れもなく突然現れたふたりに、良の母は驚く、三年ぶりに丸い食卓を囲んでささやかな夕食。中風で半身不自由になった老
父に、子どもをあやすように世話をやく老母。
そのやりとりをまじまじと見つめるかがり。食事の後、かがりは老母と一緒に木造りの
風呂に入る、その晩、良とかがりは並んでカヤの中で寝る。居間から老母の読経の声が聞こえてくる。そして静かな波の音・・・。か
がりはホロッと枕を濡らす。
翌朝、良とかがりは海辺を岩場伝いに歩き出す。
コンブ干し。朽ちた舟小屋。小魚を選りわける老婆。入道雲。キラキラ輝く鰯。ふ
たりの目に順々に飛び込んでくる。
そして誰もいない廃校・・・。ふたりは壊れた教室を見て歩く。かがりは音楽室を見つけ埃をかぶったオルガンの鍵盤を叩いてみ
る。調律の狂った音が響く。その直後、
あの幻暈にかがりは一瞬足をすくわれそうになる。が、その時、良の呼び声でかがりは自分
をとり戻した。
廃校を後にして、ふたりはさらに山道を歩く。岸から岸へ泳ぎ渡る。かがりを従えて常に先頭きって進む良の前に、にわかに現れ
た洞窟。奥にはボロボロに朽ちた一艘の舟。良はこのボロ舟をふたたび海を走る舟にしたいと思った。
さっそく舟を浜まで運び出
し、仕事にとりかかる。かがりも傍らでチーコを納める小さな棺を自分の手で作り始める。
その頃、東京では、かがりの家出に気付いた母れい子は途方にくれ、街を捜し惑い、別れたかがりの父親と会う。が、すでに二人の
あいだには語るべき言葉がみつからない。良とかがりはその夜、洞窟いっぱいにローソクの灯を点し、チーコの通夜。
翌日とうとう、舟を完成させた良。千代紙を貼ったチーコ
の棺に最後の釘を打つかがり。
黄昏色に染まり始めた海を見つめながら、かがりは頬を
濡らしながら言う。
「帰りたくないな・・・。」
良はそれに対してこう応えるだけだった。
「ドントハレ！」
（東北南部弁で“これでおしまい”の意）。
いよいよ、オレンジ色の海へふたりを乗せた舟がすべ
り出す。力強く櫂をこぐ良。砂浜には良の老父が杖をつ
き、一歩また一歩進んでくる。彼はじっと海を見る。
そっと海に棺を流すかがり。静かにハーモニカの音が
流れる。
オレンジの海に浮かぶゴンドラ・・・。
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************ キャスト *****************************************************************
上村佳子 ・ 界 健太（新人）
木内みどり ・ 出門 英 ・ 佐々木すみ江 ・ 佐藤英夫
鈴木正幸 ・ 長谷川初範（友情出演） ・ 奥西純子 ・ 木村吉邦

かがり････････････上村佳子
1973年東京生まれ。1986年港区立の小学校卒業。
現在は都内の区立中学校に在学中。（1987年公開当時）
現在は会社員。
良････････････････界 健太
1961年東京生まれ。
1979年明星学園高等学校卒業。1982年劇団「円」研究生を経て、クリエイティ
ブ・スペースOMに集まった役者集団「闘魂組」に参加。映画「ゴンドラ」でデビ
ュー。“良い作品”にめぐり逢い、“精根こめて演じる”ことのみを目標に彼は
役者にこだわっている。その苛烈なポリシーで彼は、デビュー作にして本篇主演
という幸運を得た現在も、缶詰倉庫で働きながら、安部公房作「棒になった男」
というボクサー役の一人芝居の稽古に黙々と励んでいる。寡黙にして熱き想いに
満ちたキャラクターは、今後もその熱演を期待されている。（1987年公開当時）
現在は会社員。
かがりの母････････木内みどり
1950年名古屋生まれ。
劇団「四季」を経て、TBS「安ベエの海」でデビュー後、「赤い運命」「熱中時
代」「野々村病院物語」などTV出演作多数。映画は「哀しい気分でジョーク」「
ひとひらの雪「そろばんずく」、最近では「木村家の人々」に出演。舞台でも転
位２１「子供の領分―金属バット殺人事件―」での母親役は話題を呼んだ。また
ここ数年、「天才たけしの元気が出るテレビ」など、バラエティー番組でも大活
躍。その持ち前の明るいキャラクターは幅広い年齢層のファンを持つ。（1987年
公開当時）
かがりの父････････出門 英
1942年東京生まれ。
日活ニューフェイス、水木英二として「霧子のタンゴ」でデビュー。また､歌手と
しても「東京ロマンチックガイ」でデビュー後、ヒデとロザンナ結成。「愛の奇
跡」「愛は傷つきやすく」の大ヒットで国際的デュエットコンビとして不動の地
位を確立した。作曲家としても「星の砂」など数々のヒット曲を手掛けた。TV「
必殺仕事人」「毎度おさわがせします」にレギュラー出演。最近では映画「光る
女」に出演、役者としても幅広く活動している。（1987年公開当時）
付記：1990年に逝去（享年47歳）
良の母････････････佐々木すみ江
1928年生まれ。
劇団「民芸」出身。1955年「楡の樹陰の欲望」で第5回新劇演技賞受賞。1978
年「移動」で第8回紀伊国屋演劇賞受賞。映画は、「春の鐘」「吉原炎上」、最近
では「二十四の瞳」「女咲かせます」などに出演。TVでも「ふぞろいの林檎たち
」で見せた個性の強い母親役は誰の記憶にも新しい。長年に渡る演劇活動と、地
味にして重厚な演技力には幅広い支持層を持つ。（1987年公開当時）
現在の公式Profile：http://www.alpha-agency.com/artist/sasaki.html
良の父････････････佐藤英夫
1925年横浜生まれ。
東京大学仏文科卒。劇団「民芸」、俳優座養成所、劇団「新人会」を経て、フリ
ー。「バス通り裏」で菊池寛賞受賞。映画「野良犬」「豚と軍艦」「津軽じょん
がら節」他、TV、舞台でも出演作は数多い。東映東京撮影所で助監督を務めた経
験を持ち、NHK嘱託ライターとしてラジオ台本を執筆していたこともある、とい
う多才なベテラン俳優である。（1987年公開当時）
付記：2006年に逝去（享年81歳）。
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************ 制作スタッフ ************************************************************
原案・脚本･････････････ 伊藤智生
原案・脚本･････････････ 棗 耶子
撮影･･････････････････ 瓜生敏彦
照明･･････････････････ 渡辺 生
編集･･････････････････ 掛須秀一
音楽･･････････････････ 吉田 智
音響･･････････････････ 松浦典良
効果･･････････････････ 今野康之
録音･･････････････････ 大塚晴寿
助監督････････････････ 長村雅文
助監督････････････････ 飯田譲治
撮影助手･･････････････ 佐藤文男
撮影助手･･････････････ 菅野幸悦
照明助手･･････････････ 上林栄樹
照明助手･･････････････ 森本幸雄
監督助手･･････････････ 松田行二
監督助手･･････････････ 杉盛 樹
編集助手･･････････････ 松村将弘
編集助手･･････････････ 磯部文弘
編集助手･･････････････ 石田 悟
ネガ編集････････････ 小野寺桂子
衣装･･････････････････ 藤井 操
美術装置･･････････････ 張ケ谷 実
美術小道具････････････ 村上孝夫
記録･･････････････････ 佐々木 薫
記録･･････････････････ 加藤琢実
特機･･････････････････ 秋山 薫
メイク･･･････････････立川須美子
スチール･････････････ 林 久平
･･････････････ 福田栄夫
アニメーション制作････スタジオぎゃろっぷ
制作進行･･････････････ 四海 満
編集助手･･････････････ 小宮 真
制作デスク･･･････････ 鈴木かがり
編集助手･･････････････ 坂井一郎
編集助手･･････････････ 磯野好司
プロデューサー･･･････ 貞末麻哉子
監督･･･････････ 伊藤智生（TOHJIRO)

＜1987年公開当時のプレスより＞
「ゴンドラ」のスタッフの主力は、20代の若手であった。彼らはルーティーンに囚われることなく、着想から完成まで、
より良い
イメージとそれを導き出す方法とシステムを、手探りで求め続けた。
若手スタッフの中にあって、特にキャリアがあると言えるのは、
「神田川淫乱戦争」
「ドレミファ娘の血が騒ぐ」に続いて本篇三
本目の新鋭キャメラマン瓜生敏彦と、独立した編集スタジオをもって活躍中の編集マン掛須秀一だけといってもいいだろう。
プロとしてのキャリアに乏しい若いスタッフが、低予算ながら、テーマを大事にしてじっくりと仕上げた映画。それこそが、
「ゴ
ンドラ」のスタッフ・ワークにおいて特筆すべきことである。監督・伊藤智生、音楽・吉田智、脚本・棗椰子らのキャリアは、正にこ
の「ゴンドラ」を出発点として、未来に向かってひらかれる。
この現場に、
この道45年のベテラン照明マン渡辺生が、参加したことに注目して欲しい。彼の存在は、
とかく新しい技術と斬
新な発想に脱線しがちなスタッフ・ワークに、理解ある冷静な歯止めを加えた。
この作品の極めて新しい撮影効果を焼き付けて
いながら、決して若者による若者だけの映像になっていないのは、
このライトを持った老作家に出逢い、さらに深く“生の意味”
を体験できたからである。
これらの個性の強烈なぶつかりあいの場をまとめ上げるのは、
プロデューサー貞末麻哉子。彼女は、
日本映画界においては
希有な20代の新人女性プロデューサーとしてだけではなく、作家・棗椰子としてもこの作品に存在を刻印している。
この作品で、伊藤は第9回ヨコハマ映画祭新人監督賞を、瓜生は堂映画祭撮影賞を、貞末は第2回東京たちかわ映画祭特別
奨励賞を、獲得している。

-6-

OM（オム）プロダクションとは
「ゴンドラ」の監督・伊藤智生とプロデューサーの貞末麻哉子は、1979年7月、東京六本木に― creative space OM（オム）―を設立した。
キャパ50席、8㎜と16㎜の上映設備を持つこのフリースペースは、自主上映をはじめ稽古場などのレンタルスペースとして運営さ
れた。実際、経営は苦しく、維持費は両者のアルバイトによって賄われてきた。時代の流れがフィルムからビデオへと、創るものに新し
いメディアに対する興味を促す中で、敢えてこのOMはビデオ機材の導入を拒み、
フィルムに拘る多くの学生や映像作家達の作品発
表の場（当時まだ少なかったミニシアター）
として親しまれた。
そもそも営利目的として始めた事業ではなく、むしろ映画づくりを目指す自分達の勉強の場を造りたいという純粋な理想を掲げて
始めた“道場”のような存在であったこのOMには、自然と多くの理解者と仲間が集まった。ある者は映画を志し、ある者は役者を志し、
又、ある者はここで絵を描き、詩を詠んだ。それぞれが生活のために全く違った職業を持ちながら、真剣に創作活動に取り組んでいた。
OMに集まってきた仲間による創作活動が具体化してくると、ものを創る事の楽しさを個々が噛みしめる。それと同時に多くの見
解の相違も露呈する。ある者が人間関係につまづき、又ある者が生活のために夢を捨てざるを得なくなりやがて消滅してしまう集
団も多い。
しかしOMで培った人間関係は幾度もその危機を脱した。創作しようとする真摯な姿勢を互いに見つめ合い、年齢を越え
た信頼を大切にした。
1983年12月、六本木・WAVE館のオープニングイベント用イメージビデオを制作するチャンスを得た。
これは、オープン記念に発
売された10人のミュージシャンによるクリスマスアルバムから一曲選んで映像をつけるというもので、伊藤は高橋幸宏氏の「ドアを
開ければ」を選んだ。あくまでもフィルム撮影に拘り、16㎜から1インチによるビデオ編集という難産な出生をたどった。4分18秒の
ビデオ作品だが、一人の少年の目を通して、壊されてゆく都市の風景の片隅で失われつつある遠い昔の淡いクリスマスの記憶を映
像に封じ込めることに成功した。そしてこの作品はオープン当日、シネヴィヴァンにおける、
ミュージシャン達との“音楽と映像の夕
べ”というパネルディスカッションのための素材として使われた。
この「ドアを開ければ」がの制作が、伊藤、貞末によってOMプロダクションを発足させる大きな契機となった。そして「ゴンドラ」
は、作家としてそれぞれが創ることと真剣に闘える場をもとめてOMに集うスタッフの、力強い熱意によって生み出された。
さらに特筆すべきは、
「ゴンドラ」の特別先行封切りを契機に集合してくれた宣伝スタッフ達であった。彼らの平均年齢は23歳。皆
それぞれが映画監督志望あるいはプロデューサーを志望する青年達である。特別先行封切りは彼らによって発案され、実行された。
制作スタッフではなかった彼らにとってこの仕事との出会いは、すでに完成した「ゴンドラ」
という作品との出逢いから始まった。
しかし、もともと映画づくりを目指す彼らが“宣伝”という業務を体験した意義は大きい。彼らが模索して選び抜いた方法―それは、
今の日本映画界の、一見して商取引に基盤を置いた宣伝ではなく、あくまでも人から人へ、手から手へという伝達の方法により広報
の場を広げるというものだった。そしてそれが単なる理想論に終わっていないことは、先行封切りに詰めかけた観客の反響が証明
してくれた。自らを見つめ直し方法を求めるという、創作の基本的な姿勢を彼らはそこにみつけたのではないだろうか。それはOM
設立の日よりここに集う多くの仲間が一貫してめざしてきたものであった。

「ゴンドラ」の制作に参加したスタッフについて、編集技師である浦岡敬一氏（故人）が、公開当時、以下のようなコメントを寄せてく
ださった。
横浜放送映画専門学校の卒業生が、
「ゴンドラ」をひっさげて登場した。
しかも35ミリ映画だ。監督の伊藤
智生、撮影の瓜生敏彦、編集の掛須秀一、皆、納得のいく登場だった。背伸びすることなく、感情豊かに青春
の淡い日々の記憶を甦らせ、見る者の心に親しく響いてくる。意外な程の出来ばえに胸が高鳴った。
ワンショ
ットの冗漫すれすれの長さをもってこそ、私達が失いかけていた映画作りの本質を情念を教えてくれる。
失意の映画人に警鐘を与えてくれた「ゴンドラ」の成功を心から祈りたい。次回作品も心待ちである。
浦岡敬一（日本映画編集協会理事長 当時）

【その後のスタッフたち】
■「ゴンドラ」の編集を担当した掛須秀一氏は、コンピューターを使ったʼʼノンリニア編集ʼʼに映画業界としては初めて着手。その後、
同システムで数々の作品を手がける。1996年には、朝日デジタルエンターテイメント大賞シアター部門/個人賞を受賞した。現在、
ジェイ・フィルムの代表。
■「ゴンドラ」の撮影を担当した瓜生敏彦氏は、現在はフィリピン在住。マニラのスモーキーマウンテンを記録した映画制作をきかっけ
に、
フィリピン国内に拠点を置く。
『神の子たち』の撮影中に銃撃を受けて負傷したが、一命を取りとめ、
フィリピン国内で撮影技師とし
ての仕事を続ける傍ら、NPO法人Creative Image Foundationを立ち上げ、マニラに住む最貧困層の子どもたちのために教育の場、
表現の場と環境をつくるために奔走し、マカティに ʼʼ TIU Theater 瓜生劇場ʼʼ を設立した。 http://www.creativeimage.jp
■「ゴンドラ」では助監督を務めてくれた飯田譲治氏は、1989年、
「バトルヒーター」で（脚本･監督）35ミリ作品デビュー。1992〜1993
年、
フジテレビ深夜連続ドラマ「NIGHT HEAD」
で大ヒット。1998年「らせん」、2000年「アナザヘヴン」
、2003年「ドラゴンヘッド」などヒッ
ト作多数。http://www.iidageo.com/
■「ゴンドラ」
で脚本とプロデューサーを務めた貞末麻哉子はその後、
ドキュメンタリー映画の制作へと進み、
「普通に生きる」、
「ぼくは
写真で世界とつながる」などの最新作が、現在も全国各地で上映されている。 http://www.motherbird.net/~maya
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「謝罪とけじめ」
今から29年前、完成した「ゴンドラ」が公開する劇場も決まらずに彷徨っていた時に、海外の映画際の扉を開いてくださったのは
川喜多記念映画文化財団の川喜多かしこさんだった。
「監督、
どうにも劇場決まらないなら、ホール借りて、先行ロードやりなさいよ。素晴らしい映画なんだから、きっとお客さん来るわ
よ」
このかしこさんのお言葉にどれだけ自主上映する勇気をいただいた事か!! あの、渋谷・東邦生命ホールでの先行ロードがな
ければ、テアトル新宿の公開もなかった。それから何度か財団でお会いするたびに、かしこさんは「早く伊藤監督の次回作観たい
わ。
」そう言って下さった。それから月日が流れ、俺は何の約束も果たせないまま川喜多さんは故人になられてしまった。
ヴェローナで開かれていた日本映画の映画祭に招かれた時、あのフランスの評論家でカンヌの審査委員長などやられていたマ
ルセル・マルタンさんも
「ゴンドラ」を観てくださった。上映後、ディナーに招待してくれて、奥様が日本人だったので通訳してくれて、
マルタンさんとはかなり長い時間、映画の事話すことが出来た。
マルタンさんはものすごく
「ゴンドラ」を気に入ってくれて、最後に「君の2本目の映画をカンヌ映画祭で待ってるよ」
と言われ、約
束して別れた。今でも、握手した時のマルタンさんの優しい笑顔、忘れられない。そんなマルタンさんも、今年の6月に89才で亡くな
られた。
ゴンドラの劇場公開の後、俺の2本目の映画を期待して待ってくれてる人がいるにもかかわらず、あれから30年が過ぎたの
に、俺はまだ2本目の映画を撮れていない!!
そして一昨年、池袋の文芸坐で「森崎東特集」をやった時、久しぶりに森崎監督とお会いし
た。
「君は何だかポルノの世界じゃ黒澤明だってな!! でも伊藤君!! 俺が生きているうちに2本
目の映画見せろや!!」師匠の愛情がこもった言葉が、強烈に突き刺さった。
30年前に「ゴンドラ」の完成試写をイマジカでやった時に、誰よりも早く観てくれたのが森崎
監督で、
「傑作だ!! おめでとう」
そう言ってくれた。
今回の28年ぶりの「ゴンドラ」
リバイバル上映は、俺にとっては60年間の人生のケジメだと
思う。今、俺は30年ぶりに、新作を撮る覚悟が出来た。
by 伊藤智生（TOHJIRO）

〈伊藤智生（TOHJIRO）
プロフィール〉
本名／伊藤裕一（ひろかず）
〔監督名 伊藤智生（ちしょう）
〕1956年、東京、六本木に生まれ
育つ。区立城南中学在学中から映画監督を志し、明大付属中野高校夜間部在学中に、
「働かせ
てくれ」
と円谷プロ門前に座り込み、美術部で働かせてもらう。
2016年 伊藤智生
1974年4月、夜間部から明大付属中野高校普通部に転入。1975年3月、同校卒業。
1975年4月、横浜放送映画専門学院（現・日本映画大学）に第一期生として入学。
1976年〜1977年、ATG・馬場プロ作品 森崎東監督「黒木太郎の愛と冒険」製作参加。伊藤は、森崎監督との脚本から参加し、
自らをモチーフにした映画監督志望の青年役を自身で演じた。
この作品で森崎監督は、
ドラマの中にドキュメントをちりばめた
“ドキュメラマ”という新機軸に挑戦した。
この試みは、
「ゴンドラ」にも静かに影響を与えている。
横浜放送映画専門学院を卒業後、数々のアルバイト、8mm習作制作を重ねる。
1979年7月、
「ゴンドラ」のプロデューサー貞末麻哉子とともに、creative space OM（オム）を六本木に設立。12月、仲代達矢・隆巴
主宰〈無名塾〉の公演「渋谷怪談」
で演出助手。1980年、
「ソルネス」
で演出助手。1983年8月OMにて
「駆込み訴え」演出。10月、再演。
12月、六本木WAVE館オープニングイベントのためのイメージビデオ
「ドアを開ければ」監督。
1984年、第一回監督作品『ゴンドラ』着手。1986年4月、完成。
国内での劇場公開の壁には阻まれたが、世界各地の映画祭では高い評価を得て、1987年10月、渋谷･東邦生命ホールを借りて
特別先行上映を敢行。多くの良識ある観客の声援を得て
『ゴンドラ』は、完成より2年を経て1988年4月、テアトル新宿でロードショー
公開を果たす。
1989年、外資系の会社からオファーがあり、2本目の映画のコンセプト作り、
シナリオ、ロケハンティングで真冬の北海道の紋別に
行く。流氷が来る街を舞台にし、親に棄てられ、祖父と暮らす聾唖の少年と、東京から来た踊れなくなったダンサーの女との歪んだ
愛の形を描いた「冬の女 winter woman」のシナリオを作成するが、出資する会社との軋轢によりこの企画は空中分解する。
この時
つくづく
「映画は自分の金で撮らないとダメだ！
！スポンサーが付く、イコール口が出る」
ことを伊藤は思い知る。
1989年、知り合いの紹介で初めてＡＶを撮る事になり、ＡＶ監督 ＴＯＨＪＩＲＯが誕生する。
この時まだキャスティング権はなかったが、伊藤は自ら女優と面接して全て自分のやりたい企画で制作し、
メーカ
ＡＶの世界は、
ーからは一切口出しがなかった。限られた予算だったが、
とにかく実験的な事を含め、思うようにやりたい放題に撮った。気がつくと
「最初は食うため、
ゴンドラで作った借金の返済のため」
と思って始めたアダルトビデオの世界に、伊藤はどんどん夢中になってい
った。
1997年、
レンタル中心だったＡＶに、セルビデオという新しい流通が現れ、戦場をレンタルからセルビデオに移し、更に伊藤は暴
れまくり、ＡＶ監督ＴＯＨＪＩＲＯの名を業界で不動のものにする。
2001年、
自社ＡＶメーカー「Dogma （ドグマ）
」を設立。以後、15年間、
自ら精力的に作品を作り続けながら、次世代のＡＶ監督を
育ててきた。
2016年、還暦を迎えた。丁度、
ゴンドラから30年・・・ついに、2本目となる本編（一般映画）を撮る決意を固め、
「ゴンドラ」のデジタ
ルリマスター化を、
自らの覚悟の証とした。そんな矢先、今回のゴンドラリバイバル上映のチャンスを得た。 （2016年11月現在）
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不機嫌な少女

いただいた映評（1987年公開当時）敬称略

詩人 谷川俊太郎

主人公の女の子、かがりがさ、
ガラスふきの青年にお金返そうとして
貯金箱割るでしょ、そうすると、百円玉や十円玉の中にドル紙幣がまじ
ってるのよかったね。母親が彼女をおいて海外旅行にいっちゃったん
だってことがパッとわかっちゃう。その母親がさ、男の運転する外車に
乗って家へ帰ってくるでしょ、当然なんかあるんじゃないかってかんぐ
るんだけど、なんにもなくてあっさりお礼言って別れるとこ、
よかった
ね。
なんにもないってことがちゃんと表現になってる。いまの映画ってな
んかなきゃドラマにならないって思いすぎてるんじゃないかしら。
かがりが死んだ文鳥を弁当箱に入れるよね、
こっちは普通の弁当箱
だって思うじゃない、
ところがそれを母親がすぐ冷蔵庫の中で発見す
るんだよね、なんか不自然だなって感じてると、実はその弁当箱は母親の子どものころのただひとつの記念品なんだよね、名前
が書いてあったりしてさ、あそこもよかった。そのあとヒステリックになってシャワー浴びてる母親に、かがりがくってかかるとこ
ろもよかった。素裸になると役者も演技の質が少し変わるみたい。
そういえば、お風呂の中の佐々木すみ江もよかったよ。なんにも思わせぶりなところのない、正直で日常的な裸には映画の中
ではめったにお目にかかれない。
木内みどりでもうひとつよかったのは、女友達がたずねてきてビール飲んで、子ども生もうかどうしようかってクダ巻くじゃな
い、そのあと木内みどりが粘着テープでじゅうたんのゴミをとるのね、あれは演技っていうより演出なんだろうけど、あそこにも
感心しました。母親を神経症的にえがいてるんだけど、それを病気とはとらえてない、
だからひとりの女がちゃんと見える。
大体あんなきれいきれいなグッドデザインのマンションに住んでる母子家庭ってのにも、びっくりするよね。普通ならうそっぽ
く見えるとこなんだけど、それが逆にひどく現実的に見える。いまの東京ってこういう場所なんだなって納得させられてしまう。
き
れいすぎるから、かえって住んでる母親の緊張した精神状態がはっきりする、そういう計算がうまいと思った。
離婚する以前に住んでた古ぼけた公団住宅のＤＫで父親と母親が言い合う回想シーンも、セリフがきれぎれにしか聞こえて
あれ全部ていねいに聞かせてたら、セリフが月並みだからつまらないと思う。
カ
こないことでかえって、現実感あがあったよね。
メラが傾いたりするのも、わざとらしいなんて思わなかった。
道路に描かれた五線譜を、道路掃除の車が消していくところなんかもね、高校生の芸術映画みたいだけど、かがりって主人
公に存在感があるから見ていられる。
こんなふうにいいつづけているときりがないな、
でもいい映画ってどうしてもこういう話しかたになるんでしょ。つまり感想が
抽象的にならないんだよね、場面場面の細部に目がいっちゃう。主題とか問題意識っていうのも大切なんだろうけど、映画って
やっぱり場面場面の積み重ねだからね、文学やる連中が一行に骨身を削るのとおんなじだと思う。
現実ってのはいつも主題とか問題意識をはみ出しているものでしょ、その思いがけない現実をとらえる想像力のない映画な
んて、いくら問題意識があったってまあ骨と皮みたいなもんだ。
前半のかがりの不機嫌な顔がすばらしかったね、そうなんだよ、
あれは不機嫌て言うべきなんだよ、
自閉症的なんて言うとな
んか違うものになっちゃって、かがりっていうひとりの少女がどっかへいっちゃうんだよ。いやあ不機嫌な少女ってのはすごいも
んだな。不機嫌な中年男なんて足元にも寄れないくらい凄みがある。不機嫌な中年男の不機嫌な理由なんてたかがしれてるん
だね、
きっと。競馬ですっちゃったとか、部長にこごと言われたとか、通勤が疲れるとか、それはそれで大変だってことは分かる
けど、少女の不機嫌はもっと根が深いような気がする。人間の範囲を超えてるような気がする。
だから最後が下北の海で終わってもよかったんだろうと思う。
あれでもういっぺん東京へ戻ってきたら連続テレビドラマにな
自然に頼って生きる人々との交流と、愛する文鳥の死を認めることによって浄化される。
たと
っちゃう。かがりはおだやかな海と、
えそこにも過疎を始めとするさまざまな問題が残されているとしても、いやむしろ、
「問題」がひとつも解決されてないんだから
こそこの映画は終わることができるといってもいいかもしれない。
警察だかどこだかよく分からない場所で、離婚したかがりの父母はつくねんと
座ってる、その舌足らずな描きかたがとても効果的だった。大体登場人物の口数
が少ないんだよね、たまにかがりが名セリフを吐いたりもするけれど、登場人物
がかるがるしく事態を解説したり、主題を説明したりしないのがいい。
この映画には主題や問題がいっぱい隠されているけれど、そしてそれについて
語ろうとすれば言葉はいくらでも消費できるけれど、そういう語りかたで語ること
はこの映画にふさわしくないと思った。
（1987年公開当時）
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いただいた映評（1987年公開当時）敬称略

「ゴンドラ」に

・・・原・生命を湛える水の深み・・・

映画評論家 石原郁子

映像はのっけから危険なほどに美しい。光の塔を思わせる高層ビルを見上げ、見下ろす眩暈に似た感覚。そして、窓を拭く青
年の眼下に広がる都市の街路が、みるみるきらめく水を湛えた青い海に重なってゆく。
この水のイメージは全体を貫いて、
あると
きは初潮を迎えた少女の孤独な揺らめきを飛沫（しぶき）の向こう側に透かし見せるプールであり、食器をつけた流しの水であ
り、彼女が水着を洗う石鹸液であり、一人飲むミルクであり、その心に揺れ動く風景もまた、一瞬水中世界のように見える。
更にそれは、流しや浴室で小鳥の死体の匂いに向けて迸（ほとばし）
る洗い場であり、音叉の波紋を広げ、少女が絵筆を洗う、
グラスの水であり、少女と青年とを濡れそぼらせる雨であり、青年の母と少女とが暖かく背を流し合う風呂の湯でもあるが、何よ
りも青年の故郷である貧しい過疎の漁村の、驚くほど濃い青い海であって、そう言えば島国である私たちの国では、水は本来、
こ
んなふうに生命の底から切ない叫びに応えて、彼方から清冽に呼び返す、巨きな胎としての深さなのだったと気づく。
自閉症のように級友たちから距離を置く、孤独な少女。
だが彼女は意志的な強い瞳をもち、音叉を耳に当てて自身の内側の声
を聴き、確かめようとし、
あるいはおそらくそれに共鳴する響きを掴み当てようともしている。いずれにせよ彼女の内にあるのは虚
無や自棄ではなく、余りにたやすく片づけられ忘れ去られてゆく何かへの、ほとんど怒りを含んだ拘（こだわ）
りであり、それは死
んだ文鳥の生命や、その生命を静かに抱き取るものへの拘りに繋がってゆく。
その拘りは、青年のもうひとつの孤独を揺さぶり､二人はお互いを通してそれを貫く途を探し、そして、
自分たちの心とからだの
すべてを使って、いっときでも純粋に、それを完成させるのだ。
冒頭で、孤独な都会の海に一人を乗せて浮かんだコンドラは、終景で死者たちが波に心を託して生者を守ってくれるという故
郷の海の、金色の夕日の中に、二人のほのかに触れ合う心を乗せて漂う。それはまた、
自身の内に流れ始めた生命の潮流を知り
つつ、
それに向き合うすべをもたなかった少女が、
それへの慈しみを学び、その源を見出した旅ともいえるかも知れない。
浄める水。癒す水。原・生命を産み、育み、生命の終わりにそれを解体し、融合し、永いときのうねりの果てに運び去る水。
しかし
この映画は、そうした水の自らのもつ力に甘えてはいない。
この映画はどんなときにも甘えない。心象の象徴めいて揺らめく風景
は、
ときに流麗すぎる感傷に陥るかに見えて、表現することに対する虚心な慎み深さの内に、
きっちりと抑制される。
主人公たちの、そしてその背後に佇（た）つ若い作り手たちの、忙しすぎる時間の落とし物を凝視し、丹念に一つ一つ拾い上げ
てゆくような、寡黙なまなざしには、
あらゆる価値が迷彩の中に急速に見失われゆく現在にあって、頑なに守らなければなたない
ものが、確かに見えているようなのだ。
流行の＜監督第一作群＞の、巧妙な＜新感覚＞の安易さや調子のよさから、
この映画はもっとも遠く、水の力はむしろ、彼らの
不器用で永つづきする素朴な意志によって救われ、
もう一度回復される。 そして、甘えない映画はまた、押しつけることを好まな
い。少女と青年との抱える拘りについて、映画はなにも言葉で説明するわけではない。
おなじように、いじめあるいは現在教育の
欠落させている部分について、娘と心を通わせられない母について、
あるいはその母にも例えば赤い弁当箱に秘められた自己の
思いがあることについて、少女を故郷に連れてゆく青年の決意について、
「帰りたくない」
と言う少女に
「どんとはれ」
と答える青年
の気持ちについて、映画は説明しない。
部屋の照明や蝋燭の灯り、車灯など、水とともに全体を貫くイメージである光。繊細な音楽と印象的な効果音、そして更に印象
的な無音・半音のシーン。
ブラインドやモビール、模型の漁船などの小道具、
とくに、光と水とをそのきらめきで繋ぐ、
さまざまなガ
ラスの器やオブジェ、破片。
そうしたものたちだけが、直截に私たちの胸に何かを伝え、大切なことは安易に言葉にされない。
満ち足りているはずの私たちに周囲に、
これほどの暗黒や哀しみがあることに、いっとき頭を垂れて佇みながら、それへの思い
を深めることや解決を模索することは、私たちの一つ一つの心に委ねて、映画は何よりの誠実さとして、ただ静かに透明にある。
あるいはそのことはまた、美しいものにそのうえ過激なドラマは要らない、
という確認でもある。
愛らしさをはにかむようにパンツルックに実を包んで、男の子のようにぶっきらぼうに話し、ふるまう少女と、弱い者が優しいと
言い、その優しさを敢えて今、自分に取り戻そうとする青年。彼らのあいだには、からみ合うエロティシズムの危うさははじめから
存在しない。
ただ支え合って同じ方向に進む、ひたむきな浄らかさがあるだけだ。彼らの性の状況を期待し、それが見えないこと
を作品の欠陥とする考え方がもしあるとすれば、性はなくてはならない重大なものでは別になく、
もっと大切なものが語られると
きには、性がいとも軽やかに飛び越えられてしまう瞬間もあるのだ、
とだけ言っておこう。
ここでは、ないことは欠陥ではなく、むしろ豊さの表れなのだ。烈しく氾濫する豊かさではない、ひそやかに人の内奥に滲み入
り、ゆっくりとときをかけてそこに満ちてゆく、澄んだ潮のような豊かさ。 これは頭の中で考え出された物語でなく、物語が自身の
力で作り手たちの内部にはっきりと立ち現れるのを待って、母が子を産むときのように、それを重み、痛みとして引き受け、
もちこ
たえながら、丹念な優しさで産み出された作品なのだろう。
映像は静かだが、真剣な力に満ちて、繰り返し私たちを呼び戻し、幾度見返してもそのたびに、
この至上の瞬間がいつまでも終
わらないで欲しいという思いにさせる。多くの日本映画では、流れるクレジットの最後に、監督の名がいとも印象的に静止して幕
となるのだが、
この作品では、監督の名も他のスタッフ、キャストの名とともに流れてゆく。
この見事な志の高さ。稚拙で舌足らずで
ときに苦しいほどの正攻法の中に、創出するものの王道をゆく、丈高い姿勢が輝いて見える。
（1987年公開当時）
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いただいたご感想（1987年公開当時）敬称略

佐藤忠男（映画評論家）

「ゴンドラ」は、美しい情感を持った映画である。やさしく、心がこもっており、
ていねいな仕上がりだ。映画づくりが総じ
てますます乱暴な方向に向かってゆく傾向の中にあって、
これは貴重なことだと思う。

石井聰互（岳龍）
（映画監督）

薄っぺらな愛と感動に占領された日本映画の銀幕（スクリーン）上の「乾ききった夢（ドライ・ドリーム）」を潤すに十分
な、
ナイーヴで水々しい感性にあふれた劇映画である。
その美しきナイーヴさの底に秘められた
「浮遊する魂」の叫びは、
満たされない感動（カタルシス）の呼吸困難に喘ぐ、
ガラスケースの中の観客たちの心の奥の大切な部分に、ある共振を
ひき起こすに違いない。

川喜多かしこ（川喜多記念映画文化財団理事長）

日本では、監督の熱心な努力にも係わらず、
まだ上映が定まりません。才能ある新人監督の多くがいつも味わう悲劇で
す。伊藤監督は次の創作に費やすべき時間と労力をさいて自主上映を決意しております。頼りとするのは一般の観客で
す。派手な宣伝も新聞広告もなく、
ただ作品の質と観客の良識を信頼しての決意です。現実と詩情とが不思議な融合を織
りなすこの作品が、一人でも多くの観客を動員し感銘を与えることを心から願っております。

北川れい子（映画評論家）

この作品は、鮮やかに垂直から水平へ、
リアルから幻想へ、人工的無機質から自然な光景へと変身し、いつの間にか少女
も青年も透明な存在となって風景の中に沈んでいる。
「ねェ、おとなになって、良かったと思ってる、むなしくない？」わずか
11歳の少女が、
これほど重いことばを渇いていってのけるとは・
・
・。
上村佳子と伊藤智生は、
日本映画界の新しい原石だ。

清水 晶（映画評論家）

ゴンドラには全く心を洗われる思いだった。
どうせ無名の新人の作品とたかをくくっていた
「泥の河」
を見て以来の驚き
といっていい。実際に閉鎖症だった少女、上村佳子の出演が決定した時に、
この映画の成功が約束されたと言っては言い
すぎだろうか。背景が東北に移ってからの少女が初めて家庭の暖かさに触れる運びのほのぼのとした情感。
こまやかでい
てさりげなく親子の断絶とか家庭はいかにあるべきかといった問題に迫るのである。

田中千世子（映画評論家）

淋しいくらい自立している少女かがりに惹きつけられた。広い宇宙のただ中で我ひとり、少女の自我は全世界に向けて
攻撃的だから美しいのである。
しかし海に遊ぶかがりは、真実幸福そうだ。
自我から解放されて初めて子供らしい時間を
持てたからなのだろう。少女の心からの笑みを捉えた伊藤監督は、優しすぎるという欠点をバネに、
これからもヒューマン
な映画を作っていくに違いない。都市の孤独を描いた秀作。

唐月梅（中国社会科学院外国文学研究所）

警告の芸術、映画「ゴンドラ」は、少女主人公の目を通して、人間と人間、人間と社会、人間と自然との複雑な関係を深刻
に観察し、畸形な社会の画面が私たちの眼前にまざまざとくりひろげられている点は、大変成功であると思います。

林 加奈子（映画評論家）

「ゴンドラ」にある二つのイメージは、日本という国への“懐しさ”であり、日本人であることへの“こだわり”に通じる。都会
でもなく田舎でもない一つの日本という国。
この映画は一人一人に対して、
このままで良いのかと深く語り掛けている。現
在の足固めのために、過去に向かって振り返る姿勢をこの映画から求められた私達は、今真直ぐに自分に向かって自らの
問い掛けから始めてみなくてはならない。私達一人一人の未来のために。

森崎 東（映画監督）

「ゴンドラ」は迸る作品だ。水彩画の筆の動きに、微かな、幼児の記憶のように幽かな音を入れる、
という感性の迸りに、
日本映画、いや全映画の中で、かつてなかったこの大胆で繊細きわまる感性の迸りに、そしてラストシーンの夥しい灯の
ゆらめきの迸るような美しさに感動しない人はいない筈だ。今、
この映画の迸りは、せき止められている。
日本映画界は、
この迸るものをして、完全に、烈しく迸らしめねばならない。

大林宣彦（映画監督）

まるで十歳の少女、そのもののような映画だ。ぶっきらぼうで、かたくなで、挑戦的で。
だから限りなく優しくて、いたわり
深くて。真の底からリアリストであるがゆえに、
とめどなくロマンチシズムを紡ぐ。十歳の少女は、それ自体、奇蹟だ。
その少
女の目から、人間を見た。その時、例えば、海は固有の物語となった。そこにこの作者のこだわりがある。
ギクシャクしたそ
のこだわりが、ひとつの生命力を持ち、音楽となり、言葉となった。その言葉に耳を傾け、その心の響きに耳を澄ます悦び
が、
この映画にはある。美しい映画だと、ぼくは思う。
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1987年
OCIC 日本カトリック映画賞
大賞受賞

1988年
オーストリア･ブルーデンツ国際映画祭
審査員特別賞受賞

1987年 トロント国際映画祭正式招待
1987年 ウィーン･シネアジア映画祭正式招待
1987年 ハワイ国際映画祭正式出品
1987年 香港 第 2 回 ジャパン･インディペンデント･フィルムフェスティバル正式招待
1987年 第 1 回 清水映画祭正式招待
1987年 第 2 回 東京立川映画祭 特別奨励賞（プロデューサー個人賞）受賞
1987年 第 9 回 ヨコハマ映画祭 新人監督賞･撮影賞受賞
1988年 インド国際映画祭正式出品
1988年 ニュージーランド現代日本映画祭参加
1988年 ポルトガル青少年国際映画祭正式出品
1988年 メルボルン映画祭正式招待
1989年 東京国際映画祭正式招待
文部省選定・東京都知事推推奨
日本映画ペンクラブ推薦 ・ 優秀映画鑑賞会推薦
厚生省中央児童福祉審議会推薦 ・ 健全映画鑑賞会推薦・（社）青少年育成国民会議推薦
（社）日本ＰＴＡ全国協議会推薦・日本私立小学校連合会推薦・東京私立初等学校協議会推薦
全国高等学校視聴覚教育研究協議会推薦・日本私立中学高等学校連合会推薦

1986年 ＯＭプロダクション製作／ 1988年 劇場公開作品

------------------- 伊藤智生（TOHJIRO）第一回監督作品 ------------------＜ オリジナル・フィルム＝35mm・スタンダード・イーストマンカラー・劇映画・112 分＞

〒167-0021

2017年 デ ジタルリマスター版 制作･配給
Team ゴンドラ
東京都杉並区井草 5-6-8-２06 マザーバード内 TEL＆FAX 03-6913-5591

