
第10回 映画検定2級 

全試験問題、解答、解説 

キネマ旬報社



【出題方法】 

      全100問中、
      設問１～８０までは年代・カテゴリー別に
      全40問がランダムに出題。
      設問８１～１００は全20問が共通問題。

【配点】 

     配点：出題された60問の７０％以上の正解で合格 



【設問1】 

アカデミー賞で監督賞を受賞した人物を、以下の中から選びなさい。

1.　キャスリン・ビグロー

2.　グレタ・ガーウィグ

3.　ジェーン・カンピオン 

4.　ソフィア・コッポラ 

解答：1.　キャスリン・ビグロー

解説：選択肢はアカデミー監督賞の候補になったことのある歴代の女性監督た
ち。アカデミー賞91年の歴史で女性監督が候補となったのは、選択肢の4人に
『セブン・ビューティーズ』（75）のリナ・ウェルトミューラーを加えた５人し
かない。その中で『ハート・ロッカー』（08）のキャスリン・ビグロー監督が、
唯一の受賞者。現在ハリウッドでは「男性監督の受賞者が占める割合が高いこと
に問題があるのではないか？」という議論がある。ちなみにソフィア・コッポラ
は『ロスト・イン・トランスレーション』（03）で脚本賞を受賞している。



【設問2】 

2019年現在、ダニエル・デイ＝ルイスがアカデミー賞で男優賞を受賞した回数に
ついての正しい記述を、以下の中から選びなさい。

 

1. 　主演男優賞を６回受賞している

2. 　主演男優賞を３回受賞している

3 .　主演男優賞を２回、助演男優賞を１回受賞している

4 .　主演男優賞、助演男優賞とも候補にはなっているが受賞経験はない

解答：2. 主演男優賞を３回受賞している

解説：ダニエル・デイ＝ルイスは『マイ・レフト・フット』（89）でアカデミー
主演男優賞に輝いて以降、『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』（07）、『リン
カーン』（12）でアカデミー主演男優賞を受賞。3度の受賞は歴代最多で唯一の
記録でもある。また、『父の祈りを』（93）、『ギャング・オブ・ニューヨー
ク』（02）、『ファントム・スレッド』（17）でも主演男優賞候補となり、計6
度のノミネート経験がある。



【設問3】 

樹木希林が企画を担当した作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『命みじかし、恋せよ乙女』

2. 『エリカ38』

3.   『日日是好日』

4.   『モリのいる場所』

解答：２. 『エリカ38』

解説：樹木希林が企画を担当したのは、浅田美代子主演の映画『エリカ38』
（19）。樹木希林と浅田美代子は、ドラマ「時間ですよ」で共演して以来、旧知
の仲。「浅田美代子の代表作にしたい」と樹木自ら企画に乗り出したという経緯
がある。2018年に逝去した樹木希林にとって、『エリカ38』は最初で最後の企画
作品となった。選択肢はすべて樹木希林の晩年の出演作。ドイツ映画『命みじか
し、恋せよ乙女』（19）が最後の出演作品となった。



【設問4】 

大杉漣が製作総指揮を務めた作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『明日の記憶』 
2.  『教誨師』 
3.  『聖の青春』 
4.  『デイアンドナイト』

解答：2.  『教誨師』

解説：大杉漣が製作総指揮を務めたのは佐向大監督の『教誨師』（18）。2018年
に急逝した大杉漣にとって最後の主演作であり、唯一のプロデュース作品でもあ
る。第92回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テンでは10位だった。選
択肢は、渡辺謙が製作総指揮を務めた『明日の記憶』（06）、山田孝之が製作を
担当した『デイアンドナイト』（19）、竹内力が設立したRIKIプロジェクトが手
がけた『聖の青春』（16）、と俳優たちが製作に参加した作品という共通点があ
る。



【設問5】 

『パラノーマル・アクティビティ』シリーズや『ゲット・アウト』などを手掛け
ている映画製作者を、以下の中から選びなさい。

1.   ジェイソン・ブラム  
2.   ジェームズ・ワン  
3.   ショーン・S・カニンガム  
4.   ロイ・リー

解答：1. ジェイソン・ブラム

解説：2007年にはじまる『パラノーマル・アクティビティ』シリーズや、アカデ
ミー作品賞候補となった『ゲット・アウト』（17）などを手掛けた映画製作者
（映画プロデューサー）はジェイソン・ブラム。『インシディアス』（10）や
『パージ』（13）など、後にシリーズ化されるホラー作品を量産する人気プロ
デューサー。一方で、『セッション』（14）のような作品も手掛けるなど新たな
才能の発掘にも長けている。選択肢はホラー映画のシリーズを手掛けてきた映画
製作者。ジェームズ・ワンは『ソウ』（04）の監督としてデビューした後、『ソ
ウ』シリーズの製作総指揮を担当。『死霊館』シリーズや『ワイルド・スピード 

SKY MISSION』（15）、『アクアマン』（18）を手がける人気監督に成長してい
る。また、ショーン・S・カニンガムは『13日の金曜日』（80）シリーズのプロ
デューサーであり、第１作目の監督。ロイ・リーは『ザ・リング』（02）や
『THE JUON／呪怨』（04）などJホラー作品をハリウッドリメイクした映画製作
者として名を馳せ、『イルマーレ』（06）や『オールドボーイ』（03）などの韓
国映画もハリウッドでリメイクさせた。香港映画『インファナル・アフェア』
（02）をハリウッドリメイクした『ディパーテッド』（06）はアカデミー作品賞
を受賞している。また、ショーン・S・カニンガムは『13日の金曜日』（80）シ
リーズのプロデューサーであり、第１作目の監督。後に『エルム街の悪夢』
（84）を手がけるウェス・クレイヴン監督の『鮮血の美学』（72）を製作するな
ど、映画検定では映画製作者同士の繋がりも覚えておきたい。



【設問6】 

『ザ・リング』や『THE JUON／呪怨』などJホラーのハリウッドリメイク作品を
手掛けてきた映画製作者を、以下の中から選びなさい。

1.   ジェイソン・ブラム  
2.   ジェームズ・ワン  
3.   ショーン・S・カニンガム  
4.   ロイ・リー 

解答：4.   ロイ・リー 

解説：『ザ・リング』（02）や『THE JUON／呪怨』（04）などJホラー作品をハ
リウッドリメイクした映画製作者（映画プロデューサー）は、ロイ・リー。『イ
ルマーレ』（06）や『オールドボーイ』（03）などの韓国映画もハリウッドでリ
メイクさせるなど、アジア映画とハリウッド映画界とをつなぐ役割を担ってい
る。香港映画『インファナル・アフェア』（02）をハリウッドリメイクした
『ディパーテッド』（06）はアカデミー作品賞を受賞、近年では『ゴジラ　キン
グ・オブ・モンスターズ』（19）の製作総指揮を担当している。選択肢はホラー
映画のシリーズを手掛けてきた映画製作者。ジェイソン・ブラムは、2007年には
じまる『パラノーマル・アクティビティ』シリーズや、『インシディアス』
（10）や『パージ』（13）など、後にシリーズ化されるホラー作品を量産する人
気プロデューサー。一方で、アカデミー作品賞候補となった『ゲット・アウト』
（17）や『セッション』（14）のような作品も手掛けるなど、新たな才能の発掘
にも長けている。ジェームズ・ワンは『ソウ』（04）の監督としてデビューした
後、『ソウ』シリーズの製作総指揮を担当。『死霊館』シリーズや『ワイルド・
スピード SKY MISSION』（15）、『アクアマン』（18）を手がける人気監督に
成長している。また、ショーン・S・カニンガムは『13日の金曜日』（80）シ
リーズのプロデューサーであり、第１作目の監督。後に『エルム街の悪夢』
（84）を手がけるウェス・クレイヴン監督の『鮮血の美学』（72）を製作するな
ど、映画検定では映画製作者同士の繋がりも覚えておきたい。



【設問7】 

是枝裕和監督作品と国際映画祭における受賞結果の組み合わせで正しいものを、
以下の中から選びなさい。

1.  『誰も知らない』・・・カンヌ国際映画祭最優秀男優賞 
2.  『幻の光』・・・ナント三大陸映画祭グランプリ  
3.  『万引き家族』・・・アカデミー外国語映画賞  
4.  『ワンダフルライフ』・・・ヴェネチア国際映画祭金のオゼッラ賞

解答：1.  『誰も知らない』・・・カンヌ国際映画祭最優秀男優賞

解説：選択肢の組み合わせで正しいのは、『誰も知らない』（04）で柳楽優弥が
史上最年少で受賞した第57回カンヌ国際映画祭最優秀男優賞。監督デビュー作
『幻の光』（95）は第52回ヴェネチア国際映画祭金のオゼッラ賞を受賞、『ワン
ダフルライフ』（98）第19回ナント三大陸映画祭グランプリ、そして『万引き家
族』（19）は第71回カンヌ国際映画祭パルム・ドールに輝くなど（アカデミー外
国語映画賞はノミネートのみ）、是枝裕和監督はキャリア初期から国際的な評価
を得てきた。



【設問8】 

北野武監督作品と国際映画祭における受賞結果の組み合わせで正しいものを、以
下の中から選びなさい。

1 . 『アウトレイジ』・・・カンヌ国際映画祭パルム・ドール  
2 . 『菊次郎の夏』・・・アカデミー外国語映画賞 
3 . 『座頭市』・・・ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞 
4 . 『HANA-BI』・・・ベルリン国際映画祭金熊賞

解答：3 . 『座頭市』・・・ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞

解説：選択肢の組み合わせで正しいのは『座頭市』（03）で監督賞として受賞し
た第60回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞。『HANA-BI』（98）は第54回ヴェネチ
ア国際映画祭の最高賞にあたる金獅子賞に輝いている。『アウトレイジ』（10）
と『菊次郎の夏』（99）は、ともに最高賞パルム・ドールを競い合うカンヌ国際
映画祭のコンペ作品に選出されたが、受賞には至っていない。



【設問9】 

『牯嶺街少年殺人事件』の監督を、以下の中から選びなさい。

１.  アン・リー 
 2 .  ウォン・カーウァイ  
 3.   エドワード・ヤン 
 4.   ホウ・シャオシェン 

解答： 3.   エドワード・ヤン

解説：実際の殺人事件を題材にした映画『牯嶺街少年殺人事件』（91）を監督し
たのはエドワード・ヤン。「キネマ旬報」誌の創刊100周年記念特別企画＜1990
年代外国映画ベスト・テン＞では１位となった。エドワード・ヤン監督はホウ・
シャオシェン監督やアン・リー監督などと共に＜台湾ニューシネマ＞の映画監督
として1980年代後半から1990年代前半頃にかけて活躍。ホウ・シャオシェン監督
の『悲情城市』（89）がヴェネチア国際映画祭で金獅子賞に輝くなど、台湾映画
が国際的な評価を得ることとなった。エドワード・ヤン監督も『ヤンヤン　夏の
想い出』（00）で第53回カンヌ国際映画祭監督賞を受賞しているが、2007年に59
歳で急逝。ちなみに、ウォン・カーウァイ監督は同時期に国際的な評価を得た監
督だが、出身の香港を拠点にしていたという違いがある。



【設問10】 

ウォン・カーウァイ監督の作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『牯嶺街少年殺人事件』  
2. 『恋する惑星』 
3. 『恋人たちの食卓』  
4. 『悲情城市』 

解答：2. 『恋する惑星』

解説：香港を拠点にしていたウォン・カーウァイが監督した作品は『恋する惑
星』（94）。「キネマ旬報」誌の創刊100周年記念特別企画＜1990年代外国映画
ベスト・テン＞では９位となった。選択肢はウォン・カーウァイ監督と同時期に
国際的な評価を得た監督だが、＜台湾ニューシネマ＞の映画監督として1980年代
後半から1990年代前半頃にかけて活躍した監督たちの作品であるという違いがあ
る。ホウ・シャオシェン監督の『悲情城市』（89）は、第46回ヴェネチア国際映
画祭で金獅子賞に輝き、台湾映画が国際的な評価を得ることとなった。また、ア
ン・リー監督の『恋人たちの食卓』（94）は全米公開され、アカデミー賞で外国
語映画賞候補となったことで、アン・リーがハリウッドへ進出するきっかけと
なった。さらに、『牯嶺街少年殺人事件』（91）を監督したのはエドワード・ヤ
ン。『ヤンヤン　夏の想い出』（00）で第53回カンヌ国際映画祭監督賞を受賞し
ているが、2007年に59歳で急逝している。



【設問11】 

今村昌平監督の『うなぎ』の製作・興行体制が行われた映画会社によるプロジェ
クト名を、以下の中から選びなさい。

1.   アルゴ・プロジェクト 
2.    J・MOVIE・WARS  
3.   シネマジャパネスク  
4.   東映Vシネマ

解答：3.   シネマジャパネスク

解説：今村昌平監督がカンヌ国際映画祭で2度目のパルム・ドールに輝いた『う
なぎ』（97）で製作・興行を行なったのは、松竹の取締役だった奥山和由中心に
進められたプロジェクト＜シネマジャパネスク＞。製作費１億円前後の低予算作
品を、臨機応変に松竹系列の映画館での上映館数を増減させるという新たな施策
だった。ところが興行的な成功が得られなかっただけでなく、松竹のお家騒動に
よって奥山和由が解任されたため、＜シネマジャパネスク＞は約10ヶ月の短命に
終わった。ネガティブな要素も多いプロジェクトだったが、前述のように『うな
ぎ』がカンヌ国際映画祭で最高賞に輝き、黒沢清監督の『CURE』（97）も国際
的な評価を得るなど、再評価されるべき功績は大きい。選択肢は、1980年代末頃
から興った映画プロジェクトの名称。



【設問12】 

J・MOVIE・WARSの企画として製作された作品を、以下の中から選びなさい。

1.　『KAMIKAZE TAXI』 
2.　『CURE』 
3.　『死んでもいい』  
4.　『月はどっちに出ている』

解答：4.『月はどっちに出ている』

解説：崔洋一監督の『月はどっちに出ている』（93）は、WOWOWのJ・
MOVIE・WARSの企画としてはじまった作品。「キネマ旬報」誌の創刊100周年
記念特別企画＜1990年代日本映画ベスト・テン＞では１位となった。J・
MOVIE・WARSは1991年に本放送が始まったWOWOWで、毎月一人の監督が約
10分の短篇を4本製作する企画としてスタート。この企画に、石井聰亙（現・岳
龍）や長崎俊一と共に参加したのが崔洋一だった。『月はどっちに出ている』
は、石橋凌とルビー・モレノの共演で短篇作品として製作されたものを、崔洋一
監督自身の手によって、岸谷五朗とルビー・モレノの共演で長篇作品として再映
画化。この年の映画賞を総なめにした。「復讐の天使」のタイトルで2巻組のオ
リジナルビデオ作品として発売されていたものを劇場公開した原田眞人監督の
『KAMIKAZE TAXI』（95）、松竹の＜シネマジャパネスク＞で劇場公開された
黒沢清監督の『CURE』（97）、ディレクターズ・カンパニーの企画をアルゴ・
プロジェクトが引き継いだ石井隆監督の『死んでもいい』（92）など、選択肢の
作品にはそれぞれ当時の映画興行における特徴的な背景がある。



【設問13】 

岩井俊二監督の『Love Letter』で撮影を担当した人物を以下の中から選びなさ
い。

1.    北信康 
2.    佐光朗 
3.　篠田昇 
4.    福本淳

解答：3.　篠田昇

解説：『Love Letter』（94）で撮影を担当したのは篠田昇。『undo』（94）以降、
岩井俊二監督の作品で撮影を担当した人物で、“岩井美学”とも呼ばれる映像美の
実践には欠かせない存在だったが、2004年に52歳の若さで急逝。『世界の中心
で、愛をさけぶ』（04）が、映画の撮影作品として遺作となった。選択肢の北信
康、佐光朗、福本淳は、現在活躍する映画のキャメラマン。篠田昇を含めたこの
四人は、相米慎二監督の『お引越し』（93）に撮影協力として参加しているとい
う共通点がある。



【設問14】 

塚本晋也監督の『鉄男』がグランプリを受賞した映画祭を、以下の中から選びな
さい。

1.　アボリアッツ国際ファンタスティック映画祭  
2.　シッチェス・カタロニア国際映画祭  
3.　ゆうばり国際ファンタスティック映画祭  
4.　ローマ国際ファンタスティック映画祭

解答：4. ローマ国際ファンタスティック映画祭

解説：塚本晋也監督の『鉄男』（89）がグランプリを受賞したのは第9回ローマ
国際ファンタスティック映画祭。塚本晋也は『電柱小僧の冒険』（88）が第11回
PFFアワードでグランプリに輝き、自主映画の世界で一躍注目を浴びた。その次
回作として監督したのが『鉄男』だった。当時は、大手映画会社の作品でなけれ
ば映画館での上映が困難な時代。塚本晋也は、「ぴあ」などの情報誌の映画欄に
作品情報を継続的に掲載させること、そして、あえて座席の少ない中野武蔵野
ホールでの上映を交渉し、一日一回のレイトショー上映を敢行した。興行的には
不利な状況にもかかわらず、『鉄男』は動員新記録を樹立させたという経緯があ
る。選択肢は、ファンタジー映画やホラー映画といったジャンルに特化した国際
映画祭。



【設問15】 

『フィールド・オブ・ドリームス』とほぼ同時期に製作され、野球選手ジョー・
ジャクソンの人生を描いた作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『エイトメン・アウト』  
2. 『希望の街』 
3 .『ブラザー・フロム・アナザー・プラネット』  
4. 『メイトワン　1920』

解答：1. 『エイトメン・アウト』

解説：ケヴィン・コスナー主演の『フィールド・オブ・ドリームス』（89）は日
本では1990年3月に劇場公開されたが、全米では1989年4月に劇場公開された。こ
の映画でレイ・リオッタが演じたジョー・ジャクソンは、“ブラックソックス事
件”と呼ばれる1919年のMLBワールドシリーズで起きた八百長事件によって野球
界を追放された野球選手のひとり。この事件を題材にした映画『エイトメン・ア
ウト』（88）は1988年に全米公開されているが、日本では劇場未公開に終わっ
た。この映画ではD・B・スウィニーがジョー・ジャクソンを演じている。選択
肢はすべて、『エイトメン・アウト』を監督したジョン・セイルズの作品。



【設問16】 

小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか？」の映画化作品で映画音楽を担当し
た人物が、参加していない作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『1492 コロンブス』 
2. 『トータル・リコール』  
3. 『南極物語』 
4. 『炎のランナー』

 

解答：2. 『トータル・リコール』

解説：フィリップ・K・ディックの小説「アンドロイドは電気羊の夢を見る
か？」を映画化した作品は『ブレードランナー』（82）。「キネマ旬報」誌の創
刊100周年記念特別企画＜1980年代外国映画ベスト・テン＞では１位となった。
その『ブレードランナー』で音楽を担当したのはギリシャの音楽家・ヴァンゲリ
ス。選択肢のうち、『炎のランナー』（81）ではインストゥルメンタルながら全
米音楽チャートの１位を記録し、第54回アカデミー賞で作曲賞に輝いた。『ブ
レードランナー』のリドリー・スコット監督とは『1492コロンブス』（92）でも
組み、日本映画『南極物語』（83）の音楽も担当している。ちなみに『トータ
ル・リコール』（90）は、フィリップ・K・ディックの小説「追憶売ります」を
映画化した作品だが、音楽を担当しているのはジェリー・ゴールドスミス。



【設問17】 

『ミツバチのささやき』の監督を、以下の中から選びなさい。 

1.   カルロス・サウラ 
2.   ビクトル・エリセ  
3.    ペドロ・アルモドバル  
4.    ホセ・ルイス・ゲリン

 

解答：2.   ビクトル・エリセ

解説：『ミツバチのささやき』（73）の監督はヴィクトル・エリセ。日本では
1985年になって劇場公開され、第59回キネマ旬報ベスト・テンの外国映画ベス
ト・テン４位と高い評価を得た。スペインのフランコ政権による独裁体制下で製
作されたため、様々な制約がある中で作品には反体制的な暗喩も込められてい
る。主人公の少女を演じたアナ・トレントは日本でも人気を呼んだが、劇場公開
のタイムラグから来日時にはすっかり大人の女性になっていた。『ブーリン家の
姉妹』（08）では、ナタリー・ポートマンと共演している。ビクトル・エリセ監
督は寡作でも知られ、2019年現在までに長篇は『ミツバチのささやき』、『エ
ル・スール』（82）、『マルメロの陽光』（92）の3本しかない。選択肢はすべ
て、スペイン出身の映画監督たち。



【設問18】 

『友だちのうちはどこ？』の監督を、以下の中から選びなさい。 

1.   アッバス・キアロスタミ  
2.   アミール・ナデリ 
3.   マジッド・マジディ  
4.   モフセン・マフマルバフ

解答：1.  アッバス・キアロスタミ

解説：『友だちのうちはどこ？』（87）の監督は、アッバス・キアロスタミ。日
本では1993年に劇場公開され、第67回キネマ旬報ベスト・テンの外国映画ベス
ト・テン８位と、日本ではまだイラン映画が珍しい時代に高い評価を得た。イラ
ンでは現在でも表現に対する制約があるため、子どもを主人公にすることで直接
的な政権批判を避けてきたという作品群が存在する。その後、アッバス・キアロ
スタミは『桜桃の味』（97）で第50回カンヌ国際映画祭パルム・ドールに輝くな
ど（今村昌平監督の『うなぎ』と同時受賞）、国際的な評価も得ている。以後、
イラン国内で作品が公開禁止になるなどイラン国外での映画製作を余儀なくさ
れ、日本で撮影した『ライク・サムワン・イン・ラブ』（12）が遺作となった。
選択肢はすべて、イラン出身の映画監督たち。



【設問19】 

森田芳光監督の『家族ゲーム』の原作者を、以下の中から選びなさい。 

1.  大鶴義丹  
2.  佐藤正午 
3.  辻仁成 
4.  本間洋平 

解答：4.  本間洋平 

解説：『家族ゲーム』（83）の原作は、第5回すばる文学賞を受賞した本間洋平の
小説。『家族ゲーム』は公開当時、第57回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベ
スト・テン１位の高評価を得ただけでなく、2019年に「キネマ旬報」誌の創刊100

周年記念特別企画として発表された＜1980年代日本映画ベスト・テン＞でも１位
となっている。選択肢はすべて、1977年に始まったすばる文学賞の受賞作家。



【設問20】 

『ゆきゆきて、神軍』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.    田原総一朗 
2.    原一男 
3.    森達也 
4.    安岡卓治

解答：2.    原一男

解説：『ゆきゆきて、神軍』（87）の監督は原一男。公開当時、第61回キネマ旬
報ベスト・テン２位、2019年に「キネマ旬報」誌の創刊100周年記念特別企画と
して発表された＜1980年代日本映画ベスト・テン＞でも２位となっている。原一
男は、東京12チャンネル（現・テレビ東京）でドキュメンタリー番組を演出して
いた田原総一朗に影響され、彼の現場に参加したことがドキュメンタリー監督と
なる原点だったと語っている。『ゆきゆきて、神軍』の助監督だった安岡卓治
は、森達也がオウム真理教を題材にした『A』（97）『A２』（01）を製作、ま
た共にドキュメンタリー映画『311』を監督している。



【設問21】 

メリル・ストリープがアカデミー賞を受賞していない作品を、以下の中から選び
なさい。 

1. 『ソフィーの選択』 
2. 『クレイマー、クレイマー』 
3. 『ディア・ハンター』  
4. 『マーガレット・サッチャー　鉄の女の涙』

解答：3.  『ディア・ハンター』

解説：2019年現在、メリル・ストリープはアカデミー賞で21回候補となっており
（主演女優賞17回、助演女優賞4回）、女優では最多の記録。うち、主演女優賞2

回、助演女優賞を1回受賞している。初受賞は『クレイマー、クレイマー』
（79）での助演女優賞。『ソフィーの選択』（82）と『マーガレット・サッ
チャー　鉄の女の涙』（11）で主演女優賞を受賞している。彼女は最多の候補記
録に対して「それって18回落ちているってことなのよ」と語っている。『ディ
ア・ハンター』（78）はメリル・ストリープが初めて助演女優賞候補となった作
品だが、受賞はしていない。



【設問22】 

ロバート・デ・ニーロがアカデミー賞を受賞した作品を、以下の中から選びなさ
い。

1. 『ゴッドファーザーPARTⅡ』 
2. 『タクシードライバー』 
3. 『ディア・ハンター』  
4.『レナードの朝』 

解答：1. 『ゴッド・ファーザーPARTⅡ』

解説：2019年現在、ロバート・デ・ニーロはアカデミー賞で7回候補となってい
る（主演男優賞5回、助演男優賞2回）。そのうち、『ゴッドファーザーPARTⅡ』
（74）で助演男優賞、『レイジング・ブル』（80）で主演男優賞を受賞してい
る。『ゴッドファーザーPATRⅡ』で演じたヴィトー・コルレオーネは、『ゴッド
ファーザー』（72）でマーロン・ブランドが演じた役の若き日の姿。マーロン・
ブランドは『ゴッドファーザー』でアカデミー主演男優賞を受賞しているため、
同じ役を演じた俳優が受賞するという珍しい記録となっている。『ゴッドファー
ザーPARTⅡ』以外の選択肢は、ロバート・デ・ニーロが主演男優賞の候補となっ
た作品。



【設問23】 

鈴木清順監督の『ツィゴイネルワイゼン』は、公開当時特殊な興行形態で上映さ
れたことも話題となった。その名称を、以下の中から選びなさい。

1.    シネマコンプレックス 
2.    シネマ・プラセット 
3.    ドライブインシアター 
4.     ニッケルオデオン

 

解答：2.    シネマ・プラセット

解説：『ツィゴイネルワイゼン』（80）は、東京タワーの足もとに設営された
ドーム型移動映画館＜シネマ・プラセット＞で上映された。単館上映としては異
例の、約10万人を動員。第54回キネマ旬報ベスト・テンでは日本映画ベスト・テ
ン１位となるなど、その年の主要映画賞を多数受賞した。＜シネマコンプレック
ス＞は、いわゆるシネコンのこと。「同一運営組織が同一所在地に５スクリーン
以上集積した名称を統一性（１、２、３…やA、B、C…など）を持って運営して
いる映画館」と日本映画製作者連盟によって定義されている。＜ドライブインシ
アター＞は、自動車に乗ったまま鑑賞する戸外映画館のこと。＜ニッケルオデオ
ン＞は1900年代はじめに流行した、入場料５セント（ニッケル）で鑑賞できる映
画館のこと。



【設問24】 

1980年に公開されたある映画が興行的に失敗したことから、ハリウッドの映画会
社が倒産に追い込まれた。該当する作品名を、以下の中から選びなさい。

1. 『カットスロート・アイランド』  
2. 『クレオパトラ』  
3. 『天国の門』 
4. 『東方見聞録』

解答：3. 『天国の門』

解説：ハリウッドのメジャー映画会社ユナイテッド・アーティスツ（UA）を、
興行的失敗によって倒産に追い込んだ映画は、マイケル・チミノ監督の『天国の
門』（80）。当時のマイケル・チミノ監督は、『ディア・ハンター』（78）が第
51回アカデミー賞で作品賞や監督賞など５部門を受賞した時代の寵児だった。そ
の次回作として製作された『天国の門』は、完璧主義者と称されたチミノのこだ
わりによって撮影が長期化。当初の製作費の４倍にあたる5400万ドルを費やした
にも関わらず、興行収入は348万ドルしかあげられなかった。結果、莫大な赤字
を抱えたUAは、MGM（メトロ・ゴールドウィン・メイヤー）に救済合併され、
一時MGM／UAの名称となっていた。日本では1981年に149分の短縮版で劇場公
開されたが、2013年に216分の完全版が公開されるなど、現在では作品が再評価
されている。選択肢は、興行的赤字でカロルコ・ピクチャーズの閉鎖要因となっ
た『カットスロート・アイランド』（95）、製作費の超過で20世紀フォックスを
経営危機に陥れた『クレオパトラ』（63）、撮影中の事故で公開中止になりディ
レクターズ・カンパニー解散の要因となった『東方見聞録』（92）。



【設問25】 

長谷川和彦が監督と脚本を兼任した作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『悪魔のようなあいつ』  
2. 『青春の殺人者』  
3. 『青春の蹉跌』 
4. 『太陽を盗んだ男』

解答：4. 『太陽を盗んだ男』

解説：長谷川和彦が監督と脚本を兼任した作品は『太陽を盗んだ男』（79）。第
53回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テンでは２位、「キネマ旬報」
誌の創刊100周年記念特別企画＜1970年代日本映画ベスト・テン＞では１位と
なった。長谷川和彦は、『青春の蹉跌』（74）で脚本、『青春の殺人者』（76）
で監督、ドラマ「悪魔のようなあいつ」（75）でも脚本を手がけている。しか
し、『太陽を盗んだ男』以降、何度も新作の噂が流れながら、2019年現在、2本
の監督作しかない。



【設問26】 

1973年に公開された『仁義なき戦い』を監督した人物が監督をしていない作品
を、以下の中から選びなさい。

1. 『県警対組織暴力』  
2 .『仁義の墓場』 
3. 『冬の華』 
4. 『北陸代理戦争』

解答：3. 『冬の華』

解説：『仁義なき戦い』（73）の監督は深作欣二。東映で『県警対組織暴力』
（75）、『仁義の墓場』（75）、『北陸代理戦争』（77）などを監督している
が、倉本聰が脚本を手がけた『冬の華』（78）を監督したのは降旗康男。主演の
高倉健とは『居酒屋兆治』（83）や『夜叉』（85）などでコンビを組み、『駅 

STATION』（81）や『鉄道員（ぽっぽや）』（99）で日本アカデミー賞最優秀主
演男優賞をもたらしている。また、高倉健の遺作となった『あなたへ』（12）で
も組んでいる盟友。



【設問27】 

『ルパン三世    カリオストロの城』で作画監督を務めた人物を、以下の中から選
びなさい。

1.   青木悠三 
2.   大塚康生 
3.   高畑勲  
4.   宮崎駿

解答：2.   大塚康生

解説：『ルパン三世　カリオストロの城』（79）で作画監督を務めたのは大塚康
生。高畑勲や本作の監督である宮崎駿とは、『太陽の王子　ホルスの大冒険』
（68）や『パンダコパンダ』（72）などでも組んでいる仲。青木悠三は『ルパン
三世　ルパンVS複製人間』（78）や『ルパン三世　バビロンの黄金伝説』（85）
でも作画監督を務めている。『ルパン三世　カリオストロの城』は「キネマ旬
報」誌の創刊100周年記念特別企画として発表された＜1970年代日本映画ベス
ト・テン＞で４位となっている。



【設問28】 

高倉健主演の『新幹線大爆破』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.   工藤栄一 
2.   佐藤純彌 
3.   深作欣二 
4.   山下耕作

解答：2.   佐藤純彌

解説：『新幹線大爆破』（75）の監督は佐藤純彌。主演の高倉健とは『ゴルゴ
13』（73）や『君よ憤怒の河を渉れ』（76）、『野性の証明』（78）など、二人
が共に東映を退社した後の作品でも組んでいる。『新幹線大爆破』は、第49回キ
ネマ旬報ベスト・テンで７位、読者選出日本映画ベスト・テンでは１位になって
いる。また、「キネマ旬報」誌の創刊100周年記念特別企画として発表された＜
1970年代日本映画ベスト・テン＞で３位となっている。選択肢は東映に入社して
映画監督になった巨匠たち。



【設問29】 

『スター・ウォーズ エピソード４／新たなる希望』の出演者の正しい組み合わせ
を、以下の中から選びなさい。

1.    マーク・ハミル　ハリソン・フォード  
2.   リチャード・ドレイファス　フランソワ・トリュフォー 
3.   リチャード・ドレイファス　ハリソン・フォード  
4.   ロイ・シャイダー　リチャード・ドレイファス

解答：1. マーク・ハミル　ハリソン・フォード  
 
解説：ジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ エピソード４／新たなる希
望』（77）に出演していたのは、マーク・ハミルとハリソン・フォード。選択肢
のうち、リチャード・ドレイファスとハリソン・フォードは、ジョージ・ルーカ
ス監督の『アメリカン・グラフィティ』（73）に出演。またスティーヴン・スピ
ルバーグ監督の『ジョーズ』（75）に出演していたのがロイ・シャイダーとリ
チャード・ドレイファス、『未知との遭遇』（77）に出演していたのがリチャー
ド・ドレイファスとフランソワ・トリュフォーだったというように、同じ俳優を
起用している点も一興。ハリソン・フォード主演の『レイダース／失われたアー
ク《聖櫃》』（81）では、スピルバーグが監督、ルーカスが製作を担当している
という仲でもある。



【設問30】 

スティーヴン・スピルバーグ監督『ジョーズ』の出演者の正しい組み合わせを、以
下の中から選びなさい。

1. マーク・ハミル　ハリソン・フォード 

2. リチャード・ドレイファス　フランソワ・トリュフォー

3. リチャード・ドレイファス　ハリソン・フォード

4. ロイ・シャイダー　リチャード・ドレイファス

解答：4. ロイ・シャイダー　リチャード・ドレイファス

解説：スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』（75）に出演していたのは
ロイ・シャイダーとリチャード・ドレイファス。選択肢のうち、ジョージ・ルーカ
ス監督の『スター・ウォーズ エピソード４／新たなる希望』（77）に出演していた
のはマーク・ハミルとハリソン・フォード、『アメリカン・グラフィティ』（73）
に出演していたのがリチャード・ドレイファスとハリソン・フォード。また、スピ
ルバーグが監督した『未知との遭遇』（77）に出演していたのはリチャード・ドレ
イファスとフランソワ・トリュフォーだったというように、同じ俳優を起用してい
る点も一興。ハリソン・フォード主演の『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』
（81）では、スピルバーグが監督、ルーカスが製作を担当しているという仲でもあ
る。



【設問31】 

『ダーティハリー』（71）の監督を、以下の中から選びなさい。 

1. クリント・イーストウッド

2. ジェームズ・ファーゴ

3. テッド・ポスト 

4. ドン・シーゲル

解答：4. ドン・シーゲル 

解説：『ダーティハリー』シリーズの一作目を監督したのはドン・シーゲル。主
演のクリント・イーストウッドとは『マンハッタン無宿』（69）、『真昼の死
闘』（70）、『白い肌の異常な夜』（71）、『アルカトラズからの脱出』（79）
でも組んでいる。『恐怖のメロディ』（71）で監督デビューを果たしたイースト
ウッドは、シーゲルのことを師と仰いでいる。選択肢は、『ダーティハリー２』
（73）のテッド・ポスト監督、『ダーティハリー３』（76）のジェームズ・
ファーゴ監督、そしてイーストウッド自身が監督した『ダーティハリー４』
（83）と、2019年までに５作あるシリーズの歴代監督たち。



【設問32】 

『タクシードライバー』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.   アーウィン・ウィンクラー  
2.   ブライアン・デ・パルマ  
3.    ポール・シュレイダー  
4.    マーティン・スコセッシ

解答：4.    マーティン・スコセッシ

解説：『タクシードライバー』（76）の監督はマーティン・スコセッシ。主演の
ロバート・デ・ニーロとは『ミーン・ストリート』（73）、『ニューヨーク・
ニューヨーク』（77）、『キング・オブ・コメディ』（83）、『グッドフェロー
ズ』（90）、『ケープ・フィアー』（91）、『カジノ』（95）で組んでいる盟
友。『レイジング・ブル』（80）ではデ・ニーロにアカデミー主演男優賞をもた
らしている。『ロッキー』（76）などのプロデューサーであるアーウィン・ウィ
ンクラーは『グッドフェローズ』などスコセッシ作品を手がけている人物。ポー
ル・シュレイダーは『タクシードライバー』や『レイジング・ブル』などスコセッ
シ作品と縁のある脚本家。ブライアン・デ・パルマ監督は、ロバート・デ・ニー
ロと初期作品でコンビだったというそれぞれの繋がりがある。また、『タクシー
ドライバー』は第50回キネマ旬報ベスト・テンの外国映画ベスト・テンで１位、
「キネマ旬報」誌の創刊100周年記念特別企画として発表された＜1970年代外国
映画ベスト・テン＞でも１位となっている。



【設問33】 

フランス映画社の「BOWシリーズ」として日本公開された映画とは言えないもの
を、以下の中から選びなさい。

1.  『木靴の樹』 
2.  『ストレンジャー・ザン・パラダイス』  
3.  『旅芸人の記録』 
4.  『惑星ソラリス』 

解答：4. 『惑星ソラリス』 

解説：フランス映画社の「BOWシリーズ」として日本で公開していないのは、ア
ンドレイ・タルコフスキー監督の『惑星ソラリス』（72）。岩波ホールの「エキ
プ・ド・シネマ」として公開された。1976年にフランス映画社が立ち上げた
「BOWシリーズ」は、「BEST OF THE WORLD」の略で、英語で「舳（へさ
き）」という意味には「何年かかっても日本へ作品を運ぶ」という想いも込めら
れている。日本では無名な世界の監督や、大手映画会社が手を出さない日本未公
開の古典や傑作を拾い上げ、単館上映のスタイルを定着させたという功績があ
る。テオ・アンゲロプロス監督の『旅芸人の記録』（75）やエルマンノ・オルミ
監督の『木靴の樹』（78）、ジム・ジャームッシュ監督の『ストレンジャー・ザ
ン・パラダイス』（84）やヴィム・ヴェンダース監督の『ベルリン・天使の詩』
（87）などを配給してきた。



【設問34】 

岩波ホールの「エキプ・ド・シネマ」として日本で上映された映画とは言えない
ものを、以下の中から選びなさい。

1. 『木靴の樹』 
2. 『ストレンジャー・ザン・パラダイス』  
3. 『旅芸人の記録』  
4. 『惑星ソラリス』

解答：2. 『ストレンジャー・ザン・パラダイス』

解説：岩波ホールの「エキプ・ド・シネマ」として日本で上映されていないのは、
フランス映画社の「BOWシリーズ」として紹介されたジム・ジャームッシュ監督
の『ストレンジャー・ザン・パラダイス』（84）。「エキプ・ド・シネマ」はフ
ランス語で「映画の仲間」という意味がある。芸術性の高い文化活動のために
1968年に開館した岩波ホールは、「エキプ・ド・シネマ」の開始によって映画を
上映するホールになったという経緯がある。その「エキプ・ド・シネマ」は、ア
ジア・アフリカ・中南米といったヨーロッパやアメリカ以外の作品を日本に紹介
することを目的に1974年から開始。第1回上映作品は、インドのサタジット・レ
イ監督による『大樹のうた』（58）だった。また、イタリアのエルマンノ・オル
ミ監督による『木靴の樹』（78）や、ギリシャのテオ・アンゲロプロス監督によ
る『旅芸人の記録』（75）のように、大手の興行会社が上映しないヨーロッパの
作品も上映している。



【設問35】 

にっかつロマンポルノ出身の監督を、以下の中から選びなさい。

1. 　高橋伴明  
2. 　滝田洋二郎  

3. 　浜野佐知 
4. 　若松孝二

解答：2. 滝田洋二郎 

解説：にっかつロマンポルノ出身の監督は滝田洋二郎。『桃色身体検査』（85）や
『タイムアバンチュール　絶頂５秒前』（86）など多数のロマンポルノ作品を監督
したのち、一般映画に転向。『おくりびと』（08）は、アカデミー外国語映画賞
に輝いた。独立系の映画会社が製作・配給した低予算の成人映画である＜ピンク
映画＞と混同されがちだが、＜ロマンポルノ＞は1971年から1988年にかけて日活が
製作した成人映画のブランド名。根岸吉太郎、金子修介、石井隆などの監督を輩
出した功績がある。選択肢の、高橋伴明、浜野佐知、若松孝二はピンク映画出身
の監督たち。



【設問36】 

にっかつロマンポルノ出身の監督を、以下の中から選びなさい。

1.　黒沢清 
2.　周防正行 
3.　瀬々敬久 
4.    根岸吉太郎

解答：4.    根岸吉太郎

解説：にっかつロマンポルノ出身の監督は根岸吉太郎。『女教師　汚れた放課後』
（81）や『キャバレー日記』（82）などのロマンポルノ作品を監督したのち、一般
映画に転向。薬師丸ひろ子主演の『探偵物語』（83）を大ヒットさせた。独立系
の映画会社が製作・配給した低予算の成人映画である＜ピンク映画＞と混同され
がちだが、＜ロマンポルノ＞は1971年から1988年にかけて日活が製作した成人映画
のブランド名。滝田洋二郎、金子修介、石井隆などの監督を輩出した功績があ
る。選択肢の、黒沢清、周防正行、瀬々敬久が監督した成人映画は＜ロマンポルノ
＞ではなく＜ピンク映画＞。



【設問37】 

ミロス・フォアマン監督の『カッコーの巣の上で』に関する記述で間違っているも
のを、以下の中から選びなさい。

1.   アカデミー賞ではジャック・ニコルソンが主演男優賞に輝いた。  
2.   アカデミー賞ではルイーズ・フレッチャーが主演女優賞に輝いた。  
3.   アカデミー賞歴代最多の11部門で受賞を果たしている。  
4.   マイケル・ダグラスがプロデューサーとして参加している。

解答：3.   アカデミー賞歴代最多の11部門で受賞を果たしている。

解説：『カッコーの巣の上で』（75）は第48回アカデミー賞の９部門で候補とな
り、作品賞・監督賞・主演男優賞・主演女優賞・脚色賞の５部門で受賞した。ひ
とつの作品で主演男優賞と主演女優賞を同時に受賞することは難しく、また、主
要５部門と呼ばれる「作品賞・監督賞・主演男優賞・主演女優賞・脚色賞（また
は脚本賞）」を独占した作品はアカデミー賞91年の歴史の中で、『或る夜の出来
事』（34）、『カッコーの巣の上で』、『羊たちの沈黙』（91）の三例しかない
快挙。本作にマイケル・ダグラスは出演していないが、これがプロデューサーとし
ての初作品だった。



【設問38】 

ミロス・フォアマン監督の『カッコーの巣の上で』でアカデミー賞を受賞していな
い人物を、以下の中から選びなさい。

1. 　ジャック・ニコルソン  
2. 　ブラッド・ドゥーリフ 
3. 　マイケル・ダグラス  
4.　ルイーズ・フレッチャー

解答：2. ブラッド・ドゥーリフ

解説：『カッコーの巣の上で』（75）でアカデミー賞にノミネートされながらも
受賞を果たせなかったのは、患者の一人を演じたブラッド・ドゥーリフ。後に『チャ
イルド・プレイ』（88）シリーズでチャッキーの声を担当して注目を浴びた。
『カッコーの巣の上で』は、第48回アカデミー賞の９部門で候補となり、作品
賞・監督賞・主演男優賞・主演女優賞・脚色賞の５部門で受賞。ひとつの作品で
主演男優賞と主演女優賞を同時に受賞することは難しく、また、主要５部門と呼
ばれる「作品賞・監督賞・主演男優賞・主演女優賞・脚色賞（または脚本賞）」
を独占した作品はアカデミー賞91年の歴史の中で、『或る夜の出来事』（34）、
『カッコーの巣の上で』、『羊たちの沈黙』（91）の三例しかない快挙。本作に
マイケル・ダグラスは出演していないが、プロデューサーとして参加したことで
（作品賞として）受賞している。



【設問39】 

『2001年宇宙の旅』の監督が手がけた作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『キャリー』 
2.  『地獄のデビルトラック』 
3.  『シャイニング』 
4.  『デッドゾーン』

解答：3. 『シャイニング』

解説：『2001年宇宙の旅』（68）の監督はスタンリー・キューブリック。選択肢は
すべてスティーヴン・キングの小説を映画化した作品だが、キューブリックが監督
したのは『シャイニング』（80）。『キャリー』（76）の監督はブライアン・デ・
パルマ、『デッドゾーン』（83）の監督はデヴィッド・クローネンバーグ。『地獄
のデビルトラック』（86）は、スティーヴン・キングが自身の短編を脚本化し、初
監督した作品。



【設問40】 

1968年の映画『猿の惑星』の原作者であるピエール・ブールの小説を映画化した作
品を、以下の中から選びなさい。

1.　『アラビアのロレンス』 
2.　『地上より永遠に』 
3. 　『戦場にかける橋』  
4. 　『パットン大戦車軍団』

解答：3. 『戦場にかける橋』 

解説：『猿の惑星』（68）の原作者ピエール・ブールはフランスの小説家。1952年
に出版された『戦場にかける橋』（57）の原作は、第二次世界大戦でフランス領
インドシナにて徴兵された経験が基になっていると言われている。選択肢のデ
ヴィッド・リーン監督による『戦場にかける橋』と『アラビアのロレンス』
（62）、フレッド・ジンネマン監督による『地上より永遠に』（53）、フランクリ
ン・J・シャフナー監督による『パットン大戦車軍団』（70）は、すべてアカデ
ミー作品賞を受賞した作品。



【設問41】 

クロード・ルルーシュ監督の『男と女』が受賞した映画賞を、以下の中から選びな
さい。

1. 　アカデミー作品賞  
2. 　ヴェネチア国際映画祭金獅子賞  
3. 　カンヌ国際映画グランプリ  
4. 　ベルリン国際映画祭金熊賞  

解答：3. カンヌ国際映画グランプリ  

解説：クロード・ルルーシュ監督の『男と女』（66）が受賞したのは、第19回カン
ヌ国際映画祭で当時の最高賞にあたるグランプリ（現在の最高賞の名称は“パル
ム・ドール”）。第39回アカデミー賞では外国語映画賞と脚本賞に輝いている。
1986年には、20年後を描いた続編『男と女Ⅱ』（86）を、2019年には、53年後を描
いた『男と女 人生最良の日々』（2020年日本公開予定）を製作。主演のジャン＝
ルイ・トランティニャンとアヌーク・エーメが再共演したことも話題となった。



【設問42】 

ジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』が受賞した映画賞を、以下の中か
ら選びなさい。

1. アカデミー作品賞

2. ヴェネチア国際映画祭金獅子賞

3. カンヌ国際映画グランプリ

4. ベルリン国際映画祭金熊賞 

解答：3. カンヌ国際映画グランプリ

解説：ジャック・ドゥミ監督の『シェルブールの雨傘』（64）が受賞したのは、第
17回カンヌ国際映画祭で当時の最高賞にあたるランプリ（現在の最高賞の名称は
“パルム・ドール”）。ハリウッド製のミュージカルに影響を受けてフランスで製作
されたミュージカル映画だが、『ラ・ラ・ランド』（16）は『シャルブールの雨
傘』の影響を受けているという映画史的な繋がりがある。



【設問43】 

黒澤明監督の『用心棒』を基にクリント・イーストウッド主演で映画化されたイタ
リア映画を、以下の中から選びなさい。

1.　『ウエスタン』 
2. 　『荒野の用心棒』  
3. 　『続・夕陽のガンマン』  
4. 　『夕陽のガンマン』

解答：2. 『荒野の用心棒』

解説：黒澤明の『用心棒』（61）を基にクリント・イーストウッド主演で映画化し
たイタリア映画は『荒野の用心棒』（64）。本作がヒットしたことで、「イタリア
製西部劇」＝「マカロニ・ウェスタン」というジャンルが確立し、人気を博すこと
となった。一方でこの作品は、半ば勝手に、無許可のまま映画化したことから、
後年になって東宝が訴訟を起こす騒動に発展している（東宝側の勝訴）。また『用
心棒』は、ウォルター・ヒル監督がブルース・ウィリス主演の『ラストマン・スタ
ンディング』（96）として翻案している。選択肢はすべて、セルジオ・レオーネ監
督によるマカロニ・ウェスタン。



【設問44】 

黒澤明監督の『七人の侍』をハリウッドでリメイクした作品を、以下の中から選び
なさい。

1. 『荒野の七人』

2. 『暴行』

3. 『暴走機関車』

4. 『ラストマン・スタンディング』

解答：1. 『荒野の七人』

解説：黒澤明監督の時代劇『七人の侍』（54）をハリウッドで西部劇としてリメイ
クしたのは『荒野の七人』（60）。さらに『荒野の七人』は2016年に『マグニフィ
セント・セブン』（16）としてリメイクされている。『七人の侍』はヴェネチア国
際映画祭で銀獅子賞を受賞。世界の映画人に影響を与えた作品だが、第27回キネ
マ旬報ベスト・テンでは『にごりえ』（53）、『東京物語』（53）に次ぐ第３位
だった。ポール・ニューマン主演の『暴行』（64）は黒澤明監督の『羅生門』
（50）を翻案した作品。『暴走機関車』（85）は黒澤明がハリウッドで頓挫した
企画を、アンドレイ・コンチャロフスキー監督によって映画化が実現した作品。ブ
ルース・ウィリス主演の『ラストマン・スタンディング』（96）は、ウォルター・
ヒル監督が黒澤明監督の『用心棒』（61）を1930年代のアメリカを舞台に翻案し
た作品。



【設問45】 

『東京オリンピック』の公式記録映画に監督として参加した人物を、以下の中から
選びなさい。 

1. 市川崑 

2. カルロス・サウラ

3. クロード・ルルーシュ 

4. 篠田正浩

解答：1.  市川崑

解説：公式記録映画『東京オリンピック』（65）に監督として参加したのは市川
崑。映画館での上映のほか、各地の学校や公民館などでも上映されたため、日本
で2300万人以上が鑑賞したと言われている（実数は不明）。公開前にはオリンピッ
ク担当大臣の河野一郎などがこの映画の内容を批判したため、「芸術か記録か」
との論争が起きた。選択肢は、歴代のオリンピック公式記録映画を監督した人物
たち。カルロス・サウラはバルセロナオリンピックで『マラソン』（93）を、ク
ロード・ルルーシュはグルノーブル冬季オリンピックで『白い恋人たち』（68）
を、篠田正浩は札幌冬季オリンピックで『札幌オリンピック』（72）をそれぞれ監
督している。



【設問46】 

市川崑が監督した映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『札幌オリンピック』

2.  『白い恋人たち』

3. 『東京オリンピック』 

4. 『ホワイトロック』

解答：3.  『東京オリンピック』 

解説：市川崑が監督したオリンピックの公式記録映画は『東京オリンピック』
（65）。映画館での上映のほか、各地の学校や公民館などでも上映されたため、
日本で2300万人以上が鑑賞したと言われている（実数は不明）。公開前にはオリン
ピック担当大臣の河野一郎などがこの映画の内容を批判したため、「芸術か記録
か」との論争が起きた。選択肢は、歴代のオリンピック公式記録映画。クロー
ド・ルルーシュはグルノーブル冬季オリンピックで『白い恋人たち』（68）を、篠
田正浩は札幌冬季オリンピックで『札幌オリンピック』（72）を、トニー・メイラ
ムはインスブルックオリンピックで『ホワイトロック』（77）を、それぞれ監督。
この4本は日本で劇場公開されている。



【設問47】 

1967年公開の『日本のいちばん長い日』を監督した人物を、以下の中から選びな
さい。

1.   岡本喜八

2.   小林正樹

3.   橋本忍

4.  原田眞人

解答：1.    岡本喜八

解説：半藤一利のノンフィクションを映画化し、1967年に公開された『日本のいち
ばん長い日』（67）を監督したのは岡本喜八。2015年には原田眞人監督が再映画
化している。当初、監督には『人間の條件』６部作（59～61）の小林正樹が内定し
ていたと伝えられているが、社内での軋轢から脚本を担当した橋本忍の推薦で岡本
喜八が監督したという経緯がある。



【設問48】 

岡本喜八の監督作品とは言えないものを、以下の中から選びなさい。

1.  『激動の昭和史　沖縄決戦』

2.  『獣人雪男』

3.  『独立愚連隊』 

4.  『肉弾』

解答：2. 『獣人雪男』

解説：選択肢の『激動の昭和史　沖縄決戦』（71）、『肉弾』（68）、『独立愚
連隊』（59）は、第二次世界大戦を題材にした岡本喜八の監督作品。自身の戦争
体験が、作品に影響を与えたと言われている。本多猪四郎が監督した『獣人雪男』
（55）には“岡本喜八郎”の名義で助監督として参加している。



【設問49】 

映画会社「ATG」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.     9人の映画監督が集団の母体になっていた。

2.    映画の製作者とATGで500万円ずつ製作予算を折半した。

3.    芸術性の高い秀作外国映画の配給を行った。

4.    東宝が中心になって設立された。

解答：1. 9人の映画監督が集団の母体になっていた。

解説：ATGは1960年代から1980年代にかけて秀作映画の配給や、低予算ながら意欲
的な映画の製作を行った映画会社。＜日本アートシアターギルド＞の略で、一般的
に＜ATG＞と呼ばれていた。東宝が中心に資本金1000万円で全国10館の上映館を
伴って設立。当初は芸術性の高い外国映画の配給を手がけていたが、1960年代後半
からは映画製作に乗り出した。そして映画製作者側とATGが折半で500万円ずつ予
算を出したことから、当時は＜1000万映画＞とも呼ばれた。若手の映画作家を育
成する場ともなり、『青春の殺人者』（76）や『家族ゲーム』（83）など、キネマ
旬報ベスト・テンで１位になるような作品を多く輩出したという功績がある。ち
なみに「9人の映画監督が集団の母体になっていた」のは、ディレクターズ・カン
パニーのこと。



【設問50】 

映画製作プロダクション「四騎の会」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.   1969年に結成された。   映画の製作者とATGで500万円ずつ製作予算を折半した。

2.    9人の映画監督が集団の母体となっていた。

3.    映画監督4人で結成した独立プロダクションだった。

4. 黒澤明の『どですかでん』が第1回作品として発表された。

解答：2. 9人の映画監督が集団の母体となっていた。

解説：「四騎の会」は黒澤明、木下惠介、小林正樹、市川崑が設立した独立プロダク
ション。テレビの普及で映画業界が斜陽となった時代に、日本映画を守るべく当時の
人気監督たちによって1969年に結成された。また設立意図の中には、ハリウッド映画
『トラ・トラ・トラ！』（70）を降板した失意の黒澤明に、新作映画の場を作るとい
う友情が込められていた。黒澤明監督の『どですかでん』（70）が第1回作品として製
作されたが、興行的な成功を得られず、残念ながら自然消滅する形となった。ちなみ
に「9人の映画監督が集団の母体になっていた」のは、ディレクターズ・カンパニーの
こと。



【設問51】 

シドニー・ポワチエがアカデミー主演男優賞に輝いた作品を、以下の中から選びなさ
い。

1.   『手錠のままの脱獄』

2.   『野のユリ』

3.   『招かれざる客』

4.   『夜の大捜査線』

解答：2. 『野のユリ』

解説：シドニー・ポワチエがアカデミー主演男優賞を受賞したのは『野のユリ』
（63）。黒人俳優として初めて主演男優賞を受賞したパイオニアだが、彼の次に主演
男優賞を受賞するのは、デンゼル・ワシントンが『トレーニング・デイ』（01）で受
賞するまで38年ものブランクがある。アカデミー賞の歴史は黒人俳優の苦難の歴史で
もあるのだ。選択肢はシドニー・ポワチエの出演作。『手錠のままの脱獄』（58）で
はベルリン国際映画祭の銀熊賞（男優賞として）に輝いているが、キャサリン・ヘプ
バーンが主演女優賞に輝いた『招かれざる客』（67）や、作品賞に輝いた『夜の大捜
査線』（67）ではノミネートすらされていない。『夜の大捜査線』に至っては、２番
手であるロッド・スタイガーが主演男優賞を受賞したため、現在では（スタイーガー
の演技自体は素晴らしいが、公民権運動がモチーフになっているにも関わらず白人重
視だったのではないかと）是非がある。



【設問52】 

『サヨナラ』でアカデミー賞に輝いた人物を、以下の中から選びなさい。

1.  岸惠子

2.  ナンシー梅木

3.  早川雪洲

4. 三船敏郎

解答：2. ナンシー梅木

解説：ジョシュア・ローガン監督、マーロン・ブランド主演の『サヨナラ』（57）
で、第30回アカデミー賞の助演女優賞に輝いたのは、日本のジャズ歌手であるナン
シー梅木。東洋人として初のアカデミー賞受賞者となった。第30回アカデミー賞では
『戦場にかける橋』（57）で早川雪洲も助演男優賞候補となっている（受賞は逃し
た）。選択肢は、まだ海外への渡航が自由でなかった時代に海外で活躍した日本人俳
優たち。早川雪洲はサイレント映画時代にハリウッドでスターとなった人物。撮影現
場で高さが足りない時、踏み台などでかさ上げすることを＜セッシュウ＞または＜
セッシュ＞と呼ぶが、その語源は早川雪洲の名前からだと言われている。アメリカの
俳優に比べて背が低かったことを揶揄してのことだが、実際には身長が172cmあり、
現在では東洋人に対する偏見も言葉に含まれていたと解釈されている。



【設問53】 

アルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』で音楽を担当した人物を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  ディミトリ・ティオムキン

2.  バーナード・ハーマン

3.  フランツ・ワックスマン

4.  ミクロス・ローザ

解答：2. バーナード・ハーマン

解説：アルフレッド・ヒッチコック監督の『サイコ』（60）の音楽を担当したのは
バーナード・ハーマン。ヒッチコックとは『ハリーの災難』（55）、『めまい』
（58）、『鳥』（63）など多くの作品で組んでいる。ジュリアード音楽院を卒業した
クラッシック音楽を専門とする音楽家だったが、『鳥』では先んじて電子音楽を採用
するなど映画音楽では先駆性も発揮。遺作となったのは、マーティン・スコセッシ監
督の『タクシードライバー』（76）の音楽だった。選択肢はすべて、アルフレッド・
ヒッチコック監督作品で音楽を担当した作曲家たち。



【設問54】 

アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』でタイトルデザインを担当した人物を、
以下の中から選びなさい。

1.  カイル・クーパー

2.  ソール・バス

3.  ダン・ペリ

4.  モーリス・ビンダー

解答：2.  ソール・バス

解説：アルフレッド・ヒッチコック監督の『めまい』（58）でタイトルデザインを担
当したのはソール・バス。映画のタイトルデザインという分野を確立させた人物のひ
とりとして知られている。ヒッチコックとは『めまい』、『北北西に進路を取れ』
（58）、『サイコ』（60）で組んでいるが、『めまい』ではコンピューター映像（初
期のCG）を導入するなどの先駆性を発揮。選択肢はすべて、映画のタイトルデザイン
を手がける人気アーティストたち。



【設問55】 

『世代』、『地下水道』、『灰とダイヤモンド』を監督した人物を、以下の中から選
びなさい。

1.  アンジェイ・ワイダ

2.  イエジー・スコリモフスキ

3.  イェジー・カヴァレロヴィッチ

4.  ロマン・ポランスキー

解答：1.  アンジェイ・ワイダ

解説：『世代』（55）、『地下水道』（57）、『灰とダイヤモンド』（58）を監督し
たのは、ポーランド出身の映画監督アンジェイ・ワイダ。『世代』で長編デビューし、
２作目の『地下水道』がカンヌ国際映画祭の審査員特別賞を受賞して国際的な注目を
浴びた。ヴェネチア国際映画祭で国際映画批評家連盟賞に輝いた『灰とダイヤモン
ド』を合わせた三部作は＜抵抗三部作＞と呼ばれ、当時の映画人に大きな影響を与え
た。1996年には高松宮殿下記念世界文化賞を受賞している。選択肢はすべて、国際的
に活躍しているポーランド出身の映画監督たち。



【設問56】 

『第七の封印』、『野いちご』、『処女の泉』を監督した人物を、以下の中から選び
なさい。

1.  イングマール・ベルイマン 

2.  ヴィクトル・シェストレム

3.  スヴェン・ニクヴィスト

4.  マックス・フォン・シドー

解答：1.  イングマール・ベルイマン 

解説：『第七の封印』（57）、『野いちご』（57）、『処女の泉』（60）を監督した
のは、スウェーデン出身の映画監督イングマール・ベルイマン。『第七の封印』はカ
ンヌ国際映画祭審査員特別賞を、『野いちご』はベルリン国際映画祭金熊賞を、『処
女の泉』はカンヌ国際映画祭審査員特別賞やアカデミー外国語映画賞を受賞するなど
国際的な評価が高い。選択肢はすべて、国際的に評価されているスウェーデン出身の
映画監督たち。



【設問57】 

フェデリコ・フェリーニの監督作品とは言えないものを、以下の中から選びなさい。

1.  『カビリアの夜』

2.  『青春群像』

3.  『戦火のかなた』

4.  『道』

解答：3.  『戦火のかなた』 

解説：『戦火のかなた』（46）はロベルト・ロッセリーニの監督作品。映画監督とな
る以前のフェデリコ・フェリーニは、ロッセリーニの『無防備都市』（45）と『戦火
のかなた』の脚本に参加している。選択肢の『青春群像』（53）、『道』（54）、
『カビリアの夜』（57）はフェデリコ・フェリーニの監督作品。『道』は第31回キネ
マ旬報ベスト・テンで外国映画ベスト・テンの１位となった。



【設問58】 

ルネ・クレマン監督の作品とは言えないものを、以下の中から選びなさい。

1.  『禁じられた遊び』 

2.  『ぼくの伯父さん』 

3. 『太陽がいっぱい』

4.  『鉄路の闘い』

解答：2.  『ぼくの伯父さん』 

解説：『ぼくの伯父さん』（58）の監督はジャック・タチ。第31回アカデミー賞では
外国語映画賞、第11回カンヌ国際映画祭では審査員特別賞に輝いている。また、ル
ネ・クレマン監督は、ジャック・タチが脚本を書いた短編『左側に気をつけろ』
（36）などを監督したという縁がある。選択肢の『鉄路の闘い』（45）は第1回カン
ヌ国際映画祭で監督賞を受賞、『禁じられた遊び』（52）は第25回アカデミー賞で、
後の外国語映画賞にあたる名誉賞を受賞している。『禁じられた遊び』は第27回キネ
マ旬報ベスト・テンの外国映画ベスト・テンで１位。



【設問59】 

オードリー・ヘプバーンがアカデミー主演女優賞に輝いた作品を、以下の中から選び
なさい。

1.  『麗しのサブリナ』 

2.  『暗くなるまで待って』

3.  『ティファニーで朝食を』

4.  『ローマの休日』

解答：4.  『ローマの休日』

解説：オードリー・ヘプバーンがアカデミー主演女優賞に輝いたのは『ローマの休
日』（53）。それまでにもイギリス映画などに出演していたが、ハリウッドデビュー
作でいきなり受賞を果たした、まさにシンデレラガールだった。選択肢の『麗しのサ
ブリナ』（54）、『ティファニーで朝食を』（61）、『暗くなるまで待って』（67）
は。すべてオードリーがアカデミー主演女優賞候補となった作品だが、受賞したのは
『ローマの休日』のみ。



【設問60】 

ジェームズ・ディーンの主演でエリア・カザンが監督した作品を、以下の中から選び
なさい。

1.  『エデンの東』 

2.  『ジャイアンツ』

3.  『波止場』

4.  『理由なき反抗』

解答：1.  『エデンの東』 

解説：ジェームズ・ディーンが主演したエリア・カザンの監督作品は『エデンの東』
（55）。24歳の若さで急逝したジェームズ・ディーンには、ニコラス・レイ監督の
『理由なき反抗』（55）、ジョージ・スティーヴンス監督の『ジャイアンツ』（56）
3本の主演作とエキストラに近い端役で出演した数本の出演作しかない。日本で『エ
デンの東』が公開された時、ジェームズ・ディーンは既にこの世を去った後だった。
ちなみに、第27回アカデミー賞で作品賞に輝いたエリア・カザン監督の『波止場』
（54）に主演したマーロン・ブランドは、主演男優賞を受賞している。



【設問61】 

『幕末太陽傳』や『洲崎パラダイス 赤信号』を監督した人物を、以下の中から選びな
さい。

1.  今村昌平 

2.  浦山桐郎

3.  川島雄三

4.  野村芳太郎

解答：3.  川島雄三

解説：『幕末太陽傳』（57）や『洲崎パラダイス　赤信号』（56）の監督は川島雄
三。松竹、日活、東京映画と渡り歩き、若尾文子と組んだ『女は二度生まれる』
（61）、『雁の寺』（62）、『しとやかな獣』（62）などを監督したが、45歳の若さ
で急逝した。選択肢の今村昌平は、川島雄三監督の『洲崎パラダイス 赤信号』などで
助監督を務め、浦山桐郎監督の『キューポラのある街』（62）では脚本を担当。野村
芳太郎も川島雄三監督の『こんな私じゃなかったに』（52）などで助監督を務め、浦
山桐郎は川島雄三や今村昌平の助監督を務めていたという繋がりがある。



【設問62】 

小林正樹監督の『人間の條件』や『切腹』に主演した俳優を、以下の中から選びなさ
い。

1.  佐田啓二

2.  丹波哲郎

3.  仲代達矢

4.  三國連太郎

解答：3.  仲代達矢

解説：小林正樹監督の『人間の條件（六部作）』（59～61）や『切腹』（62）に主演
したのは仲代達矢。小林正樹監督と仲代達矢は、『黒い河』（57）、『怪談』
（65）、『上意討ち　拝領妻始末』（67）、『いのちぼうにふろう』（71）、遺作と
なった『食卓のない家』（85）などで組んでいる。選択肢は、小林正樹監督作品に出
演した俳優たち。



【設問63】 

木下惠介監督についての記述で間違っているものを、以下の中から選びなさい。

1.  映画製作プロダクション「四騎の会」に参加した。

2.  自身の作品で多くの映画音楽を手がけた作曲家の木下忠司は弟にあたる。

3.  『二十四の瞳』でアカデミー賞の外国語映画賞を受賞した。

4.  原恵一監督の『はじまりのみち』のモデルとなった。

解答：3.  『二十四の瞳』でアカデミー賞の外国語映画賞を受賞した。

解説：木下惠介監督の『二十四の瞳』（54）は第12回ゴールデン・グローブ賞の外国
語映画賞を受賞。第28回キネマ旬報ベスト・テンでは日本映画ベスト・テン１位。ア
カデミー賞の歴史の中で、外国語映画賞（1955年までの名誉賞を含む）を受賞した日
本映画は、黒澤明監督の『羅生門』（50）、衣笠貞之助監督の『地獄門』（53）、稲
垣浩監督の『宮本武蔵』（54）、滝田洋二郎監督の『おくりびと』（08）の4本しか
ない（黒澤明監督の『デルス・ウザーラ』はソビエト連邦の映画として受賞）。



【設問64】 

小津安二郎監督についての記述で間違っているものを、以下の中から選びなさい。

1.  カメラ位置の低い“ロー・ポジション”で撮影するのが特徴のひとつ。

2.  カンヌ・ヴェネチア・ベルリンの三大国際映画祭で受賞することは存命中なかっ
た。

3.  サイレント映画時代に監督デビューした。

4.  モノクロ作品が中心で、カラー作品を監督することがなかった。

解答：4.  モノクロ作品が中心で、カラー作品を監督することがなかった。

解説：小津安二郎監督は、『彼岸花』（58）以降、『お早よう』（59）や遺作となっ
た『秋刀魚の味』（62）などをカラー作品として製作しているので、「モノクロ作品
が中心で、カラー作品を監督することがなかった」という記述は間違い。1995年にイ
ギリスBBCが発表した「２１世紀に残したい映画100本」に選出されるなど、国際的
な評価が高いことから意外に思えるかもしれないが、存命中にカンヌ・ヴェネチア・
ベルリンの三大国際映画祭で小津が映画賞を受賞することはなかった。



【設問65】 

成瀬巳喜男監督作品の中で高峰秀子が出演していない作品を、以下の中から選びなさ
い。

1.  『浮雲』

2.  『流れる』

3.  『乱れる』

4.  『乱れ雲』

解答：4.  『乱れ雲』

解説：成瀬巳喜男は女性を主人公にした作品が多いことから「女性映画の名手」とも
呼ばれ、高峰秀子とのコンビ作品が多数ある。高峰秀子は、成瀬巳喜男監督の『浮
雲』（55）、『流れる』（56）、『乱れる』（64）に出演しているが、成瀬の遺作と
なった『乱れ雲』（67）には出演していない。



【設問66】 

溝口健二監督作品の中で田中絹代が出演していない作品を、以下の中から選びなさ
い。

1.  『赤線地帯』

2.  『雨月物語』

3.  『西鶴一代女』

4.  『山椒大夫』

解答：4.  『赤線地帯』

解説：溝口健二は戦前戦後を通じて女性の情念を描き続けた監督。田中絹代とは15本
の作品で組んでいる。田中絹代は、溝口健二監督の『西鶴一代女』（52）、『雨月物
語』（53）、『山椒大夫』（54）に出演しているが、溝口の遺作となった『赤線地
帯』（56）には出演していない。



【設問67】 

『自由学校』に関する記述で間違っているものを、以下の中から選びなさい。

1.  1951年に松竹と大映が競作し、5月5日に同日公開された。

2.  映画のヒットが「ゴールデンウィーク」という言葉を生んだ。

3.  渋谷実が松竹版を、吉村公三郎が大映版をそれぞれ監督した。

4.  松竹版と大映版の配給収入が同額になるという珍事が起きた。

解答：4.  松竹版と大映版の配給収入が同額になるという珍事が起きた。

解説：『自由学校』（51）は1951年5月5日に、渋谷実監督の松竹版、吉村公三郎監督
の大映版が公開され、どちらもヒットを記録。この興行的な盛り上がりが＜ゴールデ
ンウィーク＞という言葉を生むこととなった。配給収入は大映版が8000万円、松竹版
が5823万円と大映版が上回っている。よって「松竹版と大映版の配給収入が同額にな
るという珍事が起きた」は間違い。



【設問68】 

1951年に『自由学校』がヒットしたことで、ある言葉が生まれたと言われている。正
しいものを、以下の中から選びなさい。

1.  映画の日

2.  ゴールデンウィーク

3.  花金

4.  レディースデイ

解答：2.  ゴールデンウィーク

解説：『自由学校』（51）は1951年5月5日に、渋谷実監督の松竹版、吉村公三郎監督
の大映版が公開され、どちらもヒットを記録。この興行的な盛り上がりが＜ゴールデ
ンウィーク＞という言葉を生むこととなった。ちなみに「映画の日」は、1896年11月
25日から５日間、神戸で＜キネトスコープ＞による映画が一般公開された時、興行が
好評だったため公開期間が12月1日まで延長された。この史実を、映画料金を割り引
く「映画の日」の由来としている。



【設問69】 

木下惠介監督の『カルメン故郷に帰る』の特徴として正しいものを、以下の中から選
びなさい。

1.  日本映画初のキスシーン

2.  日本映画初のトーキー作品

3.  日本初の国産カラー映画

4.  日本初のミュージカル映画

解答：3.  日本初の国産カラー映画

解説：木下惠介監督の『カルメン故郷に帰る』（51）は日本初の国産カラー映画。
“国産初”と付くのは、近年になってフィルムが焼失されていた『千人針』（37）の存
在が確認され、これが日本初のカラー映画となったからである。当時『カルメン故郷
に帰る』は、富士写真フィルムと協力。日本製（国産）のフィルムで撮影された初の
カラー映画となったという経緯がある。ちなみに『カルメン故郷に帰る』には並行し
て撮影されたモノクロ版が発見され、現在はDVDやBlu-rayの映像特典として収録され
ている。



【設問70】 

日本映画として初めてヴェネチア国際映画祭の最高賞を受賞した作品を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  『雨月物語』

2.  『山椒大夫』

3.  『七人の侍』

4.  『羅生門』

解答：4.  『羅生門』

解説：日本映画として初めてヴェネチア国際映画祭の最高賞にあたる金獅子賞に輝い
たのは、黒澤明監督の『羅生門』（50）。アカデミー賞でも名誉賞（後の外国語映画
賞）を受賞し、戦後の日本映画が国際的に注目され、評価されるきっかけを作った。
ちなみに、黒澤明監督の『七人の侍』（54）、溝口健二監督の『雨月物語』（53）と
『山椒大夫』（54）は、ヴェネチア国際映画祭の銀獅子賞を受賞している。



【設問71】 

オーソン・ウェルズ製作・監督・主演・脚本の『市民ケーン』で編集を担当した人物
は、後に映画監督になっている。この人物の監督作品として適切なものを、以下の中
から選びなさい。

1.  『偉大なるアンバーソン家の人々』

2.  『黒い罠』

3.  『サウンド・オブ・ミュージック』

4.  『第三の男』

解答：3.  『サウンド・オブ・ミュージック』

解説：『市民ケーン』（41）で、当時編集を担当したのはロバート・ワイズ。アカデ
ミー賞では編集賞の候補となった。オーソン・ウェルズの監督作では『偉大なるアン
バーソン家の人々』（42）でも編集を担当している。ロバート・ワイズは『キャッ
ト・ピープルの呪い』（44）で長編監督デビュー。『ウエスト・サイド物語』（61）
と『サウンド・オブ・ミュージック』（65）で、２度アカデミー監督賞を受賞してい
る。キャロル・リード監督の『第三の男』（49）はオーソン・ウェルズの俳優として
の代表作。『黒い罠』（58）では、ウェルズが監督・脚本・出演を兼任している。



【設問72】 

『市民ケーン』の特徴として間違っているものを、以下の中から選びなさい。

1.  オーソン・ウェルズが製作・監督・脚本・主演を兼任している。

2.  撮影監督グレッグ・トーランドが実践した“パン・フォーカス”が映像の特徴のひ
とつ。

3. 実在の新聞王をモデルにしたことから怒りを買い、上映を妨害されたと言われて
いる。

4.  モノクロ映画全盛の時代に、あえてカラー作品として制作された。

解答：4.  『モノクロ映画全盛の時代に、あえてカラー作品として制作された。

解説：オーソン・ウェルズが製作・監督・脚本・主演を兼任した『市民ケーン』
（41）はモノクロ映画。よって「モノクロ映画全盛の時代に、あえてカラー作品とし
て制作された」は間違いだが、『オズの魔法使』（39）や『風と共に去りぬ』（39）
などカラー映画が登場し始める時代だった。日本では1966年になってようやく劇場公
開され、第40回キネマ旬報ベスト・テンの外国映画ベスト・テンでは四半世紀前の作
品ながら２位と高い評価を受けた。



【設問73】 

『マルタの鷹』、『三つ数えろ』、『カサブランカ』に出演した俳優を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  エリオット・グールド

2.  ジェームズ・ガーナー

3.  ハンフリー・ボガート

4.  ロバート・ミッチャム

解答：3.  ハンフリー・ボガート

解説：『マルタの鷹』（41）、『カサブランカ』（42）、『三つ数えろ』（46）に主
演したのは、“ボギー”の愛称で親しまれたハンフリー・ボガート。選択肢はレイモン
ド・チャンドラーのハードボイルド小説を映画化した『三つ数えろ』ではハンフリー・
ボガートが演じたフィリップ・マーロウ役を演じた歴代の俳優たち。エリオット・グー
ルドは『ロング・グッドバイ』（73）で、ジェームズ・ガーナーは『かわいい女』
（69）で、ロバート・ミッチャムは『さらば愛しき女よ』（75）と『大いなる眠り』
（78）でマーロウを演じている。



【設問74】 

『カサブランカ』、『ガス燈』、『汚名』に出演した俳優を、以下の中から選びなさ
い。

1.  イングリッド・バーグマン

2.  キム・ノヴァク

3.  グレース・ケリー

4.  ジョーン・フォンティン

解答：1.   イングリッド・バーグマン

解説：『カサブランカ』（42）、『ガス燈』（44）、『汚名』（46）の主演女優はイ
ングリッド・バーグマン。『ガス燈』と『追想』（56）で２度のアカデミー主演女優
賞に輝き、『オリエント急行殺人事件』（74）では助演女優賞にも輝いている。選択
肢はすべて、アルフレッド・ヒッチコックに愛でられた“ブロンド美女”と呼ばれた女
優たち。イングリッド・バーグマンは、『白い恐怖』（45）、『汚名』、『山羊座の
もとに』（49）の3本でヒッチコックと組んでいる。



【設問75】 

『岡田英次と久我美子のガラス越しのキスシーンで話題となった作品を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  『青い山脈』

2.  『煙突の見える場所』

3.  『君の名は』 

4. 『また逢う日まで』

解答：4.   『また逢う日まで』

解説：岡田英次と久我美子によるガラス越しのキスシーンで公開当時話題となった映
画は、今井正監督の『また逢う日まで』（50）。第24回キネマ旬報ベスト・テンの日
本映画ベスト・テンでは１位。選択肢の今井正監督の『青い山脈』（49）、五所平之
助監督の『煙突の見える場所』（53）、大庭秀雄監督の『君の名は（３部作）』（53

～54）は、男女のすれ違いや別れを描いたヒット作。



【設問76】 

佐田啓二と岸惠子がすれ違いを繰り返す男女を演じた作品を、以下の中から選びなさ
い。

1.  『青い山脈』

2.  『煙突の見える場所』

3.  『また逢う日まで』

4.  『君の名は』

解答：3.   『また逢う日まで』

解説：佐田啓二と岸惠子がすれ違いを繰り返す男女を演じた映画は、大庭秀雄監督の
『君の名は』1953年から1954年にかけて三部作として製作され、岸惠子がストールを
巻く“真知子巻き”は大流行した。選択肢の今井正監督の『青い山脈』（49）、五所平
之助監督の『煙突の見える場所』（53）、今井正監督の『また逢う日まで』（50）
は、男女のすれ違いや別れを描いたヒット作。



【設問77】 

『荒野の決闘』や『OK牧場の決斗』などに登場するワイアット・アープ役を演じた
ことのない俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  ヴィクター・マチュア

2.  カート・ラッセル

3.  ジェームズ・ガーナー

4.  ヘンリー・フォンダ

解答：1.   ヴィクター・マチュア

解説：ワイアット・アープは、アメリカ西部開拓時代の実在の保安官。ヴィクター・
マチュアは、ジョン・フォード監督の『荒野の決闘』（46）で、ヘンリー・フォンダ
が演じたワイアット・アープの友人であるドク・ホリデイ役を演じている。選択肢の
ジェームズ・ガーナーはジョン・スタージェス監督の『墓石と決闘』（67）とブレイ
ク・エドワーズ監督の『キャデラック・カウボーイ』（88）で、カート・ラッセルは
ジョージ・P・コスマトス監督の『トゥームストーン』（93）で、ワイアット・アープ
役を演じている。



【設問78】 

『荒野の決闘』や『OK牧場の決斗』などに登場するドク・ホリデイ役を演じたこと
のない俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  ヴァル・キルマー

2.  バート・ランカスター

3.  カーク・ダグラス

4.  デニス・クエイド

解答：2.   バート・ランカスター

解説：ドク・ホリデイは、アメリカ西部開拓時代の実在のガンマン。バート・ランカ
スターは、ジョン・スタージェス監督の『OK牧場の決斗』（57）で、カーク・ダグラ
スが演じたドク・ホリデイの友人であり、実在の保安官でもあるワイアット・アープ
役を演じている。選択肢のヴァル・キルマーは『トゥームストーン』（93）で、デニ
ス・クエイドはローレンス・カスダン監督の『ワイアット・アープ』（94）で、ド
ク・ホリデイ役を演じている。



【設問79】 

キャサリン・ヘプバーンは4度のアカデミー主演女優賞に輝いているが、受賞していな
い作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『黄昏』

2.  『フィラデルフィア物語』

3.  『冬のライオン』

4.  『招かれざる客』

解答：2.   『フィラデルフィア物語』

解説：キャサリン・ヘプバーンは４度のアカデミー主演女優賞に輝き、男優・女優を
通じて俳優部門では歴代最多。ノミネート回数も12回にのぼる。受賞作は、『勝利の
朝』（33）、2年連続という記録になる『招かれざる客』（67）と『冬のライオン』
（68）、そして『黄昏』（81）の4本。彼女が50年間にわたってトップ女優であった
ことを物語る。『フィラデルフィア物語』（40）では候補になったが受賞はしていな
い。



【設問80】 

キャサリン・ヘプバーンは4度のアカデミー主演女優賞に輝いているが、受賞していな
い作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『アフリカの女王』

2.  『勝利の朝』

3.  『冬のライオン』

4.  『招かれざる客』

解答：1.   『アフリカの女王』

解説：キャサリン・ヘプバーンは４度のアカデミー主演女優賞に輝き、男優・女優を
通じて俳優部門では歴代最多。ノミネート回数も12回にのぼる。受賞作は、『勝利の
朝』（33）、2年連続という記録になる『招かれざる客』（67）と『冬のライオン』
（68）、そして『黄昏』（81）の4本。彼女が50年間にわたってトップ女優であった
ことを物語る。『アフリカの女王』（51）では候補になったが受賞はしていないもの
の、共演のハンフリー・ボガートに初の主演男優賞をもたらした。



【設問81】 

次の文章は、アメリカン・ニューシネマについて説明したものである。文章を読ん
で、以下のそれぞれの問いに答えなさい。 

ピーター・フォンダ主演の『 ① 』（69）やポール・ニューマンと＜ ② ＞が共演した
西部劇『 ③ 』（69）など、メジャー映画会社がウェルメイドな娯楽作品ばかり送り
出していたのに対して、斬新な手法を用いてアメリカ社会の現実を描こうとした作品
群を“アメリカン・ニューシネマ”と呼んでいる。その後のアメリカ映画に大きな影響
を与えたが、その語源はタイム誌が『 ④ 』（67）を“ニューシネマ”と評したことか
らで、特定の映画運動や理念があるわけではない。 

『 ① 』の作品を監督した人物を、以下の中から選びなさい。 

1.    アーサー・ペン

2.    ジョージ・ロイ・ヒル

3.   デニス・ホッパー

4.   マイク・ニコルズ

解答：3.    デニス・ホッパー

解説：ピーター・フォンダ主演の『イージー・ライダー』（69）を監督したのはデニ
ス・ホッパー。劇中ではピーターの相棒役を演じ、脚本も手がけている。選択肢は、
『俺たちに明日はない』（67）のアーサー・ペン、『明日に向って撃て！』（69）の
ジョージ・ロイ・ヒル、『卒業』（67）のマイク・ニコルズ、といったアメリカン・
ニューシネマを代表する監督たち。



【設問82】 

＜ ② ＞の人物が演じた“サンダンス”という名称は、後に＜ ② ＞に関連するあるもの
の名称に使われた。そのあるものとして適切な答えを、以下の中から選びなさい。 

1.    監督作品のタイトル

2.    経営するドレッシング会社の名称

3.    結成したレーシングチームの名称

4.     主催する映画祭の名称

解答：4.    主催する映画祭の名称

解説：＜②と③共通＞

ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが共演した西部劇は『明日に向って
撃て！』（69）。ニューマンは“ブッチ・キャシディ”役を、レッドフォードは“サンダ
ンス・キッド”役を演じていた。この“サンダンス”という名称が、レッドフォードが
主催する「サンダンス映画祭」の名称に使われている。1978年からユタ州パークシ
ティで開催されているこの映画祭は、インディペンデント映画を対象としていること
で、若手映画監督の登竜門的な役割を担っている。ちなみにポール・ニューマンは
カーレースに参加したことでも知られているが、一方で自身の食品会社を設立し、添
加物を排したドレッシングの収益を恵まれない子どもたちへ寄付していた。ラベルに
は彼の似顔絵がデザインされており、人となりを窺わせる。



【設問83】 

『 ③ 』に該当する作品を、以下の中から選びなさい。 

1.    『明日に向って撃て！』

2.    『イージー・ライダー』

3.    『スティング』    

4.   『ワイルドバンチ』

解答：1.   『明日に向って撃て！』

解説：＜②と③共通＞

ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが共演した西部劇は『明日に向って
撃て！』（69）。ニューマンは“ブッチ・キャシディ”役を、レッドフォードは“サンダ
ンス・キッド”役を演じていた。この“サンダンス”という名称が、レッドフォードが
主催する「サンダンス映画祭」の名称に使われている。1978年からユタ州パークシ
ティで開催されているこの映画祭は、インディペンデント映画を対象としていること
で、若手映画監督の登竜門的な役割を担っている。ちなみにポール・ニューマンは
カーレースに参加したことでも知られているが、一方で自身の食品会社を設立し、添
加物を排したドレッシングの収益を恵まれない子どもたちへ寄付していた。ラベルに
は彼の似顔絵がデザインされており、人となりを窺わせる。



【設問84】 

『 ④ 』の出演者の組み合わせで適切なものを、以下の中から選びなさい。 

1.    アル・パチーノとジーン・ハックマン

2.    ウォーレン・ベイティとフェイ・ダナウェイ

3.    ジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマン

4.    ダスティン・ホフマンとキャサリン・ロス

解答：2.   ウォーレン・ベイティとフェイ・ダナウェイ

解説：『 ④ 』に該当する『俺たちに明日はない』（67）に出演したのは、ウォーレ
ン・ベイティとフェイ・ダナウェイ。アメリカン・ニューシネマの作品群には、二人
組みを主人公にしたロードムービーが多いのも特徴。アル・パチーノとジーン・ハッ
クマンは『スケアクロウ』（73）、ジョン・ヴォイトとダスティン・ホフマンは『真
夜中のカーボーイ』（69）、ダスティン・ホフマンとキャサリン・ロスは『卒業』
（67）に出演している。



【設問85】 

次の文章は、ヌーヴェル・ヴァーグについて説明したものである。文章を読んで、以
下のそれぞれの問いに答えなさい。

1950年代から1960年代にかけてフランス映画界に押し寄せた“新しい波”のこと。若手
の映画人たちがスタジオでの映画製作から離れ、積極的に戸外へ出て、作為的な演出
や演技を極力排除。最小限の機材・カメラを用いて、映画の文法に縛られない斬新な
映像や演出で、＜ ① ＞や＜ ② ＞などの監督たちは世界の映画界に大きな影響を与え
た。
＜ ① ＞や＜ ② ＞といったヌーヴェル・ヴァーグの監督たちには、ある特徴を持った
人物が多い。その特徴に該当するものを、以下の中から選びなさい。

1.    映画評論家出身である

2.    音楽家出身である

3.    俳優出身である

4.    美術家出身である

解答：1.   映画評論家出身である

解説：＜①～③共通＞

ヌーヴェルヴァーグの監督であるフランソワ・トリュフォー、ジャン＝リュック・ゴダール、
クロード・シャブロルたちは、映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に関わっていた映画評論家
出身という特徴がある。“新たしい波”という意味を持つヌーヴェルヴァーグの作品群は、ル
イ・マル監督の『死刑台のエレベーター』（58）をきっかけに注目を浴び、1959年から1962年
にかけて多くの新人監督がデビューした。1960年代中盤にはムーブメントが沈静化したが、中
心となった映画監督たちはフランス映画界を支える重鎮に成長したという功績もある。ヌー
ヴェルヴァーグの中心になった人物たちは、その活動拠点によって＜右岸派＞と＜左岸派＞２
つのグループに分かれていたのも特徴。セーヌ川を基準に、その右岸に事務所を構えていた
「カイエ・デュ・シネマ」誌上の評論活動から実作に転じた、例えば、フランソワ・トリュ
フォー、ジャン＝リュック・ゴダールらを＜右岸派＞と呼んだ。一方、芸術家なども集うセー
ヌ川の左岸を拠点にしていた、例えば、アニエス・ヴァルダやアラン・レネらを＜左岸派＞と
呼んだ。彼らは映画製作が未経験の＜右岸派＞と異なり、既にドキュメンタリー映画でデ
ビューを果たしていたことが特徴だった。



【設問86】 

＜ ① ＞は『勝手にしやがれ』で知られる映画監督だが、該当する人物を以下の中か
ら選びなさい。

1.    クロード・シャブロル

2.    ジャック・リヴェット

3.    ジャン＝リュック・ゴダール

4.    フランソワ・トリュフォー

解答：3.   ジャン＝リュック・ゴダール

解説：＜①～③共通＞

ヌーヴェルヴァーグの監督であるフランソワ・トリュフォー、ジャン＝リュック・ゴ
ダール、クロード・シャブロルたちは、映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に関わっ
ていた映画評論家出身という特徴がある。“新たしい波”という意味を持つヌーヴェル
ヴァーグの作品群は、ルイ・マル監督の『死刑台のエレベーター』（58）をきっかけ
に注目を浴び、1959年から1962年にかけて多くの新人監督がデビューした。1960年代
中盤にはムーブメントが沈静化したが、中心となった映画監督たちはフランス映画界
を支える重鎮に成長したという功績もある。ヌーヴェルヴァーグの中心になった人物
たちは、その活動拠点によって＜右岸派＞と＜左岸派＞２つのグループに分かれてい
たのも特徴。セーヌ川を基準に、その右岸に事務所を構えていた「カイエ・デュ・シ
ネマ」誌上の評論活動から実作に転じた、例えば、フランソワ・トリュフォー、ジャ
ン＝リュック・ゴダールらを＜右岸派＞と呼んだ。一方、芸術家なども集うセーヌ川
の左岸を拠点にしていた、例えば、アニエス・ヴァルダやアラン・レネらを＜左岸派
＞と呼んだ。彼らは映画製作が未経験の＜右岸派＞と異なり、既にドキュメンタリー
映画でデビューを果たしていたことが特徴だった。



【設問87】 

＜ ② ＞は“ヌーヴェル・ヴァーグの祖母”とも呼ばれている人物だが、『幸福』（65）
がベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞している。該当する人物を、以下の中から選び
なさい。

1.    アニエス・ヴァルダ

2.    アラン・レネ

3.    クリス・マルケル

4.    ジャック・ドゥミ

解答：1.   アニエス・ヴァルダ

解説：＜①～③共通＞

ヌーヴェルヴァーグの監督であるフランソワ・トリュフォー、ジャン＝リュック・ゴ
ダール、クロード・シャブロルたちは、映画雑誌「カイエ・デュ・シネマ」に関わっ
ていた映画評論家出身という特徴がある。“新たしい波”という意味を持つヌーヴェル
ヴァーグの作品群は、ルイ・マル監督の『死刑台のエレベーター』（58）をきっかけ
に注目を浴び、1959年から1962年にかけて多くの新人監督がデビューした。1960年
代中盤にはムーブメントが沈静化したが、中心となった映画監督たちはフランス映画
界を支える重鎮に成長したという功績もある。ヌーヴェルヴァーグの中心になった人
物たちは、その活動拠点によって＜右岸派＞と＜左岸派＞２つのグループに分かれて
いたのも特徴。セーヌ川を基準に、その右岸に事務所を構えていた「カイエ・デュ・
シネマ」誌上の評論活動から実作に転じた、例えば、フランソワ・トリュフォー、ジャ
ン＝リュック・ゴダールらを＜右岸派＞と呼んだ。一方、芸術家なども集うセーヌ川
の左岸を拠点にしていた、例えば、アニエス・ヴァルダやアラン・レネらを＜左岸派
＞と呼んだ。彼らは映画製作が未経験の＜右岸派＞と異なり、既にドキュメンタリー
映画でデビューを果たしていたことが特徴だった。



【設問88】 

2018年度の第92回キネマ旬報ベスト・テン日本映画のランキングである。これを見
て、それぞれの問いに答えなさい。

１位『万引き家族』
２位『菊とギロチン』
３位『きみの鳥はうたえる』
４位『寝ても覚めても』
５位『孤狼の血』
６位『鈴木家の嘘』
７位『斬、』
８位『 ① 』
９位『日日是好日』
１０位『教誨師』

２位の『菊とギロチン』の監督は、『 ① 』も監督している。当てはまる作品を、以
下の中から選びなさい。

1.    『最低。』

2.    『8年越しの花嫁　奇跡の実話』

3.    『友罪』

4.    『楽園』

解答：3.   『友罪』

解説：＜①～③共通＞

選択肢の『最低。』（17）、『8年越しの花嫁　奇跡の実話』（17）、『友罪』
（18）、『楽園』（19）は、すべて瀬々敬久監督の作品。第92回キネマ旬報ベスト・
テンの日本映画ベスト・テンでは『菊とギロチン』（18）と『友罪』の2本をランク
インさせている。



【設問89】 

２位の『菊とギロチン』と６位の『鈴木家の嘘』に出演した女優が新人賞に輝いてい
る。その人物を、以下の中から選びなさい。

1.    石橋静河

2.    木竜麻生

3.    小松菜奈

4.    広瀬すず

解答：2.   木竜麻生

解説：第92回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画ベスト・テンにランクインした『菊
とギロチン』（18）と『鈴木家の嘘』（18）に出演して新人女優賞に輝いたのは木竜
麻生。選択肢の石橋静河は第91回に、小松菜奈は第90回に、広瀬すずは第89回に、そ
れぞれキネマ旬報ベスト・テンの新人女優賞に輝いた歴代女優という共通点がある。



【設問90】 

４位の『寝ても覚めても』は、濱口竜介監督の商業映画デビュー作品にもかかわら
ず、ある国際映画祭のコンペ作品となり話題となった。該当する国際映画祭を、以下
の中から選びなさい。

1.    ヴェネチア国際映画祭

2.    カンヌ国際映画祭

3.    東京国際映画祭

4.    ベルリン国際映画祭

解答：2.   カンヌ国際映画祭

解説：濱口竜介監督の『寝ても覚めても』（18）がコンペティション部門に選出され
たのは、カンヌ国際映画祭。濱口竜介監督は、ワークショプの参加者と共に製作した
『ハッピーアワー』（15）が第68回ロカルノ国際映画祭に出品されて最優秀女優賞に
輝いたほか、第37回ナント三大陸映画祭や第26回シンガポール国際映画祭など国内外
での受賞を果たして、映画界から注目される存在だった。



【設問91】 

『スター・ウォーズ』シリーズにおいて、『スター・ウォーズ　エピソード１／ファ
ントム・メナス』に始まる三部作は、1977年から公開された『スター・ウォーズ』三
部作の＜前日譚＞という構成になっている。この＜前日譚＞のことを英語で表現した
ものを、以下の中から選びなさい。

1.    プリクエル

2.    リ・イマジネーション

3.    リブート

4.    リメイク

解答：1.   プリクエル

解説：プリクエルとは、＜前日譚＞のこと。リメイクは、既存の映画を改作して再映
画化すること。リブートは、＜再起動＞の意味から、連続したシリーズ作品を仕切り
直して新たな作品として映画化すること。リ・イマジネーションは既存の映画の設定
だけを残して新たな作品を創作することを指す。ハリウッドでは作品に対するアイ
ディア不足から、シリーズ作品の続編やリメイク作品が多くなっている。これらは、
そのバリエーションが多岐にわたっていることを窺わせる。



【設問92】 

観客が映画館に支払った入場料の総計を＜興行収入＞と呼んでいるが、ある時期まで
は＜配給収入＞と呼んでいた。名称が変更された時期を、以下の中から選びなさい。

1.    1970年

2.    1980年

3.    1990年

4.    2000年

解答：4.   2000年

解説：ある映画作品が得た入場料による売上のことを、2000年からは「興行収入」と
して発表するようになったが、1999年までは「配給収入」として発表していた。「配
給収入」は、映画館の入場料金のうち、配給会社の取り分だけを公表した数字だっ
た。そのため、「配給収入」を倍掛けすると、おおよそ「興行収入」の数字が算出で
きる。映画館の入場料や貨幣価値は変動するので、一概には言えないが、いっけんす
ると配給収入の時代の映画の収入が低く感じるのはそのためである。



【設問93】 

マーロン・ブランドやジェームズ・ディーンらが学んだ「メソッド演技法」は、コン
スタンチン・スタニスラフスキーの理論に影響を受けて確立された演技法である。彼
らが学んだ俳優養成所の名称を、以下の中から選びなさい。

1.    アクターズ・スタジオ

2.    クリエイティブ・アーティスツ・エージェンシー

3.    ザ・セカンド・シティ

4.    ステッペンウルフ・シアター・カンパニー

解答：1.    アクターズ・スタジオ

解説：アクターズ・スタジオはアメリカの俳優養成機関。1947年に劇団グループシア
ター出身者である、エリア・カザン、チェリル・クロフォード、ロバート・ルイスに
よって設立された。1949年にリー・ストラスバーグが参加し、技術よりも内面性を重
視して「役を演じるのではなく、役に生きる」というスタニスラフスキー理論に基づ
いた「メソッド演技法」を標榜して多くの名優を育てた。選択肢のCAA＝クリエイ
ティブ・アーティスツ・エージェンシーはアメリカの大手エージェンシーのひとつ。
ザ・セカンド・シティはシカゴを拠点にした即興コメディ劇団。ステッペンウルフ・
シアター・カンパニーは、『フォレスト・ガンプ／一期一会』（94）でダン中尉を演
じたゲイリー・シニーズらが設立したシカゴの劇団。



【設問94】 

1950年代に起こった「赤狩り」では、非米活動委員会の聴聞会でハリウッドの映画人
たちに対しても共産主義者の摘発が強いられた。この時、証言を拒否する映画人たち
がいた一方で、同志である映画人の名前を挙げてしまったことからハリウッド映画人
たちの反感を買い、その後のキャリアに影響を及ぼした人物がいた。後にアカデミー
名誉賞を受賞することになるその人物を、以下の中から選びなさい。

1.    エドワード・ドミトリク

2.    エリア・カザン

3.    ダルトン・トランボ

4.    リング・ラードナー・ジュニア

解答：2.    エリア・カザン

解説：監督のエリア・カザンは同志だった映画人を共産主義者として公聴会などで名
前を挙げたひとり。赤狩りでは、共産党員・同調者と見なされた映画人たちがブラッ
クリストに載せられ、仕事を失う者がいた。そもそも赤狩りは、1950年代にアメリカ
政府や行政機関の中に、共産主義者やその同調者がいるとして、その人物をあぶり出
すために議会が非米活動委員会を設立。この時、マッカーシー議員を中心に聴聞会が
開かれ、ハリウッドの映画人も例外なく召喚された。エリア・カザンのように仲間を
売る者もいれば、証言を拒否する者もいたが、表現の自由を理由に証言を拒否し、投
獄された映画人10人を＜ハリウッド・テン＞と呼んでいる。監督のエドワード・ドミ
トリク、脚本家のダルトン・トランボ、リング・ラードナー・ジュニアは＜ハリウッ
ド・テン＞のひとり。



【設問95】 

シリーズ化された映画の中で第１作目の全米公開年が一番古い作品を、以下の中から
選びなさい。

1.    『ゴッドファーザー』

2.    『ジョーズ』

3.     『スター・ウォーズ』

4.    『ロッキー』

解答：1.   『ゴッドファーザー』

解説：選択肢はすべてシリーズ化された作品。アカデミー作品賞に輝いた『ゴッド
ファーザー』（72）は３作が製作されたが、１作目の全米公開が1972年で設問の中で
は一番古い。また『ゴッドファーザーPARTⅡ』（74）は、続編ものが連続してアカデ
ミー作品賞を受賞した唯一の作品で、タイトルに“PARTⅡ”と正式につけられた初めて
の作品とされている点を、映画検定では覚えておきたい。ちなみに、『ジョーズ』
（75）第１作の全米公開は1975年で、シリーズは４作品が製作された。また『ロッ
キー』（76）第１作の全米公開は1976年で、2019年の時点でシリーズ6本と2本のスピ
ンオフが製作されている。さらに『スター・ウォーズ』シリーズの第１作目にあたる
『スター・ウォーズ　エピソード４／新たなる希望』（77）は、1977年に全米公開さ
れている。



【設問96】 

『ベン・ハー』（59）、『タイタニック』、『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰
還』の共通点として正しいものを、以下の中から選びなさい。

1.    アカデミー賞では最多11部門受賞のタイ記録を持っている。

2.    アカデミー賞では作品賞と脚本賞を受賞している。

3.    アカデミー賞では主演男優賞を受賞している。

4.    劇場公開時の上映時間が４時間以上ある。

解答：1.   アカデミー賞では最多11部門受賞のタイ記録を持っている。

解説：2019年現在、アカデミー賞で11部門の最多受賞記録を持っている作品は三作品
ある。また、多部門で受賞を果たした作品の多くが、脚本賞に縁がないというのもア
カデミー賞の傾向。『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』（03）は原作を基にし
ているので、脚本賞ではなく脚色賞を受賞している。また、チャールトン・ヘストン
が『ベン・ハー』（59）で主演男優賞に輝いているが、『タイタニック』（97）や
『ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還』は主演男優賞にノミネートすらされていな
い。そして、三作品とも長尺の作品だが、劇場公開時の上映時間は4時間以内に収
まっている。



【設問97】 

2018年の外国映画興行収入ベスト10である。これを見て、それぞれの問いに答えなさ
い。

１位『 ① 』
２位『ジュラシック・ワールド／炎の王国』
３位『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
４位『グレイテスト・ショーマン』
５位『リメンバー・ミー』
６位『インクレディブル・ファミリー』
７位『ミッション：インポッシブル／フォールアウト』
８位『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』
９位『ボス・ベイビー』
１０位『 ② 』

『 ① 』に該当する作品を、以下の中から選びなさい。

1.    『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』

2.   『ブラックパンサー』。

3.    『ボヘミアン・ラプソディ』

4.    『レディ・プレイヤー１』

解答：3.   『ボヘミアン・ラプソディ』

解説：127億3900万円（2019年3月現在）を記録し、2018年の外国映画興行の１位と
なったのは、クイーンのフレディ・マーキュリーの人生を描いた音楽映画『ボヘミア
ン・ラプソディ』（18）。ちなみにアメリカにおける2018年の１位は、７億ドルを記
録した『ブラック・パンサー』（18）だった。



【設問97】 

『 ① 』の興行収入に対する正しい記述を、以下の中から選びなさい。

1.    歴代興行収入１位となる記録を樹立した。

2.   興行収入50億円を超えた唯一の作品だった。

3.    興行収入100億円を超えた唯一の作品だった。

4.    実写作品としては歴代１位となる興行成績だった。

解答：3.   興行収入100億円を超えた唯一の作品だった。

解説：歴代興行収入の１位は『千と千尋の神隠し』（01）の308億円。実写作品とし
て歴代１位は『タイタニック』（97）の262億円（当時は配給収入で算出されていた
が、興行収入に変換）。2018年の２位にランクインした『ジュラシック・ワールド／
炎の王国』（18）の興行収入は８０億円。よって、127億3900万円（2019年3月現在）
の興行収入を記録した『ボヘミアン・ラプソディ』は「興行収入100億円を超えた唯
一の作品だった」が正しい。



【設問99】 

『 ① 』と『 ② 』が実写作品である場合、アニメーション作品はベストテン内に何本
あるか、以下の中から選びなさい。

1.    1本

2.    2本

3.    3本

4.    4本

解答：3.   3本

解説：アニメーション作品は、５位の『リメンバー・ミー』（18）、６位の『インク
レディブル・ファミリー』（18）、９位の『ボス・ベイビー』（17）の3本。



【設問100】 

『 ② 』の監督は、2018年にもう1本、監督作品が日本でも劇場公開されている。該当
する作品を、以下の中から選びなさい。

1.    『デッドプール２』

2.    『運び屋』

3.    『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』

4.    『ランペイジ　巨獣大乱闘』

解答：3.   『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』

解説：『 ② 』に当てはまるのはスティーヴン・スピルバーグ監督の『レディ・プレイ
ヤー１』（18）。2018年に公開されたスピルバーグの監督作は、アカデミー作品賞候
補にもなった『ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書』（18）。


