
第10回 映画検定3級 

全試験問題、解答、解説 

キネマ旬報社



【出題方法】 

全124問中
設問１と２の全2問は共通問題。
設問３～113までは年代・カテゴリー別に全３７問が
ランダムに出題
設問114～124は全11問が共通問題。

【配点】 

出題された60問のうち７０％以上の正解で合格 



【設問1】 

2018年にリメイクされた『サスペリア』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.　シドニー・シビリア

2.　パオロ・ジェノヴェーゼ

3.　マルコ・ベロッキオ

4.　ルカ・グァダニーノ

解答：4.ルカ・グァダニーノ

解説：『サスペリア』は1977年にダリオ・アルジェントが監督したイタリア製ホ
ラー映画。公開時は“サーカム・サウンド・システム”と呼ばれる立体音響装置を
導入し、「決して、ひとりで見ないでください」というキャッチフレーズで日本
でも大ヒットを記録した。2018年のリメイク版は、『君の名前で僕を呼んで』
（17）で注目されたルカ・グァダニーノ監督が手掛けている。選択肢は、『いつ
だってやめられる』三部作のシドニー・シビリア、『ザ・プレイス　運命の交差
点』（17）のパオロ・ジェノヴェーゼ、『甘き人生』（16）のマルコ・ベロッキ
オ、日本でも作品が公開されている現代イタリアの映画監督たち。



【設問2】 

行定勲監督、二階堂ふみ主演で実写映画化された『リバーズ・エッジ』の原作者
を、以下の中から選びなさい。

 

1. 　安野モヨコ

2.     岡崎京子

3 .　  魚喃キリコ

4 .　  南Q太

解答：2. 岡崎京子

解説：岡崎京子の漫画は『ヘルタースケルター』（12）や『チワワちゃん』
（19）も実写映画化されている。選択肢の、魚喃キリコや南Q太は、岡崎京子に
影響された漫画家で、安野モヨコはアシスタントの経験もある。岡崎京子は交通
事故によって休筆中だが、彼女の系譜を継ぐフォロワーたちが、また新たな系譜
を生み出している点を映画検定では覚えておきたい。魚喃キリコは『ストロベ
リーショートケイクス』（06）や『南瓜とマヨネーズ』（17）、南Q太は『さよ
ならみどりちゃん』（05）、庵野秀明監督の妻でもある安野モヨコは『さくら
ん』（07）が、実写映画化されている。



【設問3】 

『キセキ-あの日のソビト-』でGReeeeNのメンバーを演じた４人の俳優は、“グ
リーンボーイズ”名義でCDデビューを果たしている。そのメンバーとは言えない
俳優を、以下の中から選びなさい。

1. 杉野遥亮

2. 成田凌

3.   松坂桃李

4.   横浜流星

解答：3.   松坂桃李

解説：松坂桃李はメンバーたちの才能を見出し、プロデューサーを買って出るJIN

役。もうひとりのメンバーを演じているのは、JINの弟という設定でもあるヒデ
役の菅田将暉。成田凌、杉野遥亮、横浜流星は、それぞれが映画に主演する人気
俳優に育っている。2018年に公開された『キセキ-あの日のソビト-』は興行収入
14億8000万円を記録するヒットとなり、2019年には再びGReeeeNを題材にした
『愛唄-約束のナクヒト-』（19）が横浜流星の主演で製作されている。



【設問4】 

真利子哲也監督の『ディストラクション・ベイビーズ』の出演者とは言えない俳
優を、以下の中から選びなさい。

1.    小松菜奈 

2.    松坂桃李 

3.    村上虹郎 

4.    柳楽優弥

解答：2.  松坂桃李

解説：2016年に公開された『ディストラクション・ベイビーズ』（16）の出演者
からは、2016年第90回キネマ旬報ベスト・テンの個人賞で受賞者を多く輩出し
た。例えば、主演男優賞の柳楽優弥、新人女優賞の小松菜奈、新人男優賞の村上
虹郎。また、選択肢にはないが、共演者である菅田将暉は、翌年『あゝ、荒野』
（17）で主演男優賞に輝くなど、『ディストラクション・ベイビーズ』は役者の
魅力にも支えられた作品だということを窺わせる。なお、この映画に松坂桃李は
出演していない。



【設問5】 

安藤サクラの出演作品とは言えないものを、以下の中から選びなさい。

1.   『0.5ミリ』 

2.   『そこのみにて光輝く』 

3.   『春を背負って』 

4.   『百円の恋』

解答：2.  『そこのみにて光輝く』

解説：安藤サクラは、2014年に『百円の恋』（14）、『0.5ミリ』（14）、『春
を背負って』（14）、『家路』（14）の4本に出演。2014年第88回キネマ旬報ベ
スト・テン主演女優賞や第39回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞など、この年
の映画賞を多数受賞した。綾野剛・池脇千鶴、菅田将暉が共演した『そこのみに
て光輝く』（14）は2014年第88回キネマ旬報ベスト・テンで日本映画第１位、呉
美保が日本映画監督賞、高田亮が脚本賞を受賞している。



【設問6】 

デイミアン・チャゼル監督の『セッション』で第87回アカデミー賞助演男優賞に
輝いた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.    J・K・シモンズ 

2.   サム・ロックウェル 

3.   マーク・ライランス 

4.   マハーシャラ・アリ 

解答：1.   J・K・シモンズ

解説：2015年に日本で公開された『セッション』（14）で第87回アカデミー賞助
演男優賞に輝いたのはJ・K・シモンズ。この他にも第72回ゴールデン・グローブ
賞助演男優賞など多くの映画賞で助演男優賞を独占した。選択肢は、2014年～
2018年度のアカデミー賞で助演男優賞に輝いた俳優たち。サム・ロックウェルは
『スリー・ビルボード』（17）で、マーク・ライランスは『ブリッジ・オブ・ス
パイ』（15）で、マハーシャラ・アリは、『ムーンライト』（16）と『グリーン
ブック』（18）で二度受賞している。



【設問7】 

スティーヴ・マックイーン監督の『それでも夜は明ける』で第86回アカデミー賞
助演女優賞に輝いた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.    ヴィオラ・デイヴィス 

2.    オクタヴィア・スペンサー 

3.    ルピタ・ニョンゴ 

4.    レジーナ・キング

解答：3.   ルピタ・ニョンゴ

解説：日本では2014年に公開された『それでも夜は明ける』（13）で、第86回ア
カデミー賞助演女優賞に輝いたのはルピタ・ニョンゴ。本作の演技が高く評価さ
れたことをきっかけに、『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（15）以降のシ
リーズ（『フォースの覚醒』以降のスター・ウォーズシリーズ）、『ブラックパ
ンサー』（18）や『アス』（19）などのヒット作に出演する人気俳優となった。
選択肢は2010年以降にアカデミー助演女優賞を受賞した黒人の俳優たち。黒人の
俳優が初めてアカデミー賞を受賞したのは、第12回の『風と共に去りぬ』（39）
で助演女優賞に輝いたハティ・マクダニエル。（黒人俳優のアカデミー賞受賞に
は）古い歴史があるように思えるが、彼女の次に黒人俳優が助演女優賞を受賞す
るのは、第63回の『ゴースト／ニューヨークの幻』（90）で受賞したウーピー・
ゴールドバーグまで50年以上のブランクがある（※男優では64年にシドニー・ポ
ワチエが主演、83年にルイス・ゴセット・Jr.が助演、90年にデンゼル・ワシント
ンが助演男優賞を受賞している）。つまり、黒人俳優が正当に評価されるのは、
ごく近年になってからなのである。アカデミー賞の歴史は、人種差別を受けてき
た黒人俳優たちの苦難の歴史でもあることを映画検定では覚えておきたい。



【設問8】 

ジェニファー・ローレンスが第85回アカデミー賞主演女優賞に輝いた作品を、以
下の中から選びなさい。

1 . 『アメリカン・ハッスル』 

2 . 『ウィンターズ・ボーン』 

3 . 『ジョイ』 

4 . 『世界にひとつのプレイブック』

解答：4 . 『世界にひとつのプレイブック』

解説：選択肢はすべて、ジェニファー・ローレンスが出演し、アカデミー賞の主
演女優賞や助演女優賞で候補になった作品。第83回に『ウィンターズ・ボーン』
（10）で主演女優賞の初候補となって以来、第88回までの6回中4回候補となって
いるという点で、いかに評価の高い女優であるかを窺わせる。日本では2013年に
公開された『世界にひとつのプレイブック』（12）で第85回アカデミー主演女優
賞に輝いたが、受賞当時22歳という記録は、史上二番目の若さとなる。



【設問9】 

角田光代の小説を映画化した『八日目の蝉』で不倫相手の妻が産んだ子供を誘拐
して育てる“母”を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

１.  井上真央 

 2 .  北乃きい 

 3.   檀れい 

 4.   永作博美 

解答： 4.   永作博美

解説：2011年に公開された『八日目の蝉』で、“母”を演じたのは永作博美。2011

年第85回キネマ旬報ベスト・テンでは主演女優賞に輝いている。一方、誘拐され
た“娘”を演じた井上真央は第35回日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を受賞。
永作博美は最優秀助演女優賞を受賞していて、ふたりの演技に優劣がなく、拮抗
していたことを窺わせる。「八日目の蝉」は2010年にNHKのドラマとして映像化
されており、その際に“母”を演じたのが檀れい、“娘”を演じたのが北乃きいだっ
た。



【設問10】 

2010年に堺雅人主演で映画化された『ゴールデンスランバー』の韓国リメイク版
で主役を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.     イ・ジュンギ 

2.    カン・ドンウォン 

3.     ハン・ソッキュ 

4.     リュ・スンボム

解答：2. カン・ドンウォン 

解説：伊坂幸太郎の小説を韓国で映画化したカン・ドンウォン主演の『ゴールデ
ンスランバー』（18）は、日本でも2019年に公開された。人気小説を日本で映像
化した作品が韓国でリメイクされるというケースがいくつかあることを、映画検
定では知っておきたい。選択肢の俳優は、その主演俳優たち。金城一紀原作の
『フライ、ダディ、フライ』（05）をイ・ジュンギ主演でリメイクした『フラ
イ・ダディ』（06）。東野圭吾原作の『容疑者Xの献身』（08）をリュ・スンボ
ム主演でリメイクした『容疑者X 天才数学者のアリバイ』（12）。東野圭吾原作
の「白夜行」の場合は、まず日本でドラマ化され、その後ハン・ソッキュ主演の
『白夜行-白い闇の中を歩く』（09）として韓国で映画化。2011年に深川栄洋監督
が『白夜行』（11）として日本で映画化しているという流れがある。



【設問11】 

ポン・ジュノ監督の『グエムル -漢江の怪物-』の主演俳優を、以下の中から選び
なさい。

1.  イ・ビョンホン

2.  ソン・ガンホ

3.  チョン・ウソン

4.   ハ・ジョンウ

解答：2.    ソン・ガンホ

解説：日本では2006年に公開された『グエムル-漢江の怪物-』（05）の主演俳優
はソン・ガンホ。日本で初期の韓国映画ブームを牽引した『シュリ』（99）や
『JSA』（00）といった作品に出演。ポン・ジュノ監督とは『殺人の追憶』
（03）、『スノーピアサー』（13）、そして第72回カンヌ国際映画祭でパルム・
ドールに輝いた『パラサイト　半地下の家族』（19）でも組んでいる。選択肢は
すべて韓国映画界を代表する男性スターだが、同時に彼らはアジア・フィルム・
アワードにおける主演男優賞・助演男優賞の歴代受賞者でもある。



【設問12】 

滝田洋二郎監督の『おくりびと』が受賞した賞を、以下の中から選びなさい。

1.　アカデミー外国語映画賞 

2.　カンヌ国際映画祭パルム・ドール 

3.　ベルリン国際映画祭金熊賞 

4.　モスクワ映画祭最優秀作品賞

解答：1.　アカデミー外国語映画賞

解説：アカデミー外国語映画賞は1955年まで「名誉賞」の名称で賞が贈られ、日
本映画では黒澤明監督の『羅生門』（50）、衣笠貞之助監督の『地獄門』
（54）、稲垣浩監督の『宮本武蔵』（55）の3本が受賞している。黒澤明は1975

年に『デルス・ウザーラ』（75）でも受賞しているが、この作品はソビエト映画
だったため、『おくりびと』（08）は日本映画として53年ぶりの受賞となり、ア
カデミー外国語映画賞の名称としては初の受賞でもあった。『おくりびと』はこ
の他にも、第32回日本アカデミー賞最優秀作品賞、モントリオール世界映画祭グ
ランプリなど国内外の映画賞を受賞している。



【設問13】 

アメリカ軍の爆弾処理班を描いた『ハート・ロッカー』でアカデミー監督賞に輝
いた人物を、以下の中から選びなさい。

1.    ジェームズ・キャメロン 

2.    キャスリン・ビグロー 

3.　クエンティン・タランティーノ 

4.    ジェイソン・ライトマン

解答：2.  キャスリン・ビグロー

解説：日本では2010年に公開された『ハート・ロッカー』（09）の監督はキャス
リン・ビグロー。選択肢は第82回アカデミー賞で監督賞の候補となった人物た
ち。この年のアカデミー賞では、『アバター』（09）のジェームズ・キャメロン
監督と、彼の元妻である『ハート・ロッカー』のキャスリン・ビグロー監督によ
る“元夫婦対決”が話題となった。『アバター』と『ハート・ロッカー』は共に９
部門で候補。興行成績の面で『アバター』は、当時の記録を抜いて歴代１位に
なっていた。結果、『ハート・ロッカー』は作品賞・監督賞・脚本賞・編集賞・
音響効果賞・録音賞の６部門で受賞、『アバター』は撮影賞・美術賞・視覚効果
賞、３つの技術部門での受賞にとどまった。また、キャスリン・ビグローの受賞
は女性監督にとって初となる快挙だった。



【設問14】 

木村大作監督が新田次郎監督の小説を映画化して、第33回日本アカデミー賞で監
督賞を受賞した作品を、以下の中から選びなさい。

1.　『散り椿』 

2.　『春を背負って』 

3.　『劔岳　点の記』 

4.　『八甲田山』

解答：3.『劔岳　点の記』

解説：選択肢はすべて、木村大作が撮影を担当した作品。監督作である『散り
椿』（18）、『春を背負って』（14）、『劒岳 点の記』（09）でも撮影を兼任し
ているという特徴がある。『劒岳 点の記』では空撮やCGに頼ることなく、ス
タッフやキャストが実際に山に登って撮影を敢行。大自然の過酷さが収められた
雄大な映像が観客を魅了した。2009年に公開された『劒岳 点の記』は、興行収
入25億8000万円を記録。2009年第83回キネマ旬報ベスト・テンで日本映画第３位
となり、日本映画監督賞も受賞している。



【設問15】 

山下敦弘が監督した作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『BECK』

2. 『NANA』

3. 『リンダリンダリンダ』

4. 『ロックよ、静かに流れよ』

解答：3. 『リンダリンダリンダ』

解説：2005年に公開された『リンダリンダリンダ』は、軽音楽部に所属する女子
高校生たちがTHE BLUE HEARTSのカバーを目指す姿を描いた作品。元スマッシ
ング・パンプキンズのジェームズ・イハが音楽を担当し、Base Ball Bearの関根史
織がベース担当で出演するなど、音楽に対するこだわりも深い。また韓国から来
た留学生役で、ぺ・ドゥナが主演しているのも話題となった。2005年第79回キネ
マ旬報ベスト・テンでは日本映画第５位。選択肢はすべて、ロックバンドを題材
にした日本の音楽映画。



【設問16】 

矢口史靖が監督した作品を、以下の中から選びなさい。

1. 『さよならくちびる』

2. 『スウィングガールズ』

3. 『NANA』

4. 『リンダリンダリンダ』

解答：2. 『スウィングガールズ』

解説：2004年の『スウィングガールズ』は、女子高校生たちがビッグバンドの
ジャズを演奏する姿を描いて大ヒットした作品。矢口史靖監督の作品は『ウォー
ターボーイズ』（01）など、音楽との親和性が高い。『さよならくちびる』
（19）の塩田明彦監督、『NANA』（05）の大谷健太郎監督、『リンダリンダリ
ンダ』（05）の山下敦弘監督、選択肢はすべて「ぴあフィルムフェスティバル」
の歴代受賞監督による音楽映画という共通点がある。



【設問17】 

犬童一心が監督した作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『さよなら、クロ』

2. 『ジョゼと虎と魚たち』

3. 『黄泉がえり』

4. 『ロボコン』

 

解答：2.   『ジョゼと虎と魚たち』

解説：犬童一心は、2003年に公開された『ジョゼと虎の魚たち』を監督。『さよ
なら、クロ』（03）の松岡錠司監督、『黄泉がえり』（03）の塩田明彦監督、
『ロボコン』（03）の古廐智之監督、選択肢はすべて「ぴあフィルムフェスティ
バル」で入選した歴代監督による2003年の作品という共通点がある。『ジョゼと
虎と魚たち』は2003年第77回キネマ旬報ベスト・テンで日本映画第４位。主演し
た妻夫木聡は、『さよなら、クロ』と『ドラゴンヘッド』（03）も対象に2003年
第77回キネマ旬報ベスト・テンで主演男優賞に輝いている。



【設問18】 

サム・ライミ監督の『スパイダーマン』でスパイダーマン役を演じた俳優を、以
下の中から選びなさい。 

1.  アンドリュー・ガーフィールド

2. トビー・マグワイア

3. トム・ホランド

4. ニコラス・ハモンド

解答：2.  トビー・マグワイア

解説：選択肢はすべて、スパイダーマン役を演じてきた歴代の俳優たち。ト
ビー・マグワイアは『スパイダーマン』（02）など３作品、アンドリュー・ガー
フィールドは『アメイジング・スパイダーマン』（12）など２作品、トム・ホラ
ンドは『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（16）で初めてスパイダーマ
ン役を演じ、『スパイダーマン：ホームカミング』（17）など５作品でスパイ
ダーマンを演じたことで、映画の中で一番多くスパイダーマンを演じた俳優と
なっている。ちなみに、ニコラス・ハモンドは1977年にアメリカCBSで放送され
たテレビシリーズでスパイダーマンを演じた俳優。



【設問19】 

ダニエル・ラドクリフ主演の『ハリー・ポッター』シリーズ第１作目にあたる『ハ
リー・ポッターと賢者の石』の監督を、以下の中から選びなさい。 

1.  アルフォンソ・キュアロン

2. クリス・コロンバス

3. デヴィッド・イェーツ

4. マイク・ニューウェル

解答：2.  クリス・コロンバス

解説：日本でも2001年に公開された『ハリー・ポッターと賢者の石』（01）は、
興行収入203億円を記録して、2002年度洋画の年間興行収入１位。公開当時は『千
と千尋の神隠し』（01）、『タイタニック』（97）に次ぐ歴代３位のメガヒット
だった（※2019年現在も歴代５位である）。選択肢はすべて『ハリー・ポッ
ター』シリーズを手掛けた監督たち。クリス・コロンバスは『グレムリン』
（84）や『グーニーズ』（85）の脚本家として注目され、『ホーム・アローン』
（90）や『ミセス・ダウト』（93）で人気監督の仲間入りをした人物。当初はス
ティーヴン・スピルバーグが監督をするとアナウンスされていた『ハリー・ポッ
ター』だが、スピルバーグとは師弟関係にあり、子どもを描くことに定評のある
クリス・コロンバスに白羽の矢が立った。



【設問20】 

『007／ワールド・イズ・ノット・イナフ』でジェームズ・ボンド役を演じてい
る俳優を、以下の中から選びなさい。

1.    ショーン・コネリー 

2.    ダニエル・クレイグ 

3.    ピアース・ブロスナン 

4.    ロジャー・ムーア

解答：3.    ピアース・ブロスナン 

解説：選択肢は歴代のボンド俳優。ピアース・ブロスナンは、ショーン・コネ
リー、ジョージ・レーゼンビー、ロジャー・ムーア、ティモシー・ダルトンに次
ぐ５代目ボンド。第17作『007／ゴールデンアイ』（95）から第20作『007／ダ
イ・アナザー・デイ』（02）まで4作でボンド役を務めた。第19作目にあたる
『007／ワールド・イズ・ノット・イナフ』（99）は、興行収入19億9000万円を
記録し、2000年度洋画の年間興行収入で９位となった。歴代ボンド俳優では、ロ
ジャー・ムーアが7本に出演して最多だが、役を演じている期間では2019年現在
ダニエル・クレイグが最長となっている。



【設問21】 

トム・クルーズ主演の『アイズ ワイド シャット』を監督した人物を、以下の中
から選びなさい。

1.   スタンリー・キューブリック

2.   セシル・B・デミル

3.   ピエール・ガスパール＝ユイ

4.   ロジェ・ヴァディム

解答：1.  スタンリー・キューブリック

解説：公開当時、私生活でも夫婦だったトム・クルーズとニコール・キッドマン
が共演した『アイズ ワイド シャット』（99）の監督は、スタンリー・キューブ
リック。日本ではR-18の成人指定を受けたものの、配給収入17億5000万円を記
録。この年の洋画年間配給収入ランキングで６位となるヒットとなった。また
400日にもわたる撮影は、ギネス記録に認定されるほどの長期間だった。この映
画はアルトゥル・シュニッツラーの小説「夢小説」を原案にしているが、選択肢
のセシル・B・デミル監督は『アナトール』（21）で、ピエール・ガスパール＝
ユイ監督は『恋ひとすじに』（58）で、ロジェ・ヴァディム監督は『輪舞』
（64）で、アルトゥル・シュニッツラーの小説を映画化しているという共通点が
ある。（※興行記録は1999年まで配給収入として算出）



【設問22】 

浅田次郎の小説を映画化した『鉄道員（ぽっぽや）』に関わっていない人物を、
以下の中から選びなさい。

1. 岸谷五朗

2. 木村大作

3. 高倉健

4. 降旗康男

解答：1. 岸谷五朗

解説：1999年に公開された『鉄道員（ぽっぽや）』（99）は、配給収入20億5000

万円を記録して、1999年度邦画の年間配給収入で３位のヒットとなった。主演・
高倉健、監督・降旗康男、撮影・木村大作のコンビは、これまでも『駅 

STATION』（81）や『夜叉』（85）、『ホタル』（01）などでも組んでいる。
1999年第73回キネマ旬報ベスト・テンでは日本映画第４位、また高倉健が主演男
優賞に輝いている。選択肢の岸谷五朗は、2002年のテレビドラマ版で高倉健の演
じた佐藤乙松役を演じている。（※興行記録は1999年まで配給収入として算出）



【設問23】 

キアヌ・リーヴス主演の『マトリックス』を監督した人物を、以下の中から選び
なさい。

1. アルバート・ヒューズ＆アレン・ヒューズ

2. ジョエル・コーエン＆イーサン・コーエン

3. ピーター・ファレリー＆ボビー・ファレリー

4. ラリー・ウォシャウスキー＆アンディ・ウォシャウスキー

 

解答：4.   ラリー・ウォシャウスキー＆アンディ・ウォシャウスキー

解説：日本でも1999年に公開された『マトリックス』（99）は、配給収入50億円
を記録して、1999年度洋画の年間配給収入３位のヒットとなった。選択肢はすべ
て、兄弟で監督をしている人物たち。この他にもオーストラリア出身のスピエ
リッグ兄弟、イタリア出身のタヴィアーニ兄弟、ベルギー出身のダルデンヌ兄
弟、タイで活動するパン兄弟など、国際的に活躍する兄弟監督が多数いる。『マ
トリックス』を監督したウォシャウスキー兄弟は、後に性適合手術を経て、現在
はラナ・ウォシャウスキーとリリー・ウォシャウスキーの姉妹として活動。映画
の監督作は『ジュピター』（15）以来無いが、現在もテレビシリーズなどを手掛
けている。（※興行記録は1999年まで配給収入として算出）



【設問24】 

『タイタニック』でアカデミー賞を受賞した人物を、以下の中から選びなさい。

1. グロリア・スチュアート

2. ケイト・ウィンスレット

3. ジェームズ・キャメロン

4. レオナルド・ディカプリオ 

解答：3. ジェームズ・キャメロン

解説：『タイタニック』（97）は、『べン・ハー』（59）、『ロード・オブ・
ザ・リング／王の帰還』（03）と並び、アカデミー賞を最多11部門で受賞した作
品。ジェームズ・キャメロンは監督賞を受賞している。若きローズを演じたケイ
ト・ウィンスレットは主演女優賞、年老いたローズを演じたグロリア・スチュワー
トは助演女優賞の候補となったが受賞は果たせなかった。『タイタニック』は15
部門で候補となったが、受賞できなかったのは主演女優賞・助演女優賞・メイク
アップ賞の3部門のみ。レオナルド・ディカプリオに至っては候補にすらならな
かったという辛酸をなめている。



【設問25】 

『踊る大捜査線 THE MOVIE』の脚本家を、以下の中から選びなさい。

1.  織田裕二

2. 君塚良一

3. 十川誠志

4. 本広克行

解答：2. 君塚良一

解説：1998年に公開された『踊る大捜査線 THE MOVIE』（98）は、配給収入50

億円を記録して、1998年度邦画の年間配給収入で１位となるヒットとなった。テ
レビシリーズから劇場版が作られた『踊る』シリーズは4作製作され、映画版の
スピンオフも2作製作。そのすべてが興行的にも成功している。選択肢は『踊
る』シリーズに関わった人物たち。劇場版は、主演・織田裕二、監督・本広克行、
脚本・君塚良一のコンビで製作されている。十川誠志は『交渉人 真下正義』
（05）の脚本を手掛けている。



【設問26】 

『アルマゲドン』の脚本を手掛けた人物を、以下の中から選びなさい。

1.     J・J・エイブラムス

2.    ジェリー・ブラッカイマー

3.    ブルース・ウィリス

4.   マイケル・ベイ

解答：1.     J・J・エイブラムス

解説：日本でも1998年に公開された『アルマゲドン』（98）は、配給収入83億
5000万円を記録して、1999年度洋画の年間配給収入で１位のヒットとなった。こ
の年、主演のブルース・ウィリスは『シックス・センス』（99）もヒットさせ
て、こちらは1999年度洋画の年間配給収入で４位。上位５本中2本を主演作が占
める年となった。選択肢はすべて『アルマゲドン』に関わった人物たち。監督の
マイケル・ベイ、製作のジェリー・ブラッカイマー、そして脚本のJ・J・エイブ
ラムス。J・J・エイブラムスは、この後『M:I:Ⅲ』（06）の監督に抜擢され、
『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』（15）などを手掛けるヒットメーカーに
成長している。



【設問27】 

バズ・ラーマン監督が1996年に製作した『ロミオ＆ジュリエット』で、ロミオと
ジュリエットを演じた俳優の組み合わせとして適切なものを、以下の中から選び
なさい。

1. レオナルド・ディカプリオとクレア・デインズ

2. レスリー・ハワードとノーマ・シアラー

3. レナード・ホワイティングとオリヴィア・ハッセー

4. ローレンス・ハーヴェイとスーザン・シェントル 

解答：1. レオナルド・ディカプリオとクレア・デインズ

解説：日本では1997年に公開された『ロミオ＆ジュリエット』（97）でロミオを
演じたのはレオナルド・ディカプリオ、ジュリエットを演じたのはクレア・デイ
ンズ。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲を、現代のブラジルに舞台を置き換え
た斬新な演出が話題となった。選択肢はすべて、歴代の映画版『ロミオとジュリ
エット』でロミオとジュリエットを演じてきた俳優たち。レスリー・ハワードと
ノーマ・シアラーは1936年のジョージ・キューカー監督版、ローレンス・ハー
ヴェイとスーザン・シェントルは1954年のレナート・カステラーニ監督版、レ
ナード・ホワイティングとオリヴィア・ハッセーは1968年のフランコ・ゼフィ
レッリ監督版で、それぞれ演じている。



【設問28】 

1997年に公開された『うなぎ』の監督を、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. 長谷川和彦

解答：1.   今村昌平

解説：今村昌平監督の『うなぎ』（97）は、第50回カンヌ国際映画祭で最高賞に
あたるパルム・ドールを受賞。今村は『楢山節考』（83）でもパルム・ドールを
受賞している。二度の受賞は、フランシス・フォード・コッポラやダルデンヌ兄
弟など８組しかいないという快挙。今村昌平は川島雄三監督の『洲崎パラダイス 

赤信号』（56）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）で脚本を担当している。長谷川和彦監督は今村プロに入社し、監督した
『青春の殺人者』（76）の製作を今村昌平が担当しているという、それぞれの繋
がりがある。



【設問29】 

1997年に公開された『失楽園』のキャストの組み合わせで適切な人物を、以下の
中から選びなさい。

1. 岸谷五朗と高岡早紀

2. 豊川悦司と寺島しのぶ

3. 古谷一行と川島なお美

4. 役所広司と黒木瞳

解答：4. 役所広司と黒木瞳 

 
解説：1997年に公開された『失楽園』（97）は、渡辺淳一のベストセラー小説を
映画化した作品。配給収入23億円を記録して、1997年度邦画の年間配給収入で２
位のヒットとなった。また、1997年第71回キネマ旬報ベスト・テンでは、『うな
ぎ』（97）と『ラヂオの時間』（97）の演技と合わせて役所広司が主演男優賞を
受賞。監督の森田芳光と脚本の筒井ともみのコンビは、松田優作主演の『それか
ら』（85）や伊東美咲主演の『海猫』（04）でも組んでいる。選択肢の古谷一行
と川島なお美はテレビドラマ版「失楽園」のキャスト。また渡辺淳一の小説「愛
の流刑地」が映像化された際、映画版に出演したのが豊川悦司と寺島しのぶ、テ
レビドラマ版に出演したのが岸谷五朗と高岡早紀だった。



【設問30】 

マイケル・マン監督の『ヒート』で共演したことが話題となった俳優の組み合わせ
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. アル・パチーノとロバート・デ・ニーロ

3. ウォーレン・ベイティとジーン・ハックマン

4. ウォーレン・ベイティとアル・パチーノ

解答：2. アル・パチーノとロバート・デ・ニーロ

解説：日本では1996年に公開された『ヒート』（95）。アル・パチーノとロバー
ト・デ・ニーロのふたりは『ゴッドファーザーPARTⅡ』（74）に出演しているが、
デニーロが若き日のドン・コルレオーネ役を演じているため、その息子にあたるマ
イケルを演じたパチーノとは共演場面がない。そのため『ヒート』の公開当時は、
ふたりの共演が大きな話題となった。アル・パチーノは、『スケアクロウ』（73）
でジーン・ハックマンと、ウォーレン・ベイティとは『ディック・トレイシー』
（90）で共演。ジーン・ハックマンとウォーレン・ベイティは『俺たちに明日はな
い』（67）や『レッズ』（81）などで共演している。選択肢の俳優たちは、ステ
ラ・アドラーやリー・ストラスバーグの元で演技を学んだという共通点もある。彼
らの演技の基礎には、コンスタンチン・スタニスラフスキーが提唱した＜メソッド
＞と呼ばれる演技法があることも映画検定では覚えておきたい。



【設問31】 

『ガメラ２　レギオン襲来』で特技監督を担当した人物を、以下の中から選びな
さい。 

1. 川北紘一

2. 円谷英二

3. 中野昭慶

4. 樋口真嗣

解答：4. 樋口真嗣 

解説：1996年に公開された『ガメラ２　レギオン襲来』（96）で、特技監督のク
レジットで特撮を担当したのは、後に『シン・ゴジラ』（16）を手掛ける樋口真
嗣。選択肢は日本を代表する特撮監督たち。『ゴジラ』や『ウルトラマン』の円
谷英二に引き抜かれた中野昭慶や、円谷英二を師とする川北紘一、中野昭慶を師
とする樋口真嗣という、日本の特撮を継承してきたファミリー・ツリーがあるこ
とを映画検定では覚えておきたい。



【設問32】 

『セブン』『ユージュアル・サスペクツ』『アウトブレイク』に共通する俳優を、
以下の中から選びなさい。

1.  キューバ・グッディング・Jr.

2. ケヴィン・スペイシー

3. ベニチオ・デル・トロ

4. モーガン・フリーマン

解答：2.   ケヴィン・スペイシー

解説：ケヴィン・スペイシーは『摩天楼を夢みて』（92）や『隣人』（92）で印
象的な演技を見せていたが、1995年にアメリカで公開された『アウトブレイク』
（95）、『ユージュアル・サスペクツ』（95）、『セブン』（95）、３本の話題
作に出演。『ユージュアル・サスペクツ』では第68回アカデミー賞の助演男優賞
に輝いて、一躍注目されたという経緯がある。選択肢はすべて歴代のアカデミー
助演男優賞受賞者。キューバ・グッディング・Jr.は『ザ・エージェント』（96）
で、ベニチオ・デル・トロは『トラフィック』（00）で、モーガン・フリーマン
は『ミリオンダラー・ベイビー』（04）で受賞している。ちなみにモーガン・フ
リーマンは『セブン』と『アウトブレイク』に出演しているが、『ユージュアル・
サスペクツ』には出演していない。



【設問33】 

『ショーシャンクの空に』と同じ原作者の小説を映画化した作品を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  『アルカトラズからの脱出』

2.  『グリーンマイル』

3.   『告発』

4.   『パピヨン』

解答：2. 『グリーンマイル』

解説：1995年に日本で公開されたフランク・ダラボン監督の『ショーシャンクの
空に』（94）。この映画の原作は、スティーヴン・キングの中編小説「刑務所の
リタ・ヘイワース」。トム・ハンクス主演の『グリーンマイル』（96）は、フラ
ンク・ダラボン監督が再びスティーヴン・キングの小説を映画化した作品。また、
選択肢の作品は刑務所が舞台の映画という共通点がある。



【設問34】 

中山美穂主演の『Love letter』の監督を、以下の中から選びなさい。

1. 岩井俊二

2. 大根仁

3. 行定勲

4. 渡辺あや

解答：1.岩井俊二

解説：1995年に公開された『Love Letter』（95）の監督は岩井俊二。1995年第69
回キネマ旬報ベスト・テン日本映画第３位、読者選出日本映画第１位だった。岩
井俊二にとって初の長編劇場用映画で、二役を演じた主演の中山美穂は第38回ブ
ルーリボン賞、第17回ヨコハマ映画祭主演女優賞など多くの演技賞に輝いた。選
択肢はそれぞれ、岩井俊二と縁のある映画人。『ジョゼと虎と魚たち』（03）の
脚本で注目を浴びた渡辺あやは、岩井俊二が主催する「円都通信」内のコーナー
でシナリオに応募したことがきっかけとなって脚本家デビューを飾った経緯があ
る。また行定勲監督は『Love letter』で助監督だった。大根仁監督は岩井俊二監
督の『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』（95）のアニメ版で脚本
を担当。ドラマ「モテキ」の担当エピソードでは「打ち上げ花火、下から見るか？
横から見るか？」のワンシーンを完コピしている。



【設問35】 

1994年の『フランケンシュタイン』で科学者ヴィクター・フランケンシュタインを
演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.    ケネス・ブラナー

2.    ゲイリー・オールドマン

3.    ジャック・ニコルソン

4.    ロバート・デ・ニーロ

解答：1. ケネス・ブラナー

解説：日本では1995年に公開された『フランケンシュタイン』（94）で科学者ヴィ
クター・フランケンシュタインを演じたのは、この映画の監督でもあるケネス・ブ
ラナー。ロバート・デ・ニーロは“クリーチャー”の役名で、いわゆる“フランケン
シュタインの怪物”を演じて公開当時話題に。また、配給収入10億5000万円を記録
して、1995年洋画の年間配給収入では９位のヒットとなった。ポイントは、“フラ
ンケンシュタイン”は科学者の名前であって、怪物の名前ではない点。90年代前半
に、ハリウッドではモンスター映画を現代的な解釈でリメイクする作品が作られる
トレンドがあった。選択肢のゲイリー・オールドマンは『ドラキュラ』（92）でド
ラキュラ伯爵を演じ、ジャック・ニコルソンは『ウルフ』（94）で狼男になってし
まう男性を演じている。



【設問36】 

ホリー・ハンター主演の『ピアノ・レッスン』の監督を、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：3.   ジェーン・カンピオン

解説：1994年に日本で公開された『ピアノ・レッスン』（93）の監督はジェーン・
カンピオン。第46回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝き、主演のホリー・ハ
ンターは女優賞を受賞している。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だが、この４人に加えて『セブン・ビューティーズ』
（75）のリナ・ウェルトミュラーの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
があることも映画検定では押さえておきたい。



【設問37】 

キアヌ・リーヴス主演の『スピード』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.   ジョン・マクティアナン

2. ポール・ヴァーホーヴェン

3. ヤン・デ・ボン 

4. リドリー・スコット

解答：3.  ヤン・デ・ボン 

解説：日本でも1994年に公開された『スピード』（94）の監督は、ヤン・デ・ボ
ン。1994年第68回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第８位、また配給収入45億
円を記録して、1995年度洋画の年間配給収入で２位のヒットとなった。ヤン・デ・
ボンは撮影監督から監督へと転身した人物。出身地のオランダでは『ルトガー・ハ
ウアー／危険な愛』（73）や『4番目の男』（79）などでポール・ヴァンホーヴェ
ン監督と組んでいる。またハリウッドに渡ってからは、リドリー・スコット監督の
『ブラック・レイン』（89）や、ジョン・マクティアナン監督の『ダイ・ハード』
（88）などヒット作の撮影を担当した。



【設問38】 

ある人気作家の生誕100周年として1994年に製作されたものの、異なる２バージョ
ンで上映された映画を、以下の中から選びなさい。

1.    『火宅の人』

2.    『宮澤賢治 その愛』

3.     『RAMPO』

4.     『わが心の銀河鉄道　宮沢賢治物語』

解答：3.  『RAMPO』

解説：江戸川乱歩生誕100周年として1994年に公開された『RAMPO』は、プロ
デューサーの奥山和由が作品の内容に納得がいかず、その大半を撮り直して公開し
たことが話題となった。この映画は、黛りんたろう監督による『RAMPO（黛バー
ジョン）』（94）、奥山和由が再構成する形で監督した『RAMPO（奥山バージョ
ン）』（94）という上映時間も異なるバージョンの２本が同日に公開。さらに翌
年には、未公開シーンと新たな音楽を追加した『RAMPO（インターナショナル
バージョン）（95）も公開されている。このような騒動の中、＜奥山バージョン＞
が配給収入12億円を記録して、1994年度邦画の年間配給収入では８位のヒットと
なった。選択肢の『火宅の人』（86）は檀一雄の私小説的な作品の映画化、また
『宮澤賢治　その愛』（96）と『わが心の銀河鉄道　宮沢賢治物語』（96）は、
宮沢賢治生誕100周年作品として松竹と東映で製作された。



【設問39】 

クエンティン・タランティーノ監督の『レザボア・ドッグス』の製作に関わってい
る人物を、以下の中から選びなさい。

1.  ダニー・デヴィート

2. ハーヴェイ・カイテル

3. レジナルド・ハドリン

4. ロバート・ロドリゲス

解答：2. ハーヴェイ・カイテル

解説：日本では1993年に公開された『レザボア・ドッグス』（92）。本作にミス
ター・ホワイト役で出演しているハーヴェイ・カイテルは、早い時期からクエンティ
ン・タランティーノの才能を認め、『レザボア・ドッグス』の共同プロデューサー
としても参加している。選択肢は、タランティーノ作品に製作として参加した映画
人たち。ダニー・デヴィートは『パルプ・フィクション』（94）の製作総指揮、レ
ジナルド・ハドリンは『ジャンゴ 繋がれざる者』（12）の製作、ロバート・ロド
リゲスは『デス・プルーフin グラインドハウス』（07）に製作で参加している。



【設問40】 

『REX 恐竜物語』で恐竜・レックスのデザインを担当した人物を、以下の中から
選びなさい。

1. カルロ・ランバルディ

2. スタン・ウィンストン

3. デニス・ミューレン

4. フィル・ティペット

解答：1. カルロ・ランバルディ 

解説：1993年に公開された『REX 恐竜物語』（93）は、配給収入22億円を記録し
て、1993年度邦画の年間配給収入２位のヒットとなった。この映画を宣伝する上
で目玉となったのが、レックスのデザインを『E.T.』（82）のカルロ・ランバル
ディが担当したという謳い文句。実はこの年、洋画の年間配給収入で83億円を記録
して１位となったのが『ジュラシック・パーク』（93）だった。現在では考えられ
ないことだが、この２本は７月の同時期に公開されている。選択肢のスタン・ウィ
ンストン、デニス・ミューレン、フィル・ティペットは『ジュラシック・パーク』
の特撮スタッフ。



【設問41】 

アンドリュー・デイヴィス監督の『逃亡者』でアカデミー助演男優賞を受賞した俳
優を、以下の中から選びなさい。

1. デヴィッド・ジャンセン

2. トミー・リー・ジョーンズ

3. ハリソン・フォード

4. バリー・モース

解答：2. トミー・リー・ジョーンズ

解説：日本でも1993年に公開された『逃亡者』（93）で第66回アカデミー賞助演
男優賞に輝いたのはトミー・リー・ジョーンズ。『逃亡者』は1963年に放送され
たアメリカのテレビドラマを元に映画化した作品。選択肢はドラマで医師キンブル
を演じたデヴィッド・ジャンセンと映画で演じたハリソン・フォード、ドラマでジェ
ラード警部を演じたバリー・モースと映画で連邦保安官補を演じたトミー・リー・
ジョーンズという組み合わせ。配給収入では22億5000万円を記録して、1993年度の
洋画年間配給収入５位のヒットとなった。1998年にはトミー・リー・ジョーンズ
のキャラクターを主人公にした『追跡者』（98）が公開された。



【設問42】 

1992年に公開された『愛人／ラマン』の監督を、以下の中から選びなさい。

1. ジャン＝ジャック・アノー

2. ジャン＝ジャック・ベネックス

3. ジャン＝ピエール・メルヴィル

4.  ジャン＝リュック・ゴダール

解答：1. ジャン＝ジャック・アノー

解説：選択肢はすべてフランスを代表する監督たち。ジャン＝ジャック・アノー監
督は、デビュー作『ブラック・アンド・ホワイト・イン・カラー』（76）が第49回
アカデミー賞外国語映画賞に輝いて注目され、ウンベルト・エーコの小説を映画化
した『薔薇の名前』（86）やブラッド・ピット主演の『セブン・イヤーズ・イン・
チベット』（97）を手がけている。『愛人／ラマン』は配給収入10億円を記録し
て、この年の洋画年間配給収入８位となるヒット作となった。原作者のマルグリッ
ト・デュラスは、作家であり、『インディア・ソング』（75）などの映画監督でも
あり、『二十四時間の情事』（59）や『かくも長き不在』（60）の脚本家でもあ
ることを映画検定では覚えておきたい。



【設問43】 

ケヴィン・コスナー主演の『ボディガード』で歌姫を演じた人物を、以下の中から
選びなさい。

1. シンディ・ローパー

2. ダイアナ・ロス

3. マドンナ

4. ホイットニー・ヒューストン

解答：4. ホイットニー・ヒューストン

解説：日本では1993年に公開された『ボディガード』（93）で歌姫レイチェルを演
じたのはホイットニー・ヒューストン。彼女が歌った主題歌「オールウェイズ・ラ
ブ・ユー」が収録されたサウンドトラック盤は全世界で累計5000万枚を売り上げ
る大ヒットとなった。また興行の面でも、配給収入41億円を記録して、1993年度洋
画の年間配給収入２位。本作の後、ホイットニー・ヒューストンは『ため息つかせ
て』（95）や『天使の贈り物』（95）に主演。残念ながら晩年のキャリアは恵まれ
ず、2012年に48歳の若さで急逝している。彼女の葬儀では、ケヴィン・コスナーが
十数分に渡る弔辞を読んだことが話題となった。当初この映画の企画は、スティー
ヴ・マックィーンとダイアナ・ロスの共演で進行していたという経緯がある。



【設問44】 

萩原健一主演の『いつかギラギラする日』の監督を、以下の中から選びなさい。

1. 工藤栄一

2. 佐藤純彌

3. 中島貞夫

4. 深作欣二

解答：4. 深作欣二

解説：1992年に公開された『いつかギラギラする日』の監督は深作欣二。選択肢
は、東映に入社して映画監督になった名匠たち。1992年第66回キネマ旬報ベスト・
テンでは日本映画第７位。『仁義なき戦い』（73）や『県警対組織暴力』（75）
などのアクション映画を監督してきた深作欣二は、1980年代になると『火宅の人』
（86）や『華の乱』（88）など文芸路線の映画を監督していたという経緯があっ
た。その点で『いつかギラギラする日』は深作欣二にとって久しぶりのアクション
映画として期待されたが、高い評価とは裏腹に興行的には振るわなかった。



【設問45】 

『羊たちの沈黙』でアカデミー賞主演男優賞を受賞した俳優を、以下の中から選
びなさい。

1. アンソニー・ホプキンス

2. ニック・ノルティ

3. ロバート・デ・ニーロ

4. ロビン・ウィリアムズ

解答：1.  アンソニー・ホプキンス

解説：選択肢は第64回アカデミー賞で主演男優賞候補となった俳優たち。アンソ
ニー・ホプキンスは、上映時間が1時間58分ある『羊たちの沈黙』（90）で、僅か
16分の出演時間しかない（※24分52秒や12分など諸説あるが、どちらにせよ実質
的な出演時間は短い）。その短さに観客の多くが驚くのは、それほどアンソ
ニー・ホプキンスの存在感が、映画全体に漂っていたからに他ならない。ちなみに
主演男優賞受賞者で出演時間が最短とされるのは、『旅路』（58）のデヴィッド・
ニーブンで、15分38秒。



【設問46】 

『羊たちの沈黙』でアカデミー賞監督賞を受賞した人物を、以下の中から選びな
さい。

1. オリヴァー・ストーン

2.  ジョナサン・デミ

3.   バリー・レヴィンソン

4.   リドリー・スコット

解答：2. ジョナサン・デミ  

解説：選択肢は第64回アカデミー賞で監督賞候補となった人物たち。『羊たちの
沈黙』（91）の全米公開は1991年2月14日。一方、第64回アカデミー賞の授賞式が
開催されたのは1992年3月30日。アカデミー賞の候補になるためには、候補の条件
を満たすギリギリの時期、前年の12月末に公開するのが有利だと言われている。そ
の点で『羊たちの沈黙』が作品・監督・脚色・主演男優・主演女優の主要5部門を
独占したことは、公開から1年以上経過しても作品のインパクトが薄れることがな
かったという稀有な例に挙げられている。



【設問47】 

『羊たちの沈黙』でアカデミー賞主演女優賞を受賞した俳優を、以下の中から選
びなさい。

1.   ジョディ・フォスター

2.   ジーナ・デイヴィス

3.   スーザン・サランドン

4.   ベット・ミドラー

解答：1.   ジョディ・フォスター

解説：選択肢は第64回アカデミー賞で主演女優賞の候補となった俳優たち。この
年、『テルマ＆ルイーズ』（91）は、スーザン・サランドンとジーナ・デイヴィス
の二人がダブルで主演女優賞候補となっている。ジョディ・フォスターの主演女優
賞受賞は『告発の行方』（88）に次いで二度目という快挙。また『羊たちの沈
黙』（90）は、作品賞・監督賞・脚色賞・主演男優賞・主演女優賞のいわゆる“主
要5部門”を制した作品で、アカデミー賞の歴史では現在まで『或る夜の出来事』
（34）と『カッコーの巣の上で』（75）の三例しかない。



【設問48】 

ケヴィン・コスナー主演の『フィールド・オブ・ドリームス』で、ゴーストとして
野球場に現れる野球選手の名前を、以下の中から選びなさい。

1.     ジョー・ジャクソン

2.     タイ・カップ

3.     ベーブ・ルース

4.      ルー・ゲーリック

解答：1. ジョー・ジャクソン

解説：日本では1990年に公開された『フィールド・オブ・ドリームス』（89）は、
11億円の配給収入を記録し、この年の洋画年間配給収入で10位にランクインした
ヒット作。“シューレス・ジョー”ことジョー・ジャクソンは、1919年のMLBワール
ドシリーズで起こった八百長事件で野球界から追放された人物のひとり。後年、嘆
願書による汚名回復の復権運動が起こり、『フィールド・オブ・ドリームス』も同
様の視点で描かれているが、未だ復権していない（※現在もアメリカ野球殿堂の対
象外扱い）。この八百長事件は＜ブラックソックス事件＞と呼ばれ、ジョン・セイ
ルズ監督の『エイトメン・アウト』（88）で詳しく描かれている。選択肢はすべ
て、アメリカの野球選手。タイ・カップはトミー・リー・ジョーンズ主演の『タイ・
カップ』（94）、ベーブ・ルースはジョン・グッドマン主演の『夢を生きた男／
ザ・ベーブ』（92）、ルー・ゲーリックはゲイリー・クーパー主演の『打撃王』
（42）で、それぞれの野球人生が描かれている。ちなみに『打撃王』には、ベー
ブ・ルースが本人役として出演している。



【設問49】 

『恋のゆくえ／ファビュラス・ベイカー・ボーイズ』でベイカー兄弟を演じている
俳優の組み合わせとして適切なものを、以下の中から選びなさい。

1.     アレック・ボールドウィンとウィリアム・ボールドウィン

2.    クリス・ヘムズワースとリアム・ヘムズワース

3.    ジェフ・ブリッジスとボー・ブリッジス

4.    リバー・フェニックスとホアキン・フェニックス

解答：3. ジェフ・ブリッジスとボー・ブリッジス

解説：日本では1990年に公開された『恋のゆくえ／ファビュラス・ベイカー・ボー
イズ』（89）でベイカー兄弟を演じたのは、実際に兄弟であるジェフ・ブリッジス
とボー・ブリッジスの二人。選択肢はすべて、実際に兄弟俳優として活躍している
人物たち。『恋のゆくえ』を監督したスティーヴ・クローヴスは、後に『ハリー・
ポッター』シリーズの脚本家として活躍している。1990年第64回キネマ旬報ベス
ト・テンでは外国映画第10位。



【設問50】 

中原俊監督が映画化した漫画『櫻の園』の原作者を、以下の中から選びなさい。

1.    大島弓子

2.    玖保キリコ

3.    山岸凉子

4.    吉田秋生

解答：4. 吉田秋生

解説：1990年に公開された『櫻の園』の原作者は、『海街diary』（15）も映画化され
ている吉田秋生。創立記念日に毎年チェーホフの「桜の園」を上演する女子高が舞
台。2008年にも中原俊監督がキャストを変えて現代的なアレンジを施して映画化して
いる。1990年第64回キネマ旬報ベスト・テンでは日本映画1位。第12回ヨコハマ映画
祭や第15回報知映画賞でも作品賞に輝いている。選択肢は、「櫻の園」が連載された
雑誌「LaLa」で人気作品を手がけた漫画家たち。



【設問51】 

黒澤明監督の『夢』で、画家・ゴッホ役を演じた人物を、以下の中から選びなさい。

1.   ウィレム・デフォー

2.   カーク・ダグラス

3.   ティム・ロス

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：1990年に公開された黒澤明監督の『夢』（90）は、８つの挿話で構成されたオ
ムニバス形式の作品。『タクシードライバー』（76）や『グッドフェローズ』（90）
のマーティン・スコセッシ監督は、ゴッホを演じる役者として参加している。選択肢
はゴッホの伝記映画でゴッホ役を演じた歴代の俳優たち。カーク・ダグラスは『炎の
人ゴッホ』（55）で、ティム・ロスは『ゴッホ』（90）で、ウィレム・デフォーは
『永遠の門　ゴッホの見た未来』（18）でゴッホを演じている。



【設問52】 

『ゴースト／ニューヨークの幻』の主演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  ジュリア・ロバーツ

2.  デミ・ムーア

3.  メグ・ライアン

4.  モリー・リングウォルド

解答：2. デミ・ムーア

解説：日本でも1990年に公開された『ゴースト／ニューヨークの幻』（90）に主演し
たのはデミ・ムーア。配給収入は1990年に23億円を記録して洋画の年間配給収入4位と
なるヒットなったが、9月に公開されたこの映画は1991年になっても続映され、さら
に14億5000万円を稼ぎ出している（※1991年度の洋画年間配給収入でも6位となって
いる）。デミ・ムーアはジュリア・ロバーツ主演の『プリティ・ウーマン』（90）で
主人公の親友役に内定しながらも、『ゴースト／ニューヨークの幻』の主演が決まっ
て『プリティ・ウーマン』を降板したことが映画人生を大きく変えることとなった。
選択肢は当時のスター女優たちだが、『プリティ・ウーマン』のオーディションを受
けたと噂される俳優たちだという共通点がある。



【設問53】 

ドキュメント映画『ロジャー＆ミー』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.  ジョナス・メカス

2.  フレデリック・ワイズマン

3.  マイケル・ムーア

4.  モーガン・スパーロック

解答：3. マイケル・ムーア

解説：1990年に日本で公開されたドキュメンタリー映画『ロジャー＆ミー』（89）を
監督したのはマイケル・ムーア。この映画は、生まれ故郷であるミシガン州フリント
の自動車工場が閉鎖されたことによって失業者があふれたことを題材にした、マイケ
ル・ムーアの監督デビュー作。タイトルの“ロジャー”とは、当時ゼネラルモータース
の会長だったロジャー・スミスのこと。彼に対するアポなし取材は、その後の作品の
原点にもなっている。選択肢は、アメリカを代表するドキュメンタリー監督たち。



【設問54】 

『ダイ・ハード』（88）の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ジョン・マクティアナン

2.  ジョン・ムーア

3.  レニー・ハーリン

4.  レン・ワイズマン

解答：1.  ジョン・マクティアナン

解説：日本では1989年に公開された『ダイ・ハード』（88）は、配給収入11億5000万
円を記録して、洋画の年間配給収入8位となるヒットとなった。ジョン・マクティアナ
ンは『プレデター』（88）や『レッド・オクトーバーを追え！』（90）などのヒット
作を生み出していたが、2006年に盗聴事件を起こし逮捕。以降、新作映画が発表され
ていない。選択肢は2019年現在5本ある『ダイ・ハード』シリーズを手掛けてきた歴代
の監督たち。



【設問55】 

『ニュー・シネマ・パラダイス』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ガブリエル・アクセル

2.  ジュゼッペ・トルナトーレ

3.  ビレ・アウグスト

4.  ラッセ・ハルストレム

解答：2.  ジュゼッペ・トルナトーレ

解説：日本では1989年に公開された『ニュー・シネマ・パラダイス』（88）の監督は
ジュゼッペ・トルナトーレ。第42回カンヌ国際映画祭では審査員グランプリ、第62回
アカデミー賞では外国語映画賞に輝いている。日本公開時は４０週の連続上映を記録
し、1989年第63回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第7位。この映画には複数の
バージョンがあり、1991年には初公開版よりも約51分長い『完全オリジナル版』が公
開され、映画ファンの間で支持するバージョンが真っ二つに分かれている。



【設問56】 

『その男、凶暴につき』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  奥山和由

2.  北野武

3.  野沢尚

4. 深作欣二

解答：2.  北野武 

解説：1989年に公開された『その男、凶暴につき』（89）は、北野武の初監督作品。
元々は深作欣二監督、ビートたけし主演の企画としてスタートしたものの深作欣二が
降板。急遽、北野武として監督を担当することになったという逸話がある。この映画
がなければ“世界のキタノ”は存在しなかったかも知れない。選択肢は、この映画のプ
ロデューサー・奥山和由、脚本・野沢尚、という面々。1989年第63回キネマ旬報ベス
ト・テンでは日本映画第7位（同率）。



【設問57】 

プロボクサーだった赤井英和の映画デビュー作となった作品を、以下の中から選びな
さい。

1.  『王手』

2.  『鉄拳』

3.  『どついたるねん』

4.  『ビリケン』

解答：3.  『どついたるねん』

解説：1989年に公開された『どついたるねん』（89）は、“浪速のロッキー”と呼ばれ
た赤井英和自身の半生を彷彿とさせる内容で、1989年第63回キネマ旬報ベスト・テン
では日本映画第2位。赤井英和は新人男優賞を受賞している。また、当初は映画館で
の上映が叶わず、ドーム型のテントを設置して上映されたことでも話題となった。こ
の＜シネマ・プラセット＞と呼ばれる興行形態は、プロデューサーの荒戸源次郎が
『ツィゴイネルワイゼン』（80）上映時に培ったもの。選択肢はすべて、『どついた
るねん』を監督した阪本順治の作品。



【設問58】 

『ブラック・レイン』が遺作となった日本人俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  高倉健

2.  内田裕也

3. 松田優作

4.  若山富三郎

解答：3.  松田優作 

解説：日本でも1989年に公開された『ブラック・レイン』（89）は、松田優作の遺作
となった映画（※ドラマ「華麗なる追跡　THE CHASER」が実質の遺作）。公開当初
は観客動員が伸び悩んだものの、公開中に松田優作が急逝したため観客が押し寄せ、
配給収入が13億5000万円、1989年度洋画の年間配給収入5位となるヒットとなった。
選択肢は『ブラック・レイン』に出演した日本人俳優たち。日本でもロケが行われた
この映画には、神山繁、ガッツ石松、安岡力也、國村隼、小野みゆきなども出演して
いる。



【設問59】 

『レインマン』でトム・クルーズ演じるチャーリーの兄を演じた俳優を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  ジャック・ニコルソン

2.   ショーン・ペン

3.  ダスティン・ホフマン

4.  トム・ハンクス

解答：3.  ダスティン・ホフマン

解説：日本では1989年に公開された『レインマン』（88）で、トム・クルーズ演じる
チャーリーの兄・レイモンドを演じたのはダスティン・ホフマン。『レインマン』は
第39回ベルリン国際映画祭で金熊賞、第61回アカデミー賞では作品賞・主演男優賞・
監督賞・脚本賞の４冠に輝いた。配給収入は33億円を記録し、1989年洋画の年間配給
収入で2位のヒットとなった。トム・クルーズは同時期に『カクテル』（88）もヒッ
トさせ、名実ともにトップスターの仲間入りをした。選択肢は、アカデミー主演男優
賞を二度受賞している俳優たち。ジャック・ニコルソンは『カッコーの巣の上で』
（75）と『恋愛小説家』（97）で主演男優賞を受賞しているほか、『愛と追憶の
日々』（83）では助演男優賞も受賞している。



【設問60】 

1987年の『ロボコップ』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.  アーヴィン・カーシュナー

2.  ジョゼ・パジーリャ

3.  フレッド・デッカー

4.  ポール・ヴァーホーヴェン

解答：4.   ポール・ヴァーホーヴェン

解説：日本では1988年に公開された『ロボコップ』（87）の監督はポール・ヴァー
ホーヴェン。オランダ出身の映画監督で、過激な描写が演出の特徴。ハリウッドに
渡ってからは『氷の微笑』（92）や『スターシップ・トゥルーパーズ』（97）などの
話題作で論議を呼んできた。もともとは『ルトガー・ハウアー／危険な愛』（73）が
第46回アカデミー賞外国語映画賞候補となるなど、アート系の映画作家という文脈で
注目された存在だった。選択肢は、4本ある『ロボコップ』シリーズやリブート作品を
手掛けた監督たち。『ロボコップ』は、1988年第62回キネマ旬報ベスト・テンの読者
選出外国映画第1位。



【設問61】 

『存在の耐えられない軽さ』や『汚れた血』に出演している俳優を、以下の中から選
びなさい。

1.  ジュリー・デルピー

2.  ジュリエット・ビノシュ

3.  ダニエル・デイ＝ルイス

4.  ドニ・ラヴァン

解答：2.   ジュリエット・ビノシュ

解説：日本では1988年に公開された『汚れた血』（86）と『存在の耐えられない軽
さ』（88）に出演しているのはジュリエット・ビノシュ。彼女は、『トリコロール／
青の愛』（93）で第50回ヴェネチア国際映画祭最優秀女優賞、『イングリッシュ・ペ
イシェント』（96）で第47回ベルリン国際映画祭（最優秀女優賞として）銀熊賞と第
69回アカデミー賞助演女優賞、『トスカーナの贋作』（10）で第63回カンヌ国際映画
祭女優賞を受賞し、世界三大映画祭とアカデミー賞を制している数少ない女優のひと
り。是枝裕和監督がフランスで撮った『真実』（19）では、カトリーヌ・ドヌーヴ演
じる大女優の娘役を演じている。



【設問62】 

リュック・ベッソン監督の『グレート・ブルー』や『サブウェイ』、『レオン』に出
演している俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  ジャック・マイヨール

2.  ジャン＝マルク・バール

3.  ジャン＝ユーグ・アングラード

4.  ジャン・レノ

解答：4.   ジャン・レノ

解説：リュック・ベッソン監督の長編デビュー作『最後の戦い』（83）に主演した
ジャン・レノは、初期のリュック・ベッソン作品の常連俳優だった。出世作でもある
『グレート・ブルー』（88）には複数のバージョンがあり、1992年に公開された『グ
ラン・ブルー／グレート・ブルー完全版』は初公開版よりも約48分長いバージョン。
ミニシアターでの上映だったが、作品の知名度をさらに高めた。ジャック・マイヨー
ルは『グレート・ブルー』でジャン＝マルク・バールが演じたジャック役のモデルと
なった実在のダイバー。ジャン＝ユーグ・アングラードは『サブウェイ』（84）、
『ニキータ』（90）などのリュック・ベッソン作品に出演している。



【設問63】 

宮崎駿監督の『となりのトトロ』は初公開時2本立て興行だった。併映作品として正
しいものを、以下の中から選びなさい。

1.  『On Your Mark』

2.  『ギブリーズ　episode２』

3.  『火垂るの墓』

4.  『名探偵ホームズ』

解答：3.  『火垂るの墓』

解説：1988年に公開された『となりのトトロ』（88）は、高畑勲監督の『火垂るの
墓』（88）と2本立てでゴールデンウィークに上映された。選択肢はすべて、スタジオ
ジブリ作品が劇場公開時に併映作品として上映した作品。興行的には振るわなかった
が、1988年第62回キネマ旬報ベスト・テンで『となりのトトロ』は日本映画第1位、
『火垂るの墓』は第6位と高い評価を受けた（読者選出でも同位だった）。歴代ベス
ト・テンで1位になったアニメーション作品は、『となりのトトロ』と『この世界の
片隅に』（16）の2本のみ。



【設問64】 

ベルナルド・ベルトルッチ監督の『ラストエンペラー』で音楽を担当した人物を、以
下の中から選びなさい。

1.  喜多郎

2.  坂本龍一

3.  久石譲

4.  黛敏郎

解答：2.  坂本龍一

解説：日本では1988年に公開された『ラストエンペラー』（87）の音楽を担当したの
は坂本龍一。この映画で日本人初となる第60回アカデミー賞の作曲賞を受賞してい
る。『ラストエンペラー』は配給収入24億5000万円を記録して、1988年度洋画の年間
配給収入1位のヒットとなった。また、第60回アカデミー賞では作品賞など候補と
なった9部門すべてで受賞、1988年第62回キネマ旬報ベスト・テン外国映画では第1
位、間違いなくこの年を代表する作品だと言える。選択肢は海外でも評価されている
音楽家たち。喜多郎は『天と地』（94）で第51回ゴールデン・グローブ賞の作曲賞を
受賞、久石譲は『千と千尋の神隠し』（01）第30回アニー賞の音楽賞を受賞、黛敏郎
は『天地創造』（66）で第39回アカデミー賞作曲賞の候補となっている。



【設問65】 

長編アニメーション映画『AKIRA』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  江口寿史

2.  大友克洋

3.  今敏

4.  りんたろう

解答：2.  大友克洋

解説：1988年に公開された『AKIRA』（88）は、大友克洋が自身の漫画を監督した作
品。1989年にはアメリカで公開され、ハリウッドでは実写映画化の噂が絶えず、ス
ティーヴン・スピルバーグは『レディ・プレイヤー１』（18）の中で“金田バイク”を
登場させるなど、今なお高い評価を得ている。選択肢は大友克洋とアニメーション映
画で組んだことのある人物。大友克洋が脚本を担当した『老人Z』（91）で江口寿史
はキャラクター原案を担当。今敏監督の『パーフェクト・ブルー』（97）に大友克洋
は企画協力。りんたろう監督の『幻魔大戦』で大友克洋は原画とキャラクターデザイ
ンを担当、また『メトロポリス』（01）では脚本を担当している。



【設問66】 

ケヴィン・コスナー主演の『アンタッチャブル』を監督した人物を、以下の中から選
びなさい。

1.  オリヴァー・ストーン

2.  デヴィッド・コープ

3.  ブライアン・デ・パルマ

4.  ポール・シュレイダー

解答：3.  ブライアン・デ・パルマ

解説：日本で1987年に公開された『アンタッチャブル』（87）の監督は、ブライア
ン・デ・パルマ。暗黒界の帝王と呼ばれたマフィア、アル・カポネを逮捕しようとす
るアメリカ合衆国財務省捜査官たちの活躍を描いたテレビドラマ「アンタッチャブ
ル」を、パラマウント映画75周年記念に映画化された作品。日本でも配給収入17億
5000万円を記録。1987年洋画の年間配給収入で3位となるヒットとなり、それまで無
名だったケヴィン・コスナーが一躍人気スターとなった。1987年第61回キネマ旬報ベ
スト・テンでも外国映画第3位。選択肢は、ブライアン・デ・パルマ監督作品の脚本
を担当した、『スカーフェイス』（83）のオリヴァー・ストーン、『カリートの道』
（93）と『ミッション：インポッシブル』（96）のデヴィッド・コープ、『愛のメモ
リー』（76）のポール・シュレイダー。



【設問67】 

カイル・マクラクラン主演の『ブルーベルベット』を監督した人物を、以下の中から
選びなさい。

1.  デヴィッド・クローネンバーグ

2.  デヴィッド・フィンチャー

3.  デヴィッド・リンチ

4.  デヴィッド・ロウリー

解答：3.  デヴィッド・リンチ

解説：日本では1987年に公開された『ブルーベルベット』の監督はデヴィッド・リン
チ。1987年第61回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第9位。1993年まで開催さ
れ、『激突！』（71）や『ターミネーター』（84）をグランプリに選んだことでSF映
画やファンタジー映画の新たな才能を発掘する映画祭として注目されていたアボリ
アッツ・ファンタスティック国際映画祭では、第15回のグランプリに輝いている。監
督のデヴィッド・リンチ、主演のカイル・マクラクラン、音楽のアンジェロ・バダラ
メンティのコンビは、テレビシリーズ「ツイン・ピークス」へと引き継がれてゆく。



【設問68】 

ドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  小川紳介

2.  佐藤真

3.  土本典昭

4.  原一男

解答：4.  原一男

解説：1987年に公開された『ゆきゆきて、神軍』（87）を監督したのは原一男。ア
ナーキスト・奥崎謙三を撮影したドキュメンタリーは衝撃と共に迎えられ、1987年第
61回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画第2位、読者選出日本映画では第1位。第37回
ベルリン国際映画祭でカリガリ新人賞、またドキュメンタリー映画としては初の第27
回日本映画監督協会新人賞を受賞するなど、多くの賞に輝いている。選択肢は、日本
を代表するドキュメンタリー監督たち。



【設問69】 

伊丹十三監督が国税局査察部を題材にした映画を、以下の中から選びなさい。

1.  『スーパーの女』

2.  『マルサの女』

3.  『マルタイの女』

4.  『ミンボーの女』

解答：2.  『マルサの女』

解説：1987年に公開された『マルサの女』（87）は、配給収入12億5000万円を記録す
るヒットとなり、それまであまり知られることのなかった＜マルサ＞という言葉を広
く知らしめた。1987年第87回キネマ旬報ベスト・テンでは日本映画第1位になったほ
か、伊丹十三が日本映画監督賞と脚本賞、宮本信子が主演女優賞、津川雅彦が助演男
優賞を受賞。第11回日本アカデミー賞でも主要部門を独占し、まさに1987年を代表す
る作品となった。選択肢はすべて、伊丹十三の監督作品。



【設問70】 

『男たちの挽歌』の正式な続編で、ジョン・ウーが監督した作品を、以下の中から選
びなさい。

1.  『アゲイン／明日への誓い』

2.  『狼 男たちの挽歌・最終章』

3.  『男たちの挽歌Ⅱ』

4.  『ハード・ボイルド 新・男たちの挽歌』

解答：3.  『男たちの挽歌Ⅱ』

解説：日本では1987年に公開された『男たちの挽歌』（86）は、“香港ノワール”と呼
ばれるジャンルを確立させた作品。選択肢の作品はすべてチョウ・ユンファが主演だ
が、『男たちの挽歌』の正式な続編は『男たちの挽歌Ⅱ』（87）と『アゲイン／明日
への誓い』（89）のみ。残りの２本は、シリーズとは関連がなく、半ば勝手に日本で
“男たちの挽歌”とのタイトルが付けられた作品。また『アゲイン／明日への誓い』の
監督は、当時“香港のスピルバーグ”とも呼ばれたツイ・ハークなので、ジョン・ウー
が監督した正式な続編は『男たちの挽歌Ⅱ』ということになる。



【設問71】 

リバー・フェニックスが出演している作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『グーニーズ』

2.  『スタンド・バイ・ミー』

3.  『トイ・ソルジャー』

4.  『ロストボーイズ』

解答：2.  『スタンド・バイ・ミー』

解説：リバー・フェニックスが出演しているのは、日本では1987年に公開された『ス
タンド・バイ・ミー』（86）。1987年第61回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第
5位、読者選出外国映画第1位だった。リバー・フェニックスは18歳の時、『旅立ちの
時』（88）で第61回アカデミー賞助演男優賞候補となったが、23歳の若さで急逝。現
在も彼を慕う根強いファンがいる。選択肢は『スタンド・バイ・ミー』で仲間の少年
を演じたウィル・ウィートン、コリー・フェルドマンが出演した作品。



【設問72】 

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ヴィム・ヴェンダース

2.  ジム・ジャームッシュ

3.  トム・ディチロ

4.  ニコラス・レイ

解答：2.  ジム・ジャームッシュ

解説：日本では1986年に公開された『ストレンジャー・ザン・パラダイス』（84）の
監督は、ジム・ジャームッシュ。1986年第60回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画
第1位となった。実は、選択肢の人物たちには数珠つなぎの縁がある。ジェームズ・
ディーン主演の『理由なき反抗』（55）を監督したニコラス・レイと共に『ニック
ス・ムービー／水上の稲妻』（80）を監督したのが、『パリ、テキサス』（84）など
のヴィム・ヴェンダース監督。そして、ヴェンダースのもとで製作助手をしていたのが
ジム・ジャームッシュだった。そして、ヴェンダースから譲り受けた端尺の映画フィ
ルムで撮影した作品が『ストレンジャー・ザン・パラダイス』の第一部部分で、その
カメラマンが後に『リビング・イン・オブリビオン／悪夢の撮影日誌』（95）を監督
するトム・ディチロなのである。



【設問73】 

ウディ・アレン監督の『カイロの紫のバラ』でヒロインを演じた俳優を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  ダイアン・ウィースト

2.  ダイアン・キートン

3.  ミア・ファロー

4.  ミラ・ソルヴィノ

解答：3.  ミア・ファロー

解説：日本では1986年に公開された『カイロの紫のバラ』（85）でヒロインを演じた
のはミア・ファロー。『サマー・ナイト』（82）から『夫たち、妻たち』（92）ま
で、ウディ・アレン作品のミューズとして出演。選択肢はウディ・アレン作品に出演
してアカデミー賞に輝いた女優たち。ダイアン・キートンは『アニー・ホール』
（77）で主演女優賞、ダイアン・ウィーストは『ハンナとその姉妹』（86）と『ブ
ロードウェイと銃弾』（95）で助演女優賞、ミラ・ソルヴィノは『誘惑のアフロ
ディーテ』（96）で助演女優賞をそれぞれ受賞。彼女たちの他にも、『ブルー・ジャ
スミン』（13）のケイト・ブランシェット、『それでも恋するバルセロナ』（09）の
ペネロペ・クルスもアカデミー賞を受賞していることからも、ウディ・アレンは女優
の魅力を引き出すことに長けていることが判る。1986年第60回キネマ旬報ベスト・テ
ンでは外国映画第2位。



【設問74】 

『未来世紀ブラジル』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  グレアム・チャップマン

2.  ジョン・クリーズ

3.  テリー・ギリアム

4.  テリー・ジョーンズ

解答：3.  テリー・ギリアム

解説：日本では1986年に公開された『未来世紀ブラジル』（85）の監督はテリー・ギ
リアム。選択肢はイギリスのコメディグループ“モンティ・パイソン”のメンバー。テ
リー・ギリアムのキャリアは、“モンティ・パイソン”のメンバーとの出会いと共にス
タートしている。『未来世紀ブラジル』は、エンディングを巡って映画会社と監督が
衝突したことでも知られている。その顛末は、ジャック・マシューズが著した「バト
ル・オブ・ブラジル『未来世紀ブラジル』ハリウッドに戦いを挑む」に詳しい。



【設問75】 

滝田洋二郎監督の『コミック雑誌なんかいらない！』で芸能レポーター役を演じた主
演俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  内田裕也

2.  梨元勝

3.  ビートたけし

4.  三浦和義

解答：1.   内田裕也

解説：1986年に公開された『コミック雑誌なんかいらない！』（86）には、「ロス疑
惑」の渦中にあった三浦和義が本人役で登場。当時の芸能界やワイドショーを騒がせ
た人物が、本人役または本人を彷彿とさせる役として登場することで話題となった。
選択肢は、この映画に出演している人物たち。ビートたけしは、クライマックスとな
る豊田商事事件の再現場面に出演している。1986年第60回キネマ旬報ベスト・テンで
は日本映画第2位。



【設問76】 

『トップガン』でトム・クルーズ演じるマーヴェリックの相棒グースを演じた俳優を、
以下の中から選びなさい。

1.  アンソニー・エドワーズ

2.  ヴァル・キルマー

3.  ジョン・ストックウェル

4.  ティム・ロビンス

解答：1.   アンソニー・エドワーズ

解説：日本でも1986年に公開された『トップガン』で、トム・クルーズ演じるマー
ヴェリックの相棒グース役を演じたのはアンソニー・エドワーズ。80年代は青春映画
に多数出演したが、のちにテレビシリーズ「ER緊急救命室」のメインキャストとして
出演し、第55回ゴールデン・グローブ賞（テレビシリーズ・ドラマ部門）の主演男優
賞を受賞している。配給収入39億円を記録して、1987年度洋画の年間配給収入1位の
ヒットとなった。選択肢は、『トップガン』の出演者たち。2020年には34年ぶりとな
る続編が公開予定。



【設問77】 

『ハスラー２』でポール・ニューマンが師弟関係を結ぶ若者ヴィンセントを演じた俳
優を、以下の中から選びなさい。

1.  ティム・ロビンス

2.  トム・クルーズ

3.  トム・ハンクス

4.  ブルース・ウィリス

解答：2.   トム・クルーズ

解説：日本でも1986年に公開された『ハスラー２』（86）でポール・ニューマンと師
弟関係を結ぶ若者を演じたのはトム・クルーズ。1986年のお正月興行は、『トップガ
ン』（86）と『ハスラー２』の２本が牽引。ビリヤードを題材にした『ハスラー２』
は、日本全国にビリヤード場が新たに開店するほどの人気を呼び、一般的にはまだ無
名だったトム・クルーズが一躍注目を浴びることとなった。選択肢は、過去にポー
ル・ニューマンと共演した俳優たち。



【設問78】 

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ジョー・ダンテ

2.  バリー・レヴィンソン

3.  リチャード・ドナー

4.  ロバート・ゼメキス

解答：4.   ロバート・ゼメキス

解説：1985年に公開された『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（85）の監督はロ
バート・ゼメキス。日本では配給収入36億5000万円を記録して、1986年洋画の年間配
給収入（※12月に公開されたため、翌年の配給収入に計上されている）で1位となる
ヒットとなった。当時は、スティーヴン・スピルバーグ製作総指揮の作品が軒並み
ヒットするという時代。ジョー・ダンテ監督は『グレムリン』（84）を、バリー・レ
ヴィンソン監督は『ヤング・シャーロック／ピラミッドの謎』（85）を、リチャー
ド・ドナー監督は『グーニーズ』（85）といったスピルバーグ印の作品を監督してい
る。



【設問79】 

『アマデウス』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  イジー・メンツェル

2.  ヴェラ・ヒティロヴァ

3.  ミロス・フォアマン

4.  ヤン・ニェメツ

解答：3.   ミロス・フォアマン

解説：日本では1985年に公開され、アカデミー賞で作品賞など8部門を受賞した『ア
マデウス』（85）の監督はミロス・フォアマン。選択肢は、彼と共にチェコスロバキ
アの映画界で“チェコ・ヌーヴェルヴァーグ”と呼ばれる映画運動の中心にいた映画監
督たち。ミロス・フォアマンは『カッコーの巣の上で』（75）と『アマデウス』でア
カデミー賞監督賞を二度受賞している。『アマデウス』は、配給収入8億200万円を記
録し、1985年度洋画の年間配給収入で10位になるヒットとなった。1985年第59回キネ
マ旬報ベスト・テンでは外国映画第1位。



【設問80】 

『パリ、テキサス』の監督を、以下の中から選びなさい。

1.  ヴィム・ヴェンダース

2.  ヴェルナー・ヘルツォーク

3.  フォルカー・シュレンドルフ

4.  ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー

解答：1.   ヴィム・ヴェンダース

解説：日本では1985年に公開された『パリ、テキサス』（84）の監督はヴィム・ヴェ
ンダース。一説では“ロードムービー”という言葉を生み出した人物とされている。選
択肢は、彼と共にドイツの映画界で“ニュー・ジャーマン・シネマ”と呼ばれた作品の
映画監督たち。『パリ、テキサス』は第37回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールに輝
いた。1985年第59回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第6位。



【設問81】 

那須博之監督の『ビー・バップ・ハイスクール』でトオルとヒロシのコンビを演じた
俳優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.  江口洋介と織田裕二

2.  柴田恭兵と舘ひろし

3.  庄司哲郎と岸本祐二

4.  仲村トオルと清水宏次朗

解答：4.   仲村トオルと清水宏次朗

解説：1985年に公開された『ビー・バップ・ハイスクール』（85）はシリーズ化さ
れ、監督・那須博之監督、脚本・那須真知子、主演・仲村トオルと清水宏次朗によっ
て６作製作された。選択肢は東映作品でコンビを演じた俳優たち。江口洋介と織田裕
二は『湘南爆走族』（87）、柴田恭兵と舘ひろしは『あぶない刑事』（87）、そし
て、庄司哲郎と岸本祐二は「ビー・バップ・ハイスクール」の原作者・きうちかずひ
ろが監督した『BE-BOP HIGH SCHOOL ビー・バップ・ハイスクール』（94）でトオ
ルとヒロシを演じている。



【設問82】 

相米慎二監督の『台風クラブ』の舞台となる学校を、以下の中から選びなさい。

1.  小学校

2.  中学校

3.  高校

4.  大学

解答：2.  中学校

解説：1985年に公開された『台風クラブ』（85）の舞台は、高校受験を控えた学生た
ちが通う地方の中学校。第1回東京国際映画祭ではヤングシネマ部門の大賞を受賞
し、1985年第59回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画第4位。



【設問83】 

大林宣彦監督の『さびしんぼう』の舞台となった街を、以下の中から選びなさい。

1.  尾道

2.  唐津

3.  長岡

4.  柳川

解答：1.  尾道

解説：1985年に公開された『さびしんぼう』（85）の舞台は大林宣彦の出身地でもあ
る尾道。1982年の『転校生』（82）、『時をかける少女』（83）、『さびしんぼう』
の３本は、主に尾道で撮影されているため＜尾道三部作＞と呼ばれ、ロケ地を回る
ファンも多い。選択肢は、『花筐／HANAGATAMI』（17）の唐津、『この空の花 長
岡花火物語』（14）の長岡、『廃市』（83）の柳川、大林宣彦監督作品が撮影された
街。1985年第59回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画第5位。



【設問84】 

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』の監督を、以下の中から選びなさ
い。

1.  クエンティン・タランティーノ

2.  セルジオ・レオーネ

3.  ツイ・ハーク

4.  モフセン・マフマルバフ

解答：2.  セルジオ・レオーネ

解説：1984年に公開された『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』（84）
の監督は、『荒野の用心棒』（64）や『夕陽のガンマン』（65）などのマカロニウェ
スタンで知られるセルジオ・レオーネ。また、レオーネが監督した『ウエスタン』
（68）の原題は『Once upon a time in the West』で、レオーネのマカロニウェスタンを
愛するクエンティン・タランティーノが『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリ
ウッド』（19）のタイトルを付けた理由が窺える。ちなみに、ツイ・ハーク監督は
ジェット・リー主演の『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ』シリーズを、
モフセン・マフマルバフ監督は『ワンス・アポン・ア・タイム、シネマ』（92）を監
督している。



【設問85】 

『ストリート・オブ・ファイヤー』を監督した人物の作品を、以下の中から選びなさ
い。

1.  『13時間　ベンガジの秘密の兵士』 

2.  『48時間』

3.  『96時間』

4.  『127時間』

解答：2.  『48時間』

解説：日本でも1984年に公開された『ストリート・オブ・ファイヤー』の監督はウォ
ルター・ヒル。『48時間』（82）や『ウォリーアーズ』（79）など、シャープなアク
ション描写が特徴で、『ゲッタウェイ』（72）の脚本や『エイリアン』（79）の製作
でも知られている。1984年第58回キネマ旬報ベスト・テンでは外国映画第7位、読者
選出では第1位だった。選択肢は“時間”がタイトルに付く作品たち。



【設問86】 

阿佐田哲也の小説『麻雀放浪記』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.  市川準 

2.  小田和正

3.  桑田佳祐

4.  和田誠

解答：4.  和田誠

解説：1984年に公開された『麻雀放浪記』（84）はイラストレーターの和田誠が監督
した作品。異業種からの初監督作品ながら、1984年第58回キネマ旬報ベスト・テンで
は日本映画第4位と高い評価を得た。この時代、異業種から監督がデビューすること
がトレンドになっていた。例えば、CM業界から市川準、芸人のビートたけし（監督
としては「北野武」）、俳優の竹中直人の監督作品『無能の人』（91）は国際映画祭
でも高い評価を受けたほど。また、厳しい批評を受けながらも、桑田佳祐が監督した
『稲村ジェーン』（90）は大ヒットを記録。小田和正は『いつか どこかで』（92）と
『緑の街』（98）の2本を監督している。



【設問87】 

エディ・マーフィとジョン・ランディス監督は何度も組んでいるが、彼らが組んでい
ない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『大逆転』

2.  『ハーレム・ナイト』

3.  『ビバリーヒルズ・コップ３』

4.  『星の王子ニューヨークへ行く』

解答：2.  『ハーレム・ナイト』

解説：日本でも1989年に公開された『ハーレム・ナイト』（89）は、エディ・マー
フィの初監督作品。それゆえ、ジョン・ランディス監督は参加していない。



【設問88】 

ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、ユン・ピョウの３人は度々共演してい
るが、この３人が揃って出演していない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『五福星』

2.  『スパルタンX』

3.  『プロジェクトA』

4.  『ポリス・ストーリー／香港国際警察』

解答：4.『ポリス・ストーリー／香港国際警察』

解説：日本でも1985年に公開された『ポリス・ストーリー／香港国際警察』（８５）
で、ジャッキー・チェンは監督・主演・原案・アクション監修・主題歌を担当。『ポ
リス・ストーリー』の正式なシリーズ作品で３人が共演している作品はない。



【設問89】 

アーノルド・シュワルツェネッガーとジェームズ・キャメロン監督は何作かで組んで
いるが、彼らが組んでいない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『アビス』

2.  『ターミネーター』

3.  『ターミネーター２』

4.  『トゥルー・ライズ』

解答：1. 『アビス』

解説：日本では1990年に公開された『アビス』（89）の主演はエド・ハリス。アーノ
ルド・シュワルツェネッガーは出演していない。



【設問90】 

ロバート・デ・ニーロとマーティン・スコセッシ監督は名コンビで知られるが、彼ら
が組んでいない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『カジノ』

2.  『グッドフェローズ』

3.  『レイジング・ブル』

4.  『ギャング・オブ・ニューヨーク』

解答：4. 『ギャング・オブ・ニューヨーク』

解説：日本でも2002年に公開された『ギャング・オブ・ニューヨーク』（01）はレオ
ナルド・ディカプリオとダニエル・デイ＝ルイスが共演。ロバート・デ・ニーロは出
演していない。



【設問91】 

『家族ゲーム』の松田優作と森田芳光監督のコンビが再度組んだ作品を、以下の中か
ら選びなさい。

1.  『悲しい色やねん』

2.  『それから』

3.  『ときめきに死す』

4.  『メイン・テーマ』

解答：2. 『それから』

解説：夏目漱石の同名小説を映画化し、1985年に公開された『それから』（85）で松
田優作と森田芳光監督は組んでいる。この映画は1985年第59回キネマ旬報ベスト・テ
ンの日本映画第1位、森田芳光が日本映画監督賞、筒井ともみが脚本賞、小林薫が助
演男優賞に輝いている。



【設問92】 

『時をかける少女』の原田知世と大林宣彦監督のコンビで再度撮った作品を、以下の
中から選びなさい。

1.  『愛情物語』

2.  『黒いドレスの女』

3.  『早春物語』

4.  『天国にいちばん近い島』

解答：4. 『天国にいちばん近い島』

解説：選択肢はすべて原田知世の主演作だが、『愛情物語』（84）は角川春樹監督、
『早春物語』（85）は澤井信一郎監督、『黒いドレスの女』（87）は崔洋一監督が手
がけている。



【設問93】 

『フラッシュダンス』でアカデミー歌曲賞を受賞した主題歌「フラッシュダンス…ホ
ワット・ア・フィーリング」を歌ったミュージシャンを、以下の中から選びなさい。

1.  アイリーン・キャラ

2.  ケニー・ロギンス

3. シンディ・ローパー

4.  レイ・パーカーJr.

解答：1. アイリーン・キャラ

解説：アイリーン・キャラが歌った「フラッシュダンス…ホワット・ア・フィーリン
グ」は全米チャートで1位を記録。日本でも1983年に公開された『フラッシュダン
ス』は、配給収入34億円を記録し、サウンドトラック盤も10週連続1位になるヒット
となった。また、テレビドラマ「スチュワーデス物語」の主題歌として日本語でカ
バーされた麻倉未稀の「What a feeling～フラッシュダンス」もヒットしている。選択
肢は80年代の映画から生まれたヒット曲を歌ったミュージシャン。ケニー・ロギンス
は『フットルース』（84）や『トップガン』（86）、シンディ・ローパーは『グー
ニーズ』（85）、レイ・パーカーJr.は『ゴーストバスターズ』（84）の主題歌を担
当。アイリーン・キャラは『フェーム』（80）で歌った主題歌も第53回アカデミー賞
歌曲賞に輝いている。



【設問94】 

フリッツ・ラングが監督した『メトロポリス』（27）は、ある作曲家の手によって
1984年に再公開されている。その作曲家を、以下の中から選びなさい。

1.  ジョルジオ・モロダー

2.  ダニー・エルフマン

3.  ハロルド・フォルターメイヤー

4.  ハンス・ジマー

解答：1. ジョルジオ・モロダー

解説：ジョルジオ・モロダーは『フラッシュダンス』（84）や『ネバーエンディン
グ・ストーリー』（84）などの映画音楽で知られるイタリア出身の作曲家。当時『メ
トロポリス』（27）は、第二次世界大戦の混乱でフィルムの大半が失われた状態だっ
た。ジョルジオ・モロダーは世界中に散らばったフィルムを収集。210分あったとされ
るオリジナル版を82分に再編集して劇場公開した。そして、そもそもサイレント映画
であったため、フレディ・マーキュリーやパット・ベネターといったアーティストの
楽曲がサウンドトラック盤に収録され、劇中でも使用されている。



【設問95】 

高倉健主演の『南極物語』で音楽を手がけたヴァンゲリスが、映画音楽を担当してい
ない作品を、以下の中から選びなさい。

1.  『ブレードランナー』

2.  『ブレードランナー2049』

3.  『炎のランナー』

4.  『ミッシング』

解答：2. 『ブレードランナー2049』

解説：ヴァンゲリスはギリシャ出身の音楽家。『炎のランナー』（81）で第54回アカ
デミー賞作曲賞を受賞している。音楽を担当した『ミッシング』（82）は、ギリシャ
出身のコスタ＝ガヴラス監督の作品。第35回カンヌ国際映画祭ではパルム・ドールに
輝き、第55回アカデミー賞で脚色賞を受賞している。『ブレードランナー』（82）の
音楽は担当しているが、『ブレードランナー2049』（17）には参加していない。当初
はヨハン・ヨハンソンが音楽担当と発表されたが、突然、ハンス・ジマーとベンジャ
ミン・ウォルフィッシュに変更されたという経緯があった。



【設問96】 

1982年のアクション映画『ランボー』で主人公ジョン・ランボーを演じた俳優を、以
下の中から選びなさい。

1.  アーノルド・シュワルツェネッガー

2.  ジャン＝クロード・ヴァンダム

3.  シルヴェスター・スタローン

4.  チャック・ノリス

解答：3. シルヴェスター・スタローン

解説：日本でも1982年に公開された『ランボー』は、日本で配給収入12億円を記録す
るヒットとなった。シルヴェスター・スタローンにとって『ロッキー』シリーズと並
ぶ人気シリーズとなり、2019年に公開される最終作まで５作が製作されている。
『ターミネーター』（84）のアーノルド・シュワルツェネッガー、『サイボーグ』
（89）のジャン＝クロード・ヴァンダム、『地獄のヒーロー』（84）のチャック・ノ
リス、選択肢の４人は1980年代を代表するアクション俳優である。



【設問97】 

『鬼龍院花子の生涯』で、流行語にもなった「なめたらいかんぜよ！」の名台詞を劇
中で放った俳優を、以下の中から選びなさい。

1.  岩下志麻

2.  仙道敦子

3.  夏木マリ

4.  夏目雅子

解答：4. 夏目雅子

解説：1982年に公開された『鬼龍院花子の生涯』で松恵役を演じた夏目雅子は、ブ
ルーリボン賞の主演女優賞に輝いている。女性客の動員を得た本作は、配給収入11億
円を記録。このヒットをきっけかに、原作者・宮尾登美子の小説は、『陽暉楼』
（83）、『序の舞』（84）、『櫂』（85）など、映画化が続くことになる。選択肢は
『鬼龍院花子の生涯』の女性キャストたち。ちなみに、タイトルにある“花子”を演じ
ているのは、高杉かほり。夏目雅子が“花子”を演じているとの誤解が意外に多い。



【設問98】 

大島渚監督の『戦場のメリークリスマス』に出演したミュージシャンを、以下の中か
ら選びなさい。

1.  デヴィッド・ボウイ

2.  プリンス

3.  ミック・ジャガー

4.  ロジャー・ダルドリー

解答：1.  デヴィッド・ボウイ

解説：1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』（83）に出演しているのはデ
ヴィッド・ボウイ。この映画には、坂本龍一、内田裕也、ジョニー大倉といったミュー
ジシャン出身者を起用している点、また、ビートたけしが役者として評価され、坂本
龍一にとって初めての映画音楽だった点など注目すべきポイントが多い。ミュージ
シャンであるデヴィッド・ボウイは『地球に落ちて来た男』（76）や『ハンガー』
（83）などに主演しているが、ローリングストーンズのミック・ジャガーはニコラ
ス・ローグ監督の『パフォーマンス』（70）に、ザ・フーのロジャー・ダルドリーは
ケン・ラッセル監督の『トミー』（75）に、プリンスは『プリンス／パープルレイ
ン』（84）にそれぞれ主演している。



【設問99】 

映画のタイトルと俳優の組み合わせで正しくないものを、以下の中から選びなさい。

1.  『愛と追憶の日々』：シャーリー・マクレーン

2.  『ソフィーの選択』：メリル・ストリープ

3.   『黄昏』：オードリー・ヘプバーン 

4.   『プレイス・イン・ザ・ハート』：サリー・フィールド

解答：3.  『黄昏』：オードリー・ヘプバーン

解説：選択肢はすべて、1981年～1984年のアカデミー賞主演女優賞を受賞した作品。
『黄昏』（81）の主演はキャサリン・ヘプバーン。『勝利の朝』（33）、『招かれざ
る客』（67）、『冬のライオン』（68）で四度のアカデミー賞主演女優賞を受賞して
いる唯一の存在。



【設問100】 

映画のタイトルと俳優の組み合わせで正しくないものを、以下の中から選びなさい。

1.   『アマデウス』：F.マーレイ・エイブラハム

2.   『ガンジー』：ベン・キングズレー

3.   『蜘蛛女のキス』：ウィリアム・ハート

4.   『黄昏』：ピーター・フォンダ

解答：4.  『黄昏』：ピーター・フォンダ

解説：選択肢はすべて、1981年～1985年のアカデミー賞主演男優賞を受賞した作品。
『黄昏』（81）の主演はヘンリー・フォンダ。長年疎遠だった娘ジェーン・フォンダ
と共演し、ヘンリーは初のアカデミー賞主演男優賞を受賞した。なお、選択肢のピー
ター・フォンダはヘンリーの実の息子である。



【設問101】 

映画のタイトルと俳優の組み合わせで正しくないものを、以下の中から選びなさい。

1.   『愛は静けさの中に』：マーリー・マトリン

2.   『ウォール街』：カーク・ダグラス

3.   『月の輝く夜に』：シェール

4.   『テンダー・マーシー』：ロバート・デュヴァル

解答：2.  『ウォール街』：カーク・ダグラス

解説：選択肢はすべて1980年～90年にアカデミー賞主演男優・女優賞を受賞した作
品。『ウォール街』（87）の主演はマイケル・ダグラス。『愛は静けさの中に』
（86）のマーリー・マトリンは、最年少で主演女優賞を受賞している。なお、選択肢
のカーク・ダグラスはマイケル・ダグラスの実の父である。



【設問102】 

『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』の主人公の名前を、以下の中から選びなさ
い。

1.   インディアナ・ジョーンズ

2.   ジャック・ライアン

3.    ハン・ソロ

4.   リック・デッカード

解答：1.  インディアナ・ジョーンズ

解説：日本でも1981年に公開された『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』（81）
は、配給収入13億8000万円を記録。1981年第55回キネマ旬報ベスト・テン読者選出外
国映画で第1位となっている。インディアナ・ジョーンズこと“インディ・ジョーンズ”

はシリーズ化され、2019年までに４本の映画が製作されている（※第５作が2021年公
開を目指して製作中）。選択肢はすべて、ハリソン・フォードが演じたシリーズ作品
の役名。シリーズもので主人公を演じることは、役のイメージが付きまとうもの。例
えばショーン・コネリーのように、長年ジェームズ・ボンドのイメージに苦しめられ
た俳優もいる。そんな中で、シリーズ化された作品が4本もあるハリソン・フォード
は、常にトップスターである点においても異色の存在といえる。



【設問103】 

リドリー・スコット監督の『ブレードランナー』の舞台設定として適切なものを、以
下の中から選びなさい。

1.   2001年が舞台

2.   2010年が舞台

3.   2019年が舞台

4.   2020年が舞台

解答：3.  2019年が舞台

解説：日本でも1982年に公開された『ブレードランナー』（82）の舞台は2019年（ま
た、大友克洋の『AKIRA』（88）も2019年のネオ東京という設定）。我々は映画で描
かれている、まさに同じ時代を生きていることになる。昨今、ディストピアを描いた
映画は多いが、公開当時、科学技術が進歩しているにも関わらず、決して明るくない
未来が描かれているのは、この映画の特徴でもあった。



【設問104】 

ジョン・カーペンター監督の『ニューヨーク1997』の続編として製作された作品を、
以下の中から選びなさい。

1.   『エスケープ・フロム・L.A.』

2.   『ジョン・カーペンターの要塞警察』

3.   『ゼイリブ』

4.   『遊星からの物体X』

解答：1.  『エスケープ・フロム・L.A.』

解説：日本でも1973年に公開された『ニューヨーク1997』（81）は、カート・ラッセ
ル演じるスネーク・プリスキンが主人公の近未来SF映画。この映画の原題は「Escape 

from New York」、つまり、続編の『エスケープ・フロム・L.A.』（96）は、舞台が
ニューヨークからロサンゼルスに移っている。選択肢はすべて、ジョン・カーペン
ターの監督作品。



【設問105】 

相米慎二監督の『セーラー服と機関銃』で主人公・星泉を演じた俳優を、以下の中か
ら選びなさい。

1.   原田知世

2.   宮沢りえ  

3.   薬師丸ひろ子

4.   渡辺典子

解答：3.  薬師丸ひろ子

解説：1981年に公開された『セーラー服と機関銃』（81）は、配給収入23億円を記録
し、1982年日本映画の年間配給収入で1位となった（※81年の年末に公開されたた
め、翌年の配給収入に計上されている）。薬師丸ひろ子が歌った主題歌もヒット、赤
川次郎の原作もベストセラーになった。選択肢は角川映画で映画デビューした女優た
ち。薬師丸ひろ子は『野性の証明』（78）で、渡辺典子は『伊賀忍法帖』（82）で、
原田知世は『時をかける少女』（83）で、宮沢りえは『ぼくらの七日間戦争』（88）
で映画デビューを飾っている（※原田知世は『時をかける少女』直前、『幻魔大戦』
で声の出演をしている）。



【設問106】 

大林宣彦監督の『ねらわれた学園』で、主人公・三田村由香を演じた俳優を、以下の
中から選びなさい。

1.   原田知世

2.   宮沢りえ  

3.   薬師丸ひろ子

4.   渡辺典子

解答：3.  薬師丸ひろ子

解説：1981年に公開された『ねらわれた学園』（81）は、配給収入12億5000万円を記
録し、1981年日本映画の年間配給収入で６位となった（※近藤真彦・田原俊彦・野村
義男共演の『ブルージーンズメモリー』と併映）。松任谷由実が歌った主題歌「守っ
てあげたい」もヒットした。選択肢は角川映画で映画デビューした女優たち。薬師丸
ひろ子は『野性の証明』（78）で、渡辺典子は『伊賀忍法帖』（82）で、原田知世は
『時をかける少女』（83）で、宮沢りえは『ぼくらの七日間戦争』（88）で映画デ
ビューを飾っている（※原田知世は『時をかける少女』直前、『幻魔大戦』で声の出
演をしている）。



【設問107】 

相米慎二監督の『翔んだカップル』でヒロイン・山葉圭を演じた俳優を、以下の中か
ら選びなさい。

1.   原田知世

2.   宮沢りえ  

3.   薬師丸ひろ子

4.   渡辺典子

解答：3.  薬師丸ひろ子

解説：1980年に公開された『翔んだカップル』（80）は、配給収入８億円を記録。
1982年日本映画の年間配給収入で1位となった『セーラー服と機関銃』（81）のヒッ
トと薬師丸ひろ子人気にあやかって、ディレクターズカット版とも言える『翔んだ
カップル オリジナル版』が1983年に公開された。選択肢は角川映画で映画デビューし
た女優たち。薬師丸ひろ子は『野性の証明』（78）で、渡辺典子は『伊賀忍法帖』
（82）で、原田知世は『時をかける少女』（83）で、宮沢りえは『ぼくらの七日間戦
争』（88）で映画デビューを飾っている（※原田知世は『時をかける少女』直前、
『幻魔大戦』で声の出演をしている）。



【設問108】 

『ブルース・ブラザース』でダン・エイクロイドが演じたエルウッドの兄・ジェイク
を演じた俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   エディ・マーフィ

2.   ジョン・ベルーシ

3.   チェビー・チェイス

4.  ビル・マーレイ

解答：2.  ジョン・ベルーシ

解説：日本では1981年に公開された『ブルース・ブラザース』（80）は、配給収入7億
7000万円を記録して、1981年洋画の年間配給収入で5位のヒットとなった。兄・ジェイ
クを演じたジョン・ベルーシは、『アニマル・ハウス』（78）や『1941』（79）に出
演し、絶大な人気を誇ったコメディアンだったが、1982年に急逝。彼が不在のまま、
1998年に続編『ブルース・ブラザース2000』（98）が公開された。選択肢は、ジョ
ン・ベルーシ亡き後、ダン・エイクロイドが映画で共演した俳優たち。『大逆転』
（83）のエディ・マーフィ、『ゴーストバスターズ』（84）のビル・マーレイ、『ス
パイ・ライク・アス』（85）のチェビー・チェイスは、共にアメリカの人気コメディ
番組「サタデー・ナイト・ライブ」出身のコメディアンという共通点がある。



【設問109】 

マイケル・チミノ監督の『天国の門』の撮影が長期化し、予算超過によって倒産に追
い込まれた映画会社を、以下の中から選びなさい。

1.   オライオン・ピクチャーズ

2.   キャノンフィルムズ

3.   ニューワールド・ピクチャーズ

4.   ユナイテッド・アーティスツ

解答：4.  ユナイテッド・アーティスツ

解説：日本では1981年に公開された『天国の門』（80）は、『ディア・ハンター』
（78）でアカデミー作品賞や監督賞を受賞して大きな期待を受けていたマイケル・チ
ミノ監督の次作。1800年代末のアメリカを再現するため、当時の機関車を調達した
り、当時の衣装を纏ったエキストラを大量に投入したり、さらに度重なる撮り直しで
撮影は長期化。当初予定されていた1100万ドル製作費は、破格の4400万ドルという巨
費にまで膨れ上がったと言われている。公開されると作品は酷評され、興行収入は
350万ドルしか売り上げられず、興行的にも大失敗。結果、配給会社であるユナイテッ
ド・アーティスツ（UA）は倒産に追い込まれた。UAは1919年にチャールズ・チャッ
プリンやD.W.グリフィスらが、創作の自由を求めて創立した歴史ある映画会社。UA

はメトロ・ゴールドウィン・メイヤー（MGM）に買収され、現在も傘下にある。選
択肢は、かつてハリウッドで隆盛を誇った映画会社。オライオン・ピクチャーズは
1998年に一度消滅したが、2010年代になって再開している。



【設問110】 

映画が上映される際、冒頭に流れるハリウッドのメジャー映画会社のトレードマー
ク。その中で、ライオンが吠える有名なマークはどの映画会社のものか、以下の中か
ら選びなさい。

1.   パラマウント・ピクチャーズ

2.   メトロ・ゴールドウィン・メイヤー

3.   ユニヴァーサル・ピクチャーズ

4.   ワーナー・ブラザース

解答：2.  メトロ・ゴールドウィン・メイヤー

解説：メトロ・ゴールドウィン・メイヤー（MGM）は、1924年にメトロ・ピクチャー
ズ（M）、ゴールドウィンピクチャーズ（G）、ルイス・B・メイヤー・ピクチャーズ
（M）の三社が合併して生まれた映画会社。ミュージカル映画全盛期には『錨を上げ
て』（45）や『雨に唄えば』（52）などの“MGMミュージカル”を世に送り出した。そ
の後も『2001年宇宙の旅』（68）や『ウエストワールド』（73）、近年は『007』シ
リーズを手がけている。選択肢は、それぞれハリウッドのメジャー映画会社。



【設問111】 

『狂い咲きサンダーロード』を監督した人物を、以下の中から選びなさい。

1.   石井聰亙

2.   犬童一心

3.   長崎俊一

4.   森田芳光

解答：1.  石井聰亙

解説：1980年に公開された『狂い咲きサンダーロード』の監督は石井聰亙（現・岳
龍）。日本大学藝術学部映画学科の卒業制作として発表されたが、その完成度の高さ
から全国公開されたという経緯がある。1980年第54回キネマ旬報ベスト・テンでは日
本映画第8位。選択肢は、石井聰亙と同時期にPFFアワード入選した監督たち。石井聰
亙、森田芳光、長崎俊一は1978年、犬童一心、今関あきよし、山川直人、手塚眞は
1979年、黒沢清、飯田譲治、松岡錠司、緒方明は1981年、と後に商業監督としてデ
ビューする才人が、揃っていたことが判る。



【設問112】 

市川崑監督の『幸福』に主演した俳優を、以下の中から選びなさい。

1.   石原裕次郎

2.   市川雷蔵

3.   船越英二

4.   水谷豊

解答：4.  水谷豊

解説：1981年に公開された『幸福』（81）に主演したのは水谷豊。原作は、エド・マ
クベインの小説「クレアが死んでいる」。市川崑は『おとうと』（60）で実践した
“銀残し”という技法に再び挑戦。コントラストの強い独特の映像に仕上がっている。
『幸福』は1981年第55回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画第6位。選択肢は『太平
洋ひとりぼっち』（63）の石原裕次郎、『野火』（59）の船越英二、『炎上』などの
市川雷蔵と、市川崑作品に主演経験のある俳優たち。



【設問113】 

黒澤明監督の『影武者』で、撮影中に監督と対立して降板した俳優を、以下の中から
選びなさい。

1.   勝新太郎

2.   仲代達矢

3.   萩原健一

4.   山崎努

解答：1.  勝新太郎

解説：1980年に公開され、カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した『影武者』
（80）を撮影中に降板したのは勝新太郎。現場でのビデオ使用を巡って、黒澤明と勝
新太郎が衝突したと伝えられている。勝新太郎の降板後、同役は仲代達矢が引き継い
だ。『影武者』は製作費の不足に対して、黒澤明を敬愛するフランシス・フォード・
コッポラとジョージ・ルーカスが海外版プロデューサーを引き受けている。結果的に
この映画は、配給収入27億円を記録し、1980年度邦画の年間配給収入で1位のヒット
となった。1980年第54回キネマ旬報ベスト・テンの日本映画第2位。



【設問114】 

＜フィルム・コミッション＞という映画用語の意味として正しいものを、以下の中か
ら選びなさい。

1.   映画の上映を行うために映画会社と劇場のパイプ役となる会社のこと

2.   映画のセールスを行うため映画関係者が集うイベントのこと

3.   映画などのロケを誘致し情報提供を行う非営利団体のこと

4.   フィルムの保存や管理を行うための公的機関のこと

解答：3.  映画などのロケを誘致し情報提供を行う非営利団体のこと

解説：フィルム・コミッションは、1940年代にアメリカで始まった制度。日本でも地
方公共団体や観光協会が事務局を担当することで2000年代になって全国で定着。現在
では47都道府県全てに存在し、撮影の誘致は地域の活性化に活かされている。



【設問115】 

1982年6月に設立された＜ディレクターズ・カンパニー＞は、９人の映画監督が母体と
なった映画制作会社。設立メンバーとは言えない人物を、以下の中から選びなさい。

1.   井筒和幸

2.   大森一樹

3.   周防正行

4.   相米慎二

解答：3.  周防正行

解説：＜ディレクターズ・カンパニー＞の設立メンバーは、ATG作品を監督した長谷
川和彦と相米慎二と大森一樹、日活ロマンポルノ出身の根岸吉太郎と池田敏春、ピン
ク映画出身の高橋伴明と井筒和幸、PFF出身の石井聰亙（現・岳龍）と黒沢清という
構成。『太陽を盗んだ男』（79）で時の人となった長谷川和彦に賛同した若い映画監
督たちが、映画スタジオが機能しなくなった時代に自ら企画した映画を制作するため
に、映画制作会社として設立したという経緯がある。しかし、製作費16億円とも噂さ
れた『東方見聞録』が撮影事故で公開中止となり、負債を抱えたり、製作した作品の
クオリティと興行成績が比例しなかったことなどもあり、1992年に事実上解散してい
る。いっけんすると難解な問題に見えるが、周防正行の監督デビュー作『変態家族　
兄貴の嫁さん』は1984年のピンク映画で、一般映画としてデビューする『ファンシイ
ダンス』は1989年公開なので、設立メンバーに該当しないと推測できる。一方、周防
正行監督は＜ディレクターズ・カンパニー＞の高橋伴明監督や井筒和幸監督の作品で
助監督をしていたという繋がりがある。



【設問116】 

1989年の日本映画界では、ある同じ題材の映画が競作され話題となった。正しい作品
の組み合わせを、以下の中から選びなさい。

1.   『自由学校』と『自由学校』

2.   『はやぶさ／HAYABUSA』と『おかえり、はやぶさ』

3.   『はやぶさ　遥かなる帰還』と『はやぶさ　HAYABUSA BACK TO THE EARTH』

4.   『利休』と『千利休　本覺坊遺文』

解答：4.  『利休』と『千利休　本覺坊遺文』

解説：1989年秋、勅使河原宏監督の『利休』（89）が松竹の配給で9月に、熊井啓監
督の『千利休　本覺坊遺文』（89）が東宝の配給で10月にそれぞれ公開された。配給
収入では『利休』が12億7000万円、『千利休』が7億5000万円だったが、1989年第63

回キネマ旬報ベスト・テンでは『利休』が日本映画第7位、『千利休』が日本映画第3

位だった。また、『利休』は第12回モントリオール世界映画祭で最優秀芸術貢献賞、
『千利休』は第46回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞するなど、どちらの作品も
国際的に高い評価を得た。選択肢は、同時期に同じ題材の競作となった作品。『自由
学校』（51）は1951年5月に、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。



【設問117】 

台湾映画『あの頃、君を追いかけた』（11）には日本のカルチャーが印象的に登場す
る。主人公たちが劇中で夢中になっている日本の漫画を、以下の中から選びなさい。

1.   「キン肉マン」

2.   「スラムダンク」

3.   「聖闘士星矢」

4.   「Dr.スランプ」

解答：2.  「スラムダンク」

解説：選択肢は少年ジャンプに連載された漫画でテレビアニメ化もされた人気作品。
ギデンズ・コー監督は「ドラゴンボール」や「スラムダンク」など日本の漫画に影響
されたと述懐。「日本の作品を楽しむことは、台湾の若い世代にとって当たり前だっ
た」とも語っている。例えば、日本で2003年に公開された台湾映画『藍色夏恋』
（02）では、＜木村拓哉＞が映画終盤の重要なキーワードとなっている。



【設問118】 

岩井俊二監督の『四月物語』には主演女優の家族も出演している。該当しない人物
を、以下の中から選びなさい。

1.   市川染五郎

2.   寺島しのぶ

3.   松本幸四郎

4.   松本紀保

解答：2.  寺島しのぶ

解説：寺島しのぶは尾上菊五郎と富司純子の娘。主演の松たか子とは血縁関係がな
い。市川染五郎（現・松本幸四郎）と松本紀保は、松たか子の兄姉。そして、松本幸
四郎（現・松本白鸚）は父親にあたる。この三人と母親である藤間紀子という実際の
家族が、映画初盤、上京する娘を駅で見送る家族役を演じている。映画草創期、映画
俳優という概念がまだ存在しなかった時代に重宝されたのが歌舞伎役者たち。そうい
う意味で、歌舞伎役者と映画の関係についても映画検定では覚えておきたい。



【設問119】 

アカデミー賞作品賞を受賞した作品を、以下の中から選びなさい。

1.   『E.T.』

2.   『シンドラーのリスト』

3.   『プライベート・ライアン』

4.   『レイダース／失われたアーク《聖櫃》』

解答：2.  『シンドラーのリスト』

解説：選択肢はすべて、アカデミー賞作品賞候補となったスティーヴン・スピルバー
グの監督作品。この他にも『ジョーズ』（75）、『カラーパープル』（85）、『戦火
の馬』（11）、『リンカーン』（12）、『ブリッジ・オブ・スパイ』（15）、『ペン
タゴン・ペーパーズ／最高機密文書』（17）も作品賞の候補になっているが、受賞し
たのは意外にも『シンドラーのリスト』（93）のみ。『カラーパープル』では９部門
（助演女優賞が二人だったので10つ）で候補になりながらも無冠という辛酸をなめた
が、『シンドラーのリスト』と『プライベート・ライアン』（98）では監督賞を受賞
している。



【設問120】 

北野武監督がヴェネチア国際映画祭で最高賞にあたる金獅子賞を受賞した作品を以下
の中から選びなさい。

1.   『アウトレイジ』

2.   『菊次郎の夏』

3.   『座頭市』

4.   『HANA-BI』

解答：4.  『HANA-BI』

解説：『HANA-BI』は第54回ヴェネチア国際映画祭（1997年）で金獅子賞を受賞。国
際的な評価を決定付けた作品で、『アウトレイジ』と『菊次郎の夏』はカンヌ国際映
画祭の最高賞を競うコンペ作品として上映された。また、2003年の『座頭市』は第60
回ヴェネチア国際映画祭の監督賞にあたる銀獅子賞を受賞している。



【設問121】 

『哭声／コクソン』（16）、『キル・ビル Vol.1』（03）、『ハード・ボイルド／新・
男たちの挽歌』（92）、『ブラック・レイン』（89）に出演している俳優を、以下の
中から選びなさい。

1.   金城武

2.   國村隼

3.   倉田保昭

4.   千葉真一

解答：2.  國村隼

解説：選択肢は、アジアを中心とした国際的な映画に出演してきた俳優たち。國村隼
は『ガキ帝国』（81）で映画デビュー後、オーディションによって『ブラック・レイ
ン』（89）で松田優作の手下となるヤクザ・吉本役を演じた。その後、ジョン・ウー
監督の『ハード・ボイルド／新・男たちの挽歌』（92）など海外作品への出演も少な
くない。ナ・ホンジン監督の『哭声／コクソン』（16）では、韓国の第37回青龍映画
賞で日本人として初となる助演男優賞を受賞している。



【設問122】 

ロバート・レッドフォードがアカデミー賞で監督賞を受賞した作品を、以下の中から
選びなさい。

1.   『ガンジー』

2.   『ダンス・ウィズ・ウルブズ』

3.   『普通の人々』

4.   『ブレイブハート』

解答：3. 『普通の人々』

解説：選択肢はすべてアカデミー作品賞を受賞した作品で、『ガンジー』（82）のリ
チャード・アッテンボロー、『ダンス・ウィズ・ウルブズ』（90）のケヴィン・コス
ナー、『ブレイブハート』（95）のメル・ギブソン、俳優出身の監督が監督賞を受賞
した作品という共通点がある。『普通の人々』（80）はロバート・レッドフォードに
とって、初監督作品での受賞という快挙だった。レッドフォードが主催するサンダン
ス映画祭は、彼が『明日に向って撃て』（69）で演じた“サンダンス・キッド”の役名
が由来。インディペンデント映画を取り上げることで、映画界の活性化、若手育成と
いう功績があり、コーエン兄弟やロバート・ロドリゲスなどの若手の映画監督や製作
者、俳優を輩出してきた。



【設問123】  

2018年第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「①」 
6位「鈴木家の嘘」 
7位「斬、」 
8位「友罪」 
9位「日日是好日」 
10位「教誨師」 

5位の『①』には白石和彌監督、役所広司、松坂桃李出演の作品名が入る。適切な作
品を、以下の中から選びなさい。 

1.   『彼女がその名を知らない鳥たち』 

2.   『孤狼の血』 

3.   『サニー／３２』 

4.   『止められるか、俺たちを』 

解答：2. 『孤狼の血』 

解説：白石和彌監督は2018年に3本の映画が公開され、2019年も3本の映画が公開さ
れる予定という多忙ぶり。2017年に公開された『彼女がその名を知らない鳥たち』
（17）では蒼井優が2017年第91回キネマ旬報ベスト・テン主演女優賞に輝き、『孤
狼の血』（18）では松坂桃李が2018年第92回キネマ旬報ベスト・テン助演男優賞に
輝くなど、白石和彌監督は役者の魅力を引き出すことにも長けている。



【設問124】  

2018年第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「①」 
6位「鈴木家の嘘」 
7位「斬、」 
8位「友罪」 
9位「日日是好日」 
10位「教誨師」 

1位『万引き家族』の主演女優と、3位『きみの鳥はうたえる』の主演男優は、キネマ
旬報ベスト・テン初となる夫婦での主演賞受賞となった。受賞した夫婦の正しい組み
合わせを、以下の中から選びなさい。 

1.   安藤サクラと柄本佑 

2.   菊地凛子と染谷将太 

3.   前田敦子と勝地涼 

4.   宮﨑あおいと岡田准一 

解答：1.  安藤サクラと柄本佑 

解説：選択肢はすべて俳優夫婦という組み合わせ。2018年第92回キネマ旬報ベス
ト・テンの主演女優賞に『万引き家族』（18）の演技で輝いた安藤サクラと、主演男
優賞に『きみの鳥はうたえる』（18）、『素敵なダイナマイトスキャンダル』（18）、
『ポルトの恋人たち　時の記憶』（18）の演技で輝いた柄本佑も実生活では夫婦。キ
ネマ旬報ベスト・テンの長い歴史の中でも、夫婦が主演賞を揃って受賞したのは、安
藤サクラと柄本佑が初めて。


