
第10回 映画検定1級 

全試験問題、解答、解説 

2020年2月11日 



【配点】 

1問～48門：各1点（計48点） 
 
49問、50問の小問：各1点 （計7点） 
 
51問：2点満点（1作品正答で1点） 

52問：1点 
 
53問～55問：4点満点で部分点（1点、2点、3点）あり　 

※記述問題の採点ポイントは各設問にて別記 

合計：70点満点　（正答率70％ ＝ 49点以上で合格）  



【設問1】 

グザヴィエ・ドラン監督の「カンヌ国際映画祭」出品作の中で、最も格が上 だと
される賞を受賞した作品を、以下の中から選びなさい。 

1.『たかが世界の終わり』 

2.『Mommy/マミー』 

3.『胸騒ぎの恋人』 

4.『わたしはロランス』 

解答：1『たかが世界の終わり』

解説：『マイ・マザー』(09)で19歳の時に監督・脚本家としてデビューし、“アン
ファン・テリブル”＝“恐るべき子ども”と呼ばれたカナダ出身のグザヴィエ・ドラ
ン。次作の『胸騒ぎの恋人』(10)は、「カンヌ国際映画祭」の「ある視点部門」
で初上映となった。『わたしはロランス』(12)は「ある視点部門」の女優賞と独
立賞であるクィア・パルム賞を受賞。『Mommy/マミー』（14）は「コンペティ
ション部門」の審査員賞、『たかが世界の終わり』(14) では、「コンペティショ
ン部門」で最高賞の“パルム・ドール”に次ぐグランプリとエキュメニカル審査員
賞を獲得している。



【設問2】 

『かぐや姫の物語』を監督した高畑勲が東映動画に所属していた当時、ある 映画
監督が『竹取物語』のアニメーション映画化を企画したことがある。その映画監
督を、以下の中から選びなさい。 

1. 市川崑 

2. 内田吐夢 

3 .深作欣二 

4 .溝口健二

解答：2.内田吐夢

解説：高畑勲の東映動画入社後間もなく、『血槍富士』（55）、『飢餓海峡』
（65）などで知られる内田吐夢によるアニメーション映画化の企画が持ち上がっ
たことがある。プロットは社内公募とされ、高畑もアイデアをまとめた「ぼくら
のかぐや姫」というメモを作成している。結局、高畑の案は採用されず、企画自
体も立ち消えとなったが、遺作となった『かぐや姫の物語』（13）は、高畑自身
「それが元になった」と語っている通り、半世紀を経てキャリアの集大成という
べき作品に仕上がっている。ちなみに市川崑は、特撮場面が話題となった実写版
『竹取物語』（87）を監督している。



【設問3】 

イ・チャンドン監督は、韓国政府の文化観光部長官に就任したことがある。 そ
の時に大統領だった人物をモデルにした役を演じた経験のある俳優を、以 下の中
から選びなさい。 

1. ソル・ギョング 

2 .ソン・ガンホ 

3 .チェ・ミンシク 

4 .マ・ドンソク

解答：２.ソン・ガンホ 

解説：監督、プロデューサーとして韓国を代表する映画人の1人であるイ・チャ
ンドンは、『ペパーミント・キャンディ―』(99)や『オアシス』(02)などで国際的
な評価も得た。その後2003年、廬武鉉(ノ・ムヒョン)政権第1期内閣の文化観光部
長官に就任している。廬武鉉は1980年代の軍事独裁政権時代に人権派弁護士とし
て活動後、民主派の政治家に転身。2003年に大統領に当選したが、退任後に不正
献金疑惑が浮上。事情聴取を受けた後、2009年5月に飛び降り自殺を遂げた。ソ
ン・ガンホは韓国を代表する演技派俳優で、イ・チャンドン監督の『シークレッ
ト・サンシャイン』(07)や、ポン・ジュノ監督、パク・チャヌク監督の作品など
に出演。ヤン・ウソク監督の『弁護人』(13)では、弁護士時代の廬武鉉をモデル
にしたキャラクターを演じている。



【設問4】 

『誰も知らない』を撮影する際、是枝裕和監督が演出の差別化を図るために 意
識したドキュメンタリー志向の映画運動を、以下の中から選びなさい。

1. ドグマ95 

2. ネオレアリズモ  

3. 表現主義 

4. フリー・シネマ

解答：1. ドグマ95

解説：「ドグマ95」とは、1995年にデンマークで始まった映画運動で、ハリウッ
ド的な姿勢を否定し、「撮影はロケーションのみ」「カメラは手持ち」など、10
か条の「純潔の誓い」に従った映画制作を目指したもの。是枝裕和監督は、この
ドグマ95に対して、「役者の芝居が演劇の芝居のままだったら、いくら手持ちカ
メラで撮ってもリアリティがない。この方法で撮るのであれば役者の存在を否定
すべきではないか、と僕は感じていました」（著書「映画を撮りながら考えたこ
と」より抜粋）と疑問を呈している。その結果、自分なりのリアリティを求め、
『誰も知らない』（04）では、ほぼ素人の子役を起用し、台本を渡さずに台詞を
口伝てで伝えるという演出を本格的に導入した。ネオレアリズモは1940年代のイ
タリア、表現主義は1920年代のドイツ、フリー・シネマは1950年代後半からイギ
リスで起こった映画運動の名称。



【設問5】 

デンゼル・ワシントンがアカデミー賞を受賞、或いは候補になった出演作品 の
中で、実在の人物ではない役を演じた作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『グローリー』 

2. 『ザ・ハリケーン』 

3. 『遠い夜明け』 

4. 『マルコムX』 

解答：1. 『グローリー』

解説：アフリカ系アメリカ人俳優のトップランナーとして活躍するデンゼル・ワ
シントン。アカデミー賞では主演男優、助演男優の両部門合わせて8回ノミネー
トされ、『グローリー』(89)で助演男優賞を、『トレーニング デイ』(01)で主演
男優賞を受賞している。ノミネートされた作品の内、実在の人物を演じたのは、
『遠い夜明け』(87)の南アフリカの黒人解放運動家スティーヴ・ビコ、『マルコ
ムX』(92)のアメリカの黒人公民権運動活動家マルコムX、『ザ・ハリケーン』
(99)の冤罪で約20年間収監されたボクサーであるルービン・カーター。『グロー
リー』は、南北戦争時に実在したアメリカ初の黒人部隊を描いた作品だが、デン
ゼルが演じた兵士トリップは架空の人物である。



【設問6】 

北野武監督の『HANA-BI』は、第54回ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞 を受賞
したが、これと同じ年に起きた出来事として当てはまらないものを、 以下の中か
ら選びなさい。

1.日本映画がカンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した。  

2. 日本映画が全米で公開され、ヒットを飛ばした。 

3 日本映画がベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。 

4. 日本映画がカンヌ国際映画祭でカメラ・ドールを受賞した。 

解答：3 日本映画がベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。

解説：『ＨＡＮＡ-ＢＩ』（98）が第54回ヴェネチア国際映画祭で金獅子賞した
1997年は、今村昌平監督の『うなぎ』（97）が第50回カンヌ国際映画祭でパル
ム・ドールを受賞すると共に、新人監督に贈られるカメラ・ドールを河瀨直美監
督の『萌の朱雀』（97）が受賞した。さらに、周防正行監督の『Shall we ダン
ス？』（96）が北米で公開されヒットを記録するなど、日本映画が国際的に注目
を集めた年だった。いずれも、キネマ旬報が選ぶ1997年の「映画界10大ニュー
ス」に選ばれている。ちなみに1997年のベルリン国際映画祭で金熊賞に輝いたの
はミロス・フォアマン監督の『ラリー・フリント』（96）。2002年には宮崎駿監
督の『千と千尋の神隠し』（01）が金熊賞に輝くこととなる。



【設問7】 

テオ・アンゲロプロス監督のフィルモグラフィーとは関係のないものを、以 下の
中から選びなさい。 

1. 20世紀三部作  

2. 祈り三部作 

3. 現代史三部作  

4. 沈黙三部作

解答：2. 祈り三部作

解説：ギリシャの巨匠テオ・アンゲロプロスは、76年間の生涯で13本の長編監督
作品を残した。ギリシャの現代史を題材にした『1936年の日々』（72）、『旅芸
人の記録』（75）、『狩人』（77）の「現代史三部作」の後には、『シテール島
への船出』(84)、『こうのとり、たちずさんで』(91)、『ユリシーズの瞳』(95)の
「沈黙(の)三部作」などを手掛けた。21世紀に入ってから取り組んだ「20世紀三
部作」は、『エレニの旅』(04)、『エレニの帰郷』(09)に続く第3部の撮影中にア
ンゲロプロスがアテネ郊外のトンネル内でオートバイにはねられ急逝したため、
幻に終わった。(イ)の「祈り三部作」は、ジョージア人映画監督のテンギズ・ア
ブラゼの『祈り』(67)、『希望の樹』(77)、『懺悔』(84)の3本を指す。



【設問8】 

チャン・イーモウ監督作品で、“文化大革命”の時代が物語の背景となっていない
作品を、以下の中から選びなさい。

1 .『あの子を探して』 

2 . 『活きる』 

3 . 『サンザシの樹の下で』  

4 . 『初恋のきた道』

解答：1 .『あの子を探して』

解説：中国を代表する監督として、2008年の北京オリンピックの開会式および閉
会式の演出も担当したチャン・イーモウ。武侠ものから現代劇まで中国の様々な
時代を舞台にした作品を製作してきた。1966年から1976年まで当時の毛沢東主席
によって進められた文化大革命により、国中が大混乱に陥った時代には、イーモ
ウ自身も下放により地方に送られ、農民や工場労働者とし10年の歳月を送った。
コン・リー主演の『活きる』(94)と『妻への家路』(14)、チャン・ツィイー主演の
『初恋のきた道』(99)、チョウ・ドンユィ主演の『サンザシの樹の下で』(10)

は、物語の背景に文化大革命の時代がある。また、『あの子を探して』(99)は製
作当時の現代中国が舞台となっている。



【設問9】 

監督デビュー作となった映画が“日活ロマンポルノ”ではない監督の作品を、以下
の中から選びなさい。

１.『ヴィヨンの妻 ~桜桃とタンポポ~』  

 2 .『おくりびと』  

 3. 『ガメラ 大怪獣空中決戦』  

 4. 『櫻の園』 

解答：2 .『おくりびと』

解説：『おくりびと』（08）の滝田洋二郎監督は、ピンク映画『痴漢女教師』
（81）がデビュー作。「日活ロマンポルノ」とは、日活が1971年から1988年にか
けて製作した成人映画のブランド名であり、予算面や撮影にスタジオが使える点
など、他のピンク映画よりも恵まれた条件で制作されていた。その他の選択肢
は、すべて日活ロマンポルノでデビューした監督の作品。『ガメラ　大怪獣空中
決戦』（95）の金子修介監督は『宇能鴻一郎の濡れて打つ』（84）、『櫻の園』
（90）の中原俊監督は『犯され志願』（82）、『ヴィヨンの妻　～桜桃とタンポ
ポ～』（09）の根岸吉太郎監督は『オリオンの殺意より　情事の方程式』（78）
でそれぞれデビューしている。



【設問10】 

伊丹十三監督の『マルサの女』でメイキングビデオを監督した人物は、後に 著名
な映画監督になったことでも知られている。その人物が監督した作品 を、以下の
中から選びなさい。 

1. 『ウォーターボーイズ』  

2. 『CURE』 

3 『シコふんじゃった。』  

4. 『ラヂオの時間』 

解答：3 『シコふんじゃった。』 

解説：『マルサの女』（87）のメイキングビデオ「マルサの女をマルサする」
（87）を監督したのは、周防正行。周防はこの後「みんなが知らない特定の分野
を詳らかにする」という伊丹のスタイルを継承し、『シコふんじゃった。』
（92）、『Shall we ダンス？』（96）といったヒット作を世に送り出した。同様
に、伊丹の作風を受け継いだと言われているのが、『ウォーターボーイズ』
（01）の矢口史靖や『ラヂオの時間』（97）の三谷幸喜。『CURE』（97）の黒
沢清は『ドレミファ娘の血は騒ぐ』（85）などを評価した伊丹により、『ス
ウィートホーム』（89）の監督に抜擢されたことが、世に広く知られるきっかけ
となった。



【設問11】 

16年間で44本の作品を残し、37歳で早逝したライナー・ヴェルナー・ファス ビン
ダー監督。彼が担い手の1人だった映画運動の範疇には入らない作品を、 以下の
中から選びなさい。 

1. 『アメリカの友人』 

2. 『クリスチーネ・F』 

3. 『ドイツ・青ざめた母』  

4. 『ノスフェラトゥ』 

解答：2 . 『クリスチーネ・F』

解説：東西統一前の西ドイツでは、1962年に当時の若手映画監督たちが宣言した
「オーバーハウゼン・マニフェスト」～古い映画は死んだ。われわれは新しい映
画を信じる～に基づき、1960年代後半より1980年代はじめまで“ニュー・ジャー
マン・シネマ”の時代が続いた。低予算で小規模な作品が数多く作られる中で、
『マリア・ブラウンの結婚』(79)などのライナー・ヴェルナー・ファスビン
ダー、『ノスフェラトゥ』(79)などのヴェルナー・ヘルツォーク、『ブリキの太
鼓』(79)などのフォルカー・シュレンドルフ、『アメリカの友人』(77)などのヴィ
ム・ヴェンダース、『ドイツ・青ざめた母』(80)などのヘルマ・サンダース＝ブ
ラームスなどの映画作家が国際的な注目を集めた。同じ西ドイツ出身だが、『ク
リスチーネ・F』(81)などのウーリ・エデルや『Uボート』(81)などのウォルフガ
ング・ペーターゼンは、“ニュー・ジャーマン・シネマ”の次の世代の監督にな
る。



【設問12】 

フランシス・フォード・コッポラが2019年までに受賞したアカデミー賞の総 数
を、以下の中から選びなさい。  

1. 4個  

2. 5個  

3. 6個  

4. 7個 

解答：3.  6個

解説：ロジャー・コーマンの下でそのキャリアをスタートさせたフランシス・
フォード・コッポラが初めてアカデミー賞を受賞したのは、脚本家として参加し
た『パットン大戦車軍団』(70)の脚本賞。続いて、イタリア系マフィアの世界を
描いて大ヒットとなり一流監督の仲間入りをした『ゴッドファーザー』(72)では
脚色賞を受賞した。そしてその続編『ゴッドファーザーPARTⅡ』(74)ではプロ
デューサーも兼ねており、作品、監督、脚色の3部門を制している。コッポラは
それらの作品で得たオスカー像のほとんどを、『地獄の黙示録』(79)の製作が暗
礁に乗り上げた時にストレスが昂じて破壊してしまったという。その後はしばら
くアカデミー賞の受賞はなかったコッポラだが、長年優れた業績を挙げたプロ
デューサーに贈られるアービング・G・タルバーグ賞が2010年度に贈られた。



【設問13】 

2019年の最新作『男はつらいよ お帰り 寅さん』まで50作が公開された 『男はつ
らいよ』シリーズでは、山田洋次以外に監督を務めた人物が2人い る。そのうち1

人が後に監督した作品を、以下の中から選びなさい。 

1. 『あの日のオルガン』 

2. 『釣りバカ日誌』 

3. 『武士の献立』  

4. 『ペコロスの母に会いに行く』 

解答：4. 『ペコロスの母に会いに行く』

解説：『男はつらいよ』シリーズ50作のうち、山田洋次以外の人物が監督したの
は、第3作『男はつらいよ　フーテンの寅』（70）と第4作『新・男はつらいよ』
の2本。このうち、『フーテンの寅』を手掛けた森崎東は、山田洋次から2年遅れ
た1956年に松竹に入社。第1作『男はつらいよ』（69）の脚本を山田と共同で執
筆した。その後、喜劇を中心に監督として活躍、2013年の『ペコロスの母に会い
に行く』（13）は第87回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テン1位に
輝くなど、高い評価を得た。また、『あの日のオルガン』（19）の平松恵美子
は、山田洋次の愛弟子として『武士の一分』（06）の共同脚本を務めるなど、近
年の山田作品に不可欠な存在。『釣りバカ日誌』（88）の栗山富夫と『武士の献
立』（13）の朝原雄三はそれぞれ、第24作『男はつらいよ　寅次郎春の夢』
（79）と第50作『男はつらいよ　お帰り 寅さん』の脚本を山田と共同で担当して
いる。ちなみに『新・男はつらいよ』の監督は、映画版の元となったテレビシリー
ズの演出を担当した小林俊一。



【設問14】 

1976年公開の『犬神家の一族』で名探偵・金田一耕助を演じたのは石坂浩二 だ
が、金田一が活躍する横溝正史の小説は、それまでにも繰り返し映画化さ れてき
た。映画で金田一耕助役を演じたことがない俳優を、以下の中から選 びなさ
い。 

1. 池部良 

2. 片岡千恵蔵  

3. 高倉健 

4.宝田明 

解答：4.宝田明

解説：横溝正史原作の金田一耕助ものは、戦後間もなく片岡千恵蔵主演でシリー
ズ化され、以後、池部良、高倉健などが演じてきたが、いずれもスーツを着た現
代的なキャラクターだった。1975年の『本陣殺人事件』（75）で金田一を演じた
中尾彬は、ジーンズ着用のカジュアルなスタイル。それらの現代的なイメージを
一新し、もじゃもじゃ頭に袴着用という原作を踏襲したルックスの金田一を映像
化したのが『犬神家の一族』（76）の石坂浩二だった。以後、西田敏行、鹿賀丈
史、豊川悦司、テレビでは古谷一行などが演じているが、いずれも石坂・金田一
のイメージを踏襲している。



【設問15】 

デヴィッド・リーンが映画化を目指しながらも頓挫し、スティーヴン・スピ ル
バーグの監督作品として日の目を見た作品を、以下の中から選びなさい。 

1. 『A.I.』 

2. 『シンドラーのリスト』 

3 .『太陽の帝国』 

4. 『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』 

解答：3 .『太陽の帝国』

解説：『戦場にかける橋』(57)、『アラビアのロレンス』(62)などの巨匠デヴィッ
ド・リーンは、インドのガンジーの生涯の映画化や小説「バウンティ号」三部作
の映画化など、製作準備まで入りながらも日の目を見なかった企画が少なくな
い。Ｊ・Ｇ・バラードの自伝的小説「太陽の帝国」も、実現しなかった企画の1

本。この企画は結局、リーンを尊敬するスピルバーグによって1987年に映画化が
実現した。因みにリーンが晩年映画化の準備を進めていたジョゼフ・コンラッド
の長編小説「ノストローモ」は、リーンの希望でスピルバーグが製作を引き受け
ることになったが、後に降板。リーンの死によって映画化自体が実現しなかっ
た。選択肢の他の作品、『A.I.』(01)はスタンリー・キューブリックが準備してい
た企画を彼の死後にスピルバーグが引き継いで監督した作品。また、『シンド
ラーのリスト』(93)はスピルバーグが監督に決まる前、ビリー・ワイルダー、ロ
マン・ポランスキー、マーティン・スコセッシなどが監督の候補になった。『タ
ンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(11)は、スピルバーグが得た原作の映画化権
を一旦返上した際に、ロマン・ポランスキーとクロード・ベリが映画化に興味を
示したという経緯がある。



【設問16】 

アラン・ドロン主演作品を手がけた監督で、ドロンの主演作を最も多く手掛
けている監督の作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『暗黒街のふたり』  

2. 『サムライ』 

3. 『太陽がいっぱい』  

4 .『ボルサリーノ』 

 

解答：4 .『ボルサリーノ』

解説：ルネ・クレマン監督の『太陽がいっぱい』(60)を出世作に、フランス映画
界の大スターとして活躍したアラン・ドロン。日本では“二枚目”の代名詞とし
て、本国以上に高い人気を誇った。ドロンは繰り返し同じ監督と組む傾向があ
り、ルネ・クレマンは『太陽がいっぱい』をはじめ、『生きる歓び』(61)、『危
険がいっぱい』(64)、『パリは燃えているか』(66)の合計4本。『サムライ』（67)

のジャン=ピエール・メルヴィルは、『仁義』(70)、『リスボン特急』(72)でもド
ロンを起用。ジョゼ・ジョヴァンニは『暗黒街のふたり』(73)、『ル・ジタン』
(75)、『ブーメランのように』(76)でドロンと組んだ。最も多く組んだドロンの
“御用達監督”とでも言うべき存在が、ジャック・ドレー。『太陽が知っている』
(68)を皮切りに、『ボルサリーノ』(70)、『もういちど愛して』(71)、『ボルサ
リーノ2』(74)、『フリック ストーリー』(75)、『友よ静かに死ね』(76)、『或る
犯罪』（93）、『ポーカー・フェイス/アラン・ドロン・ウィズ・ジャック・ド
レー』(80/日本未公開)の8本で組んでいる。



【設問17】 

ルキノ・ヴィスコンティ監督作品に主演した俳優の中で、ヴィスコンティ監督の
他の作品には出演していない俳優が主演した作品を、以下の中から選び なさい。 

1. 『イノセント』  

2. 『家族の肖像』  

3. 『白夜』 

4. 『ベニスに死す』 

 

解答：1 .『イノセント』

解説：イタリアの巨匠ルキノ・ヴィスコンティ監督は、ネオレアリズモに根差し
た作品である『夏の嵐』(54)や『若者のすべて』(60)などを経て、自身の出自で
もある貴族階級の没落を描いた『山猫』(63)や芸術家を主人公にした『ベニスに
死す』(71)などの重厚で耽美的な作風へと転じた。『白夜』(57)に主演したマル
チェロ・マストロヤンニは『異邦人』(67)に、『ベニスに死す』に主演したダー
ク・ボガードはその前作である『地獄に堕ちた勇者ども』(69)に、『家族の肖
像』(74)のバート・ランカスターはその10年以上前の『山猫』(63)にも主演。遺
作となった『イノセント』(76)の主演男優であるジャンカルロ・ジャンニーニ
は、他のヴィスコンティ監督作には出演していないが、『ルードヴィヒ』のイタ
リア語版でヘルムート・バーガーの吹替えを行っている。



【設問18】 

1959~61年に全6部が公開された『人間の條件』は、ある映画人たちが設立 した
独立プロが製作に関わっている。この独立プロを立ち上げた映画人の組 み合わせ
として正しいものを、以下の中から選びなさい(※選択肢では各3 名のみ記載)。  

1. 久我美子、有馬稲子、岸惠子 

2.  新藤兼人、乙羽信子、吉村公三郎  

3.  山村聰、森雅之、夏川静江 

4. 大島渚、小山明子、石堂淑郎 

解答：1. 久我美子、有馬稲子、岸惠子

解説：『人間の條件』を製作したのは、久我美子、有馬稲子、岸惠子らが立ち上
げた「文芸プロダクションにんじんくらぶ」（第3部＆第4部のみ、松竹との合同
で「人間プロダクション」名義）。1950年代には、映画会社との専属契約および
五社協定を嫌った俳優や、東宝争議のあおりを受けた映画人たちが自分たちの望
む映画制作を目指して、独立プロダクションを次々と立ち上げていった。1954年
に発足した“にんじんくらぶ”は、1955年の『胸より胸に』（55）を第1回作品と
して自主制作を開始。『人間の條件』は、二部ずつ3本の映画として公開され、
いずれもキネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テンにランクインするなど
高評価を得た。また1965年の『怪談』（65）は第18回カンヌ国際映画祭審査員特
別賞を受賞するが、興行的に失敗。この作品を最後に解散した。なお、新藤兼
人、乙羽信子、吉村公三郎たちの近代映画協会、および山村聰、森雅之、夏川静
江たちの現代ぷろだくしょんは、現在も活動を継続。1960年代に入って大島渚、
小山明子、石堂淑郎らが立ち上げた創造社は、後にATGと組んだ“1000万円映画”
で、意欲的な作品を送り出した。



【設問19】 

1964年に開催された東京オリンピックの公式記録映画『東京オリンピック』 (65)

に、スタッフとして参加していない人物を、以下の中から選びなさ い。  

1. 和田夏十  

2. 宮川一夫  

3. 黛敏郎  

4. 八住利雄 

解答：4. 八住利雄

解説：『東京オリンピック』には、市川崑監督の下、日本映画界を代表する錚々
たる顔ぶれがスタッフとして参加している。和田夏十は、市川監督の妻・由美子
のペンネームで、『ビルマの竪琴』（56）、『黒い十人の女』（61）など、数々
の市川作品で脚本家として活躍。宮川一夫は『羅生門』（50）、『雨月物語』
（53）などで黒澤明や溝口健二といった巨匠を支えてきた名キャメラマン。作曲
家の黛敏郎は、『幕末太陽傳』（57）、『豚と軍艦』（61）、『小早川家の秋』
（61）といった名作の音楽を手掛けただけでなく、アメリカ・イタリア合作の
『天地創造』（66）では、第39回アカデミー作曲賞にノミネートされている。こ
のほか、本作には『巨人と玩具』（58）、『好色一代男』（61）などの脚本家・
白坂依志夫、詩人の谷川俊太郎らも脚本に名を連ね、完成した作品は芸術として
の評価も高く、第18回カンヌ国際映画祭で国際批評家賞などを受賞した。なお、
八住利雄は白坂の父で、同じく脚本家として戦前から活躍し、『夫婦善哉』
（55）、『雪国』（57）、『日本誕生』（59）などを手掛けているが、『東京オ
リンピック』には参加していない。



【設問20】 

1968年の『博奕打ち 総長賭博』は、作家・三島由紀夫から絶賛されるなど、任侠
映画の傑作として知られる。本作と同じ監督が手掛けた作品を、以 下の中から選
びなさい。 

1. 『昭和残侠伝』 

2. 『仁義なき戦い』 

3. 『人生劇場 飛車角』  

4. 『緋牡丹博徒』 

解答：4. 『緋牡丹博徒』

解説：『博奕打ち 総長賭博』（68）、『緋牡丹博徒』（68）の監督は共に山下
耕作。1963年の沢島忠監督『人生劇場　飛車角』（63）を起点に、60年代に人気
を集めた東映やくざ映画は「任侠路線」と呼ばれ、続々とシリーズ化。『日本侠
客伝』（64）のマキノ雅弘監督、『昭和残侠伝』（65）の佐伯清監督などが活躍
すると共に、鶴田浩二、高倉健らがこの路線を代表するスターとなった。山下耕
作も『博奕打ち 総長賭博』の他、『兄弟仁義』（66）などで腕を振るい、『緋
牡丹博徒』では藤純子を任侠映画のスターに押し上げた。70年代に入ると、深作
欣二監督『仁義なき戦い』（73）のヒットをきっかけに、東映やくざ映画は様式
化された任侠路線から、よりリアルな実録路線へと舵を切ることとなる。



【設問21】 

ビリー・ワイルダー監督の作品で、脚本を共同で書いた人物の組み合わせとして
間違っているものを、以下の中から選びなさい。 

1. 『情婦』×ハリー・カーニッツ 

2. 『深夜の告白』× レイモンド・チャンドラー 

3. 『第十七捕虜収容所』×チャールズ・ブラケット  

4. 『悲愁』×I・A・L・ダイアモンド 

解答：3. 『第十七捕虜収容所』×チャールズ・ブラケット

解説：ドイツ出身でエルンスト・ルビッチに師事したビリー・ワイルダー。アメ
リカに渡って監督した作品初期の共同脚本のパートナーはチャールズ・ブラケッ
トだった。彼とは『少佐と少女』(42)から『サンセット大通り』(50)まで6本のコ
ンビ作がある。その後は作品ごとにパートナーが変わったが、『麗しのサブリ
ナ』(54)から遺作の『バディ・バディ』(81/日本未公開)までは、I・A・L・ダイア
モンドと12本で組んでいる。『第十七捕虜収容所』(53)の共同脚本は、エドウィ
ン・ブラムが担当している。



【設問22】 

イタリア映画界出身のプロデューサー、ディノ・デ・ラウレンティスとカル ロ・
ポンティが共同プロデュースしている作品を以下の中から選びなさい。 

1. 『セルピコ』 

2. 『にがい米』 

3. 『ひまわり』 

4.『ヨーロッパ一九五一年』 

解答：4.『ヨーロッパ一九五一年』

解説：ディノ・デ・ラウレンティスとカルロ・ポンティは、1950年代前半から中
盤に掛けて、ロベルト・ロッセリーニ監督の『ヨーロッパ一九五一年』(52)や
フェデリコ・フェリーニ監督の『道』(54)などを共同で製作した。ラウンレン
ティスが製作を統括した『にがい米』(49)の製作は、弟のルイジ・デ・ラウレン
ティスが担当している。ラウレンティスとポンティは1950年代に袂を分かった
後、それぞれ国際的なプロデューサーとして活躍。ポンティはデヴィッド・リー
ン監督の『ドクトル・ジバゴ』(65)や、妻のソフィア・ローレン主演作である
『ひまわり』(70)や『カサンドラ・クロス』(76)などを製作。ラウレンティスは
1970年代にはアメリカに居を移して、『セルピコ』(73)、『キングコング』(76)、
『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』(85)、『ハンニバル』(01)などの作品を製作し
た。



【設問23】 

“赤狩り”でハリウッドを追放された脚本家ダルトン・トランボが、ハリウッドの
映画界へ復帰することが公に発表された最初の作品を、以下の中から選 びなさ
い。 

1. 『栄光への脱出』 

2. 『ジョニーは戦場へ行った』  

3. 『スパルタカス』 

4. 『ローマの休日』 

 

解答：1. 『栄光への脱出』

解説：ダルトン・トランボは、アメリカ議会の非米活動委員会で証言拒否を行っ
た10人“ハリウッド・テン”の1人として、禁固刑の実刑判決が下り1950年6月から
10カ月間収監された。釈放後は偽名を使ってB級映画の脚本やリライトなどを多
数こなし、その間にイアン・マクラレン・ハンター名義の『ローマの休日』
(53)、ロバート・リッチ名義の『黒い牡牛』(56)の両作品の脚本がアカデミー賞
を受賞した。いつしか偽名で仕事していることは公然の秘密となっていったトラ
ンボだが、オットー・プレミンジャー監督が1960年1月20日の「ニューヨーク・
タイムズ」一面で、製作中の『栄光への脱出』(60)の脚本家にトランボを起用し
たことを公表した。同じ年の秋に『スパルタカス』(60)がアメリカで公開された
際にトランボの名がクレジットされたのも、こうした流れを受けてのことであ
る。正式に復帰後は唯一の監督作品として、自作の小説を脚色した『ジョニーは
戦場へ行った』(71)も手掛けている。



【設問24】 

1958(昭和33)年、日本映画界は史上最多の観客動員数を記録したが、この年、日
本映画の興行成績(配給収入)第1位を記録した作品を、以下の中 から選びなさ
い。 

1. 『七人の侍』  

2. 『忠臣蔵』 

3. 『東京物語』 

4. 『明治天皇と日露大戦争』 

解答：2. 『忠臣蔵』

解説：1958年は史上最多の年間観客動員11億2745万人を記録。これは、2018年の
年間観客動員1億6921万人の7倍近くに当たり、全国民が月に1回以上、映画館に
通っていたという計算になる（当時、日本の総人口は9千万人程度）。同年の興
行成績第1位は大映のオールスター時代劇『忠臣蔵』（58）で、配給収入4億1033

万円を記録した。当時の映画館の平均入場料は64円なので、単純計算（※配給収
入は興行収入の半分とする）でも、およそ1280万人、10人に1人以上がこの映画
を見た計算。新東宝の『明治天皇と日露大戦争』（57）は1957年の第1位で、配
給収入5億4291万円を計上した。いずれも、洋画・邦画合わせてもトップの成績
である。黒澤明監督の『七人の侍』（東宝）は、1954年の第3位で2億6823万円。
小津安二郎監督の『東京物語』（松竹）は、1953年の第8位で1億3165万円。「興
行的には当たらない」というイメージがある小津作品だが、他にも『麦秋』
（51）、『お茶漬けの味』（52）、『彼岸花』（58）などは各年の興行成績ベス
トテンにランクインしている。



【設問25】 

1950年代には、世界の名だたる映画賞で日本映画が次々と受賞を果たした。 そ
の作品と監督、受賞結果の組み合わせとして間違っているもを、以下の中 から選
びなさい。 

1. 『雨月物語』溝口健二、ヴェネチア国際映画祭サン・マルコ銀獅子賞  

2. 『地獄門』衣笠貞之助、カンヌ国際映画祭グランプリ  

3. 『楢山節考』木下恵介、カンヌ国際映画祭パルム・ドール 

4. 『羅生門』黒澤明、アカデミー賞名誉賞 

解答：3. 『楢山節考』木下恵介、カンヌ国際映画祭パルム・ドール

解説：1950年代に入ると、黒澤明監督の『羅生門』（50）がヴェネチア国際映画
祭サン・マルコ金獅子賞＆アカデミー賞名誉賞を受賞したのを皮切りに、名匠・
巨匠たちの映画が次々と海外の映画賞で受賞を果たし、日本映画の評価が世界的
に高まった。選択肢の他にも、溝口健二監督の『西鶴一代女』（52）がヴェネチ
ア国際映画祭国際賞を受賞している。木下恵介監督の『楢山節考』（58）は、海
外の映画賞受賞歴はないものの、第32回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベス
ト・テン1位に輝くなど高い評価を受けた。なお、同じ深沢七郎の原作を再映画
化した今村昌平監督の『楢山節考』（83）は、第36回カンヌ国際映画祭パルム・
ドールに輝いている。



【設問26】 

日本初の長編カラーアニメーション映画『白蛇伝』に参加したスタッフの中 で、
後に監督となった人物が手掛けた作品を、以下の中から選びなさい。 

1. 『劇場版 あしたのジョー2』  

2 . 『銀河鉄道の夜』 

3. 『千と千尋の神隠し』 

4. 『柳川堀割物語』 

解答：2 . 『銀河鉄道の夜』

解説：『銀河鉄道の夜』（85）を監督した杉井ギサブローは、高校卒業後、東映
動画に入社。1958年公開の『白蛇伝』に動画担当のアニメーターとして参加した
（当時、杉井儀三郎）。手塚治虫の虫プロへ移った後に監督となり、「悟空の大
冒険」（67）、「タッチ」（85～87）などのテレビアニメ、『あらしのよるに』
（05）、『グスコーブドリの伝記』（12）といった劇場用作品を手掛けている。
『柳川堀割物語』（87）は高畑勲が手掛けた実写映画。高畑は『白蛇伝』公開の
翌年に東映動画に入社し、『安寿と厨子王丸』（61）で演出助手を務めている。
『千と千尋の神隠し』（01）の宮崎駿は63年に東映動画に入社。『わんわん忠臣
蔵』（63）などにアニメーターとして参加すると同時に、盟友・高畑勲とも出
会っている。このように、「東洋のディズニー」を目指して設立された東映動画
は、後のアニメーション業界を支える人材を数多く輩出した。なお、『劇場版　
あしたのジョー２』の監督、出崎統は、虫プロ経由でアニメ業界に加わった経歴
の持ち主で、東映動画に所属したことはない。



【設問27】 

ジョン・フォード監督の作品でヘンリー・フォンダとジョン・ウェインが共 演し
ている作品を、以下の中から選びなさい。 

1. 『アパッチ砦』 

2. 『逃亡者』 

3. 『モホークの太鼓』  

4. 『若き日のリンカン』 

解答：1. 『アパッチ砦』

解説：“西部劇の神様”と言われ、黒澤明監督にも多大な影響を与えたジョン・
フォード監督。ヘンリー・フォンダもジョン・ウェインも、1930年代末より頻繁
にジョン・フォード監督作の主演を務めて大スターになった。ヘンリー・フォン
ダが主演したのは、『若き日のリンカン』(39)、『モホークの太鼓』(39)、『怒
りの葡萄』(40)、『荒野の決闘』(46)、『逃亡者』(47)、『アパッチ砦』(48)、
『ミスタア・ロバーツ』(55)。この中でジョン・ウェインと共演しているのは、
『アパッチ砦』の1作だけ。ちなみにヘンリー・フォンダは『ミスタア・ロバー
ツ』の撮影中にフォード監督と衝突し、これが最後のフォード監督作出演となっ
た。一方ウェインは『駅馬車』(39)から『ドノバン珊瑚礁』(63)まで20本以上の
フォード監督作に主演。フォード監督への尊敬の念は終生変わらなかった。



【設問28】 

フリッツ・ラング監督の『死刑執行人もまた死す』と同じ事件を扱った作品
とは言えないものを、以下の中から選びなさい。

1. 『暁の七人』 

2. 『ナチス 第三の男』 

3. 『ハイドリヒを撃て!「ナチの野獣」暗殺作戦』  

4. 『ワルキューレ』 

解答：4. 『ワルキューレ』

解説：『死刑執行人もまた死す』（43）は、1942年にドイツが占領していたチェ
コスロバキアで起きた、ナチス高官のラインハルト・ハイドリヒの暗殺事件“エ
ンスラポイド作戦”に着想を得て、当時ドイツと交戦中だったアメリカで翌1943
年に製作された作品。戦後になって事実をより忠実に描く形で映画化されたの
が、ルイス・ギルバート監督の『暁の七人』(75)や、ショーン・エリス監督の
『ハイドリヒを撃て！「ナチの野獣」暗殺作戦』(16)、セドリック・ヒメネス監
督の『ナチス 第三の男』(17)である。ブライアン・シンガー監督の『ワルキュー
レ』（08）は、1944年に起きたドイツ国防軍将校によるヒトラー暗殺計画“7月20

日事件”を描いた作品である。



【設問29】 

監督デビュー作『姿三四郎』以来、東宝で映画を製作してきた黒澤明は、 1940年
代後半に起きた東宝争議の影響により、一部の作品を東宝以外の映画 会社で手
掛けることとなった。その作品と映画会社の組み合わせとして正しいものを、以
下の中から選びなさい 

1. 『醜聞(スキャンダル)』松竹  

2. 『野良犬』大映 

3. 『白痴』日活 

4. 『羅生門』東映 

解答：1. 『醜聞(スキャンダル)』松竹

解説：“東宝争議”とは、労働組合と会社側が対立した労働争議のこと。これによ
り、東宝は一時、撮影所の機能が停止。黒澤は『静かなる決闘』（49）から5作
品を他の映画会社で手掛けることとなった。その組み合わせは次の通り。『静か
なる決闘』＝大映、『野良犬』（49）＝新東宝（＋映画芸術協会）、『醜聞（ス
キャンダル）』（50）＝松竹、『羅生門』（50）＝大映、『白痴』（51）＝松
竹。『羅生門』は1951年の第12回ヴェネチア国際映画祭でサン・マルコ金獅子賞
などを受賞し、日本映画が世界的に認められるきっかけとなった。また『白痴』
は、4時間半に及ぶ上映時間に難色を示した松竹側からの短縮指示に対して、黒
澤が「切りたければ、フィルムを縦に切れ！」と激怒したことでも知られる（最
終的には2時間46分に短縮して公開）。なお、48年に起きた第三次東宝争議は、
組合側が撮影所に立て籠もったことから、警官隊と米軍が出動する一大事件に発
展した。一方、騒動を嫌った長谷川一夫、大河内傳次郎らは「十人の旗の会」を
結成し、400人を超える従業員と共に組合の全国組織“日映演”を脱退。これが新
たな映画会社・新東宝の設立に繋がった。



【設問30】 

1942年に公開された東宝映画『ハワイ・マレー沖海戦』に関する記述のうち 正し
いものを、以下の中から選びなさい。 

1. 監督の山本嘉次郎と特殊技術を担当した円谷英二のコンビは、『加藤隼戦闘
隊』、『日本海大海戦』も手掛けた。 

2. 海軍全面協力の下、膨大な資料の提供を受け、特殊技術を用いて迫力満点の真
珠湾攻撃シーンを作り上げた。 

3. 特殊技術を担当した円谷英二は戦後、GHQから公職追放指定を受けた。 

4. 映画の公開後、円谷英二の下で特殊技術を担当したスタッフが東映に引き 

抜かれた。 

解答：3. 特殊技術を担当した円谷英二は戦後、GHQから公職追放指定を受けた。

解説：太平洋戦争開戦一周年を記念する大作として、1942年12月3日に公開された
『ハワイ・マレー沖海戦』（42）は、特殊技術を駆使した迫力満点の真珠湾攻撃場
面などが受けて大ヒット。第19回キネマ旬報ベスト・テンでも1位に輝いている
（戦中のため、外国映画の選出はなし）。だが、軍事機密を理由に海軍の協力が得
られなかったため、円谷英二らスタッフは限られた資料を基に苦心して特撮場面を
作り上げた。本作が成功したことで特殊技術の重要性を映画界に認識させることと
なり、後に隆盛を誇る東宝特撮映画の礎になった。同時に、松竹の城戸四郎による
特殊技術スタッフの引き抜きなども起きている。また、山本嘉次郎と円谷英二のコ
ンビはさらに『加藤隼戦闘隊』（44）、『雷撃隊出動』（44）という二本の映画を
手掛けたが、いずれも戦意高揚を目的とした国策映画であった。そのため、円谷英
二は戦後、ＧＨＱにより公職追放指定を受け、一時、東宝を離れることとなる。ち
なみに、69年に公開された『日本海大海戦』（69）は、特技監督としての円谷英二
の遺作に当たる。



【設問31】 

レニ・リーフェンシュタールが1936年のベルリン・オリンピックを撮った記録映
画『オリンピア』の説明として間違っているものを、以下の中から選び なさい。 

1. 陸上競技や開会式を記録したパートと、競泳、飛び込み、体操をはじめとする
陸上以外の競技をまとめたパートの2部構成となっている。 

2. 競技本番と別に撮影用に選手を集めて、撮影に適した条件を作った上で競技を
再現して撮り直した場面がある。 

3 マラソンの途中で疲れて座り込む選手、給水所で水を何杯も飲む選手などの姿
を散りばめるなど、敗者の存在にもスポットを当てている。 

4. 開催国の最高指導者を精悍なリーダーとしてクローズアップし、観衆が彼に対
して一斉に敬礼をするシーンをダイナミックに描いた。 

解答：3 マラソンの途中で疲れて座り込む選手、給水所で水を何杯も飲む選手な 

どの姿を散りばめるなど、敗者の存在にもスポットを当てている。 

解説：レニ・リーフェンシュタールが監督したベルリン・オリンピックの記録映
画『オリンピア』(38)は、『民族の祭典』と『美の祭典』の二部構成になってい
る。様々な焦点距離のレンズを駆使し、効果音の使用や撮り直しなどによって競
技を美的に描き、芸術的で美しい記録映画であるという称賛を集めた。その一方
で、ヒトラー総統を精悍な指導者として描いていることなどで、ナチスのプロパ
ガンダ映画であるという批判も強く受ける結果となった。ベルリン・オリンピッ
クから28年後の1964年に日本で開かれたオリンピックを記録した『東京オリン
ピック』(65)では、総監督の市川崑が『オリンピア』のレニの演出を参考にしな
がらも、「平和の夢」をメインテーマに、レニが注目しなかった敗者の姿なども
捉えている。



【設問32】 

エルンスト・ルビッチの監督作で、1980年代にリメイクされ、その後クエンティ
ン・タランティーノ監督作品にも強く影響を与えたと言われている作品を、以下
の中から選びなさい。 

1.『生きるべきか死ぬべきか』  

2. 『極楽特急』 

3. 『天国は待ってくれる』 

4. 『ニノチカ』 

解答：1.『生きるべきか死ぬべきか』

解説：1910年代からドイツ映画界で活躍したエルンスト・ルビッチは、1923年に
渡米。“ルビッチ・タッチ”と呼ばれる独特の洗練されたスタイルで、ハリウッド
を代表するコメディ監督となり、“ソフィスケーティッド・コメディ”の原型を
作った。その代表作の1本が『生きるべきか死ぬべきか』(42)。ナチス・ドイツの
侵攻が始まったポーランドを舞台に、シェイクスピアの「ハムレット」を上演し
ていた劇団が、ヒトラーの目をくぐっての亡命を試みるという内容のこの作品は
1983年に『メル・ブルックスの大脱走』（83）としてリメイクされた。また、
2009年にクエンティン・タランティーノ監督が製作した『イングロリアス・バス
ターズ』（09）の元ネタの1本にもなっている。



【設問33】 

日本においてトーキー映画の普及初期には様々な方式が登場した。「日本初
の本格トーキー」と呼ばれる映画『マダムと女房』で採用された方式を、以
下の中から選びなさい。

1. イーストフォン  

2. 茂原式トーキー  

3. ミナ・トーキー  

4. 土橋式トーキー 

解答：4. 土橋式トーキー

解説：1927年にアメリカでパート・トーキーの『ジャズ・シンガー』（27）が公
開されたことをきっかけに、映画界にトーキー化の波が押し寄せる。日本でも早
くからトーキー化の試みが行われており、『ジャズ・シンガー』と同じ27年に
は、アメリカのリー・デ・フォレストの発明した「フィルム式トーキー」を皆川
芳蔵が改良した「ミナ・トーキー」で小山内薫監督の『黎明』（27）が製作され
ている。溝口健二監督の初トーキー作品『ふるさと』（30）にも、このミナ・
トーキーが採用された。だが、ミナ・トーキーには、フィルムの再生速度が通常
と異なるなどの問題があり、普及はしなかった。また、フィルムに直接、音声を
録音するフィルム式トーキーとは別に、初期にはレコードで音声を流す「ディス
ク式トーキー」も考案された。「イーストフォン」もそのひとつ。こうした試み
を経て登場したのが、松竹が土橋武夫・春夫兄弟と共に開発した「土橋式トー
キー」である。土橋式トーキーで製作された『マダムと女房』（31）が成功を収
めたことから、日本でもトーキー化が進むこととなった。なお、「茂原式トー
キー」は、土橋式とは別に松竹のキャメラマン、茂原英雄が開発したもので、小
津安二郎監督の初トーキー作品『一人息子』（36）は、この茂原式で製作されて
いる。



【設問34】 

召集令状を受けて出征し、戦場で亡くなった映画監督・山中貞雄に関する記
述のうち正しいものを、以下の中から選びなさい。

1. 監督作の公開日に召集令状を受け取った。 

2. 戦地で黒澤明に会ったことがある。 

3.『磯の源太   抱寝の長脇差』が遺作となった。  

4. 25歳で亡くなった。 

解答：1. 監督作の公開日に召集令状を受け取った。

解説：22歳の時に『磯の源太　抱寝の長脇差』（32）で監督デビューを飾った山
中貞雄。同作が1932年の第9回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テン8

位にランクインするなど、早々に才能を認められ、“天才監督”と将来を期待され
ていた。その後も順調に『丹下左膳餘話　百萬兩の壺』（35）、『河内山宗俊』
（36）などを送り出すが、日中戦争の長期化に伴い、『人情紙風船』（37）の公
開日に当たる37年8月25日に召集令状を受け取り、中国へ出征。戦地で病を患
い、「『人情紙風船』が山中貞雄の遺作ではチトサビシイ。」の言葉を残して、
翌38年9月17日に29歳の若さで亡くなった。なお、亡くなる前の1月12日には、同
じく出征していた小津安二郎が山中を訪ね、戦地で面会している。



【設問35】 

セルゲイ・エイゼンシュテイン監督が、『戦艦ポチョムキン』などで確立したと言
われる技法の説明として正しいものを、以下の中から選びなさい。 

1. 2か所以上で起きている出来事を、ショットやシーンごとに交互につなぐ。  

2. 視点の異なる複数のショットをつなげることで、1つの意味のある映像にする。  

3. 1つの画面を緩やかに消すのに重ねて、次の画面を段々と写し出す。  

4. 同じ被写体を同じ構図で捉えたショットで、時間だけスキップする。 

 

解答：2. 視点の異なる複数のショットをつなげることで、1つの意味のある映像に
する。

解説：ソ連の映画監督セルゲイ・エイゼンシュテインが、その代表作『戦艦ポチョ
ムキン』(25)の“オデッサの階段”のシーンなどで確立したのは、複数のショットを
つなげることで1つの意味のある映像にする編集技法“モンタージュ”である。選択
肢の「2か所以上で起きている出来事を、ショットやシーンごとに交互につなぐ」
は“クロス・カッティング”。「1つの画面を緩やかに消すのに重ねて、次の画面を
段々と写し出す」は“オーバー・ラップ“。「同じ被写体を同じ構図で捉えたショッ
トで、時間だけスキップする」は“ジャンプ・カット”、それぞれの説明になってい
る。



【設問36】 

1921年に『虞美人草』で映画デビューし、「日本初のスター女優」と呼ばれたのは
次のうち誰か。 

1. 岡田嘉子  

2. 栗島すみ子  

3. 田中絹代  

4. 花柳はるみ 

解答：2. 栗島すみ子 

解説：栗島すみ子は、1921年に18歳で松竹蒲田に入社。同年、『虞美人草』
（21）で映画初出演を飾ると、それまでの女形とは異なる自然な芝居と美貌が人
気を集め、「日本初のスター女優」と呼ばれるようになった。その人気は絶大
で、1920-1930年代には100本以上の映画に出演。ブロマイドは1日に4000枚も売れ
たと言われている。『船頭小唄』（23）の池田義信監督との結婚及び出産は、ゴ
シップを恐れてしばらく伏せられ、長男とは5歳ごろまで一緒に暮らせなかったと
いう。なお、「日本初の女優」と言われるのは、帰山教正監督『生の輝き』
（18）に出演した花柳はるみ。岡田嘉子も1920-1930年代に活躍したスター女優だ
が、1938年に演出家・杉本良吉とソ連に亡命して社会的な大事件となった。



【設問37】 

“映画の父”と呼ばれる人物が、映画技術的に画期的な工夫を盛り込み、映画 史的
には高い評価を受けながらも、その内容から「アメリカ映画最大の恥」 とも評さ
れてきた作品を、以下の中から選びなさい。 

1. 『イントレランス』  

2.『國民の創生』 

3. 『散り行く花』 

4. 『東への道』 

解答：2.『國民の創生』

解説：選択肢はいずれも“映画の父”と言われたD・W・グリフィスの監督作品。ア
メリカ映画最初の長編作品である『國民の創生』（15）は、“クロス・カッティン
グ”や“クロース・アップ”などの画期的な演出が凝らされ、大ヒットを記録した。
しかし白人至上主義団体の「KKK=クー・クラックス・クラン」をヒーロー、黒人
を悪役に描くなどの人種差別的な内容が、公開当時から今日まで強い批判に曝され
ている映画でもある。



【設問38】 

帰山教正が提唱し、自ら監督作『生の輝き』、『深山の乙女』で実践した
「純映画劇運動」の特徴に当てはまらないものを、以下の中から選びなさい

1. サイレント映画からトーキー映画への切り替え 

2. 弁士の廃止と字幕の採用 

3. 女形に代わる女優の起用 

4. カットバックやクロース・アップなど、映画的演出の採用 

解答：1. サイレント映画からトーキー映画への切り替え

解説：「純映画劇運動」とは、1910年代後半に日本で起こった映画の革新運動。
演劇の映像化の傾向が強かったそれまでの活動写真に対して、欧米の映画を手本
に、弁士の廃止と字幕の採用、女形に代わる女優の起用、“カットバック”や“ク
ロース・アップ”といった映画的演出の採用、伴奏音楽の邦楽から洋楽への切り替
えなどにより、表現の刷新を目指した。帰山教正は著書「活動写真劇の創作と撮
影法」でその理論を提唱すると、監督作『生の輝き』（19）、『深山の乙女』
（19）で実践。志を同じくする作家の谷崎潤一郎や新劇演出家・小山内薫、田中
栄三らと共に運動を推進した。関東大震災の発生などにより、その運動は大きな
成果を挙げることなく終わったが、これが契機となり、やがて日活や松竹は女優
を採用。「活動写真」から「映画」へと呼び名が変わるきっかけにもなった。



【設問39】 

ジョルジョ・メリエスについての説明で正しいものを、以下の中から選びな
さい。

1.  奇術師出身で世界初の職業映画監督と言われる 

2. “ブラック・マリア”と呼ばれる世界初の映画スタジオを建造した。 

3. 強盗が観客めがけて銃を発砲するシーンが挿入された世界初の西部劇を製作・
監督した。 

4. 自らの工場の近辺等で撮影を行ったものを有料公開する世界初の映画上映を行
なった。 

解答：1. 奇術師出身で世界初の職業映画監督と言われる

解説：フランス人のジョルジョ・メリエス(1861～1938)は、リュミエール兄弟によ
る最初の“シネマトグラフ”の一般公開を見た後、ロンドンから入手した撮影機を改
良し、1分程度の作品の製作を開始。以前は奇術師としてステージに立っていた、
パリのロベール=ウーダン劇場で興行を実施した。映画製作の拠点としたのは、パ
リ郊外に建てた（壁も天井もガラスでできているため、昼は照明なしで撮影でき
る）映画スタジオ。様々なトリック撮影の技法を生み出し、世界初のSF映画と言
われる『月世界旅行』(02)を製作・監督した。映画創成期に於いて、世界初の職業
映画監督にしてSFXの先駆者とも言われる。また、マーティン・スコセッシ監督の
『ヒューゴの不思議な発明』(11)では、年老いたメリエス役をベン・キングスレー
が演じている。選択肢の“ブラック・マリア”は、アメリカの発明王エジソンが建造
した映画スタジオの名称。「強盗が観客めがけて銃を発砲するシーンが挿入され
た世界初の西部劇を製作・監督した」のはエドウィン・S・ポーターが製作した
『大列車強盗』(03)のこと。「自らの工場の近辺等で撮影を行ったものを有料公開
する世界初の映画上映を行なった」のは、1895年12月にリュミエール兄弟がパリで
開いたもの。



【設問40】 

「日本初の銀幕スター」と呼ばれた俳優、尾上松之助の映画デビュー作『碁
盤忠信・源氏礎』の監督を、以下の中から選びなさい。

1. 城戸四郎  

2. 野村芳亭  

3. 牧野省三  

4. マキノ雅広 

解答：3. 牧野省三

解説：牧野省三は「日本初の映画監督」と呼ばれる人物で、映画製作のモットー
とした「（一）スジ、（二）ヌケ、（三）動作」の名言でも知られる。1908年に映
画監督としてデビューした牧野は、1909年に旅役者・尾上松之助と出会い、『碁盤
忠信・源氏礎』（09）を監督。ダイナミックでスピード感あふれる立ち回りが受け
て、松之助は「目玉の松ちゃん」の愛称と共に人気を博し、「日本初の銀幕ス
ター」と呼ばれた。牧野－松之助コンビが生み出した映画は500本に上るとも言わ
れる。また、後の時代劇スター、阪東妻三郎、市川右太衛門、嵐寛寿郎、片岡千
恵蔵らを世に送り出したのも牧野である。城戸四郎は、松竹の撮影所長・社長な
どを歴任した人物で、野村芳亭も大正から昭和初期にかけて、松竹の監督・撮影所
長として活躍した。マキノ雅広は牧野省三の長男で、監督として時代劇や任侠映画
など、数多くの娯楽映画を手掛けた。



【設問41】 

ドイツ表現主義の日本的再現を狙って製作された日本の映画を、以下の中か ら選
びなさい。 

1. 『アンダルシアの犬』  

2. 『生ける人形』 

3. 『狂った一頁』 

4. 『幕間』 

解答：3. 『狂った一頁』

解説：1920年代に商業映画が持つ物語性や現実的な描写を排除した新しい芸術表
現の可能性を追求した映画を「前衛映画」＝「アヴァンギャルド映画」と呼んでい
た。それら作品群の中でも、ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリによる『ア
ンダルシアの犬』（28）やルネ・クレール監督の『幕間』（24）など、フランスで
製作された非商業主義の短編芸術映画群のことを指す。日本でもその影響を受け
て、“ドイツ表現主義”に倣った日本初の商業用前衛映画『狂った一頁』（26）など
が作られたという経緯がある。ちなみに内田吐夢監督の『生ける人形』（29）
は、1920年代の社会的な左翼思想への傾倒を背景に資本主義の映画会社で作られ
た＜傾向映画＞の代表作。



【設問42】 

ハリウッドの映画会社の歴史において、選択肢の中で一番歴史の古い会社名
を、以下の中から選びなさい。

1. メトロ・ゴールドウィン・メイヤー  

2. ユナイテッド・アーティスツ 

3. ユニヴァーサル映画 

4. ワーナー・ブラザース 

解答：3. ユニヴァーサル映画

解説：アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにあるハリウッドは、1910-

1920年代にかけて映画会社が続々と撮影所を開設したことで“映画の都”と呼ばれる
ようになった。1912年に設立されたユニヴァーサル映画とパラマウント映画の源
流であるフェーマス・プレイヤーズ（パラマウントの名称は1927年から）、1915年
には20世紀フォックスの前身であるフォックス・フィルムが設立されている。その
後、1919年にユナイテッド・アーティスツ、1923年にワーナー・ブラザース、1924
年にメトロ・ゴールドウィン・メイヤーが設立されるなど、現在まで続くメジャー
映画会社がこの時期に設立された。ユニヴァーサル映画とパラマウント映画で
は、パラマウントの方が設立時期が１ヶ月早く、現存する映画会社では最古だ
が、選択肢の中ではユニヴァーサル映画が一番歴史の古い映画会社となる。



【設問43】 

1910年代にスラップ・スティック・コメディを量産した＜キーストン社＞を 設立し
た人物を、以下の中から選びなさい 

1. D・W・グリフィス 

2. トーマス・H・インス 

3. マック・セネット 

4. ロスコー・アーバックル 

解答：3. マック・セネット

解説：アメリカ巡業中だったチャールズ・チャップリンの才能を見出し、映画デ
ビューさせたことでも知られるマック・セネットは、1912年に＜キーストン社＞を
設立した人物。＜キーストン社＞ではチャップリンの他にも、ロスコー・アーバッ
クルやメイベル・ノーマンドが出演するスラップスティック・コメディ作品を量産。
コメディグループ「キーストン・コップス」の作品が人気を博した。“スラップス
ティック”とは、ヴォードヴィルの芸人が使う棒のこと。ナンセンスで破壊的な
ギャグ、理屈よりもアクションを重視したスピード感あるコメディが特徴だった。
1915年にマック・セネットは、映画監督のD・W・グリフィス、トーマス・H・イ
ンスと共に、映画会社＜トライアングル・フィルム・コーポレーション＞を設立。
『シヴィリゼーション』（15）や『イントレランス』（16）などの大作を世に送り
出したが、1918年に買収されている。



【設問44】 

現存する最古の日本映画として重要文化財に指定された作品を、以下の中か
ら選びなさい。

1. 『京都祇園新地芸妓三人晒布舞ノ図』 

2. 『小林富次郎葬儀』

3. 『なまくら刀』

4. 『紅葉狩』 

解答：4 『紅葉狩』

解説：明治32年に製作された『紅葉狩』（1899）は、日本人によって撮影された現
存する動画の中で、最古の作品。2009年に映画のフィルムとしては初の重要文化財
に指定された。ネガが現存しないため、ネガの残る最古の作品は『小林富次郎葬
儀』（10）だとされている。『京都祇園新地芸妓三人晒布舞ノ図』は1896年にキネ
トスコープが神戸で初めて公開された時の番組のひとつとして記録されている作
品。しかし、このフィルムはエジソンのスタジオ“ブラック・マリア”で撮影された
もので、出演している芸妓たちも1893年のシカゴ博覧会に参加するため渡米した者
達だった。それゆえ、日本映画としての最古の作品は、歌舞伎座の九代目市川團十
郎と五代目尾上菊五郎による上演を記録した『紅葉狩』だということになってい
る。ちなみに『なまくら刀』（17）は、2007年に発見された現存する最古の日本
のアニメーション映画。『塙凹内名刀之巻』とも記される。



【設問45】 

＜シネマスコープ・サイズ＞の画面比率(縦:横)を、以下の中から選びなさい。 

1. 1:1.33 

2. 1:1.85 

3. 1:2.35 

4. 1:2.88 

解答：3.  1:2.35

解説：それぞれの縦横比は、映画初期からの＜スタンダード・サイズ＞＝1:1.33、
テレビの普及に対抗して1950年代半ばから主流になった横長の＜シネマスコープ・
サイズ＞＝1:2.35、1980年代以降に主流となった＜ビスタ・サイズ＞＝1:1.85、一般
的に３種類がある。縦横比が1:2.88なのは＜シネラマ＞と呼ばれた商標のワイドス
クリーン上映方式のひとつ。テレビの普及に対抗した大型画面の映画のための方式
で、縦９m、横２５m以上の湾曲したスクリーン規格が特徴。主に70ミリフィルム
を使用したが、初期には3本の35ミリフィルムを映写機３台で同期させて上映して
いた。設備投資にコストがかかり、劇場が限定されることから次第に姿を消して
いった。



【設問46】 

映画製作に関する業界用語である＜プロダクト・プレイスメント＞の意味と して
正しい記述を、以下の中から選びなさい。 

1.  映画製作のロケを誘致する団体こと

2.  映画のキャラクターを商品化すること

3.  画面の中に商品やロゴを映り込ませる手法のこと 

4. まだ完成していない作品の配給権を売り出すこと 

解答：3.  画面の中に商品やロゴを映り込ませる手法のこと 

解説：＜プロダクト・プレイスメント＞は、映画の画面の中に自然な形でスポン
サー企業の商品を配置して、宣伝効果を得る手法のこと。『E.T.』（82）でE.T.

が、ある特定のお菓子を食べるシーンを挿入したところ、売り上げが65％もアッ
プしたことから、頻繁に使われるようになったとされている。選択肢の「映画製作
のロケを誘致する団体こと」は＜フィルム・コミッション＞のこと。「映画のキャ
ラクターを商品化すること」は＜マーチャンダイジング＞のこと。「まだ完成して
いない作品の配給権を売り出すこと」は＜プリセールス＞のこと。



【設問47】 

映画製作に関する映画用語である＜ネガティヴ・コスト＞の意味として正しい記述
を、以下の中から選びなさい。 

1. 映画の製作から劇場公開までにかかったフィルムの費用のこと

2. 映画の製作にかかる費用に加えて、撮影所の維持費などの一般管理費も含めた
費用のこと

3. 映画製作の中で、フィルムのネガを現像するのにかかった費用のこと 

4. 映画製作の予算でマイナスの要因になった費用のこと 

解答：2.  映画の製作にかかる費用に加えて、撮影所の維持費などの一般管理費も
含めた費用のこと

解説：＜ネガティヴ・コスト＞＝＜Negative Cost＞とは、映画製作とそれに付随し
た全ての費用のことを指す。例えば、俳優やスタッフに対するギャラ、脚本料、劇
中の衣装や装飾、編集、音響、音楽に関する費用が該当する。一方で、配給や宣
伝にかかる費用、上映フィルムのプリント代は＜ネガティヴ・コスト＞に含まれな
い。また、フィルムのネガが完成するまでの費用や撮影素材に対する現像費などは
＜ネガティヴ・コスト＞に含まれるが、それだけを指す言葉ではない。



【設問48】 

＜サウンドトラック＞の意味として正しい記述を、以下の中からすべて選び なさ
い。(※複数正答) 

1.  映画のフィルムに記録された録音帯のこと

2.  映画のフィルムに記録された録音帯の音楽のこと

3.  映画宣伝のために音楽を鳴らして街中を走る貨物自動車のこと 

4.  “サントラ盤”と呼ばれるレコードやCDのこと 

解答：3以外が正解

1. 映画のフィルムに記録された録音帯のこと 

2. 映画のフィルムに記録された録音帯の音楽のこと 

4. “サントラ盤”と呼ばれるレコードやCDのこと

解説：＜サウンドトラック＞とは、映画の上映フィルムのコマの右側に設けられた
録音帯のこと。光学式、及び、磁気式によって音声を記録する。また、その録音帯
に記録された映画音楽のことも＜サウンドトラック＞と呼んでいる。さらに、そ
の＜サウンドトラック＞をレコードやCDに録音して販売したものが＜サンドト
ラック盤＞＝＜サントラ盤＞。サウンドトラック盤には＜オリジナルサウンドト
ラック＞と記載してあるものと、記載がないものとがある。これは、実際に録音帯
に記録された＜サウンドトラック＞を収録したものか、レコードやCDに収録する
ために新たに演奏・録音されたものかの違いを表している。



【設問49】 

キネマ旬報ベスト・テンに関する次の文章を読んで、【1】～【3】に該当 する作
品名・監督名・俳優名を、それぞれの選択肢から選びなさい。 

1919年に創刊した「キネマ旬報」誌は2019年で創刊100年。キネマ旬報ベス ト・テ
ンは( 【1】 )年から開始されている。現在も続く映画賞として はアカデミー賞より
も歴史が古く、世界最古。当初は外国映画のみの選出だ った。第1回の“芸術的に
最も優れた映画”としてチャールズ・チャップリン監 督の( 【2】 )、“娯楽的に最も
優れた映画”としてジェイムズ・クルー ズ監督の『幌馬車』が選出されている。
2018年度の作品を対象とした第92 回キネマ旬報ベスト・テンでは( 【3】 )が主演男
優賞と主演女優賞を 受賞して話題となった。" 

【1】  

1. 1920     
2. 1922     
3. 1924      
4. 1926 

【2】 

1. 『黄金狂時代』    

2. 『キッド』    

3. 『サニーサイド』     

4. 『巴里の女性』 

【3】 

1 安藤サクラと柄本佑     

2. 安藤サクラとリリー・フランキー  

3. 蒼井優と池松壮亮        

4. 蒼井優と菅田将暉 



解答： 

【1】  

3. 1924      

【2】 

 4.『巴里の女性』 

【3】 

1. 安藤サクラと柄本佑     

解説：【１】 キネマ旬報ベスト・テンの発表は1924年が最初。「日本映画は外国
映画に及ばない」という理由で、当初は外国映画のみの選出だった。1926年の第3
回から日本映画の選出が始まり、この時の日本映画１位は阿部豊監督の『足にさ
はつた女』（26）だった。また、第二次世界大戦中の1943年から1945年は中断し
たため、1927年スタートのアカデミー賞より1回だけ回数が多い。

【２】 第1回キネマ旬報ベスト・テンで“芸術的に最も優れた映画”に選出されたの
は、日本では1924年に公開された『巴里の女性』（23）。エドナ・パーヴァイア
ンス主演の本作で、チャールズ・チャップリンは製作・監督・脚本を担当している
が、出演はしていない（駅場面のカメオ出演のみ）。選択肢の『黄金狂時代』
（25）、『キッド』（21）、『サニーサイド』（19）は、すべてチャップリンの監
督・主演作。『黄金狂時代』は第3回キネマ旬報ベスト・テンの外国映画ベスト・
テンで１位。

【３】 第92回キネマ旬報ベスト・テンでは安藤サクラが『万引き家族』（18）で
主演女優賞、柄本佑が『きみの鳥はうたえる』（18）などの演技で主演男優賞に輝
いた。二人は実生活で夫婦だが、キネマ旬報ベスト・テンでは初の夫婦同時受賞
という記録だった。選択肢は過去の受賞者たちで、例えば、蒼井優と菅田将暉は第
91回の主演男優賞・主演女優賞受賞者という組み合わせ。



【設問50】 

歴代興行記録に関する次の文章を読んで、【1】~【4】に該当する作品名・監督名
を正確に記述しなさい。

1982年に公開された( 【1】 )監督の( 【2】 )は、配給収入96 億2000万円を稼ぎ出す
メガヒットを記録。当時、日本歴代配給収入で1位、 全世界の興行収入でも歴代1

位となる記録を打ち立てた。それから11年、同 監督による( 【3】 )が1993年に公開
され、日本では83億円の配給収 入を記録。全世界の興行収入では( 【2】 )の記録を
破って歴代1位に 躍り出た。また、同年に公開された( 【4】 )では、翌年に開催さ
れた 第66回アカデミー賞授賞式で、アカデミー作品賞やアカデミー監督賞など7 

部門に輝いている。つまり、1993年に( 【1】 )は、自身の監督作品に よって世界最
高の興行収入記録を更新しただけでなく、初のアカデミー監督 賞の受賞という栄
誉まで手に入れている。" 

解答：

【1】（記述式）：スティーヴン・スピルバーグ 

【2】（記述式）：『E.T.』 

【3】（記述式）：『ジュラシック・パーク』 

【4】 （記述式）：『シンドラーのリスト』 



【設問51】 

長谷川和彦が監督した2本の作品名を正確に記述しなさい 
（※平仮名のみは不可）。

解答：『青春の殺人者』『太陽を盗んだ男』

【設問52】 

トーマス・エジソンが発明した、映画を上映する装置の名称を正確に記述しなさ
い。

解答：キネトスコープ



【設問53】 

映画における「カット」と「ショット」という言葉の意味を、150字以内で記述し
なさい。

解答：例

記述式）：カメラが回り始めてから止まるまで撮影された連続する映像の単位のこ
と。日本では「ショット（SHOT）」のことを和製英語である「カット（CUT）」
と混用しているが、実は同じ意味。厳密には、ショットとショットの切れ目や、編
集でフィルムを切断する行為自体を「カット」と呼ぶ。

採点ポイント

① カメラが回り始めてから止まるまで撮影された連続する一連の画像のこと

②「カット」と「ショット」は同じ意味（「カット」は和製英語）

③ 厳密には「カット」はショットとショットの切れ目のこと。また編集でフィル 
ムを切断する行為そのもののこと。

④ 文字制限内に収まっている



【設問54】 

黒澤明監督の『七人の侍』、ジョン・スタージェス監督の『荒野の七人』の 出演
者、それぞれ“7人の侍”と“7人のガンマン”を演じた七人の俳優名をフルネームで記
述しなさい(※平仮名のみは不可)。 

『七人の侍』(54)  

解答： 

（記述式）志村喬   三船敏郎   木村功   稲葉義男   加東大介   千秋実    宮口精二

『荒野の七人』 

解答： 

（記述式）ユル・ブリンナー    スティーヴ・マックイーン     

ホルスト・ブフホルツ     チャールズ・ブロンソン     ブラッド・デクスター 

ロバート・ヴォーン      ジェームズ・コバーン 

採点ポイント

①それぞれ７名、全員の名前が書けている

②７名の名前が全て書けていることが前提に、漢字の間違いやカタカナ表記の曖
昧さがある場合は減点

③７名のうち、１名でも抜けていたり間違っていた場合は加点しない。



【設問55】 

＜ヌーヴェル・ヴァーグ＞の特徴や定義を、具体的な2名の監督とその作品名を正
確に挙げながら200字以内で記述しなさい。 

解答：例

(記述式) 1950年代末から1960年代にかけて、フランスの新人監 督たちが既成の形
式を打ち破り、新しい映画作りを試みた動きのこと。主に映画の現場や映画学校
での製作経験がなく、映画評論出身の若者たちが参加。 「手持ちカメラ」や「即
興の演出」「スタジオ外でのロケ撮影」などが演出 の特徴に挙げられる。代表作
は、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にし やがれ』や、フランソワ・トリュフ
ォーの『大人は判ってくれない』など。 

採点ポイント

①1950年代末から60年代までという年代が示されている

②フランス、との記述がある

③ヌーヴェル・ヴァーグの特徴が複数挙げられている

④監督名と作品名の組み合わせが合っていて、2組が正確に挙げられている

⑤文字数内におさまっている


