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2014年

韓国映画を通じて韓国の多様な
文化の魅力を紹介する定期韓国映画上映会。

2014年の定期韓国映画上映会では
最新作をはじめとする2000年以降に製作された
様々なジャンルの人気韓国映画の数々を上映します。

今年は、「もっと多くの韓国映画を観たい！」という
日頃からの参加者の皆様方のご要望にお応えして

上映回数を昨年の毎月1回から大幅に増やし
毎月2回にて全24作品を上映します！

● 期間/時間

2014年1月～12月
［毎月2回、計24回］
18：30開場 19：00開映
● 会場

韓国文化院ハンマダンホール
東京都新宿区四谷4-4-10 TEL：03-3357-5970

● 主催
駐日韓国大使館 韓国文化院
● 協力
韓国観光公社
韓国コンテンツ振興院

～様々なジャンルの韓国映画を毎月2回上映～

上映作品はすべて日本語字幕付き
＊上映作品は裏面をご覧ください

大スクリーンを通して
韓国映画の魅力を存分に

味わっていただけるイベントです。

多くの皆様のご参加を
お待ちしています！

入場無料
（事前申込制）



2014年定期韓国映画上映会

●観覧のお申し込みは... ● 募集人員
）でま名2様人一おはみ込し申お（ 様名003回各

● 申込締切
各回ともに韓国文化院ホームページでご案内の申込期日まで
＊お申し込みが定員を超えた場合は抽選とさせていただきますので、あらかじ
めご了承下さい。
＊当選された方へのみ、韓国文化院ホームページでご案内の期日までに確
認書をメール、FAX、返信はがきでお送りいたします。

　落選された方には別途ご連絡をいたしませんのであらかじめご了承ください。
　当落確認のお問い合わせはご遠慮ください。

彼女を信じないでください
그녀를 믿지 마세요

監督：ペ・ヒョンジュン
主演：キム・ハヌル、カン・ドンウォン

）分511（ 年4002

23日［木］

今、このままがいい
지금 이대로가 좋아요

監督：プ・ジヨン
主演：コン・ヒョジン、シン・ミナ

）分69（ 年8002

15日［火］

ささやきの夏
여름, 속삭임

監督：キム・ウンジュ
主演：イ・ヨンウン、ハ・ソクチン

）分69（ 年8002

16日［水］

トンケの蒼い空
똥개

監督：クァク・キョンテク
主演：チョン・ウソン、キム・カプス

）分001（ 年3002

7日［火］

Coming Soon!!Coming Soon!!

＊上映作品は後日、
韓国文化院ホームページで

ご案内します。

＊上映作品は後日、
韓国文化院ホームページで

ご案内します。

28日［火］ 21日［金］

王になった男
광해, 왕이 된 남자

監督：チュ・チャンミン
主演：イ・ビョンホン、リュ・スンリョン

）分131（ 年2102

30日［木］

建築学概論
건축학개론

監督：イ・ヨンジュ
主演：オム・テウン、ハン・ガイン

）分811（ 年2102

23日［水］

ごめんね、ありがとう
미안해, 고마워

監督：イム・スンレ、オ・ジョムギュン
　　 ソン・イルゴン、パク・フンシク
主演：キム・ジホ、ナム・ミョンリョル

）分411（ 年1102

29日［火］

パイラン
파이란

監督：ソン・ヘソン
主演：チェ・ミンシク、チャン・ペクチ

）分611（ 年1002

13日［木］

おばあちゃんの家
집으로

監督：イ・ジョンヒャン
主演：キム・ウルブン、ユ・スンホ

）分78（ 年2002

15日［木］

走れ自転車
달려라 자전거

監督：イム・ソンウン
主演：ハン・ヒョジュ、イ・ヨンフン

）分88（ 年8002

6日［水］

愛してるマルスンさん
사랑해, 말순씨

監督：パク・フンシク
主演：ムン・ソリ、イ・ジェウン

）分39（ 年5002

13日［木］

ダンシング・クイーン
댄싱퀸

監督：イ・ソックン
主演：ファン・ジョンミン、オム・ジョンファ

）分421（ 年2102

28日［水］

私のオオカミ少年
늑대소년

監督：チョ・ソンヒ
主演：ソン・ジュンギ、パク・ボヨン

）分521（ 年2102

29日［金］

恋する神父
신부수업

監督：ホ・インム
主演：クォン・サンウ、ハ・ジウォン

）分011（ 年4002

12日［木］

ハロー!? ゴースト
헬로우 고스트

監督：キム・ヨンタク
主演：チャ・テヒョン、カン・イェウォン

　）分111（ 年0102

30日［月］

10人の泥棒たち
도둑들

監督：チェ・ドンフン
主演：キム・ユンソク、イ・ジョンジェ
2012年（135分）

24日［水］

親切なクムジャさん
친절한 금자씨

監督：パク・チャヌク
主演：イ・ヨンエ、チェ・ミンシク

）分211（ 年5002

4日［木］

ベルリンファイル
베를린

監督：リュ・スンワン
主演：ハ・ジョンウ、ハン・ソッキュ

）分021（ 年2102

12日［金］

グッド・バッド・ウィアード
좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈

監督：キム・ジウン
主演：ソン・ガンホ、イ・ビョンホン

）分331（ 年8002

17日［月］

サニー 永遠の仲間たち
써니

監督：カン・ヒョンチョル
主演：ユ・ホジョン、チン・ヒギョン

）分531（ 年1102

26日［水］

監督：キム・ジフン
主演：ソル・ギョング、ソン・イェジン

）分121（ 年2102

28日［金］

ザ・タワー
超高層ビル大火災
타워

監督：ミン・ギュドン
主演：チュ・ジフン、キム・ジェウク

）分901（ 年8002

10日［水］

アンティーク
～西洋骨董洋菓子店～
서양골동양과자점 앤티크

韓国文化院のホームページ、FAX、往復はがきのいずれかでお申し込みいただけます。

● 韓国文化院ホームページ
トップページの「イベント応募コーナー」欄からお申し込みいただけます。

● FAX
以下の必要事項をご記入の上､お申し込みください。
①お名前  ②電話番号  ③FAX番号  ④観覧希望作品名  ⑤観覧希望人数（2名まで）
▶ 係み込し申 」会映上画映国韓期定 年4102「 院化文国韓 4706-7533-30 ： 先り送

● 往復はがき
以下の必要事項をご記入の上、必ず往復はがきで申込締切日必着にてお申し込みください。
①お名前  ②電話番号  ③観覧希望作品名  ④観覧希望人数（2名まで）
▶ 院化文国韓 01-4-4谷四区宿新都京東 4000-061〒 ： 先り送
            係み込し申 」会映上画映国韓期定 年4102「 

☆イベント及び観覧お申込みの情報は韓国文化院ホー
ムページにて随時ご案内いたします。

☆上映作品、スケジュールなど変更になる場合がござい
ますので、あらかじめご了承ください。

1月 2月 3月

4月 5月 6月

7月 8月 9月

10月 11月 12月


