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まるびぃ シネマ・パラダイス！vol.4

ニッポンカゲキ〜歌って踊ってる場合ですよ！！〜
Marubi Cinema Paradise! vol. 4 Japanese Musicals̶Time to Sing and Dance!!

金沢美術工芸大学と金沢大学の映画研究会

A film screening program presented under

有志が中心となって運営するフィルム映画上映

the initiative of students at Kanazawa College

会。今回は戦前から1960年代までの和製ミュー

of Art and Kanazawa University who are ea-

ジカル映画4作品を紹介した。学生たちは作品

ger to research film. This time, four Japanese

選びから広報活動、会場設営や映写機操作に

musicals dating from the pre-war years to

至るまでを担当し、当時を懐かしむ世代はもち

the 1960s were screened. The students took

ろんのこと、若者層にも楽しんでもらえるよう

charge of everything from choosing the films

様々な工夫を凝らした。当時の映画看板など

to promoting the event, setting up the venue,

を参考に制作したチラシ、上映作品に登場す

and operating the film projector. To make the

4. Venue with tatami mats and kotatsu heated-tables

る食べ物や 飲み物の販売コーナーや、コタツ

event fun for young people as well as older

5. “Underpass MARUBI” booth selling foods and drinks

や畳の上で寝転んで鑑賞できる特別席の設置、

generations nostalgic for those days, they

ミュージカル映画と音楽にまつわるゲスト・トー

gave effort to a range of contrivances—such

クなどを実施した結果、過去4年間で一番の

as creating a flyer resembling the musicalsʼ

入場者数となった。

original promotional signboards and setting
（吉備久美子）

up a booth selling foods and drinks appearing in the films. They even established special
seating for enjoying the films while sprawled
under a kotatsu heated table or on tatami
mats and held talks by special guests about
musicals and music. Due to the studentsʼ efforts, the program has received the highest
number of visitors for four consecutive years.
(KIBI Kumiko)
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1. チラシ表紙
2. 打合せ風景（2017年5月）
3. 映写ワークショップ（2017年9月）
4. 畳やコタツを用意した上映会場
5. 上映作品に登場する食べ物や飲み物の販売コーナー
「高架下まるびぃ」
1. Cover design (flyer)
2. Meeting scene (May 2017)
3. Film Screening Workshop (September 2017)

appearing in the films,

まるびぃ シネマ・パラダイス！vol.4 ニッポンカゲキ〜歌って踊ってる場合ですよ！！〜
Marubi Cinema Paradise! vol. 4

Japanese Musicals̶Time to Sing and Dance!!

2017年12月9日（土）– 12月10日（日）

2017.12.9 (Sat.)–2017.12.10 (Sun.)

会場：シアター 21

Venue: Theater 21

料金：

Ticket:

1回鑑賞券

一般500円／大学生以下300円

Single Ticket ¥500, (Students ¥300)

フリーパス 一般1,500円／大学生以下900円

2-DAY Pass ¥1,500, (Students ¥900)

主催：まるびぃ シネマ・パラダイス！実行委員会、

Organized by: Marubi Cinema Paradise! Comitty,

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］、

21st Century Museum of Contemporary Art,

文化庁、東京国立近代美術館フィルムセンター

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion

特別協賛：木下グループ

and Development Foundation),

協力：金沢美術工芸大学、金沢大学映画研究会、

Agency for Cultural Affairs, National Film Center

有限会社シネモンド、株式会社オーエムシー、
JO-HOUSE

Special Supported by:
KINOSHITA GROUP

上映スケジュール
12月9日（土）

In Cooperation with:

11:00『君も出世ができる』
（1964／100分）

Kanazawa College of Art,

15:00『エノケンの頑張り戦術』
（1939 ／74分）

Film Research Group of Kanazawa University,

17:00 ゲスト・トーク①

Cinémonde, OMC, INCORPORATED, JO-HOUSE

「菊地成孔音楽講座 ミュージカル映画編」
（90分）
菊地成孔（音楽家／文筆家／大学講師）

Number of audience: 196(Dec 9), 82(Dec 10)

12月10日（日）

Publicity: 2

11:00『ジャンケン娘』
（1955／92分）
15:00『大学の若大将』
（1961／82分）
17:00 ゲスト・トーク②
「映画と音楽」
（60分）
モカさん（JO-HOUSE2代目店主）、
上野克（シネモンド支配人）
入場者数：9日196名、10日82名
広報件数：2件
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