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DVD 

1. Алексей Чадов    

«Слуга государев, Жара, 

Живой, 9 рота, Волкодав, 

Ночной дозор, Дневной 

дозор,Серко,Игры 

мотыльков, 32 декабря» 

シェープキン記念演劇大学卒業後、舞台ばかりでなく、

映画、テレビでも幅広く活躍している若手俳優

Алексей Чадовの秀作：特撮を駆使した時代物やＳ

Ｆファンタジー、チェチェンやアフガニスタンを題材にし

た戦争アクションなど全 10本が収められている。 
 

2. Три дня в Москве 

       

1974 年、モスフィルム制作。上映時間:127 分。カラ

ー。 

監督：Ａ．コレネフ。出演：Ｓ．モロゾフ、Ｎ．ワルレイ。 

上司の代わりにモスクワ見物に来たオノボリ民警が巻

き込まれた笑いと涙のエピソード。オノボリさん気分で

モスクワの町並みを眺め、市民感情に触れられるコメ

ディー。 

3. Перегон 

       

2006年、ＣＴＢ制作。上映時間：127分。カラー。 

監督：Ａ．ロゴシキン、出演：Ａ．セレブリャコフ、Ｄ．スト

ラホフ。舞台は、1943年、チュコト半島の特設飛行場。

ここから、アメリカの軍用機や武器が、武器貸与協定

に基づき、アラスカやシベリア経由でドイツ戦線に輸送

された。そんな最果ての飛行場で展開する国籍を超え

た愛憎劇。それは、いつしか殺人へと発展する。 

4. Дерсу Узала  

       

1975年、日ソ合作映画。上映時間:141分。カラー。 

監督：黒澤明。脚本:Ｙｕ．ナギービン。ロシアの軍人で

探検家アルセニエフと少数民族ゴリド人の猟師デルス

との心温まる友情を、大自然を背景に克明に描いた傑

作。モスクワ映画祭の金賞とアメリカのアカデミー賞の

外国映画賞を受賞。 

5． Конвой PQ-17    1942 年、護送船団、コード番号 PQ-17はレイキャビク

からアルハンゲリスクにむかった。航路に待ち受けて

いたのは、無敵の主力艦、チルﾘﾂ率いるドイツの戦艦

との死闘だった。全ては、乗員の勇気と運にゆだねら

れた。 監督：A. コット 字幕スーパー無し 

6.* 12 стульев       

*Золотой теленок ( 2 ) 

     *12 стульев (4 ) 

原作：Ⅰ．イリフ、Ｅ．ペトロフ。 このＤＶＤにはＬ．ガイ

ダイ 監督の“12 стульев”とアンドレイ・ミローノフ 

の主演でザハーロフ監督がメガホンをとった “12 

стульев”の全 4 シリーズ、それから“Золотой 

теленок”(白黒)の 2シリーズが収められている。 

12の椅子の何れかに隠されたダイアモンド探しに躍起

となる詐欺師たちを主人公にした風刺コメディー。  



字幕スーパー無し 

7. Братец медведь,     

Пинокио, Дамбо 

ディズニー・アニメのロシア語吹き替え版。 

年を忘れ、ロシア語で音楽と映像を楽しみましょう！ 

8. Гарри Поттер      (邦題：ハリーポッターと賢者の石) 監督：Ｋ．コロンバ

ス  

主演：Ｄ．ラドクリフ  11 歳の誕生日、ハリー・ポッター

は魔術魔法学校への招待状を受け取る。ハリーの不

気味でスリル満点な冒険は、そこから始まった。 

9. Ｔｈｅ Ｓｕｎ  

Солнце     

ヒトラーを描いた「モクレ神」、レーニンを描いた｢牡羊

座｣に次ぐ鬼才ソクーロフ監督の４部作の第 3 作 ｢太

陽｣。敗戦を認め、人間天皇として生きる苦渋の選択を

迫られた昭和天皇の内面的葛藤に光を当てた必見

作。 2005年製作 日本語とロシア語。 

主演：イッセー尾形、桃井かおり、 コーディネート：児

島宏子 

10. Француз        2003 年製作 監督：ベーラ・スタロジェワ 主演：マリ

ア・ゴルプキナ 

奇跡なんてありえない。でも、心から願えば起こるか

も。まして間もなく新年だし・・・フランス貴族の若き大富

豪、ポールは真実の愛を求めて、モスクワのペンフレ

ンドを訪ねた。 

11. Водитель для Веры  2004 年 監督：Ｐ．チュフライ 主演：Ⅰ．ペトレンコ、

Ａ．バベンコ 

1962 年のセバストーポリ。セーロフ将軍は、モスクワ

から若い軍曹を運転手として連れ帰った。その真の理

由は？何も知らない運転手は、将軍の別荘で心の荒

んだ将軍の娘と出会い、いつしか奇怪な事件に巻き込

まれる。 

12. Доктор Айболит  

     Сборник мультфильмов 

               

K.チュコーフスキーの童話を基にしたアニメ、全７話。 

ドクター・アイボリットがアフリカの動物を救うために、

愉快な動物の仲間たちと荒唐無稽な冒険の旅をする。

海賊との追いつ追われつの戦い有り、歌有り、踊り有

りで、子供たちに長年愛されている。 

13. Мастер и Маргарита 2005 年 12 月に 2 週間にわたってテレビで放映され、



   全 10話（各 45分） 

 

    

 

 

Есенин   全１１話 

 

 

最高視聴率を更新したシリーズ作品。監督：V.ボルトゥ

コ 主演：A．ガリビン、A.コバリチュク。 邦題「巨匠と

マルガリータ」で知られるブルガーコフの名作が、活字

ではなく、特撮を駆使した映像で楽しめる。活字離れし

た現代人にはありがたい作品。ヒヤリングにも向いて

いる。 

 

エセーニンの死の真相は何か？本当に自殺したの

か？それとも何者かに自殺を偽装されたのか？遺体

の首に残された傷に疑問を抱いたフリストフ捜査官は

独自の捜査をはじめる。 

監督：I.ザイツェフ 主演：S.ベズルーコフ 

14. Бриллиантовая рука 

     

1968 年、モスフィルム制作。100 分 ソ連時代の生活

を軽く皮肉り、多くのセリフが поговорка になったガイ

ダイ監督の不朽の名作。海外旅行先で転んでしまった

おかげで金とダイヤの担ぎやにされた主人公（Ｙｕ．ニ

クーリン）と密輸グループの間抜けな手先（Ａ．ミローノ

フ）、警察との追いつ追われつの推理・ コメディー。 

15. Бег  帰郷   

     

1970 年、モスフィルム制作。185分。カラー、監督：Ａ．

アーロフ、Ｖ．ナウーモフ。 ブルガーコフの同名の作品

の映画化。 

革命後の 1920 年、クリミアへの赤軍の侵攻で、多くの

人々が難を逃れてイスタンブールに渡った。だが、其

処で待っていたのは、想像を絶する生活苦とつのる望

郷の念だった。“モスクワは涙を信じない”のＡ．バター

ロフ、“戦争と平和”のＬ．サヴェリエワ、“犬の心臓”の

Ｅ．エフクチグネーエフが好演。 

16. Служебный роман （欠） 

     

1977年、モスフィルム制作。159分。コメディー。カラー 

監督：Ｅ．リャザーノフ。主演：O.バシラシビリ、L.アヘジ

ャコワ、 

A.ミャフコフ。 

気が弱く、うだつのあがらない平社員、アナトーリー

は、出世のため不美人で手厳しい上司のご機嫌伺い

に精を出すが・・・・ 

17. Воскресенье в женской 

бане 

2005年、ロシアテレビ制作。監督：Ｄ．アストゥラハン。 

各回、完結するテレビ・シリーズ・全 13 話。30 代の仲



      良し 4人組は日曜日のたびにサウナで会い、一週間に

周囲で起こった男女の愛憎劇談義に花を咲かす。 

18-1, 18-2. В круге первом 

      (煉獄の中で、全１０話) 

     

2005 年、“ヴェーラ”、“ロシアテレビ”制作。４５０分。カ

ラー 

監督：Ｇ．パンフィーロフ 主演：Ｅ．ミローノフ、Ｄ．ペフ

ツォフ 

ソルジェニツィンの“煉獄のなかで”のテレビシリー大作

(全 10 話、各 45 分)。ソルジェニツィン自身の脚本、語

りで話題をまいた。 

19.  Жестокий романс 

     持参金のない娘 

      

1984年、モスフィルム制作。137分。カラー。 

監督：Ｅ．リャザーノフ 主演：Ｎ．ミハルコフ、Ａ．ミャフ

コフ  

Ａ．オストロフスキーの戯曲、“Бесприданница”の映

画化。金が全てを支配してしまう非情な世界。そこで

は、良心、美、愛も 

もろく打ち砕かれてしまう。 

20. Бригада (全 15話) 

     

2002 年、ＰＴＰ制作。テレビ・シリーズ、全 15 話(各 52

分)、カラー 

監督：Ａ．シードロフ 主演：Ｓ．ベズルーコフ、Ｖ．ヴド

ヴィチェンコフ 

1989 年、軍から帰省した若者は、3人の幼馴染と共に

何時しか犯罪社会に巻き込まれ、たちまち頭角を現

し、12 年後には議員のポストを狙うほどまで上り詰め

た。だが、主人公を最初から付けねらっていたダーティ

ーな捜査官も着々と地位を固め、このポストを狙ってい

た。 

21. Наше кино  

     

1枚に 8本の名作を収めた贅沢な DVD。 

Вокзал для двоих 

（1982 年、L．グルチェンコ、N．ミハルコフ、O．バシラ

シビリ） 

Москва слезам не верит 

（1979年、A．バターロフ、V．アレントワ） 

Табор уходит в небо 

（1976年、V．ガヴリーロフ、M．シシコフ） 

Белые росы 

（1983年、コメディー V．サナーエフ） 



Зимний вечер в гаграх 

（1985年、A．パンクラートフ＝チョルヌィー 

Калина красная 

（1983年、V．シュクシン、Ｌ．フェドセーエワ） 

Осенний марафон 

（1979年、Ｍ．ネーロワ、O．バシラシビリ） 

Старые клячи 

（2002 年、コメディー Ｉ．クプチェンコ、Ｌ．アヘジャコ

ワ、Ｌ．グルチェンコ） 

22. Наше кино 

   

   

   

1枚に 4本の作品を収めたDVD。 

Зимняя вишня    1.2.3  

1985，90，95年 Ｉ．マスレンニコフ 

主演：Ｅ．サフォーノワ、 Ｖ．ソローミン 

Когда деревья были большими 

1961年、95分 監督：Ｌ．クリジャーノフ  

主演：Ｉ．グーラヤ、Ｙ．ニクーリン 

Цыган 

1979年 345分 ＴＶ－シリーズ 監督：Ａ．ブランク 

主演：Ｍ．ヴォロンチル 

Еще раз про любовь 

1968 年 96 分 監督：Ｇ．ナタンソフ 主演：Ｔ．ドロー

ニナ 

23. Гранатовый браслет 

 

1964年 モスフィルム制作。カラー86分 

若い貴婦人への下級官吏の片思いを描いたクプリン

の短編をモチーフにA．ロム監督がメガホンを取った文

芸作品。主演：A．シェンゲラヤⅠ．オーゼロフ、O．バ

シラシビリ 

24. Дни Турбиных 

 

1976年、モスフィルム制作。カラー 212分 

ブルガーコフの“トゥルビン家のありし日”の映画化。 

監督：V.バーソフ 主演：A.ミャフコフ、V.チトワ 

1919 年の末、赤軍はついにキエフに迫ってきた。歴史

の狭間で翻弄されるトゥルビン家の人々にとって，それ

は悲しい喪失の始まりだった。 



25. トレジャー・プラネット 

 

 

 

2.Остров Сокровищ 

          

2002 年、ウォルト・ディズニー制作。冒険小説『宝島』

のアニメ化、95 分 惑星モントレッサに住む少年ジム

は、宇宙海賊から逃れてきた老人からトレジャー･プラ

ネットの地図を手に入れ、危険な銀河へと旅立つ。 

1988 年、国家テレビ・ラジオ、キエフ科学映画製作 ア

ニメ 

108 分  監督：Ｄ．チェルカスキー  “イスパニョラ号”

は、海賊フリント船長の宝が隠されている島を求めて

大海を彷徨う。 

26.  1.Охота на пиранью 

       

 

 

 

2. Жесть 

 

 

 

       

3. Дневной дозор 

4. Ночной дозор 

２００６年、ロシア･テレビ制作 １２０分 監督：Ａ．カブ

ン 

出演：Ａ．メルズリキン、Ｖ．マシコフ 特務機関“ピラニ

ア”の工作員は海底の秘密兵器庫の爆破指令を受け

て北に向かうが、気がつくと文明の法則が忘れられた

世界に入り込んでいた。 

 

２００５年、ロシア・テレビ制作 １１０分。監督：Ｄ．ネイ

マンド 

出演:Ａ．バベンコ、Ｍ．エフレーモフ  中央新聞の記

者、マリーナは自分が書いている暴露記事でとり扱っ

たＸが精神を病み、自分の目の前でスナイパーに射殺

されてしまったことから退職を決意するが、最後に精神

病院での取材を頼まれる・・・ 

 

３，４は、ビデを･リストのＮｏ．９７と６３を参照 

 

27. Ирония судьбы, 

или с легким паром! 

      

 

 

Продолжение 

１９７５年、モスフィルム制作 １８５分 ラブ・コメディー 

監督：Ｅ．リャザーノフ  主演：Ａ．ミャフコフ、Ｂ．ブルィ

リスク 

４人の友達は、新年を前にいつもどおりサウナでくつろ

ぐ事にした。それが、運命の皮肉、悪戯としか言えない

とんでもない結果を招く 

 

２００７年制作。ラブ・コメディー 

監督：Ｔ．ベクマンベトフ 主演：Ｋ．ハベンスキー、Ｅ．

ボヤルスカヤ 

ジェーニャがナージャと新年に出会ってから３０年が過



ぎ去った。運命は、またも秘かに、新たな悪戯を用意し

ていた。今度は、息子のコスチャが、事もあろうに、ペ

テルブルグに！・・・ 

28. Идиот     

 

１９５８年、モスフィルム制作 １１６分、カラー 

ドストエフスキーの同名の小説の映画化。 

監督:Ｉ．ピリエフ 主演：Ｙｕ．ボリーソワ、Ｙｕ．ヤーコヴ

レフ 

29. А.Пахмутова   

 

Ａ．パーフムトワの懐かしいヒット曲、全３２曲をコブゾ

ンやグルチェンコなど、これまた懐かしい歌で楽しめる

ディスク。２００３年収録。 

30. Самара-городок   ２００５年、Элегияスタジオ制作。１７６分、４部作 

監督：Ｐ．スニサレンコ、主演：Ｅ．ブリチェンコ、Ｄ．ハラ

チャン 

モスクワで夢をかなえ、素敵なフィアンセをゲットしたワ

ルワーラ。だが、彼女は、この幸せをぶち壊しかねない

恐ろしい秘密に悩まされていた。それを解決すべく郷

里に帰るが、そこで待ちうけていたのは・・・。 

31. Особенности нацио- 

     нальной охоты 

    

 

     

Особенности нацио- 

нальной рыбалки 

 

  

１９９５年、レンフィルム制作。９５分、コメディー 

監督：Ａ．ロゴシキン、主演：Ａ．ブルダコフ、Ｖ．ブイチコ

フ 

イヴォルギン将軍率いる狩猟仲間に、本格的なロシア

式狩猟を見たいというフィンランドの若い専門家が加わ

った。さて、どうなることか？！ 

１９９８年、ＣＴＢ制作。９５分、コメディー 

イヴォルギン将軍率いる魚釣り仲間は、ヴォッカ

をしこたま船に積み込み釣に出たが、気がつくと、そこ

は、何とフィンランド！すは、大変と、逃げ出すが、今度

は１５ケースものヴォッカを置いてきてしまった。さあ、

どうする？ 

32. Андерсен 

Жизнь без любви  

２００６年 лучスタジオ制作。１８０分、 

童話の世界とは程遠いアンデルセンの苦難な人生と

創作を、様々なエピソードや二人の女性との関わりに

焦点を当てて描いたリャザーノフ監督の新作。これまで

のリャザーノフ作品とは全く異質の、リャザーノフのア

ンデルセン観を前面に出した渾身作。 

主演：Ｓ．ミギツコ、Ｅ．バベンコ 



33. Фонтан   １９８８年、レンフィルム制作。9７分。 

監督：Ｙｕ．マミン、主演：Ａ．クトゥバエフ、Ｓ．ドンツォ

フ。住宅運営事務所の職員らが住むアパート。パイプ

が破裂し熱湯が噴出し、断水。手を触れるのも恐ろし

い手摺、ボロボロの屋根、外壁の縦横に走る亀裂 －

表面的な修理では解決しようのない現代生活を象徴す

る風刺コメディー。世界各国の映画祭でグランプリを獲

得。 

34. Такси 1 

Такси2    

１９９８年、フランス映画。90 分。コメディー。監督：ジェ

ラール・ピレス、主演：サミー・ナセリ、フレデリック・ディ

ーファンタル。 

スピード狂のタクシードライバーと間抜けな新米刑事が

強盗団を相手に繰り広げる、カーチェイスあり銃撃戦

ありのカー・アクション映画。この作品のヒットで続編が

次々と制作され、Такси2（2000 年制作）では日本の

ヤクザも登場。ハリウッドでもリメイクされた。 

35. Ленинград 

        

２００７年、ロシア・テレビ制作。４話、計２０８分 

監督：Ａ．ブラフスキー、主演：Ａ．フィリペンコ、Ｖ．イリ

ーン、Ｏ．ストゥーロワ、Ｍ．エフレーモフ、Ｍ．ソルビノ

など、名優が総出演。 

１９４１年１０月。ドイツ軍に封鎖されたレニングラードで

は毎夜の空襲と飢えで、住民は死の危機に晒されてい

た。食料は底をつき、唯一の突破口は、凍てついたラド

ガ湖のトラック輸送路だが、それを知っているのは唯一

人・・・。 

36. Два в одном     ２００７年、120 分。ロシアのオスカー、“ニーカ賞”受賞

作品。 

初演直前に首吊り自殺した男優。捜査が始まると思い

きや、舞台に遺体を転がしたまま開演。いつの間にか

初老の老人と娘、その親友を交えた近親相姦の舞台

劇に・・・現実と虚構が織りなす死と愛のテーマ。わが

道を行くキーラ・ムラートワ監督の秀作。 

出演：Ｒ．リトヴィノワ、Ｂ．ストゥプカ 

37. Кира Муратова   

 

Короткие встречи（1967 年）, Долгие проводы

（1971 年） , Среди серых  камней （198３年） , 

Перемена участи （ 1987 年 ） , Астенический 



синдром（1989 年）, Увлечения（1994 年）, Три 

истории（1997 年）,Второстепенные люди（2001

年）, Чеховские мотивы（2002 年）、Настройщик

（2004年）,  

ペレストロイカ以前お蔵入りしていた作品や、ペレスト

ロイカのおかげで制作が可能になった作品などキー

ラ・ムラートワの話題作・10本を収めた豪華盤。 

38. Гараж   1979年、モスフィルム製作。 コメディー。 96分。 

監督：Ｅ．リャザーノフ 主演：Ａ．ミャフコフ、Ｌ．アヘジ

ャコワ 

学術研究所付属動物博物館のガレージ組合員集会で

はガレージの取得権をめぐって、議論が白熱し、一人

ひとりの人間性が白日の下にさらけだされる。１９７０

－８０年代の、典型的な世相を反映したユーモアとペ

ーソスに満ちあふれた作品。 

39. Монгол  ２００７年、ドイツ、カザフスタン、モンゴル、ロシアの合

作映画。言語:モンゴル語、ロシア語。上映時間、１２５

分。 

監督、Ｓ．ボドロフ。出演、浅野忠信、スン・ホンレイ。モ

ンゴル帝国の創始者、チンギス・ハンの少年時代か

ら、数々の苦難を乗り越え、モンゴルの支配者になる

までを画いた作品。第８０回アカデミー外国語映画賞に

ノミネートされたが、受賞にはいたらなかった。 

40-1, 40-2. Апостол  

     

２００８年、“Элегия”制作。上映時間：シリーズ物、1ー

６ 303 分、7－12 303 分。監督：Ｉ．イワーノフ、Ｙｕ．

マロース、 

出演：Ｅ．ミローノフ、Ｎ．フォメンコ、Ａ．バベンコ。亡くな

った双子の兄弟に変って、ドイツのスパイ網に潜入し、

死闘を繰り広げる独ソ戦を舞台にしたミローノフのスパ

イ物で、爆発的人気を博している。 

41. Юрьев день   ２００８年制作。上映時間、１２０分。監督： К．セレブレ

ンニコフ  

主演のパッポポルトはこの作品で２００８年度の、ロカ

ルノ国際映画祭、ロシアのキノタウル映画祭など複数

の映画祭で主演女優賞を獲得している。世界的に名

の知れたオペラ歌手リュボヒは、オーストリアへの永遠



の出国を前に、息子を伴い故郷に向かった。それが全

ての始まりだった。息子が跡形もなく消え去り、自分も

また・・・ 

42. Родня  

 

１９８１年、モスフィルム制作。上映時間、９８分。 

監督:Ｎ．ミハルコフ、主演：Ａ．ミシン、Ｎ．モルドュコ

ワ、Ｓ．クリュチコワ。娘親子を訪ねて町に出てきたヒロ

ーインは、自分の大切な家族の生活に呆れかえり、口

を挟むが、結局、誰にも理解されず、都会で孤独を味

わう羽目になってしまう。Ｏ．メンシコフも出演。 

43-1. Мертвые души    

ゴーゴリの「死せる魂」 

１． 1960 年、モスフィルム制作。上映時間、90 分。白

黒。 

1932 年にブルガーコフがシナリオを書き、スタニス

ラフスキーがＭＸＡＴで上演した作品をトラウベルク

が映画化した фильм-спектакль。 

監督：Ｌ．トラウベルク、出演：Ｖ．ベロクーロフ、Ｖ．

スタニツィン 

43-2.  

 

２． 1969 年、レニングラード・ＴＶ制作。上映時間、

160分。白黒。 

監督：Ａ．ベリンスキー。Театр на эклане. 

出演：Ｐ．ルスペカエス、Ｏ．ワシラシビリ 

43-3.  

 

 

 

 

３． 1984 年、5 部作のテレビ・シリーズ。385 分、カラ

ー。 

監督：Ｍ．シュヴェイツェル。出演：Ａ．カリャーギ

ン、 

Ｉ．スモクトゥノフスキー、Ｉ．チュリコワ。名優を配し

て、原作のイメージ、諷刺、ゴーゴリの持ち味を最

大限生かしながら纏め上げた文芸作品。 

 

43-4.  Дело о мертвых душах 

 

 

 

 

４． 2005年、テレビ・シリーズ。8部作。6時間。

カラー。「検察官」などゴーゴリの代表作を織り交ぜな

がら、「死せる魂」を現代的視点で捉え、独自の発想で

映像化したＰ．ルンギン監督の力作。脚本は、ソクーロ

フ作品で御馴染みのＹｕ．アラーボフ。出演：Ｋ．ハヴェ

ンスキー、Ｓ．ガルマシュ、Ａ．アブドゥーロフ。 



44. Кандагар ２００９年制作。上映時間９９分。監督：Ａ．カブン、主

演：Ｖ．マシコ 

フ、Ａ．バルエフ。１９９５年、実弾を積み込んでカブー

ルに向かった輸送機がカンダハルに強制着陸させら

れ、５人のパイロットがタリバンに拉致、監禁された。そ

れから１年余り続いた見知らぬ風土と言語、人間の尊

厳を失いかねない閉塞感との戦い、実話を基にした手

に汗握る脱出劇が展開される。 

45.  Уравнение со всеми 

известными  

 

 

 

 

２００８年、”ルースコエ“制作。上映時間：１８０分。監

督：Ｒ．プロスビルニン。主演：Ｏ．ブジナ、Ｋ．コシケー

ヴィチ。 

９０年代の末、５年間の国外出張からモスクワに戻って

きたサモイロフ夫妻は、久々に医科大の学友たちと再

会の喜びを味わったが、その日の事故による脳挫傷で

夫は重度の知的障害者になり、生活は一変。人間関

係は、思いもよらない方向に向かっていく。 

46. Бумажный солдат 

 

２００８年、レンフィルム製作。上映時間：１１６分。 

監督：Ａ．ゲルマン。主演：Ｍ．ニニゼ、Ｃｈ．ハマ－ト

ワ。 

«Хрусталев, машину!», «Проверка на дорогах» 

などでおなじみのゲルマン監督が名女優ハマートワを

起用してメガフォンを取った話題作。宇宙飛行士第１号

の訓練と関連した史実を背景に、職責と名誉、愛、真

実の声の板ばさみになり、崩壊していく一人の医師を

描いた作品。第６５回ヴェネツィア映画祭の監督部門

で銀獅子賞を受賞。 

47. Дура 

 

２００５年、“Д.Макс”製作。上映時間：９５分、監督：

Ｍ．コロスティシェフスキー、主演：Ｏ．コロスティシェフ

スカヤ、Ｅ．レジコ。 

ヒローイン、ウリヤーナは、難産で脳に障害を受け、子

供のように純粋、無垢なままで大人になってしまった。

一卵性双生児の姉と周囲の人は、彼女のとっぴな行

動に振り回されながらも、彼女を暖かく包み込んできた

が、それにも限度がある。当の本人は、良かれと思っ

て、愛情を込めて行動しているのに・・・心が崩壊して

いく。 



48. Стиляги 

 

２００８年、“Красная Стрела”製作。上映時間：１２０

分。ミュージカル。監督：Ｖ．トドロフスキー。主演：Ａ．シ

ャギン、Ｏ．アキニシナ。 

スターリンの個人崇拝の残滓がいまだ根強く残る１９５

５－５６年のモスクワ。若きコムソモール員たちの頭痛

の種は、流行や奇抜な行為に突っ走る стиляга たち

だ。さて、どう取り締まるか・・・ 

１９５０年代の若者のサブカルチャーとなったロシアの

ロックからジャズ、ロックン･ロールのヒット曲やダンス、

バレー･ナンバーが楽しめる。 

49. Таежный роман 

 

２０００年製作。上映時間：１３０分。主演：Ａ．グシコフ、

Ｍ．バシャロフ。監督および脚色は、“Экипаж”その他

で、日本でおなじみのＡ．ミッタで、 “ТЭФФИ”、

“Ника”の優秀テレビ映画賞、監督賞、脚本賞を受賞

している。 

１９７０年代。中国国境に広がる密林に配属された国

境警備隊。そこでは、密林の静けさとは裏腹に、愛とか

信頼をも根底から打ち砕く愛憎劇が展開されていた。 

50. Классик 

 

１９９８年、Киностудия “Слово”製作。上映時間：１０

１分、監督：Ｇ．シェンゲリア。主演：Ｓ．ニコネンコ、Ａ．

ゲシコフ。 

金に汚いプロのビリヤード・プレーヤー、サビーツキー

は、やむを得ず渋々出した多額の寄付金を残虐な手

口で取り戻した。事実を知ったビリヤード協会は、“クラ

ッシク”という名で知られている謎のハスラーを送り込

み、ハードボイルド・タッチの巧妙なゲームを仕掛け

る。さて、その手口は？・・“クラッシク”とは？・・・ 

51. Дом под звездным небом 

 

１９９１年、モスフィルム製作。上映時間：１１４分。監

督、脚色：Ｓ．ソロビヨフ。主演：Ｍ．ウリヤーノフ、Ａ．バ

シロフ。 

ソビエト･アカデミー会員として磐石な生活を謳歌してい

たバシキルツェフは、海外の出張先から帰国したその

日から追跡者の影に脅かされ、蝕まれていく。１９９０

年代の閉塞感からの脱却、自分の家を守り抜く志向を

非日常的に描いた悲喜劇的ファンタジー。反ユダヤ主

義を茶化す台詞がふんだんに取り入れられている。 



52.  ・・・в стиле ＪＡＺＺ ２０１０年、モスフィルム製作。上映時間：９０分。監督：

Ｓ．ゴヴォルーヒン。主演：Ａ．シロフスカヤ、Ｅ．ヤーコ

ヴレナ。“ヨーロッパの窓”フェスティバルでグランプリ、

“セバストーポリ映画祭”、その他で賞を獲得している。 

作家デビューした主人公は、その第１作の映画化も決

まり、順調なスタートを切った。しかも、ロケ先で知り合

ったエキストラのヒローインとはロマンスも生まれた。と

ころが、ヒローインの超現代的な妹と、キャビン･アテン

ダントの母親からも何気なくアタックされ・・・その上、離

婚の意思はさらさら無い別居中の人気女流作家も控え

ている。さりげなく、スマートに女心を魅了する秘訣と

は如何に？ 

53. Доярка из Хацапетовки 

 

２００６年、“Новая студия”製作。上映時間：１７８分。

監督：Ａ．ゲレシ。主演：Ｅ．オシポワ、Ｒ．ジャンダロフ。

コメディー。 

ヒローイン、カーチャは有名レストランのシェフになるこ

とを目指してモスクワに出てきたが、そこで、偶然知り

合ったのは、１ヶ月以内に結婚しないとおじいさんの全

遺産が自然基金に渡ってしまうと心配する若者だ。結

局、二人は、偽装結婚するが、さて、その顛末は？ 

54. Свадьба 

 

２０００年、モスフィルム・サービス製作。上映時間：１０

４分。監督：Ｐ．ルンギン。主演：Ｍ．ミローノワ、Ａ．パニ

ン。 

ターニャは、５年ぶりにモスクワから古里の炭鉱町に戻

ってきた。家々、住民、友達・・・すべてが懐かしい思い

出と繋がっていた。中でも特に親しくしていたミーシャ

は小学生のころからターニャに熱を上げていた。そん

なミーシャに、ターニャは、“コインをなげて орелだった

ら、結婚してあげる”と軽く言い放った。結果は、орел。

だが、彼女は、誰にも知られたくない秘密をモスクワか

ら持ち帰っていた・・・ 

55. Беглянки  

от любви не убежишь  

 

２００７年、Юнифорс 製作。上映時間：９７分。監督：Ｙ

ｕ．ラジコフ。主演：Ｅ．グーセワ、Ｉ．ラフマーノワ。 

わずらわしい問題を抱え、逃亡を図った二人の娘が、

偶然、街道で出会った。一人は、モスクワのテレビ局の

有名な司会者、もう一人は、魔法の村の超有名な魔術



師の孫娘、それに、怪我をした鴨も加わった。この二人

と一羽の逃亡劇に、親切な神学校生と仮の恋人、胡散

臭い屈強な追っ手、魔法の村の住民たちが入り混じ

り、スリリングでファンタスティックな物語が展開され

る。 

56. Прогулка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００３年、ТПО «Рок» 製作。上映時間：９０分。監督：

Ａ．ウチーチェリ。主演：Ｉ．ペゴワ、Ｐ．バルシャク。 

自由で刹那的で愛に満ち溢れた２０歳。一日で一生分

の思いを体験できる２０歳の一人の娘と、偶然に道連

れになった二人の若者。三人は笑い、ふざけ、喧嘩し

ながらペテルブルグの通りをひたすら歩き続けた。そ

のわずか１時間半の散策で、恋が芽生え、男同士の友

情に亀裂が走る。通りの雑踏は、それをあざ笑うかの

ように痛ましいまでの空虚さを浮き彫りにする。 

“ヨーロッパの窓”フェスティバルで最優秀監督賞、最優

秀女優賞、その他、様々な国際映画祭でグランプリを

獲得。 

57. ロマノフ王朝の最期 

 

１９８１年、モスフィルム制作 、上映時間：１４９分。   

監督は、「炎 ６２８」でお馴染みのＥ．クリーモフ、 主

演はＡ．ペトレンコ、Ａ．ロマーシンほか。原題は

Агония。 

１９１６年のロシア。第一次大戦の敗戦で国の経済は

破綻し、各地で暴動が頻発していた。そういう状況下で

ロマノフ王朝に取り入り、腐敗政治の頂点に上り詰め

たのが、農民出身の怪僧ラスプーチンだ。一方、その

横暴と腐敗を非難する一部の貴族たちは、着々とラス

プーチンの暗殺計画を進めていた。 

ヴェネツィア国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞。 

58．モンテクリスト 

 

２００８年、Первый канал制作、全１１７本のシリーズ

作品、上映時間：各４７分。主演：Ｉ．シャクノフ、Ｓ．アン

トーノワ、Ｄ．ミルレル。アルゼンチンで映画化されたデ

ュマの“モンテ・クリスト伯”のシリーズ作品をリメイクし

た作品。若くして富と恋人との明るい未来を手にしたビ

ジネスマン、アンドレイは、無二の親友の裏切りでモロ

ッコの監獄に投獄されてしまうが、１０年後に脱獄、復

讐の念に燃え、ロシアへ・・・ 



59．Мы из будущего ２００８年制作。上映時間：１２０分。監督：Ａ．マリュコ

フ。主演：Ｄ．コズロフスキー、Ａ．テレンチェフ。時空を

超えた戦争アクション・ファンタジー。主人公は、大祖国

戦争の戦場跡でメダルや勲章、機密文書などを盗掘

し、ぼろ儲けしようと企む屈強な４人の男。だが、彼ら

はタイム・スリップし、１９４２年当時の熾烈な戦場に迷

い込んでしまった。彼らの前に立ちはだかったのは、敵

との命がけの戦い・・・現代にもどる手立ては！？ 

60．Портрет в сумерках ２０１１年制作。上映時間：１０５分。主演：Ｏ．ディホヴィ

チナヤ、Ｓ．ボリソフ。２台のハンディーカメラ、撮影日

数―２９日、制作費、わずか２万ドル。主演男優は本職

の警官という異色尽くめのＡ．ニコーノワ監督のデビュ

ー作。夫にも愛人にも満たされないマリーナは、ある

日、パトロール中の警官たちにレイプされ、復習を誓う

が・・・ 

61. Змеелов １９８５年、モスフィルム制作。カラー、９１分。 

Ｌ．カレリンの小説の映画化。シナリオもカレリンが手

掛けている。 

監督：V.デルベネフ 主演：A.ミハイロフ、 N.ベロフヴ

ォスチコワ。 

刑期を終え、出所したモスクワの大手食料品店の元店

長は平穏な生活より、犯罪者との対決の道を選んだ。 

62. /Анти/киллер 2000 年、MB プロダクション、ゴールデン・キー・エンタ

ーテイメント社制作。監督：E.ミハルコフ＝コンチャロフ

スキー 

主演：ゴーシャ・クツェンコ、M.ウリヤーノフ 

マフィアの暗黒の世界に唯一人、自己流の鉄則で挑む

孤独な元捜査官を主人公にした D.コレツキーの同名

の小説の映画化。 

ビートのきいたメロディーが流れるハードボイルドタッチ

の本格的なアクション物。 

63. Кококо ２０１２年、ロシア制作。コメディー・ドラマ、カラー、上映

時間：８４分。監督：A.スミルノワ 主演：A.ミハルコワ、 

Ya. トロヤノワ 

２０１２年、«Кинотавр»映画祭・優秀女優賞を受賞。 

昼は民俗博物館勤務、夜はテレビ出演、休日は抗議



集会など多忙な日々を過ごすインテリ女性と、休暇を

過ごしに来た地方の女がペテルブルグで偶然出会って

しまった。水と脂のように性格が違う二人の女の同居

生活は、まるで、ロシアの生活の裏表を映し出している

かのようだ。 

64. Медея и ее дети ロシア・ブッカー賞はじめイタリア、フランス、オーストラ

リアの小説部門で賞を受賞している L.ウリーツカヤの

「メデアとその子供たち」の朗読。朗読者：M.リワノワ。

朗読時間：１０,５時間。 

65. Александровский сад(сериал) ２００５年、ロシア制作。サスペンス・歴史ドラマ、（１２本

シリーズ）。６２４分（各５０～５１分）。新シリーズとし

て、２００７年 Александровский сад – три дня в 

Одессе（１０本シリーズ）、 

２００３年 Александровский сад – охота на Берию

（９本シリーズ）がある。 

監督：Ａ．ピマノフ、Ｏ．リャスコフ。主演、Ｖ．ジャコフ、

Ｋ．クズネツォワ。これまでにない視点でクレムリン内

部にメスを入れたミステリアスなドラマ。愛や憎しみ、狡

猾な陰謀の闇に包まれたクレムリン内で生活を共にし

ていた書記長とその家族、彼らに仕える秘書官や運転

手、お手伝い達…そこで分け隔てなく育った子供達

が、いつしか暗い闇に巻き込まれ、史実に関わる事件

の真相を暴く。 

66. Тайны следствия 

   Том 1 – (серии 1-10) 

   Том 2 – (серии 11-20) 

２０００年から２００９年まで放映され、２０１０年に再開

され現在も続けられている至ってオーソドックスな刑事

物のテレビドラマ。監督：Ｒ．グリツコワ、Ａ．エリンソン、

その他。主演：«Мастер и Маргарита»でマルガリー

タ役を演じた、Ａ．コバリチュクが主役を演じている。 

両パーッケージも未開封だったが、両方ともＤＶＤは１

枚づつしか入っていない。その結果、 Том 1 は 

(серии 1-5)、Том 2は (серии 6-10)になる。 

67. С днем рождения, Лола! ２００１年、アルヒミヤーフィルム制作。８１分。監督：Ｖ．

シチェゴリコフ。主演：Ｅ．グーセワ、Ｖ．シーモノフ、Ｓ．

アスタホフ。かなりアクの強い、ブラック・コメディー。 

ヒロインのローラは熱帯魚と影絵に熱中するピチピチ

の美女。誕生日に恋人から約束されていた сюрприз



を心待ちにしていると、花束とケーキを手にした見知ら

ぬ二人の男が ド アの前に現われた 。 これが

сюрприз!? 部屋に通すと、二人は、ケネディー暗殺

の二番煎じを狙う狂信的暗殺願望者だった。ローラは

あの手この手で脱出を試みるが・・・ 

68. Пиросмани １９６９年，グルジアフィルム制作。８６分、ロシア語。 

監督：Ｇ.シェンゲラヤ。主演：Ａ.ワラジ、Ｄ．アバシゼ。 

日々のパンや酒代を得るために酒場や食堂の壁に絵

を描きながらトビリシの街を放浪し、孤独のうちの亡く

なったプリミティズムの天才画家、ニコ・ピロスマニの半

生を映像化した作品。 

69. Последний из Магикян ２０１４年、ロシア制作。３８４分（１６本、各２４分）。“イ

エロー、ブラック、アンド、ホワイト”社と“ニェーボ”社制

作のコメディー・ドラマ。 

プロデューサー：Ｖ．ムルゴフ、主演：Ｇ．トハチャン、

Ｅ．カシャニク、Ａ．ブルコフスキー。 

さて、陽気で印象的な結婚式を企画するとしたらどうす

る？もちろん、“アルメニア人の花嫁、ロシア人の花婿”

と言うのが、最高のカップルだろう。だが、両民族とも、

一癖も二癖もあるつわもの！親をどう説得するか、問

題は山済みだ！ 

 


