
日本劇場未公開の最新のイタリア映画12本を一挙上映

「日本におけるイタリア年J をきっかけに、 2001 年春に始まったイタリア映画祭は、今年で9回目を迎えます。多くの映画ファンや

イタリアファンに支持され、毎年1 万人を超える観客が訪れるゴールデンウィーク恒例の映画祭に成長しました。今年は、 2007年

以降に製作された新作12本が上映されます。是非この機会に、現代のイタリア映画をお楽しみください。
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上映プログラム

18:10-

すべて日本語字幕付きの上映です。上映は各国入れ普え制、定員 750 名、開場は上映 30分前です。鹿陵会は入場無料です。 4月30 日(木 )18: ∞~の上映前に開会式(約 30 分間)があります。

4月30 日(木 )""'5 月2日(土)は、来日ゲストの舞台挨拶を予定しています。来日ゲストは決まり次第、ホームページ (http://www.asahi.com/eventli t09)で発表します。

15:35-13:15-10:20-5月 5 日(火・祝)
※短組がある回は、

短組、長組の願書で上映します

前売券をお買い求めの方ヘ

発売日 :3 月21 日(土 )10:00 から

(コンビニエンスストアは発売初日のみ 11 :00 から)

購入方法:①お近くのチケットぴあ窓口で-直接購入

②電話予約後、店頭で受け取り

チケットぴあ/音声認畿予約 :0570 (02)9999

(10:00 から 23:30)

③ファミリーマート、サークル K、サンクスで直接鵬入

1 園券 =555 ・070

※前売券・当日券全席指定

一般

当日 1 回券

(日時指定)

1 ， 600 円

前売 1 回券

(日時指定)

1 ，400 円

入場料

Pコード:

fブレリザーブ J (インターネット先行抽選販売)について

各国の 1 園券はプレリザーブのお申し込みができます。

受付開始は 3月14 日(土 )11:00 、受付終了は 3月 19 日(木) 11:00 、

抽選は 3月 19 日(木)夕方。 p似ia.jp/九t
群細僻ω電子持チケケわツ州y

ht憤tp://t.p凶ia.jp/cinema/cinema.html
~

指定席毘議関

1 ， 500 円1 ， 300 円学生・ 60 歳以上

指定席について

全席指定です。

4区減「舞台前 J r前方 J r中央 J r後方 j のいずれかを選んでご購入いた

だけます。なお、「舞台前 J の席は可動席です。

上映開始後は場内が暗いため、お手持ちのチケットの指定席にご案内で

きない場合がございます。上映開始時刻に遅れないようご来場ください。
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注意事項

前売券の電話予約は各上映の 5目前までです。

接購入は各上映の 2目前までとなります。

前売券の払い戻し、変換、再発券はいたしません。

当日券はその日の上映分を 9:30( 初日は 11 :00) から発売します。

前売券が完売の回も、当日券を発売します。

高・専・大生、 60 歳以上の方は、チケット購入時及びこ J来場時に必ず身分

の証明となるものをお持ちください。

ロ:舞台前区域

口:前方区減

口:中央区域

口:後方区減



|私掛って
アンナ・ネグリ監1

Riprendimi(AnnaNegri)

ドキュメンタリ一作家の男二人組は、ショービ、ジ‘ネス界にお

ける雇用の不安定さについて映画を作ることになる。被写

体は、役者と映画編集者の夫婦。だが、ニ人は争いを起こ

し、撮影は予期せぬ方向ヘ進む。現代イタリアの若者たち

が置かれている先が見えない実情を、悲観に陥ることなく、

軽妙なタッチで、映し出すのは、本作が長編 2作目となる女

性監督アンナ・ネグリ。妻を演じるのは、旬の若手女優ア

ルパ・口ルヴァケル。 08 年サンダンス映画祭出品 o

lM ア川内題)
プーピ・アウ寺アーティ監

IlpapadiGiovanna(PupiAvati)

1938 年、ボ口ーニヤ o美術教師として働くミケーレの最大

の関心事は、可愛くて仕方がない一人娘のジョヴァンナ

だった。順調に見えた生活だったが、ある出来事で一変して

しまう。第二次世界大戦前後という激動の時代の波にあ

おられる父と母と娘の三人家族の人生を、名匠アヴァー

ティが格調高く描いた本作は、本国で‘ヒット。父親役を好

演した名優シルヴィオ・オルランドは、 08 年ヴェネチア国際

映画祭で主演男優賞に輝いた。 2010 年公開予定。

lM4 娘
パオロ・べンヴェヌーティ監

Puccinielafanciulla(PaoloBenven 山)

1909 年、トスカーナ地方で、ジ‘ャコモ・フ。ッチーニはオヘ。ラ

「西部の娘 Jの作曲に取り組んでし、た。その矢先に、彼との

浮気の容疑をかけられたメイドのドーリアが自殺する事件

を、ペ‘テラン監督べ、ンヴ、工ヌーティが新解釈したフ。ッチ一二

生誕 150 周年記念作品。会話を省き、手紙を読むモノロー

グと自然音だけの音響空間と、流麗なキャメラワークで風

景を映す映像世界が、見事なまで-に澄み切っていて心地

良い。 08 年ヴェネチア国際映画祭特別招待作品 o

三ケランジェロのまなざしい sguardo diMichelangelo

ミケランジエロ・アントニオーニ監督 MichelangeloAntonioni

|見わ仇ぎら人
パオロ・ヴィノレツィ監

Tuttalavitadavanti(PaoloVirzi)

「イタリア映画祭 Jで上映された「カテリーナ、都会ヘ行く J

rN- 私とナポレオン Jのヴィルツィ監督が、女性作家自身の

人生体験に基づく小説を脚色した喜劇。優秀な成績で大

学を卒業したが、正社員の職にはなかなか就けないマルタ。

ようやく見つけたのは、コールセンターでのパートタイムの仕

だが、そこには厳しし、競争原理が導入されていた。テーマ

は非正規雇用としづ現代社会の深刻な問題だが、笑いで

包み込まれ、一級のエンターテインメントに仕上がった o

|お
マッテオ・ガッローネ監

Comorra(MatteoCarrone)

原作者の口ベルト・サヴィアーノがマフィアから命を狙われ

るいわくっきの衝撃作。暴力と血と金に塗れたナポリの犯

罪組織「カモッラ J の実態と、マフィアの提に従わざるをえ

ない市民の実情が、並列的に語られる 5つのストーリーと

ともに、仮借なくまざまざと映し出される。 08 年カンヌ国際

映画祭でグランプリを獲得し、「イル・テ εイーヴ、ォ J とともに、

イタリア映画の次代を強く印象付けた。また、本年アメリカ

アカデミー賞イタリア代表にも選ばれた。

|巧ダ
マルコ・ポンテコルヴォ監

Pa-Ra-Da(MarcoPontecorvo)

心がすさんでいた子供たちが、一人の外国人との出会いに

よって人間性を取り戻していく実話に基づ、いた、ポンテコ

ルヴォ監督の初の長編感動作。チャウチェスク政権崩壊

から 3年、ルーマニアのブカレス卜には、ストリートチルドレン

があふれでいた。盗み、売春、ドラッグ、喧嘩といった問題が

絶えない日々 oパリから来た道化師のミルーは、サーカスを

組織することによって、劣悪な環境から彼らを救い出そうと

する。 08 年ヴェネチア国際映画祭オリゾ‘ンティ部門出品 o
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|問の大地
マルコ・ベキス監

Laterradegliuominirossi(MarcoBechis)

「イタリア映画祭 2004J で上映された「子供たち J以来、鬼才

マルコ・ベキスが久々に発表した力作。ブラジル南部の農

園で、慰留区に閉じ込められ、貧困や自殺者の増加に苦し

む先住民は、先祖の土地に移り住むことにする。だが、そこは

今や入植者の所有地。先住民と入植者の間で争いが生じ

るが、その一方で交流も始まる。先住民が抱える問題が作

品の底流にありつつ、彼らの生き方がユーモラスかつ力強

く描かれる。 08 年ヴェネチア国際映画祭コンペ部門出品。

|迷 iirt:~6') t:シチリア似
マルコ・アメンタ監

Lasicilianaribelle(MarcoAmenta)

ドキュメンタリーで-高い評価を受けてきたアメンタが、実話

に基づいて監督した初の劇映画。シチリアの少女リタは、

マフィアのメンバーだった父と兄を、内部抗争で、失ってしま

う。復讐に燃えるリタは、 17 歳の時に危険を顧みずマフィア

の実情を検事に告発する。だが、その日からリタの命は狙

われ始めるのだった oマフィアに立ち向かう少女の胸を打

つ勇姿を、名撮影監督ルカ・ビ‘ガ γy ィのキャメラがリアル

に捉える。 08 年ローマ映画祭都会のアリス部門出品。

|ソ初ラ一"“ 4
サルウ令アト一レ.メレウ監

Sonetaula(SalvatoreMereu)

前作「スリー・ステップ・ダンス Jと同じく生まれ故郷のサル

デーニャを舞台に選び、撮影に約 7ヶ月も費やした俊英メレ

ウの意欲作。 1937 年、父が誤って逮捕されたため、 12 歳にし

て父の後を継いで‘羊飼いとして働くことになったソネタウラ

(樹の音)というあだ名の少年は、 18 歳の時に人生を大きく

狂わせる事件を起こしてしまう。サルデーニャ山岳地帯の大

自然を背景に、懸命に生き抜こうとする少年の半生が社大

に描かれる。 08 年ベルリン国際映画祭パノラマ部門出品。

lw で総
ジュリオ・マンフレドニア監

Sipuofare(CiulioManfredonia)

法律によってイタリアで‘精神病院の全廃が進められていた

1980 年代のミラノ o労働組合員のネッ口は、革新的な考え

のために疎まれ、元精神病患者たちがしも施設に左遷され

る。精神病の知識は何もないが、元患者たちと平等に接す

るネッ口 o労働の尊厳を固く信じ.てし、る彼は、元患者たちの

背中を後押しして事業を立ち上げようとする。一体となって

困難を乗り越え、理想に向かってし、く前向きな姿に励まさ

れる実話を基にした喜劇。 08 年ローマ映画祭招待作品。

|イ Yレ灼ーヴオ
パオロ・ソレンティーノ監

Ildivo(PaoloSorrenlino)

7期に渡って首相を務める一方で、裁判にもかけられ物 5

を醸した戦後イタリアを代表する政治家の一人、ジ、ユリオ・

アンドレオッティ元首相を題材に、イタリア政界の裏側を

描くソレンティーノ漂身の一作。圧倒的権威に繋りが見え

始めた元首相の議員生活の晩年がスタイリッシュな映像

で切り取られる。元首相を怪演するのは、ソレンティーノ作

品に 3度目の出演となる名優トニ・セルヴィッ口。 08 年カン

ヌ国際映画祭で審査員賞を受

※上映作品はイタリア側の都合により、変更の可能性があります

※上映作品はこの映画祭のために輸入するフリントのため、英語

幕などが入っている可能性があります。

|ょせよせ山一
ファブリツィオ・べンティヴォッリョ監

Lasciaperdere, Johnny!(FabrizioBentivoglio)

r イタリア人俳優屈指の伊達男べ・ンティヴォッリヨが、監督に

初挑戦した音楽への憧慣と愛情に満ち溢れた秀作。 1976

年、ナポリ近郊の小さな町で、未亡人の母と二人暮らしの内

気な18歳の青年ファウスティーノに、兵役が近づいていたo

兵役免除の唯一の条件は、職に就いていることを証明する

こと。ギターを演奏していたビ、ック‘バンド‘も解散が決まり、別

の仕事を見つける必要があったo甘くノスタルジックな調べ.

に乗って、青年の歩みがゆったりとユーモラスに辿られるo


