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作品名 監督等 製作年度 国 時間
まぼろしの砦 シャーミル・ナジャフザデ 2008 アゼルバイジャン 83
少女ジヤーン ジャノ・ロジェビアーニー 2002 イラク 99
キロメートル・ゼロ ヒネル・サリーム 2005 イラク＝フランス 89
砂塵を越えて シャウキット・A・コルキ 2006 イラク＝フランス 76
サイの季節 バフマン・ゴバディ 2012 イラク＝トルコ 91
国のない国旗 バフマン・ゴバディ 2015 イラク 92
国境に生きる ハゼム・ホデイダ他 2015 イラク 73
牛 ダリユシ・メヘルジュイ 1969 イラン 104
ハーモニカ アミル・ナデリ 1973 イラン 80
春へ アボルファズル・ジャリリ 1985 イラン 85
鍵 エブラヒム・フルゼシュ 1987 イラン 76
友だちのうちはどこ? アッバス・キアロスタミ 1987 イラン 83
オフ・ザ・リミット ラクシャン・バニエテマド 1988 イラン 92
また逢えるなら バハラム・ベイザイ 1988 イラン 160
サイクリスト モフセン・マフマルバフ 1989 イラン 82
ハムーン／愛の破局 ダリユシ・メヘルジュイ 1990 イラン 120
選択 アリ＝レザ・ダウドネジャード 1991 イラン 80
カルへからラインへ エブラヒム・ハタミキア 1992 イラン 93
これを最後に シルス・アルバンド 1992 イラン 93
戦火の中へ アズイゾラー・ハミドネジャド 1992 イラン 99
トラベラーズ バハラム・ベイザイ 1992 イラン 98
バデュク マジド・マジディ 1992 イラン 89
魅惑 アリ・ハタミ 1992 イラン 91
ワンス・アポン・ア・タイム、シネマ モフセン・マフマルバフ 1992 イラン 92
ザ・ブーツ モハマド＝アリ・タレビ 1993 イラン 59
サラ ダリユシ・メヘルジュイ 1993 イラン 103
チック・タック モハマド＝アリ・タレビ 1994 イラン 62
パンと詩 キュマルス・プルアマド 1994 イラン 91
青いベール ラクシャン・バニエテマド 1995 イラン 87
神さまへの贈り物 モハマド＝アリ・タレビ 1996 イラン＝日本 80
父 マジド・マジディ 1996 イラン 95
パーティー マスード・キミヤイー 1996 イラン 90
夢がほんとに カマル・タブリーズィー 1996 イラン 100
天使のような子どもたち マジド・マジディ 1997 イラン 88
新生 モジュタバ・ライー 1998 イラン 100
ぼくは一人前 エブラヒム・フルゼシュ 1998 イラン 86
カラー・オブ・パラダイス マジド・マジディ 1999 イラン 90
スニーカーの少女 ラスール・サドレアメリ 1999 イラン 97
としごろ アリ＝レザ・ダウドネジャード 1999 イラン 88
ささやき パルビズ・シャーバズィ 2000 イラン 77
ふたりのミナ モハマド・ホセイン・ラティフィ 2000 イラン 98
石油地帯の子たち エブラヒム・フルゼシュ 2001 イラン 90
バラン マジド・マジディ 2001 イラン 96
街の陰 ラクシャン・バニエテマド 2001 イラン 96
刑務所の女たち マニジェ・ヘクマット 2002 イラン 106
旅の途中で -FARDA- 中山節夫 2002 イラン＝日本 106
裸足でヘラートまで マジド・マジディ 2002 イラン 65
ベマニ ダリユシ・メヘルジュイ 2002 イラン 97
僕らのオリンピック マジド・マジディ 2002 イラン 5
私は15歳 ラスール・サドレアメリ 2002 イラン 110
砂塵にさまよう アスガー・ファハルディ 2003 イラン 100
美しい都市 アスガー・ファハルディ 2004 イラン 102
彼 ラーバール・ギャンバリ 2004 イラン 94
ザ・リザード カマル・タブリーズィー 2004 イラン 116
冷たい涙 アズイゾラー・ハミドネジャド 2004 イラン 103
ママのお客 ダリユシ・メヘルジュイ 2004 イラン 108
生きるために レザ・アザミアン 2005 イラン 78
こんなに近く、こんなに遠く レザ・ミル・キャリミ 2005 イラン 121
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母ギーラーネ ラクシャン・バニエテマド、

モフセン・アブドルヴァッハーブ
2005 イラン 84

柳の木のように マジド・マジディ 2005 イラン 96
おやすみなさい、兵士たち エンスィエ・シャー・ホセイ 2006 イラン 93
地の果てまでも モハマド・レザ・アラブ 2006 イラン 88
火祭り アスガー・ファハルディ 2006 イラン 102
サントゥール奏者 ダリユシ・メヘルジュイ 2007 イラン 106
すずめの唄 マジド・マジディ 2007 イラン 97
テヘランの孤独 サマン・サルール 2008 イラン 75
セレモニーホール アブドレザ・カハニー 2009 イラン 88
ゲシェル〜ぎりぎり日記 ワヒド・ワキリファー 2010 イラン 84
ナデルとシミン アスガー・ファルハディ 2011 イラン 123
パルウィズ マジド・バルゼガル 2012 イラン 107
絵の中の池 マズィヤール・ミーリー 2013 イラン 96
未熟なざくろ マジドレザ・モスタファウィ 2014 イラン 83
バイオリン弾き モハマド＝アリ・タレビ 2016 イラン 76
詐欺師 ラージ・カプール 1955 インド 171
大地のうた サタジット・レイ 1955 インド 125
紙の花 グル・ダット 1959 インド 149
アマル・アクバル・アントニー マヌモーハン・デサイ 1977 インド 174
黄金のシーター G.アラヴィンダン 1977 インド 87
サーカス G.アラヴィンダン 1978 インド 130
シャンカラバラナム K. ヴィシュワナート 1979 インド 145
魔法使いのおじいさん G.アラヴィンダン 1979 インド 89
エスタッパン G.アラヴィンダン 1980 インド 94
おとぎ話 ケータン・メーヘター 1980 インド 124
占拠 ゴータム・ゴーシュ 1981 インド 73
黄昏 G.アラヴィンダン 1981 インド 108
対面 アドゥール・ゴーパーラクリシュナン 1984 インド 107
オリダット・あるところで G.アラヴィンダン 1986 インド 113
モノローグ アドゥール・ゴーパーラクリシュナン 1987 インド 126
追われた人々 G.アラヴィンダン 1990 インド 101
希望の行方 サイー・パラーンジペー 1990 インド 132
子象ちゃん G.アラヴィンダン 1991 インド 38
ぼくの家出 シヴァン 1991 インド 93
めざめ アルン・コウル 1991 インド 139
神の与えしもの T.ハリハラン 1992 インド 149
ルダリ　ー悲しむものー カルパナ・ラジューミ 1992 インド 116
ロージャー マニラトナム 1992 インド 140
従属する者 アドゥール・ゴーパーラクリシュナン 1993 インド 112
バンディット・クィーン シェーカル・カプール 1994 インド 120
私自身のもの シャージ・N・カルン 1994 インド 150
ボンベイ マニラトナム 1995 インド 142
飛びたち ハントーナ・ボルドロイ 1996 インド 98
神の戯れ ジャヤラージ 1997 インド 128
クロスファイアー リトゥポルノ・ゴーシュ 1997 インド 155
ザ・デュオ マニラトナム 1997 インド 166
メロディ サイー・パラーンジペー 1997 インド 154
旅路 シヴァン 1998 インド 111
誓いの炎 シャーマプラサード 1998 インド 111
テロリスト サントーシュ・シヴァン 1998 インド 100
青いマンゴー アモール・パーレーカル 1999 インド 97
河は流れる ジャヌ・バルア 1999 インド 88
最後の舞 シャージ・N・カルン 1999 インド 119
パロミタ アパルナ・セン 1999 インド 130
悲哀 ジャヤラージ 1999 インド 76
心の調べ シャージ・N・カルン 2002 インド 118
島 ギリーシャ・カーサラヴァッリ 2002 インド 137
シャドー・キル アドゥール・ゴーパーラクリシュナン 2002 インド 90
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少年とハーモニカ A.K.ビール 2002 インド 80
虹に乗って ジャヌ・バルア 2002 インド 116
頬にキス マニラトナム 2002 インド 136
Mr.＆Mrs. アイヤル アパルナ・セン 2002 インド 123
愛は至高のもの スンダル C. 2003 インド 155
ひと呼吸 サンディープ・サーヴァント 2003 インド 107
再び森で・・・ ゴータム・ゴーシュ 2003 インド 125
へだたり シャーマプラサード 2004 インド 92
マナサロワールの愛 アヌープ・クリアン 2004 インド 94
霧の中の記憶 ブッダデーブ・ダスグプダ 2005 インド 122
私はガンディーを殺していない ジャヌ・バルア 2005 インド 104
ヴァナジャ ラージネーシュ・ドーマラパッリ 2006 インド＝アメリカ 111
僕はジダン スーニー・ターラープルワー 2007 インド 101
ようこそサッジャンプルへ シャーム・ベネガル 2008 インド 137
カシミールの秋 アーミル・バシール 2010 インド 101
妻は、はるか日本に アパルナ・セン 2010 インド 105
カハーニー/物語 スジョイ・ゴーシュ 2012 インド 122
聖者の谷 ムーサー・サイード 2012 インド＝アメリカ 82
アリババと４０人の盗賊 *** *** インド＝ソビエト 68
血と祈り ウスマル・イスマイル 1950 インドネシア 129
三人姉妹 ウスマル・イスマイル 1956 インドネシア 114
ドゥルの少年期 シュマンジャヤ 1973 インドネシア 86
初恋 トゥグ・カルヤ 1973 インドネシア 110
ママッド氏 シュマンジャヤ 1973 インドネシア 111
無神論者 シュマンジャヤ 1974 インドネシア 147
蚊帳の中 トゥグ・カルヤ 1982 インドネシア 94
囚われの美女 ロロ・ムンドゥット アミ・プリヨノ 1982 インドネシア 107
少女ポニラー スラメット・ラハルジョ・ジャロット 1983 インドネシア 107
砂利道 シュマンジャヤ 1984 インドネシア 122
オペラ・ジャカルタ シュマンジャヤ 1985 インドネシア 181
毋 トゥグ・カルヤ 1986 インドネシア 103
ナガ・ボナール将軍 Ｍ・Ｔ・リシャフ 1987 インドネシア 108
クルドサック リリ・リザ他 1988 インドネシア 99
チュッ・ニャ・ディン エロス・ジャロット 1988 インドネシア 133
青空がぼくの家 スラメット・ラハルジョ・ジャロット 1989 インドネシア 105
ヌサ・プニダ島 ガレブ・フシン 1989 インドネシア 113
一切れのパンの愛 ガリン・ヌグロホ 1991 インドネシア 97
ラマダンとラモナ ハエルル・ウマム 1992 インドネシア 87
シェリナの大冒険 リリ・リザ 2000 インドネシア 112
エリアナ エリアナ リリ・リザ 2002 インドネシア 87
ビューティフル・デイズ ルディ・スジャルウォ 2004 インドネシア 110
GIE リリ・リザ 2005 インドネシア 147
いきなり、ダンドゥット ルディ・スジャルウォ 2006 インドネシア 95
永遠探しの3日間 リリ・リザ 2006 インドネシア 104
虹の兵士たち リリ・リザ 2008 インドネシア 125
禁断の扉 ジョコ・アンワル 2009 インドネシア 115
夢追いかけて リリ・リザ 2009 インドネシア 127
聖なる踊子 イファ・イスファンシャ 2010 インドネシア 112
ティモール島アタンブア39℃ リリ・リザ 2012 インドネシア 90
ジャングル・スクール リリ・リザ 2013 インドネシア 90
再会の時 リリ・リザ 2016 インドネシア 124
ゲーマー オレグ・センツォフ 2011 ウクライナ 92
雨はやさしく… Ｎ・トゥリャホジャーエフ 1984 ウズベキスタン 10
演説者 ユスフ・ラジコフ 1999 ウズベキスタン 83
男が踊るとき ユスフ・ラジコフ 2002 ウズベキスタン 77
天空の路 カマラ・カマロワ 2006 ウズベキスタン 75
心配しないで デビッド・エルフィック 1993 オーストラリア 92
まよい ミッシェル・ワーナー 2003 オーストラリア 29



福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
アジア映画 収蔵作品一覧

4

作品名 監督等 製作年度 国 時間
穴熊と月 Ｉ・ダニロフ 1981 カザフスタン 9
矢の軌跡 *** 1983 カザフスタン 85
少年と狼 タルガット・テメノフ 1989 カザフスタン 83
空白のページ ホー・クァン・ミン 1991 カンボジア＝スイ 99
平和の行進 チェン・ダラブッド・コサル 1997 カンボジア 52
盗まれた花嫁 エルネスト・アブディジャパロフ 2007 キルギスタン＝

カザフスタン
100

山嶺の女王クルマンジャン サディック・シェル・ニターズ 2014 キルギスタン 136
チキンライス・ウォー チーク 2000 シンガポール 100
スター誕生 ミシェル・チョン 2011 シンガポール 113
ねじきれ奇譚 ツァイ・ユィウェイ 2011 シンガポール 100
シンガポール・グラフィティ ツァイ・ユィウェイ 2013 シンガポール 115
The Obs: A Singapore Story Yeo Siew Hua 2015 シンガポール 97
セブンレターズ ロイストン・タン他 2015 シンガポール 116
ワンダーボーイ・ストーリー ディック・リー 他 2017 シンガポール 96
運命線 レスター・ジェームス・ピーリス 1956 スリランカ 89
変革の時代 レスター・ジェームス・ピーリス 1982 スリランカ 85
蓮の道 ティッサ・アベーセーカラ 1987 スリランカ 150
その橋の下で H.D. プレーマラトゥナ 1990 スリランカ 141
長女 スミトラ・ピーリス 1993 スリランカ 150
日が沈むところ レスター・ジェームス・ピーリス 1994 スリランカ 170
心の闇 プラサンナ・ヴィターナゲー 1995 スリランカ 80
城壁 プラサンナ・ヴィターナゲー 1997 スリランカ 85
マザー・アローン スミトラ・ピーリス 1997 スリランカ 127
満月の日の死 プラサンナ・ヴィターナゲー 1997 スリランカ 71
私への旅 ワサンタ・オベーセーカラ 1998 スリランカ 103
サロージャー ソーマラトゥネ・ディサーナーヤ 1999 スリランカ 126
告白 ベナットゥ・ラトゥナーヤカ 2001 スリランカ 112
湖畔の邸宅 レスター・ジェームス・ピーリス 2002 スリランカ 124
白い影 スニル・アーリヤラトゥナ 2002 スリランカ 119
スリ リンタン・セーマゲー 2002 スリランカ 80
散歩の園 スミトラ・ピーリス 2003 スリランカ 111
灼熱の日々 プラサンナ・ヴィターナゲー 2003 スリランカ 108
流れに逆らって スダットゥ・デーワプリヤ 2003 スリランカ 103
太陽のジャングル ソーマラトゥネ・ディサーナーヤ 2004 スリランカ 117
母 レスター・ジェームス・ピーリス 2006 スリランカ 96
マチャン／大脱走 ウベルト・パゾリーニ 2008 スリランカ＝ドイツ

＝イタリア
107

夢の花びら プラサンナ・ヴィターナゲー 2008 スリランカ 89
やさしい女 プラサンナ・ヴィターナゲー 2012 スリランカ 90
傷あと チャード・ソンスィー 1977 タイ 129
スパンの血 チャード・ソンスィー 1979 タイ 138
やさ男 チャード・ソンスィー 1980 タイ 127
プアンとペーン チャード・ソンスィー 1983 タイ 132
ヌァンチャウィー　愛の炎 バンチョン・コーサラワット 1984 タイ 122
リングの獅子　カムシン バンチョン・コーサラワット 1986 タイ 117
一度でたくさん マノップ・ウドムデート 1987 タイ 105
深海の宝石 チャード・ソンスィー 1987 タイ 131
アナザー・ワールド チャード・ソンスィー 1990 タイ 136
素晴らしいとき ソムチン・スリスパプ 1993 タイ 116
ムアンとリット チャード・ソンスィー 1994 タイ 120
ある時一度 バンディット・リッタコン 1995 タイ 130
ファン・バー・カラオケ ペンエーク・ラタナルアン 1996 タイ 102
運命からの逃走 オキサイド・パン 1997 タイ 105
少年義勇兵 ユッタナー・ムクダーサニット 2000 タイ 121
ムーンハンター バンディット・リッタコン 2001 タイ 122
メコン・フルムーン・パーティ チラ・マリクン 2002 タイ 119
ワン・ナイト・ハズバンド ピムパカー・トーウィラ 2003 タイ 118
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THE ANTHEM アピチャッポン・ウィーラセタクン 2006 タイ 5
早春譜 ニティワット・タラートーン 2006 タイ 117
ありふれた話 アノーチャ・スウィチャーゴーンポン 2009 タイ 81
10月のソナタ ソムキアット・ウィットゥラニット 2009 タイ 114
恋するリトル・コメディアン メート・タラトーン、

ウィッタヤー・トーンユーヨン
2010 タイ 128

4月の終わりに霧雨が降る ウイチャノン・ソムウムジャー 2012 タイ 76
ＴＡＰ　天神アピチャッポン・プロ
ジェクト

アピチャッポン・ウィーラセタクン 他 2016 タイ=日本 25

いつか暗くなるときに アノーチャ・スウィチャーゴーンポン 2016 タイ 105
トゥルー・ヌーン ノシール・サイードフ 2009 タジキスタン 83
メルセデス、わが愛 バイ・オカン 1993 トルコ 98
ESKIYA 　山賊 ヤフズ・トゥルギ 1996 トルコ 128
そこに光を レイス・チェリッキ 1996 トルコ 84
グッバイ・トゥモロー レイス・チェリッキ 1998 トルコ 115
少女ヘジャル ハンダン・イペクチ 2001 トルコ 120
裏側の子どもたち アイドゥン・サイマン、

ウミット・C・ギュベン
2002 トルコ＝ハンガ

リー
121

頑固者たちの物語 レイス・チェリッキ 2004 トルコ＝ドイツ 91
天使の墜落 セミヒ・カプランオウル 2005 トルコ＝ギリシャ 97
インターナショナル スッル・スレイヤ・オンデル、

ムハッレム・ギュルメズ
2006 トルコ 106

至上の掟 アブドッラー・オウズ 2006 トルコ 110
卵 セミヒ・カプランオウル 2007 トルコ＝ギリシャ 97
難民キャンプ レイス・チェリッキ 2008 トルコ 107
黒犬、吠える メフメット・バハドゥル・エル、

マリナ・ゴルバチ
2009 トルコ 90

11時10分前 ペリン・エスメル 2009 トルコ＝フランス
＝ドイツ

115

9月 ジェミル・アアジュックオウル 2011 トルコ 92
未来へつづく声 オズジャン・アルペル 2011 トルコ 113
沈黙の夜 レイス・チェリッキ 2012 トルコ 91
私は彼ではない タイフン・ピルセリムオウル 2013 トルコ＝ギリシャ

＝フランス
129

逃亡 ジョン・レイン 1993 ニュージーランド 99
完全な他人たち ゲイリーン・プレストン 2003 ニュージーランド 95
祈祷師 ツェリン・リータル・シェルパ 1997 ネパール 38
ビューティフル・フラワー ナビン・スッバ 2002 ネパール 113
七つの海を越えて エスペン・トーシュテンソン、

サイド・アンジュム
1991 パキスタン＝ノル

ウェー
88

神に誓って ショエーブ・マンスール 2007 パキスタン 168
BOL～声をあげる～ ショエーブ・マンスール 2011 パキスタン 152
ザクロとミルラ ナジュワ・ナッジャール 2009 パレスチナ 99
車輪 モルシェドゥル・イスラム 1993 バングラデシュ 65
転校生ディプー モルシェドゥル・イスラム 1996 バングラデシュ 155
苦難の大地 モルシェドゥル・イスラム 1997 バングラデシュ＝

日本
128

根のない樹 タンビール・モカンメル 2001 バングラデシュ 113
ぼくはひとりぼっち モルシェドゥル・イスラム 2004 バングラデシュ 91
ラロン タンビール・モカンメル 2004 バングラデシュ 132
人形の家 モルシェドゥル・イスラム 2006 バングラデシュ 123
わが友ラシェド モルシェドゥル・イスラム 2011 バングラデシュ 99
ここに陽はのぼる〜東ティモール
独立への道

グレース・パン 2006 東ティモール＝シ
ンガポール

78

まことの母 オクタビオ・シロス 1939 フィリピン 96
廃墟からの旅立ち ランベルト・アベリャーナ 1956 フィリピン 119
ノリ・メ・タンヘレ ヘラルド・デ・レオン 1961 フィリピン 180
インシアン リノ・ブロッカ 1976 フィリピン 93
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作品名 監督等 製作年度 国 時間
神のいない三年間 マリオ・オハラ 1976 フィリピン 124
水の中のほくろ イシュマエル・ベルナール 1976 フィリピン 118
マニラ・バイ・ナイト イシュマエル・ベルナール 1980 フィリピン 151
トゥルンバ祭り キッドラット・タヒミック 1983 フィリピン 87
カルナル　愛の不条理 マリルー・ディアス＝アバヤ 1984 フィリピン 110
シスター・ステラ・L マイク・デ・レオン 1984 フィリピン 104
少女ルーペ リノ・ブロッカ 1987 フィリピン 127
愛すればこそ ローリス・ギリエン 1993 フィリピン 111
あなたに夢中で ホセ・ハヴィール・レイエス 1993 フィリピン 116
あの日の約束 ジョエル・ラマガン 1994 フィリピン 135
真夜中のダンサー メール・チョンロー 1994 フィリピン 115
貴女のためにたたかう マリルー・ディアス＝アバヤ 1995 フィリピン 133
バイオレンス チト・S・ローニョ 1995 フィリピン 101
フロール事件 ジョエル・ラマガン 1995 フィリピン 123
あの時、なぜ！ ジョエル・ラマガン 1996 フィリピン 110
マドンナ・アンド・チャイルド マリルー・ディアス＝アバヤ 1996 フィリピン 121
ミラグロス マリルー・ディアス＝アバヤ 1997 フィリピン 133
海に抱かれて マリルー・ディアス＝アバヤ 1998 フィリピン 113
ホセ・リサール マリルー・ディアス＝アバヤ 1998 フィリピン 175
ムロアミ マリルー・ディアス＝アバヤ 1999 フィリピン 119
レイア チト・S・ローニョ 1999 フィリピン 109
母と子 ロリー・B・キントス 2000 フィリピン 120
光、新たに マリルー・ディアス＝アバヤ 2001 フィリピン 134
アメリカン・アドボ ローリス・ギリエン 2002 フィリピン 104
苦難の時代 チト・S・ローニョ 2002 フィリピン 132
マグニフィコ マーリョ・J・デ・ロス・レイエ 2003 フィリピン 123
昔と今 マリルー・ディアス＝アバヤ 2003 フィリピン 127
ドバイの恋 ロリー・B・キントス 2005 フィリピン 110
ビザさえあれば マーク・メイリー 2005 フィリピン 107
どん底 ブリリャンテ・メンドーサ 2007 フィリピン 86
車の影に アドルフォ・ボリナガ・アリッ

クスJr.
2009 フィリピン 73

アモク ローレンス・ファハルド 2011 フィリピン 82
果てしなき鎖 ローレンス・ファハルド 2012 フィリピン 92
インビジブル ローレンス・ファハルド 2015 フィリピン＝日本 134
少女と小鳥 グエン・ヴァン・トン、チャン・ 1962 ベトナム 44
トゥー・ハウ ファム・キー・ナム 1963 ベトナム 78
火の国ベトナム　―侵略者にい
どむ―

*** 1966 ベトナム 29

ベトナムは世界人民とともに *** 1966 ベトナム 50
風の門 *** 1967 ベトナム 30
再会の約束 チャン・ヴー 1974 ベトナム 108
ハノイの少女 ハーイ・ニン 1974 ベトナム 77
愛は17度線を越えて ハーイ・ニン 1975 ベトナム 184
おかあさんはおるす カイン・ズー 1979 ベトナム 65
無人の野 ホン・セン 1979 ベトナム 94
ティ・ダオ物語 ファン・ヴァン・コア 1981 ベトナム 86
射程内の街 ダン・ニャット・ミン 1982 ベトナム 79
十月になれば ダン・ニャット・ミン 1984 ベトナム 85
静か過ぎる町 レー・ドゥック・ティエン 1986 ベトナム 73
河の女 ダン・ニャット・ミン 1987 ベトナム 94
とんちんかんなボム レー・ドゥック・ティエン 1987 ベトナム 84
夢の中のランプ ドー・ミン・トゥアン 1987 ベトナム 74
退役将軍 グエン・カック・ロイ 1988 ベトナム 91
旅まわりの一座 ヴィエト・リン 1988 ベトナム 77
幸福になりたい トゥ・フイ 1989 ベトナム 84
黒いサボテン レー・ザン 1991 ベトナム 88
街角の歌 チャウ・フエ 1991 ベトナム 87
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作品名 監督等 製作年度 国 時間
悪魔のしるし ヴィエト・リン 1992 ベトナム 85
帰還 ダン・ニャット・ミン 1994 ベトナム 108
ナイフ レ・ホアン 1995 ベトナム 90
祈り ホー・クアン・ミン 1996 ベトナム＝スイス 84
ハノイ、1946年冬 ダン・ニャット・ミン 1996 ベトナム 92
遙かな旅 レ・ホアン 1996 ベトナム 99
ロイテ　-誓い- グエン・トゥオン・フオン 1996 ベトナム 97
歳月 ミー・ハー 1998 ベトナム 90
アパートメント ヴィエト・リン 1999 ベトナム 93
砂のような人生 グエン・タイン・ヴァン 1999 ベトナム 91
朝よ　来ないで レ・ホアン 2000 ベトナム 88
グァバの季節 ダン・ニャット・ミン 2000 ベトナム 103
ゴミの山の大将 ドー・ミン・トゥアン 2002 ベトナム 101
天の網 フィー・ティエン・ソン 2002 ベトナム 101
メタオ ヴィエト・リン 2002 ベトナム 108
ハノイの12日間 ブイ・ディン・ハック 2003 ベトナム 127
はるか遠い日 ホー・クアン・ミン 2004 ベトナム＝フラン 113
ぼくらのサッカーチーム ラム・レ・ジュン 2004 ベトナム 89
アオザイ リュー・フイン・リュー 2006 ベトナム 143
パオの物語 ゴー・クアン・ハーイ 2006 ベトナム 103
伝説の男 リュー・フイン・リュー 2008 ベトナム 106
きのう、平和の夢を見た ダン・ニャット・ミン 2009 ベトナム 105
ビー、心配しないで ファン・ダン・ジー 2010 ベトナム 92
大親父と、小親父と、その他の話 ファン・ダン・ジー 2015 ベトナム 102
レ・バ・ダン ダン・ニャット・ミン 2015 ベトナム 22
ベトナム人民は必ず勝利する *** *** ベトナム 30
トゥア アンワーディ・ジャミル 1989 マレーシア 121
ベールの人生 シュハイミ・ババ 1992 マレーシア 106
女、妻、そして娼婦 ウ＝エイ・ビン・ハジサアリ 1993 マレーシア 118
ジミ・アスマラ エルマ・ファティマ 1994 マレーシア 105
放火犯 ウ＝エイ・ビン・ハジサアリ 1994 マレーシア 70
愛しのサルマ マハーディ・ムラー 1995 マレーシア 123
ラスト・マレー・ウーマン エルマ・ファティマ 1997 マレーシア 117
追いつ追われつ アズィス・M・オスマン 1999 マレーシア 120
アドナン中尉 アズィス・M・オスマン 2000 マレーシア 133
ビッグ・ドリアン アミール・ムハマド 2003 マレーシア 75
砂利の道 ディーパク・クマーラン・メーナン 2005 マレーシア 92
ダンシング・ベル ディーパク・クマーラン・メーナン 2006 マレーシア 98
相撲ら！ アフドリン・シャウキ 2007 マレーシア＝日本 144
ポケットの花 リュウ・センタック 2007 マレーシア 97
水辺の物語 ウー・ミンジン 2009 マレーシア 102
ブノハン デイン・ザイード 2011 マレーシア 98
はぐれ道 サンジェイ・クマール・ベルマル 2015 マレーシア 76
川の流れのように チー・ソウ・トン 1989 ミャンマー 115
ビルマ・ストーリーブック ペテル・ロム 2017 ミャンマー他 81
ハルハ河の英雄的な頁 Ｄ.トゥメンバヤル、Ｐ.ナラント 1991 モンゴル＝日本 72
さまよう雄鹿 I.ニャムガワー、N.ニャムダワー 1993 モンゴル 69
ゴビの聖者 I.ニャムガワー 1998 モンゴル 106
新文字先生 B.バダルオーガン 1998 モンゴル 109
愛のさだめ J・ビンデル 2000 モンゴル 77
山の蒼い影 B・バダルオーガン 2000 モンゴル 80
心の言葉 O.バトウルズィー 2001 モンゴル 96
ゴビを渡るフィルム D・ツェンドルジ、T・サラント 2001 モンゴル 23
逃亡者トゥムル O.バトウルズィー 2004 モンゴル 107
あなたがいない時 O.バトウルズィー 2006 モンゴル 90
Live From UB ローレン・ナップ 2015 モンゴル＝アメリカ 83
レッド・ロータス ソムオック・スッティポン 1988 ラオス 84
自由万歳 チェ・インギュ 1946 韓国 51
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作品名 監督等 製作年度 国 時間
心の故郷 ユン・ヨンギュ 1949 韓国 77
ピアコル イ・ガンチョン 1955 韓国 107
嫁入りの日 イ・ビョンイル 1956 韓国 77
お金 キム・ソドン 1958 韓国 118
ロマンス・パパ シン・サンオク 1960 韓国 131
誤発弾 ユ・ヒョンモク 1961 韓国 107
成春香 シン・サンオク 1961 韓国 108
常緑樹 シン・サンオク 1961 韓国 142
荷馬車 カン・テジン 1961 韓国 98
離れの客とお母さん シン・サンオク 1961 韓国 103
帰らざる海兵 イ・マニ 1963 韓国 109
金薬局の娘たち ユ・ヒョンモク 1963 韓国 107
米 シン・サンオク 1963 韓国 124
望夫石（マンブソク） イム・グォンテク 1963 韓国 123
愛は国境を越えて キム・ギドク 1965 韓国 120
雨のめぐり逢い チョン・ジヌ 1966 韓国 100
甕を作る老人 チェ・ハウォン 1969 韓国 88
修学旅行 ユ・ヒョンモク 1969 韓国 102
森浦への道 イ・マニ 1975 韓国 99
馬鹿たちの行進 ハ・ギルチョン 1975 韓国 101
ハンネの昇天 ハ・ギルチョン 1977 韓国 108
族譜 イム・グォンテク 1978 韓国 106
長雨 ユ・ヒョンモク 1979 韓国 124
風吹く良き日 イ・チャンホ 1980 韓国 117
小さなボール イ・ウォンセ 1981 韓国 102
曼陀羅 イム・グォンテク 1981 韓国 110
寡婦の舞 イ・チャンホ 1983 韓国 109
赤道の花 ペ・チャンホ 1983 韓国 104
馬鹿宣言 イ・チャンホ 1983 韓国 92
鯨とりーコレサニャンー ペ・チャンホ 1984 韓国 111
ディープ・ブルー・ナイト ペ・チャンホ 1984 韓国 110
キルソドム イム・グォンテク 1985 韓国 101
シバジ イム・グォンテク 1986 韓国 93
黄真伊（ファン・ジニ） ペ・チャンホ 1986 韓国 119
旅人は休まない イ・チャンホ 1987 韓国 104
ステファノとグレチェン パク・チョルス 1990 韓国 115
開闢 イム・グォンテク 1991 韓国 135
おせっかいはNO、愛はOK キム・ユジン 1993 韓国 98
301・302 パク・チョルス 1995 韓国 99
灼熱の屋上 イ・ミニョン 1995 韓国 110
ザ・コンタクト チャン・ユンヒョン 1997 韓国 106
8月のクリスマス ホ・ジノ 1998 韓国 97
マヨネーズ ユン・イノ 1999 韓国 103
ミステリー・オブ・ザ・キューブ ジョナサン・ユー 1999 韓国 105
春香伝 イム・グォンテク 2000 韓国 121
飛天舞 キム・ヨンジュン 2000 韓国 118
吠える犬は噛まない ポン・ジュノ 2000 韓国 110
泣かないで ミン・ビョンフン 2001 韓国 109
酔画仙 イム・グォンテク 2002 韓国 117
ボリウルの夏 イ・ミニョン 2003 韓国 102
もし、あなたなら パク・クァンス他 2003 韓国 110
下流人生 イム・グォンテク 2004 韓国 105
ネギをサクサク、卵をポン オ・サンフン 2005 韓国 116
麻婆島（マパド） チュ・チャンミン 2005 韓国 109
私の生涯で最も美しい一週間 ミン・ギュドン 2005 韓国 133
見知らぬ国で キム・ドンヒョン 2007 韓国 112
7月32日 チン・スンヒョン 2008 韓国 96
EIGHTEEN〜旋風〜 チャン・ゴンジェ 2009 韓国 95
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作品名 監督等 製作年度 国 時間
手のとどく限り ハム・ギョンノク 2009 韓国 104
浄土アニャン パク・チャンギョン 2010 韓国 102
豆満江 チャン・リュル 2010 韓国＝中国　他 92
同命鴛鴦 チュー・シーリン 1960 香港 93
梁山伯と祝英台 リー・ハンシャン 1963 香港 126
大酔侠 キン・フー 1966 香港 94
香港ノクターン 井上梅次 1967 香港 129
地獄から来た女ドラゴン ユー・フン・チェ 1972 香港 88
最後のブルース・リー　ドラゴン
への道

ブルース・リー 1973 香港 99

廣島廿八 ルン・コン 1974 香港 99
シークレット アン・ホイ 1979 香港 89
空山霊雨 キン・フー 1979 香港 91
辛亥雙十 ティン・シャンシ 1981 香港＝台湾 120
父子情 アレン・フォン 1981 香港 96
霊幻師弟　人嚇人 ウー・マー 1983 香港 99
九龍の獅子 ジョニー・マック 1984 香港 105
ホームカミング イム・ホー 1984 香港 97
北京オペラブルース ツイ・ハーク 1986 香港 105
プロジェクトA2 ジャッキー・チェン 1987 香港 106
流金歳月 ヨン・ファン 1988 香港 105
ルージュ スタンリー・クワン 1988 香港 96
神行太保 趙良駿 1989 香港 95
客途秋恨 アン・ホイ 1990 香港＝台湾 97
レッドダスト イム・ホー 1990 香港 94
浮世戀曲 陳耀成 1991 香港 107
香港魔界大戦 ユン・ピョウ 1991 香港 98
密宗威龍 マン・ホイ 1991 香港 91
ドラゴン・イン レイモンド・リー 1992 香港 90
伙頭福星 ロニー・ユー 1992 香港 94
青蛇転生 ツイ・ハーク 1993 香港 97
卜派小子 チュー・イエンピン 1993 香港＝台湾 88
女兒當自強 ビリー・ジョング 1993 香港 83
つきせぬ想い イー・トンシン 1993 香港 99
ジョイ・ウォンの魔界伝説 キン・フー 1993 香港 92

少林寺達磨大師 ブラン・デイ・ユエン 1994 香港 88
復讐のプレリュード 大冒険家 リンゴ・ラム 1995 香港 105
金玉満堂／決戦！炎の料理人 ツイ・ハーク 1995 香港 103
玻璃の城 メイベル・チャン 1998 香港 111
千言萬語 アン・ホイ 1999 香港 128
男人四十 アン・ホイ 2001 香港 103
Ha Ha　上海 クリスティン・チョイ 2001 香港＝アメリカ 76
生きていく日々 アン・ホイ 2007 香港＝中国 90
海辺の女たち リー・チャ、リー・シン 1963 台湾 98
我らの隣人 リー・シン 1963 台湾 92
あひるを飼う家 リー・シン 1965 台湾 111
君を送る心綿々 リャン・チェーフー 1965 台湾 100
（年輕的一代）學生哥/暑期工讀 ライ・チェンイン 1965 台湾 100
貂蟬與呂布 リー・チャ、胡家琛 1967 台湾 102
路 リー・シン 1967 台湾 96
我們永遠在一起 徐進良 1968 台湾 93
玉觀音 リー・シン 1969 台湾 92
新娘與我 パイ・シンジュイ 1969 台湾 90
家在台北 パイ・シンジュイ 1970 台湾 109

青衫客 陳洪民 1971 台湾 ***
庭院深深 ソン・ツンショウ 1971 台湾 90
落鷹峽 ティン・シャンシ 1971 台湾 100
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愛の大地 リウ・ジャーチャン 1973 台湾 82
純情 リン・フーティ 1974 台湾 84
女兵日記 汪盈 1975 台湾 101
梅花 リウ・ジャーチャン 1975 台湾 90
秋纏 王寧生 1976 台湾 82
蝴蝶谷 徐進良 1976 台湾 94
黑龍會 ティン・シャンシ 1976 台湾 98
異郷夢 パイ・シンジュイ 1977 台湾 94
郷野奇談 チャン・ペイチェン 1977 台湾 90
強渡關山 張蜀生 1977 台湾 92
望春風 徐進良 1977 台湾 86
蒂蒂日記 チェン・ヤオチー 1977 台湾 99
水玲瓏 徐天榮 1977 台湾 97
老虎崖 チャン・ペイチェン 1977 台湾 100
永恆的愛 ティン・シャンシ 1978 台湾 108
黄埔軍魂 リウ・ジャーチャン 1978 台湾 105
戰爭前夕 リー・チャ 1978 台湾 101
英雄有涙 李朝永 1978 台湾 100
翠湖寒 ライ・チェンイン 1978 台湾 95
神補 何偉康 1979 台湾 95
春寒 チェン・ジュンリャン 1979 台湾 94
錦標 汪瑩 1979 台湾 99
源 チェン・ヤオチー 1979 台湾 103
要命的小方 虞戡平 1979 台湾 91
七夕雨 李淑強 1980 台湾 91
暖暖冬陽 劉立立 1980 台湾 98
天狼星 張美君 1980 台湾 82
花飛花舞春滿城 張蜀生 1980 台湾 93
風雨中的燕子 曾仲影 1980 台湾 90
原郷人 リー・シン 1980 台湾 112
我的爺爺 柯俊良 1981 台湾 84
私が本物ならば ワン・トン 1981 台湾 97
皇天后士 パイ・シンジュイ 1981 台湾 124
天降神兵 チャン・ツァンチャイ 1981 台湾 96
中國女兵 劉維斌 1981 台湾 98
龍的傳人 リー・シン 1981 台湾 99
苦戀 ワン・トン 1982 台湾 111
光陰的故事 エドワード・ヤン、 クー・イー

チェン他
1982 台湾 109

新目蓮救母 リャン・チェーフー 1982 台湾 87
大遠景 楊敦平 1982 台湾 92
動員令 金鰲勲 1982 台湾 98
老師斯卡多答 ソン・ツンショウ 1982 台湾 96
海辺の一日 エドワード・ヤン 1983 台湾 165
風櫃の少年 ホウ・シャオシェン 1983 台湾 99
河南嵩山少林寺 ジョセフ・クオ 1983 台湾 90
最長的一夜 金鰲勲 1983 台湾 95
天下第一 キン・フー 1983 台湾 101
魔輪 王明燦 1983 台湾 99
霧裡的笛聲 ツェン・チョアンシャン 1984 台湾 98
少林廿四溜馬 方豪 1984 台湾 93
冬冬の夏休み ホウ・シャオシェン 1984 台湾 98
安安 林清介 1984 台湾 91
老年萬歳 チャン・ペイチェン 1984 台湾 108
ある女の一生 チャン・イー 1985 台湾 121
結婚 チェン・クンホウ 1985 台湾 95
國四英雄傳 麥大傑 1985 台湾 98
台北神話 虞戡平 1985 台湾 112
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童年往事 ホウ・シャオシェン 1985 台湾 137
恐怖分子 エドワード・ヤン 1986 台湾＝香港 108
さよなら・再見 イエ・チンション 1986 台湾 100
唐山過台灣 リー・シン 1986 台湾 110
望海的母親 ツァイ・ヤンミン 1986 台湾 114
八二三砲戰 ティン・シャンシ 1986 台湾 107
日内瓦的黄昏 パイ・シンジュイ 1986 台湾 92
父子關係 李祐寧 1986 台湾 92
カンフーキッド２ チャン・チーホア 1986 台湾 94
流浪少年路 チェン・クンホウ 1986 台湾 102
我兒漢生 チャン・イー 1986 台湾 97
我們的天空 クー・イーチェン 1986 台湾 101
我們都是這樣長大的 クー・イーチェン 1986 台湾 102
桂花巷 チェン・クンホウ 1987 台湾 111
起床號 金鰲勳 1987 台湾 91
期待我長大 リァオ・チンソン 1987 台湾 108
黑皮與白牙 ヤン・リークオ 1987 台湾 97
恋恋風塵 ホウ・シャオシェン 1987 台湾 110
白色酢漿草 邱銘誠 1987 台湾 89
旗正飄飄 ティン・シャンシ 1987 台湾 108
村と爆弾 ワン・トン 1987 台湾 97
ジョイ・ウォンの緑の大地 ツァイ・ヤンミン 1987 台湾 105
離魂 フレッド・タン 1987 台湾 93
海峡兩岸 虞戡平 1988 台湾 101
海水正藍 リャオ・チンソン 1988 台湾 108
校樹青青 ツァイ・ヤンミン 1988 台湾 100
菜刀與六個朋友 周騰 1988 台湾 101
墓あらし／笛吹きの恋 ホー・ピン、リー・ダウミン 1988 台湾 75
舊情綿綿 イエ・ホンウェイ 1988 台湾 99
過河小卒 金鰲勳 1989 台湾 97
感恩歳月 ホー・ピン 1989 台湾 102
ファースト・デート ピーター・ワン 1989 台湾＝アメリカ 93
壯志豪情 柯受良 1989 台湾 102
バナナ・パラダイス ワン・トン 1989 台湾 148
晩春情事 チェン・ヤオチー 1989 台湾 101
老少五個半 張乙宸 1989 台湾 91
魯氷花 ヤン・リークオ 1989 台湾 99
咱們都是台灣人 リー・チャ 1989 台湾 92
缺角的太陽 リン・フーティ 1990 台湾 93
兄弟珍重 ツァイ・ヤンミン 1990 台湾 121
時代之風 何藩 1990 台湾 84
販母案考 唐基明 1990 台湾 104
暗戀桃花源 スタン・ライ 1991 台湾 106
胭脂 ワン・レン 1991 台湾 91
ﾌァｲﾌﾞ･ｶﾞｰﾙｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｱ･ﾛｰﾌﾟ イエ・ホンウェイ 1991 台湾 109
上海假期 アン・ホイ 1991 台湾＝香港 95
情定威尼斯 呉功 1991 台湾 101
推手 アン・リー 1991 台湾 107
冬之祭 王帥 1991 台湾 101
娃娃と子豚 クー・イーチョン 1991 台湾 101
戰神/戰神傳說 サモ・ハン・キンポー 1992 台湾 86
小小少林 張鵬翼 1992 台湾 95
皇金稻田 周騰 1992 台湾 108
巧克力戰爭 ヤン・リークオ 1992 台湾 103
無言の丘 ワン・トン 1992 台湾 175
ｼﾞｮｲ･ｳｫﾝの聖女伝説 ヤン・ユウキン 1993 台湾 135
ウェディング・バンケット アン・リー 1993 台湾 108
月光少年 ユー・ウェンイン 1993 台湾 93
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孤軍異域Ⅱ チュー・イエンピン 1993 台湾 88
青春無悔 周晏子 1993 台湾 100
想飛―傲空神鷹 金鰲勲 1993 台湾 102
台北愛情故事 周騰 1993 台湾 110
將邪神劍 ティン・シャンシ 1993 台湾 98
恋人たちの食卓 アン・リー 1994 台湾 124
超級大国民 ワン・レン 1995 台湾 120
熱帯魚 チェン・ユーシュン 1995 台湾 109
赤い柿 ワン・トン 1996 台湾 167
チュンと家族 チャン・ツォーチー 1996 台湾 98
國道封閉 ホー・ピン 1997 台湾 123
悪女列傳 ウェン・ヤオティン、 リン・ヂ

ンジィエ他
1998 台湾 114

フラワーズ・オブ・シャンハイ ホウ・シャオシェン 1998 台湾＝日本 121
天馬茶房 リン・チェンシェン 1999 台湾 95
運転手の恋 チャン・ホアクン、チェン・

イーウェン
2000 台湾 94

沙河悲歌 チャン・チィヨン 2000 台湾 108
ヤンヤン 夏の想い出 エドワード・ヤン 2000 台湾＝日本 173
夜に逃れて シュー・リーコン、イン・チー 2000 台湾 120
人間喜劇 ホンホン 2001 台湾 117
檳榔売りの娘 リン・チェンシェン 2001 台湾 106
北京の自転車 ワン・シャオシュアイ 2001 台湾＝中国 113
小雨の歌 リェン・チンホァ 2002 台湾 85
春天ー許金玉的故事 ツェン・ウェンチェン 2002 台湾 80
黒狗親分（ブラックドック）が来た イン・チー 2004 台湾 111
ジャンプ！ボーイズ リン・ユウシェン 2004 台湾 84
飛び魚を待ちながら ツェン・ウェンチェン 2005 台湾 94
自転車で行こう イサク・リィ 2006 台湾 82
神も人も犬も チェン・シンイー 2007 台湾 119
あなたなしでは生きていけない レオン・ダイ 2009 台湾 92
お父ちゃんの初七日 ワン・ユイリン、エッセイ・リウ 2009 台湾 91
台北カフェ・ストーリー シアオ・ヤーチュアン 2010 台湾 82
遠い帰郷 トン・ヨンシン 2011 台湾＝中国 88
天龍一座がゆく ワン・ユィリン 2012 台湾 109
ロマンス狂想曲 シエ・チュンイー 2013 台湾 90
山猪温泉 クオ・チェンティ 2014 台湾 102
おもちゃ スン・ユイ 1933 中国 108
春蚕 チョン・プーカオ 1933 中国 102
大いなる路 スン・ユイ 1934 中国 109
女神 ウー・ヨンカン 1934 中国 82
十字路 シェン・シーリン 1937 中国 108
深夜の歌声 マーシュイ・ウェイパン 1937 中国 123
街角の天使 ユアン・ムーチー 1937 中国 95
奥様万歳 サン・フー 1947 中国 113
春の河、東へ流る ツアイ・チューション 、チョ

ン・チュンリー
1947 中国 195

家々の灯 シェン・フー 1948 中国 120
田舎町の春 フェイ・ムー 1948 中国 97
からすとすずめ チョン・チュンリー 1949 中国 112
白毛女 王濱、スュイ・ホワ 1950 中国 131
翠崗紅旗 張駿祥 1950 中国 102
私の一生 シー・ホイ 1950 中国 109
小梅的夢 チン・シー 1954 中国 20
からすはなぜ黒い チェン・チァチュン、李克弱 1955 中国 9
魔法の絵筆 チン・シー 1955 中国 20
鯉の冒険旅行 ホー・ユーメン 1958 中国 17
しくじりさるくん ワン・グチャン 1959 中国 9
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林商店 スュイ・ホワ 1959 中国 86
赤いネッカチーフ シャ・テン、陳方千 1962 中国 74
人参ちゃん ワン・グチャン 1962 中国 25
氷山からの客 チャオ・シンスュイ 1963 中国 106
真紅の太陽 [予告編] *** 1963 中国 3
世界の憲兵 呉本立、沙丹、呉均 1965 中国 70
不思議なにしき織 チェン・チァチュン 1965 中国 52
舞台姉妹 シィエ・チン 1965 中国 113
不屈の人びと [予告編] スュイ・ホワ 1966 中国 3
世界の屋根　―チベットを探る― *** 1978 中国 29
観賞魚 宇和 1979 中国 17
海囚 李文化 1981 中国 110
絲路花雨 イェン・シュエシュー 1982 中国 105
鹿鈴 タン・チャン 1982 中国 20
三峡情思 徐紀宏、張文甲 1983 中国 83
李冰 王亜彪 1983 中国 105
啊！祖国 雷振霖 1984 中国 66
寒夜 闕文林 1984 中国 103
黄色い大地 チェン・カイコー 1984 中国 90
破雾 厳寄洲 1984 中国 87
黄山来的姑娘 張圓、于彦夫 1984 中国 102
五女拜寿 陸建華、于中効 1984 中国 123
清水灣，淡水灣 謝鐵驪 1984 中国 107
車輪四重奏 李歇浦 1984 中国 93
人生 ウー・ティエンミン 1984 中国 ***
双雄会 陳懷愷 1984 中国 185
為什么生我 李亜林、晏文藩 1984 中国 98
大学生 叶同荷 1984 中国 38
譚嗣同 チェン・チャリン 1984 中国 138
陳賡蒙難 厳寄洲、姜力軍 1984 中国 80
電梯上 [不完全版] 于連起 1984 中国 31
生財有道 シャ・テン 1984 中国 96
二十年后再相会 石暁華 1984 中国 98
一人と八人 チャン・チュンチャオ 1984 中国 97
さすらいの果て ユウ・ベンジョン 1984 中国 96
紅い服の少女 ルー・シャオヤー 1984 中国 104
辺城 リン・ツーフォン 1984 中国 100
郵緣 サン・フー 1984 中国 97
悠悠故人情 王炎 1984 中国 108
老北京的叙説 応小英 1984 中国 70
秋天里的春天 白沉 1985 中国 127
狩り場の掟 ティエン・チュアンチュアン 1985 中国 80
少林海灯法師 李漢軍 1985 中国 72
太平天国伝／少年拳士の復讐 チョウ・カンユイ 1985 中国 110
淘金王 [不完全版] 沈耀庭 1985 中国 ***
取長補短 張惠鈞 1985 中国 93
南国郷村富又羌 李英華 1985 中国 31
野山 イェン・シュエシュー 1985 中国 100
迷人的楽隊 王好為 1985 中国 103
夜半歌声 楊延晋 1985 中国 101
流浪漢与天鵝 ウー・インシュン 1985 中国 94
咱們的退伍兵 趙煥章 1985 中国 103
女儿経 包起成 1986 中国 104
神鞭 張子恩 1986 中国 99
成吉思汗 第一集 詹相持 1986 中国 100
孫文 ティン・インナン 1986 中国 109
月月 スーチン・ガオワー 1986 中国 98
盗馬賊 ティエン・チュアンチュアン 1986 中国 87
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非常大総統 スン・ダオリン 1986 中国 115
漂流瓶 姚寿康 1986 中国 105
午夜两点 鮑芝芳 1987 中国 105
追跡者 チョウ・シャオウェン、シー・

チェンフォン
1987 中国 98

少爺的磨難 チャン・チェンヤ 1987 中国 130
大清炮隊 陳国軍 1987 中国 102
嘿，哥们儿 王鳳奎 1987 中国 101
誰是第三者 董克娜 1987 中国 186
天使与魔鬼 凌奇偉 1987 中国 92
舞台女優 [不完全版] ホアン・シューチン 1987 中国 ***
芙蓉鎮 シィエ・ジン 1987 中国 163
紅いコーリャン チャン・イーモウ 1987 中国 92
古井戸 ウー・ティエンミン 1987 中国 130
阿譚内傳 厳順開 1988 中国 104
残酷的欲望 徐偉杰 1988 中国 108
刺殺汪精衛 應旗 1988 中国 88
死亡追踪 サイ・フー 1988 中国 89
追殺刑警 ジン・タオ 1988 中国 97
問天何時明 王彪、馬爾路 1988 中国 96
夏日的期待 史蜀君 1988 中国 87
ロック青年 ティエン・チュアンチュアン 1988 中国 86
開国大典 肖桂雲、リー・チェンクァン 1989 中国 171
熱恋・海南島 ルー・シャオヤー 1989 中国 102
百色起義 チェン・チャリン 1989 中国 110
無敵鴛鴦腿 李文化 1989 中国 93
９０北京亜運会 張慶鴻 1990 中国 95
焦裕禄 王冀邢 1990 中国 102
清朝最後の宦官・李蓮英 ティエン・チュアンチュアン 1990 中国＝香港 107
大決戦 第一部：遼沈戰役（上・下） 李俊、楊光遠 1991 中国 223
大決戦 第二部：准海戰役（上・下） 李俊、楊光遠 1992 中国 220
大決戦 第三部：平津戰役（上・下） 李俊、韋廉 1992 中国 218
圓明滄桑 耕野 1990 中国 60
周恩来 王永宏 1990 中国 88
老店 古榕 1990 中国 144
過ぎにし年・迎えし年 ホアン・ジェンチョン 1991 中国 105
周恩来 ティン・インナン 1991 中国 165
毛沢東和他的児子 張今標 1991 中国 104
烈火金鋼 狐胆英雄 上集 ハー・チュン、江浩 1991 中国 90
烈火金鋼 神奇英雄 下集 ハー・チュン、江浩 1991 中国 90
我們走行未来 潘星、陳光忠 1991 中国 87
心の香り スン・チョウ 1992 中国 97
新中国第一大案 高天紅 1992 中国 103
画魂 愛、いつまでも ホアン・シューチン 1992 中国＝台湾 132
秋收起義 チョウ・カンユイ 1993 中国 114
香魂女ー湖に生きる シェ・フェイ 1993 中国 105
重慶談判 リー・チェンクァン、肖桂雲、

張夷非
1993 中国 159

第一誘惑 鮑芝芳 1993 中国 105
中国出了个 毛沢東 李振羽 1993 中国 94
東帰英雄伝 サイ・フー、マイ・リースー 1993 中国 81
鳳凰琴 ハー・チュン 1993 中国 94
哀戀花火 ハー・ピン 1994 中国 116
感光時代 阿年 1994 中国 90
征服者 滕文驥 1994 中国 102
天生胆小 彦小追 1994 中国 89
留村察看 雷献禾、王興東 1994 中国 89
女人的選択 陳魯 1994 中国 96
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べにおしろい／紅紛 リー・シャオホン 1994 中国 119
紅塵 古榕 1994 中国 120
孔繁森 陳国星、ワン・ピン 1995 中国 117
マカオの恋物語 蔡元元 1995 中国 107
小村無故事 于向遠 1995 中国 91
九香 孫沙 1995 中国 104
冼星海 王亨里 1995 中国 99
スケッチ・オブ・Peking ニン・イン 1995 中国 100
七・七事変 リー・チェンクァン、肖桂雲 1995 中国 124
離開雷鋒的日子 雷献禾、康寧 1996 中国 96
瞳の向こう側 陳国星 1997 中国 96
夢の請負人 フォン・シャオガン 1997 中国 87
惹事生非 傅小健 1997 中国 97
婦人会の男主任 張慧中 1998 中国 89
良心 廣春蘭 1998 中国 92
共和国之旗 王冀邢、雷献禾 1999 中国 84
草の家 シュイ・コン 1999 中国 106
国歌 ウー・ツーニウ 1999 中国 121
東方巨响 張貴友、欒宝玉 1999 中国 95
ミレニアム・ラブ フォン・シャオガン 1999 中国 88
グリーン・ディスティニー アン・リー 2000 中国＝香港＝台

湾＝アメリカ
120

刮痧 鄭曉龍 2000 中国 104
考試一家親 阿甘 2000 中国 88
国慶紀事 張建華 2000 中国 92
草原の女 ハスチョロー 2000 中国 91
一声嘆息 フォン・シャオガン 2000 中国 116
無声的河 寧敬武 2000 中国 89
再見 また逢う日まで ユイ・チョン 2001 中国 94
絶対情感 曹保平、張健 2001 中国 91
冲出亜馬遜 宋業明 2002 中国 95
秘境モォトゥオへ・・・ ハスチョロー 2003 中国 99
窒息 チャン・ビンジエン 2004 中国 89
無窮動 ニン・イン 2005 中国 90
あたしが踊る！ フー・シュー 2006 中国 79
トゥーヤの結婚 ワン・チュアンアン 2006 中国 95
胡同(フートン)の理髪師 ハスチョロー 2006 中国 104
愛の歯 チュアン・ユイシン 2007 中国 114
冬休みの情景 リー・ホンチー 2010 中国 87
陽に灼けた道 ソンタルジャ 2010 中国 89
夢にかける女 コンラッド・クラーク 2012 中国＝イギリス 107
子どもたちは死を恐れないが、お
化けは怖がる

ロン・グアン・ロン
2016

中国 85

父の選択 ヤン・ティン・ユエン 2017 中国 80
開発中的赤湾 黄小擾 *** 中国 20
開放后的東莞 陳凱初 *** 中国 20
革命先行者 孫中山 何鐘辛 *** 中国 32
峨嵋山 *** *** 中国 9
広東在開放中前進 *** *** 中国 50
食と文化 管德明 *** 中国 27
近代春秋 何鐘辛 *** 中国 41
較量 王金鐸 *** 中国 90
金色的十年 林生材、張栄仁 *** 中国 28
蛇口巨変 黄振超 *** 中国 32
孫中山故居 碧冼 *** 中国 31
中國 *** *** 中国 20
中国名山大川 李振羽 *** 中国 38
東方之花 邢德諢 *** 中国 76
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南極我們来了 邵振堂 *** 中国 69
走近西藏 解如光 *** 中国 30
秦嶺大熊猫 徐真 *** 中国 20
話説澳門 韞華 *** 中国 30
羊城時装展 張栄仁 *** 中国 19
北京 于中寧 *** 中国 30
雜技女杰[不完全版] *** *** 中国 29
三清山 *** *** 中国 20
民族之歌 陳利国 *** 中国 64
歴史的抉択 周東元、楊新 *** 中国 83
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