
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

■協力：c-house　LOFT9 Shibuya　SKIP シティ国際D シネマ映画祭　TAKT　アクアビットジャパン　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　ボルボ スタジオ 青山　ユーロスペース　ロングライド　学研プラス　渋谷西村總本店　代官山蔦屋書店

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　Finnish Film Foundation　Icelandic Film Centre　Norwegian Film Institute     

Swedish Film Institute　The Charades　DR　French Quarter Film　Gunpowder & Sky　Indie Sales　Mariana Films　New Europe Films　Zik Zak Filmworks     

10th
Anniversary



retrospective

アップリンク渋谷、アップリンク吉祥寺

※上映時間、料金はTNLF公式 WEBサイト、
　劇場 WEB サイトでご確認ください。

uplink.co.jp

2019.12.27 fri ～ 2020.1.2 thu
アップリンク吉祥寺

～Digital remastering ～

TOKYO NORTHERN LIGHTS FESTIVAL
10th Anniversary 10周年特別企画

アップリンク吉祥寺

「見逃した映画特集 2019」にて

TNLF 過去 9 年間の上映作品の中から、

人気のあった作品を再上映！

「見逃した映画特集 2019」
2019.12.27 fri ～ 2020.1.23 thu

レトロスペクティブ

Beyond the Northern Lights

世界的にも珍しい、首都でオーロラが観測できるアイスランド。10年を超える取材撮影のストッ

クから、神秘的なオーロラ写真の未発表作品を中心にセレクトした写真展。同国の暮らしと自

然を捉えたプリントも即売スペースで展示。

シバノジョシア・アイスランド写真展

12.27 fri
『ビッチハグ』
2012年 スウェーデン

TNLF2015

12.28 sat
『オスロ、8月31日』
2011年 ノルウェー

TNLF2015

12.29 sun
『ゾンビ＆ザ・ゴースト・トレイン』
1991年 フィンランド

TNLF2018

12.30 mon
『チーム・ハリケーン』
2017年 デンマーク

TNLF2018

12.31 tue
『ウィ・アー・ザ・ベスト！』
2013年 スウェーデン

TNLF2016

1.2 thu
『グッド・ハート』
2009 年 アイスランド

TNLF2018

2020.2.10 mon ～2.16 sun　11:00 ～23:00

アーティストトーク
2.15 sat START 18:30 料金 : 1,500 円（1ドリンク付、要予約）
※予約、詳細は TNLF 公式WEBサイトをご覧ください。

（ゲスト有）

渋谷 Gallery Conceal
※イベント日、最終日は時間が異なります。

2.11 tue 11:00 ユーロスペース

exhibition

2011→2020 の 10 年を

ポスターで振り返る。

2019.12.26 thu ～

2020.1.10 fri

代官山 蔦屋書店

ポスター展

Chisato
Tanaka

田中千智
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:『田中千智展－2020 年のこども』銀座三越 7F　2020年 1月15 日（水） ‒21 日（火）
www.tanakachisato.com

special encore
記念すべき第1回目の TNLF上映作品をデジタルリマスターでアンコール上映！

Fucking Åmål / Show Me Love　（1998）

ショー・ミー・ラヴ

監督：ルーカス・ムーディソン　スウェーデン／デンマーク

1999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

学校で孤立しているアグネスは、イケてるグループのエリンに密かに想いを寄せていた。接点のないはずのふた
りが出会った時、世界が急速に動き始める。スウェーデンの田舎町オーモルを舞台に「ここではないどこか」を
夢見る少女たちの恋愛と10代の切実さをリアルに描く。世界中で絶賛されたムーディソン監督長編デビュー作。

 1 号館２F 映像フロア

田中千智さんが手掛けた

10 年分のキービジュアルが

ポストカードになりました。

10周年記念
ポストカードセット



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！
期間中 TNLF コラボメニューを提供！

2月3日（月） ‒ 2 月14 日（金）

LOFT 9 Shibuya

アクアビットジャパン presents

北欧の雑貨や食品がぎゅっと
詰まったマーケット

北欧ミニマーケット開催！

渋谷交差点に面した老舗
フルーツパーラー
期間中TNLF コラボメニューを提供！

渋谷西村フルーツパーラー
道玄坂店

ボルボ スタジオ 青山
 カフェ & バー

A T T E N T ION
R E Y K J A V Í K  
Vol.10
ナビゲーター：小倉悠加

icelandguide.net

第12 回みゆき野映画祭 in 斑尾
～北欧・日本国際短編映画祭～ 

2020年2月15日（土）　斑尾高原スキー場ゲート横　スノーシアター（特設会場）

ボルボのショールーム併設の
カフェ＆バー

ドリンクをご注文の方に、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
セムラをプレゼント！

セムラ プレゼント！

2020年3月下旬開催　（予定）

TNLF2020 開催記念

シリーズ特捜部Ｑ 一挙放送！
『特捜部Ｑ 檻の中の女』   『特捜部Ｑ キジ殺し』

『特捜部Ｑ Ｐからのメッセージ』 『特捜部Ｑ カルテ番号６４』

スターチャンネルにて
2月18日 (火 )より放送＆配信

©2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS20, ZENTROPA BERLIN, ZENTROPA HAMBURG

お問い合わせ：info@snowcollective.com

2 月8 日（土） ‒ 2 月 29 日（土） 

2月1 日（土） ‒ 2 月14 日（金）

DVD 3.10 RELEASE

『特捜部Ｑカルテ番号６４』



Dronningen / Queen of Hearts　（2019）
（原題）

優秀な法律家として児童保護の職に就くアンネは、ある日、引き取ることになった夫
の連れ子のグスタフを誘惑し、関係を持ってしまう。そのことで、幸せな家庭と築き
上げたキャリアが危険にさらされ始めた時、アンネは残酷な決断を選択する……サン
ダンス映画祭観客賞に輝き、アカデミー賞デンマーク代表作品に選出された衝撃作。 

PANORAMA

クィーン・オブ・ハーツ

監督：メイ・エル・トーキー　デンマーク／スウェーデン　127 min

2019年 ヨーテボリ映画祭：最優秀ノルディック賞、観客賞 提供：アット エンタテインメント

©2019 Nordisk Film Production A/S. All rights reserved.

協力：SKIP シティ国際Dシネマ映画祭

協力：東京国際映画祭

Kollektivet / The Commune　（2016）

舞台は70年代のコペンハーゲン。エリックとアンナの夫妻は相続した屋敷で生活共同体
を始める。年齢・階級が異なる人々が集まり、理想郷を築いたかに見えたが、エリック
の愛人が入居することになり……コミューンで育った監督の経験を投影し、人間の欲望
をドライなタッチで描く。共同体を通して家族のかたちを見つめた人間ドラマ。  

ザ・コミューン

監督：トマス・ヴィンターベア　デンマーク／スウェーデン／オランダ　111 min

2016年　ベルリン国際映画祭：女優賞　　2017年　デンマーク・アカデミー（ロバート）賞：脚色賞他

Lords of Chaos　（2018）

ノルウェーを代表する悪名高きメタルバンド“MAYHEM”。ボーカルの自殺、教会の
放火、そして殺人……メタル青年たちはなぜ、凶行に及んだのか？バンドの中心人物
ユーロニモスをロリー・カルキン、彼のガールフレンド役をスカイ・フェレイラが体
当たりで演じる。虚実入り混じる証言を基に構築された問題作が遂に日本解禁！

ロード・オブ・カオス

監督：ジョナス・アカーランド　イギリス／スウェーデン／ノルウェー　118 min

Psychobitch　（2019）

学校で浮きまくる 問題児 「サイコビッチ」フリーダと学習ペアを組むことになってし
まった模範生のマリウス。完璧だったはずの彼の生活は乱されてしまうが、ある日、
クラスの一軍女子からスクール・ダンスに誘われて……エキセントリックな少女が、
周囲の期待に応えるために抑圧していた少年の心を開放していく学園ラブコメディ。

サイコビッチ

監督：マーティン・ルン　ノルウェー　109 min

2019年 アマンダ賞：脚本賞

Danmarks sønner / Sons of Denmark　（2019）

2025年、コペンハーゲン。爆破テロから1年後、移民排斥を訴える極右政党が台頭し、
支持率を上げていた。移民や難民に対するヘイトクライムが悪化する中、19 歳のザ
カリアはそれに対抗する過激派組織に傾倒し、党首の暗殺を企てるが……イラク移民
の両親を持つ監督が、激化するナショナリズムに警鐘を鳴らした政治サスペンス。

陰謀のデンマーク

監督：ウラー・サリム　デンマーク　120 min

Hvítur, Hvítur Dagur / A White, White Day　（2019）

元警官のインギムンドゥルは妻の突然の死を契機に、終の住処で静かに暮らしていた。
妻の遺品から不貞の痕跡を発見し、ことの真相を掴むため手あたり次第に嗅ぎ回る。
復讐にすがりつくことで喪失感を埋めようとする男が、真っ白な霧の中、見つけた答
えとは……パルマソン監督が前作に続き「愛の欠落」をテーマに人間の狂気を描く。

ホワイト、ホワイト・デイ

監督：フリーヌル・パルマソン　アイスランド／デンマーク／スウェーデン　109 min

2019年  カンヌ国際映画祭：ルイ・ロデレール基金ライジング・スター賞

Harajuku　（2018）

日本のアニメに感化され、髪を青く染めている 15 歳のヴィルデ。クリスマス・イブ
の夜に母親が自殺したことにより、幼少期に離ればなれになった父親に連絡をするが
……孤独と絶望を抱える少女の不安定な心情を、憧れのユートピアである「ハラジュ
ク」のイメージやアニメーションを差し込みながら幻想的に描き出す。

HARAJUKU

監督：エイリーク・スヴェンソン　ノルウェー　83 min

2019年 アマンダ賞：編集賞、サウンドデザイン賞

Disco　（2019）

19歳のミリアムは、連勝していたフリースタイル・ディスコダンスの大会中、パニッ
ク障害のため倒れてしまう。ある教団のカリスマ指導者である義理の父親は、心の弱
さが原因だと諭してより深い信仰を彼女に強いるが……病気と教えのはざまで苦しむ
少女の姿を通じて、現代ノルウェーの新興宗教の実態に迫った野心作。

ディスコ

監督：ヨールン・ミクレブスト・シーヴェシェン　ノルウェー　94 min

2.10 mon

2.11 tue

2.12 wed

11:00

16:00

11:00

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

劇場未公開

劇場未公開

2.9 sun

2.11 tue

2.13 thu

11:00

21:00

14:00

21:10

21:10

16:30

2.8 sat

2.10 mon

2.13 thu

2.11 tue 13:20
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2.12 wed

2.14 fr i

18:30

18:30

16:30
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2.14 fr i

11:00

14:00

19:00

2.10 mon

2.11 tue

2.13 thu

14:00

18:30

11:00

2.8 sat

2.14 fr i

13:00

21:10



Lars von Trier / The Kaurismäki Bros.

Anna Odell

Victor Sjöström

アンナ・オデル　1973年ストックホルム生まれ。コンストファック美術大学、スウェーデン王立芸術大学を卒業。コンセプチュアル・アーティ
ストとしても知られる。映像を通して人間の本質に迫る実験を試み、ドキュメンタリーとフィクションの境界を曖昧にしながら挑発的に問題を
提起する。今、注目すべき作家のひとり。

Medea　（1988）
ギリシャ悲劇をベースに、夫に捨てられた王女メディアの復
讐を描く。カール・Th・ドライヤーが切望した企画を彼の死後
実現した、デンマーク映画史における重要な作品。トリアー
が影響を受けたと公言している巨匠の脚本に新解釈を加え、
王女の静かだが激しい怒りを、音と光、そして自然を用いて
表現している。

メディア

監督：ラース・フォン・トリアー
デンマーク　77 min

Valehtelija / The Liar　（1981）
嘘つき男のヴィレはいつもタバコ片手に街中をほっつき歩い
ている。ある日、運命の女の子を見つけた彼はデートがした
い一心で金の工面に奔走する。飲み代を稼ぐため、自分たち
の最低な生活を映画にすることを思いつき、 兄ミカが監督を、
弟アキが脚本を手掛けて主演も務めた。フィンランドを代表
する映画兄弟の船出となった作品。 

嘘つき

監督：ミカ・カウリスマキ

フィンランド／西ドイツ　53 min
1981 タンペレ国際短編映画祭：リスト・ヤルヴァ賞

Jackpot 2　（1982）
ジャックポット２

監督：ミカ・カウリスマキ

フィンランド　35 min
1982 タンペレ国際短編映画祭：最優秀フィクション賞

X&Y　（2018）

監督のアンナは、俳優ミカエル・パーシュブラントの協力を得て、映画の制作に取り
掛かる。自身と彼の持つ芸術性、破壊性、内向性、といった内面を、 北欧のトップ俳優
6 人に演じさせるため、スタジオ内のセットで共同生活を始めるが……男女の役割とア
イデンティティの探求に挑んだ知的エンターテインメント。 

X&Y

監督：アンナ・オデル　スウェーデン ／デンマーク　112 min
Återträffen / Reunion　（2013）

アンナは、いじめられていた過去をスピーチで語り、会場からつまみ出されてしまう
……という芝居を同級生役に役者を配して撮影し、後日、実際の同級生たちにその映
像を見せて話し合おうとする。いじめの被害者、加害者、そして傍観者……立場によっ
て受け止め方が異なる、現実と虚構を複雑なレイヤーで構築した異色のドラマ。 

同窓会～アンナの場合～

監督：アンナ・オデル　スウェーデン　90 min

2014年 スウェーデン・アカデミー (グルドバッゲ )賞：脚本賞
2013年 ベネチア国際映画祭：FIPRESCI 賞、FEDEORA賞　スペシャル・メンション - 批評家週間部門

Berg-Ejvind och hans hustru /
The Outlaw and His Wife　（1918）

地主の未亡人ハラの元で、カウリと名乗る男が働き始める。
愛が芽生えたころ彼が脱獄囚であることが明らかになり、
追っ手から逃れるように共に山へと向かう……。美しくも
厳しい自然を舞台に、逃れられない悲しい運命と、冷めな
い二人の愛を描く。シェストレムがメガホンを執る傍ら主
演を演じた初期の傑作。 

生恋死恋

監督：ヴィクトル・シェストレム　スウェーデン　110 min

2.9 suna　21:30　　　　2.12 wed　16:30　　　　2.13 thu　21:30

2.9 sun　16:00　　　　2.12 wed　21:10

2.9 sun 　13:30　　　2.13 thu　 19:00

ピアノ伴奏

柳下美恵
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。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。

ー没後60周年ー

ー初期傑作選ー

ー監督特集ー

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

ジャパンプレミア

劇場未公開

劇場未公開

北欧映画界の重鎮、ラース・フォン・トリアーと、ミカとアキのカウリスマキ兄弟の初期の傑作。

原因不明の災害後のヘルシンキで暮らす 2 人の少年と 1 人の
少女。彼らの生きる目的と言えば、金曜の夜に集まってピンボー
ルや玉突きをするくらいだった……兄弟が共同で脚本を手掛
け、文化喪失後の近未来ディストピアを描く。ファミリーの一
員マッティ・ペロンパーがその世界観に不思議な味わいを残し
た幻のSF作品。

15:30

18:30

11:00

2.8 sat

2.10 mon

2.14 fr i

18:30

16:30

14:00

2.8 sat

2.10 mon

2.14 fr i



デンマークが生んだ童話王ハンス・クリスチャン・アンデルセン。その物語は世界中
で今なお読み継がれ、多くの創作物にインスピレーションを与えている。数ある映像
化作品の中から、その芸術性と技術が世界的にも高い評価を受けた学研のアート・ア
ニメーション4作品を上映！パペットが贈るアンデルセンの世界を堪能する。

アンデルセン短編集
マッチ売りの少女／王様とナイチンゲール／みにくいアヒルの子／雪の女王

78 min

2.11 tue
11:00

ショー・ミー・ラヴ
13:20

クィーン・オブ・ハーツ（原題）
21:00

ザ・コミューン
16:00

陰謀のデンマーク
18:30
ディスコ

2.12 wed
11:00

陰謀のデンマーク
14:00
サイコビッチ

21:10
嘘つき / ジャック・ポット２

16:30
メディア

18:30
ロード・オブ・カオス

2.10 mon
11:00

陰謀のデンマーク
14:00
ディスコ

21:10
ホワイト、ホワイト・デイ

16:30
同窓会～アンナの場合～

18:30
X&Y

2.8 sat 11:00
サイコビッチ

13:00
HARAJUKU

21:10
ホワイト、ホワイト・デイ

15:30
X&Y

18:30
同窓会～アンナの場合～

2.1 sat 10:30
アンデルセン短編集

2.9 sun 11:00
ザ・コミューン

13:30
生恋死恋

21:30
メディア

16:00
嘘つき / ジャック・ポット２

18:30
ロード・オブ・カオス

2.13 thu
11:00
ディスコ

14:00
ザ・コミューン

21:30
メディア

16:30
ホワイト、ホワイト・デイ

19:00
生恋死恋

2.14 11:00
X&Y

14:00
同窓会～アンナの場合～fri

21:10
HARAJUKU

16:30
ロード・オブ・カオス

19:00
サイコビッチ

※表記時間は上映開始時間です。開場時間は上映開始 10 分前です。全席指定席です。 ※上映作品、上映時間、トークゲスト、スケジュールは予告なく変更することがあります。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

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

渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS 3F

03-6825-5503
www.uplink.co.jp

渋谷区宇田川町 37-18 トツネビル1階

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 office@tnlf.jp

アップリンク渋谷

ユーロスペース

SHIBUYA HOTEL EN 渋谷西村
フルーツパーラー

LOFT9 Shibuya

ギャラリー・コンシール

タイムテーブル

ユーロスペース

アップリンク渋谷

アンデルセンの世界

「 アンデルセン短編集」特別上映！｠｠
北欧の生活情報を発信するポータルサイト
「LifTe ～北欧の暮らし～」とタイアップ！

※時間は劇場公式サイトにてご確認ください

2.1 sat 　10:30

12.28 sat 

アップリンク渋谷

×

チケット（アップリンク）

一般 1,300円
UPLINK会員 1,000円
ジュニア（15歳以下）　＊2歳以下で席未使用の場合は無料 800円
オンラインチケット www.uplink.co.jp
毎週水曜日の朝 10:00 より、金曜日から木曜日の 1 週間分を販売いたします。（オンラインは上映 15 分前まで）

提供：学研プラス

一般 1,500円
学生・シニア・ユーロスペース会員 1,200円

チケット（ユーロスペース）

●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。

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11日（土）～1月24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

●「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。

FIKAで巡る吉祥寺 SHOP&CAFE

アップリンク吉祥寺


