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月６日︵水︶から

日︵金︶まで︑韓国・釜山で第

回

釜山国際映画祭２０２１が開催された︒昨年に引き続き︑今
年もコロナ禍での開催ではあるものの︑昨年は中止されたレ
ッドカーペットが今年は実施されるなど︑少しずつ映画の祭
典らしい活気を取り戻しつつあった︒観客数も︑普段の４分
の１だった昨年から︑２分の１程度にまで増やしている︒釜
山は一日のコロナ感染者数が 人未満と︑全国的に見れば少
ないほうだといえる︒とはいえ︑映画祭には韓国中から多く
の観客が集まる︒主催者側は︑オープニングイベントに参加

韓国の風水〜ラッキーマスコット編

するゲスト︑スタッフ︑取材陣たちにワクチン２度接種証明︑

検査所が設けられ︑

MOVIE「北風アウトサイダー」

検査陰性証明を義務付けるなどの対策を行い︑万全を
期した︒なお︑映画祭会場には臨時

誰でも無料で検査が受けられるようになっていた︒
予断を許さない状況下での大規模イベント開催には︑少な
からず批判もあった︒だが︑困難な中にあっても︑アジア最
大級の映画祭として︑文化の灯を守り︑上質の映画を観客に

崔哲浩（映画監督）
櫂作真帆（女優）
連載小説「色は匂えど 第１回」
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届けたい︑という映画人の心意気には強い使命感が見て取れ

スペシャル対談

15

る︒来年はぜひ︑以前のような活気が戻ってくるようにと︑

A MARGIN OF LIFE Vol.1 2021.11
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願わずにはいられない︒

古典のカケラ＆K-FOOD

BOOKS

ጳຸຎᨂ

亜細亜の鼓動
「誇りと使命」

釜山国際映画祭 2021

というのは僕が常に疑問

鑑賞しましたが︑２回目の方が良
かったですね︒そういった唐突な
るようになったのかもしれません︒

展開を︑ある程度理解して見られ

が多かったりとか︑わかりやすい

すい映画より︑ 年後に見ても︑

歳から俳優をやってきて︑映画

はない映画が撮りたかったんです︒

年後に見ても面白い︑流行り物で

20

うれしいです︒１回見てわかりや

そう言ってくださって本当に

崔

なったんだろう︑と観客にも考え
ていただいて︑イマジネーション
していただける︑そんな映画がい
い映画ではないかと思って︑チャ
レンジしました︒そういう意味で
は観客を信じていますし︑ある意
味では自分より映画の細部を見て
くれていると信じています︒わか
りやすく小さくまとまるより︑朴
訥としたエネルギーの渦巻く何か
を残そうじゃないかと︑そこから
入ったんです︒あとは観客がどう

だからでしょうか︒私は２回

10

歳の価値観で見

もたくさん見てきましたが︑いい
映画というのは

歳で見るのとでは深みが

この作品はもともと舞台劇で︑
を経験されているということです

今回の出演俳優の多くがその舞台

青

いうのが僕の中に常にあるんです︒

がいい映画じゃないだろうか︑と

観点が見えるような︑そんな映画

違う︑見る人の成長によって違う

るのと

20

僕が考える映画は︑どうしてこう

映画が増えてきていると思います︒

の映画は全体的に説明的なセリフ

に思っていることなんです︒最近

のか？

わかりやすい映画がいい映画な

なくなるんじゃないかと︒

やすい伏線だと観客は自分で考え

すよね︒でも︑あまりにもわかり

映画ってよく伏線が張られていま

テーマを嵌め込んでいるんです︒

いて︑一見関係ないような壮大な

崩す︑家族の話かなと思わせてお

僕としてはわざと流れのリズムを

突に見えるかもしれないんですが︑

拉致のくだりも人によっては唐

な気がしたんです︒

ことが突然起こるほうが︑リアル

遭う人はいない︑思ってもみない

えば︑交通事故に遭おうと思って

エネルギーとイマジネーション

受け取ってくださるかですね﹂
青

40

崔哲浩
1985 年生まれ。兵庫県神戸市出身。女優、モデル。
舞台「耳隠して、心隠して、女隠す」「YEBI 大王」
「唐版風の又三郎」ほか、映画「交渉人 THE MOVIE
タイムリミット高度 1000m の頭脳戦」ほか、テレ
ビドラマ「交渉人 2」ほか多数に出演。

崔哲浩
櫂作真帆
青嶋昌子（あおぶんラボ代表）
映画監督
女優
インタビュアー
18

連載小説第１回
かいさく まほ

櫂作真帆

CREATIVE TALK

さい てつひろ

1970 年生まれ。大阪市生野区出身。俳優、舞台演出家、映画監督。
2007 年に演出家・入江悠と「劇団野良犬弾」を設立。俳優として、
映画「ホタル‒HOTARU‒」「陽はまた昇る」「グラスホッパー」ほか、
テレビドラマ「ビューティフル・スロー・ライフ」「相棒」「慰留捜
査」などに多数出演。舞台演出作として「友たる照明」「ザ・警鐘‒
シグナル‒」等がある。

分かり合えない痛みや寂しさを超

すれ違っていくそれぞれの思い︒

たち︒熾烈な現実の中で︑次第に

韓国・朝鮮人の家族︑そして仲間

いほどに本音でぶつかり合う在日

温かくも力強く︑時に涙ぐまし

青

いえますね︒

えたとしたら︑それは成功したと

ていたので︑アドリブのように見

として見せられたらいいなと思っ

んです︒在日のドキュメンタリー

感じで撮りたいというのがあった

屋台のシーンがありますが︑

えて︑彼らは絆を手にできるのだ
あれも台本があるんでしょうか？

在日韓国・朝鮮人の現実と︑人間
す︵笑︶

崔

ませんでした︒

リアル過ぎて︑とてもそうは見え

同士の愛と絆を新たな視線で描い
櫂作真帆︵以下・櫂︶あれは耳に

︒
……
映画﹃北風アウトサイダー﹄で︑

ろうか

た崔哲浩監督︑そして主演女優の

あ︑あそこだけはアドリブで

櫂作真帆さんに話を聞いた︒

神妙に座っていられない︒そんな

ような本来なら静かな場所ですら︑

チャしているというか︑お葬式の

す︒在日って︑いつでもガチャガ

僕が体験した暮らしの一部なんで

崔哲浩︵以下・崔︶あれは実際に

せます︒

タという感じで︑初っ端から笑わ

れもおごそかというよりはドタバ

式のシーンから始まりますね︒そ

青嶋昌子︵以下・青︶映画はお葬

合わせて︑作り上げた﹁現代﹂と

の頃のこと︒いろんな時代を混ぜ

ですが︑これは僕が小学生ぐらい

例えば︑拉致のことが出てくるん

実はいろんな時代が混ざっている︒

崔

混乱させられる︒

て︑いつの時代にいるのかしばし

しさ漂う雰囲気に昭和歌謡が流れ

して知られた場所だ︒どこか懐か

古くから在日韓国・朝鮮人の町と

青

たとしたら︑すごいです︵笑︶

つきますよね︒あんなセリフ書け

在日の実態を見せたくて︑オープ

いう時代として見てほしいんです︒

時代設定は一応︑現代ですが︑

舞台となるのは大阪市生野区︒

ニングに持ってきたんです︒
群衆の作るパワーが非常にリ

そのせいか︑こういう展開か

青

青
アルですよね︒お葬式だけじゃな

な︑とある程度予測して見ている
と︑唐突にその予想を裏切られる︒

全部アドリブじゃ

く︑結婚式のシーンも︒これ台本
あるのかな？

崔

と︑戸惑ったり︒

どうしてここでそういう流れにな

に何度も話し合ったんですが︑例

るの？

ん︒台本にあるセリフです︒もと

らしいなと思ったんです︒ミョン

アドリブはほとんどありませ

ないの？と思わせる︒

もと︑ドキュメンタリーのような

ヒのイメージは自分を後回しにし

崔

が︑女性主人公のミョンヒを演じ

て陰で支えるっていう感じでしょ︒

とか︑監督に疑問を

なので︑ここ︑どうしてこうなる

めてでした︒在日の世界も初めて

て書いてるんです︒

ンホ役の上田和光も︑彼に合わせ

いる部分もかなりあるんです︒ガ

て︑俳優に合わせて当て書きして

今回︑僕は台本ありきじゃなく

それがピッタリだった︒

撮影監督の貫井さんと制作前

た櫂作真帆さんも舞台で演じられ

監督の他の舞台に出演したこ

たのでしょうか？
櫂

んですか？

とはあるんですが︑この作品は初

ぶつけたりしましたねー笑︒

囲気が出せたということでしょう

それであの連帯感のような雰
か？

青
朝鮮人そのもの︑ミョンヒそのも

崔

櫂作さんはまるで在日韓国・
ののように見えました︒今︑作品

青

も在日もはじめてだったと伺って︑

優が多かったからだと思いますね︒

たんですが︑はじめは丁重に断ら

んしかいないと思ってオファーし

僕としてはミョンヒは櫂作さ

お店や結婚式の料理まで︑何から

も演じるだけでなく︑小道具から

撮影期間を一緒に過ごして︑しか

っています︒７カ月間という長い

舞台での人間関係が映像の力とな

それはやっぱり舞台からの俳
むしろ驚きました︒

れましたー笑︒私じゃない︑私は

崔

朱美しかできないって︒本音でそ

何カ月も同じ役を続けるとい

何まで全て手作りですから︒
櫂

う言ってくれて︑むしろミョンヒ

うことは普通はあまりないことな
ので︑この作品の撮影中は︑段々
監督︵長男ヨンギ役︶が本当に私
のお兄ちゃんだって錯覚したりし
たんですよー笑︒
クラウドファンディングで資金
を集め︑俳優はノーギャラ︑セッ
トや小道具まで手作りで制作され
たという本作︒スクリーンいっぱ

日︵金︶

いに広がる熱い思いをぜひ劇場で
堪能したい！
公開＝２０２２年２月

東京・シネマート新宿ほか︒

ぽつりぽつりと降り出した夕立があっと言

１
雨の向こう側をぼんやり眺めていると︑旅

わからない︒

いのに︑なぜこんなに自分が無我夢中で駆け

に向かおうとしているのか自分でもわからな

びた土のにおいがどことなく懐かしい︒どこ

分以来ではないか︒下駄が跳ね上げる雨を帯

こんなに外を思うままに駆けるのは幼い時

になっていた︒良い釣り合いだと互いの家同

たが︑年が変われば佐名は一之進に嫁ぐこと

言葉を交わしたことは数えるほどしかなかっ

あの人は︑兄の友︑相木一之進︑間違いない︒

れるでもなく︑その場で手を合わせている︒

ち止まるのが見えた︒しかし社に足を踏み入

装の若い武士が社を行き過ぎようとしたが立

ているのかわからないのに︑不思議と心がし
士が決めたことだったが︑佐名も︑恐らく一

う間に勢いを増していく︒

いんと澄み切っている︒
之進も憎からず思っていたはずだった︒
るのか︒めまぐるしく何かが変わる感覚は佐

なぜ黙って私を捨て︑家も捨て︑国を捨て

られずそのまま屋敷を飛び出した︒
名もうっすら感じていたが︑自分の身にその

兄からもたらされた話に居ても立っても居
﹁佐名︑どこに行く︒相木はもう発ったはず
変化が関わってくるとは思ってもいなかった︒

そのまま男の後ろ姿は︑佐名を振り返りも

頭を下げた︒佐名も頭を下げた︒

一瞬だった︒男は佐名の方に向かって深く

甲高く鳴いた︒

を止めた︒﹁かなかなかなかな﹂どこかで蜩が

き直った拍子に︑佐名の姿を認めたのか動き

一之進らしき男は手を合わせるのをやめ向

だ︒追っても無駄だ﹂
背に兄の言葉を聞いたが︑頭に入ってこな
かった︒
城下の外れにある小さな社︑父や兄の旅の
平穏を祈りによく訪れる場所に不思議と足が
向かった︒入口の見知った苔むした狐の像が
迎えてくれた︒
﹁少しの間︑雨宿りさせてください﹂

よくわからない何かが終わったような気が

せずに雨の中に吞み込まれていった︒

そこでようやく泥をはね上げた下駄と着物の

した︒そしてこの光景は忘れられないものに

そっと社の奥に手を合わせ︑軒先に入る︒
裾に気づく︒雨を含んだ着物が重い︒髪も乱

なるのではないか︒一之進にとってもそうで

そして時代に︑二人は呑み込まれた︒

あってほしいと願った︒

れているし︑きっとひどい顔だろう︒
雨はまだ止まない︒
わたしはどこに向かおうとしていたのだろ
う︒何をしようとしていたのだろう︒

主催･問合わせ先：一般社団法人 あおい文化交流研究所

NEWS
福岡市内での公開ワークショップ参加
九州国立博物館・名護屋城博物館、周辺史跡の見学とレクチャー
参加学生交流会

﹁ところで裏の屋敷に新しい住人が来たそう
だ︒知ってるか﹂

2021 年 11 月 26 日 ( 金 ) 〜 29 日 ( 月 )

２
﹁ちっとはマシになるかと思ったが︑つまん
友次郎が相変わらず寝そべったまま︑しか

協力：朝鮮文化財ワークショップ実行委員会

ねえ世の中になっちまった﹂

info@aobunlabo.or.jp

し興味津々といった面持ちで尋ねてくる︒
﹁あのいわくつきの屋敷か︒誰に聞いた﹂
﹁そこの路地の三味線のお師匠さんだったか
な﹂
﹁相変わらず︑耳ざといな﹂

http://aobunlabo.or.jp

朝太は口から転がり出たままの言葉ととも
に︑まとまらない文章を書きつらねた紙をく
しゃくしゃ丸めて宙に放った︒
﹁ちげえねえ﹂と︑部屋の隅から吐き出す
ように応える声があり︑それで昼から酒を手

朝太はそう言いながら︑ははあ相変わらず
女絡みだったかと得心する︒友次郎の描く女
の絵は何というか色気がある︒絵の中の女の
ふとした仕草がなまめかしいことを思い出し
﹁世が世ならば結構な名家のお姫さんが落ち

た︒
ぶれた末に︑という話らしい﹂
﹁お姫さんも気の毒に︒しかし﹂
﹁気になるな︒芝居になりそうな﹂
﹁惹かれるな﹂
途端にそれまで規則的な音を奏でていた風

九州にある朝鮮半島由来の文化財を知る･学ぶ

連載小説第１回
鈴が︑折から吹き込んできた強い風に翻り︑

朝鮮半島由来の文化財を知る九州国際ワークショップ 2021

葛原千帆
狂ったように鳴り響いた︒

助成：国外所在文化財財団

に入り浸り︑さんざん書き物の邪魔をした末
に一人寝入っていた友次郎がようやく目覚め
だのだとわかった︒
﹁起きたのか︒よく寝入っていた﹂
﹁昨日は一晩描いていたからな﹂
友次郎は投げやりな調子でそう言うと︑長
身を持て余すように大儀そうに伸びをした後
でまた左ひじをついてまだ寝足りないような
雰囲気で寝そべった︒
明治の世になって数年︒芝居小屋で狂言作
者修行中の孝太︑駆け出しの浮世絵絵師の友
次郎︒明治の世になって何もかもが目まぐる
しく変わる世の中で︑江戸の名残の中に生き
ているような二人であった︒
﹁かなかなかなかな﹂とひぐらし︒軒下から
はかすかな秋の虫の音︒三味線の音︒
昼間の熱気がなりを潜め︑うらぶれた裏町
の長屋にも夕風が吹き込み︑軒に吊るしたま
まの風鈴がちりんちりんと鳴る︒

あおぶんラボ

色は匂えど

さくらひめあずまぶんしょう

『桜姫東文章』
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監督・脚本：崔哲浩
キャスト：崔哲浩、櫂作真帆、伊藤航、上田和光ほか
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ƩŶơƕơཌᛗƸኴႵŵۉƹᣔƎຄǖƩ್ѐƸᚖᓷƕǓŵ್ѐƝ
ƧƖᚄƲࢃǜơŵټʚƴܱܽǜႮǝƪſƀƱƌǕƝƲǜჸƭ
ươǈƎǈƣŶƌǖǅƳࣿॳƭƩ್ѐǜƼƲ࣭ƎƵЦơơƩۉ
ƹ್ѐƲƸ᧔Ƹឡ܈ǈƱǌ᧧ƵᔁǔŵϑƽƌƱǎƕƴیۉƵǕ
ƸƱƣŶ
Ŵۉƹܲƹ፧ơƎᆑεȸႊᓏɻƸငǈǖٮǙǔƱơƩŶज़ǜʪǙ
ơƩΌȸญྙƲŵഐƸɮƱƹڢƲơưኾƺǖǕƝƲǜᫎƎŵԢǜ
ውƭƩႊᓏɻŶʼƹ᭘ΌƲƴƭƩญྙƹᢄԢƵ४ƗƮƮǌŵƧƸ
ᢄԢƵਸ਼ǙǖŵǎƖưటۉǂƸؔგƱརƭưƎƗǈƣŶơƕơట
ۉƹญྙƵᙹӽƗǌơǈƥǝŶЮɮƵਸ਼Ǚǖŵ್ѐǜॳƎዔƛƩ
టۉƸیǜᙹưƎƩᚈܳƹŵஈࢹƵᐰǓƸᢄԢǜૻƫАǔŵƙ
ƸƔۉಯǂƲƭưϸƲ᠘ƙƧƸیƵŵ༺ࣜƟƟƒᙿƒươǈ
ƐƸƱƣŶ

風邪をひきそうなとき、疲れが溜まっているときにお勧めなのが干しタラのスープ（プゴク）。
このスープにご飯を入れて、クッパにしてお召し上がりください。元気になりますよ！
◆材料（２食分）
・干しタラ

４０グラム

・大根

１００g
小１個

・しいたけ
・ネギ

２個

・玉ねぎ

半分

・ジャガイモ

適量

・溶き卵

１個分

・鶏がらスープの素小さじ２、または煮干し

の出汁１３０ml
・塩

小さじ２分の１からお好みの塩加減に

・ニンニク１カケ（お好みで）
◆作り方
・しいたけと玉ねぎをスライス、にんじんは千切り
・ジャガイモは食べやすい大きさにカット、大根は千切り

K-FOOD

Ꜷ꽩霢（プゴク）
干しタラのスープ

■2022 年 2 月 11 日（金）〜東京・シネマート新宿ほかで公開

『北風アウトサイダー』
人生は涙まじりのコメディ
そして、ときどきスリラー

Ŵ᧶ټȸငƵƌǕסகᮘʵƖ୦ǓƣဒŶǉǝƴƸ
ˋǙǔƱƌǕǫȣȌᲣǫǬȴᲤƸᔁΓƖᘎǙǖưƎƩŶ
ƪƖŵᲬᲰ࠱ЮƵ័ڃơƩᧉတȩȴǯƸیƹƧƝƵƹƴ

・干しタラを食べやすくカットし、鍋で１分ほど素焼きする

Ŵ᧶ټငƵ˯ፘƣǕסகᮘʵƸဒǜᑉөƵŵʵᆕႏ

ƎŶɥΪڷƹǫȣȌƖڽǋƩࡄƸ͉ᤀƵᡚǙǖŵᡧ૿Ƶ

・干しタラの色が変わり、香ばしい香りがしてきたらだし汁

͟ᙹǎܽଉӸ٠Ƹᓺᕳŵ͉ᤀƴƳŵƟǈƠǈƴᩋƲ᧮

୦ǖưƎƩŶƧǝƴŵᆴȩȴǯƖࠚƭưƙǕååŶ

を入れる。

ƎƴƖǓŵъࢎƙငƗ৸ƙʵŸƸज़Ʋǜ੩ƎƩड़Ѥ˻Ŷ

ŴٮǙǔưƩᧉတƸیƵŵƩƪसƣǕơƕƴƎΪڷ

・野菜とおろしたニンニクを入れ、中火で煮る。

ႴიȸᏪȸɽǜѧǋƩƸƹ̵ΠȸЉܽƸ߆ՌුŶ

ƩƫŶࢭƸࠚᣃƵǒƭưŵǎƖưܽଉƸ᧔ƵƹټƗƴත

・塩で味付けする。

࢙ЙŵᑉөуƲơưɦơưƎƩ˻Խǜŵҿ˻ᎎƱƌǕ

ኛƖ࠽ƖƭưƎƙŶܽଉƲƹᲺኸƲƹᲺƟǈƠǈƴʵŸ

・ジャガイモと大根が柔らかくなったら、溶き卵を流し込む。

߆Ռුᐰ៳ƖଫဓཀƵȫȢǥǰŶЙႴი˻ԽƲơưǉƤ

ƸŵƧǖƨǖƸैƎƖƣǖᢍƭưƎƙƴƕƱŵƹƩơư

・アミ（小エビ）の塩辛などを入れても良いし、醤油や胡麻

ƕǓȢǭȜȴǜӖƭƩŶᐰ៳ƸኻᬵǜǌƲƵŵסகᮘ

ࢭǓƹܽଉƸज़ƲኸǜӖǔƥǕƸƪǗƐƕᲺ

油で風味付けも。

ʵɠܽƸ୦ǓơƲኸǜȫǣȬƵ੩ƙŶ
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「韓国・朝鮮の美を読む」
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韓国・朝鮮の美に迫る書物の数々を 86 人の韓国・朝鮮通が紹介する
韓国・朝鮮の美に魅せられた 86 人が新たな視線で綴る美のガイ
ドブック。美と一口にいっても、そこには絵画、彫刻、書、工芸、
建築、そして音楽や舞踊やパフォーマンスといった、芸術の世界、
映画、ドラマのような映像の世界、さらには、料理や衣装、あるい
は、天地の間の山川草木や、そよ吹く風に泳ぐ花弁に、美を見出せ
るかもしれない。
話されたことばや書かれたことばの織りなす美といったものも、
あるに違いない。詩があり、小説があり、戯曲があり、エッセイが
あり、論考があり、記録がある。美に接近するには、間違いなくこ
とばが大切な手がかりとなるであろう。

編者

野間秀樹・白永瑞

価格

4,180 円

発行

株式会社クオン

そのための書物にはどのようなものがあるのか――。
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韓国の風水〜ラッキーマスコット編
風水アドバイザー
毎日の暮らしを整えることを風水ケ

杉野晶子

いということなんです。例えば、数匹

三本足の烏（八咫烏）と対をなす霊物

アといいます。風水的な問題を解決す

の子豚が乳を飲む大きな母豚像や絵は、

です。ヨーロッパやアメリカでは金の

るなら良い土地に引っ越すとか、新し

長寿と財福を象徴すると認識されてき

蛙として知られていて、財物を呼ぶマ

い家を建てるとか、リフォームすると

ましたが、巳年生まれの人にとっては

スコットとして最も人気があります。

かが効果的かもしれないけれど、現実

むしろ凶だったりするのです。年はす

巳年、酉年、丑年生まれの人が持つ

的に無理！そこで小道具を利用した風

べて立春から変わります。例えば今年

場合は、他人の目につかないところに

水ケアをご紹介します。

は２月３日が立春でしたから、１月 1

置いてください。お茶の間や金庫の中

みなさんも、照明器具や水晶を利用

日から２月２日までに生まれた人は、

に保管しておくのが良いでしょう。亥

した光の矯正、竹の笛や金属の風鈴な

丑年ではなく（昨年の）子年というこ

年、卯年、未年生まれの人は玄関口に

どによる音の矯正、噴水や金魚鉢を利

とになります。

置いておくと特に吉です。事務所に置

用した財運促進、香りや色によるもの
など聞いたことがあると思います。こ

くときは営業時間内は頭を入口の方向

三本足のカエル

に向けて、営業終了後は反対方向に頭

こで一つご注意。幸運の品物には実は

韓国の民間風俗では、ヒキガエルは

を向けてくださいね。家族の中心とな

決まった持ち主がいるのです。誰にと

家を守ることと財福の象徴と考えられ

る人や事務所の代表者の生まれ年で考

っても幸運のしるしになるわけではな

てきました。三つ足のヒキガエルは、

えます。
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