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5.18［土］12：20〜

2018年／115分

『幸せな感じ』
Euforia

監督：ヴァレリア・ゴリーノ (Valeria Golino)
出演：リッカルド・スカマルチョ、
ヴァレリオ・マスタンドレア

マッテオは魅力的で大胆な若手の企業家で成功を収めていた。

5.18［土］15：40〜

5.18［土］18：10〜

2018年／103分

『月を買った男』
L’uomo che comprò la luna

監督：パオロ・ズッカ (Paolo Zucca)
出演：ヤコポ・クッリン、
ベニート・ウルグ

2018年／122分

『カプリ島のレボリューション』
Capri-Revolution 監督：マリオ・マルトーネ (Mario Martone)
出演：マリアンナ・フォンターナ、
レーノート・ショルテン・ヴァン・アシャット

ズッカ監督の第2作は、
自身の生まれ故郷であるサルデーニャ島

壮大なスケールの歴史劇に挑んできた鬼才マルトーネの新作の

一方で、
兄のエットレは中学校の教師で慎重な性格。
対照的な2

をテーマに、
奇抜な設定と小気味よいリズムでスラップスティック

舞台は、
第１次世界大戦開戦前の1914年、
カプリ島。
そこは、
伝

め直していく。
女優として名高いゴリーノがスター俳優のスカマ

したという未確認情報が世界中の諜報機関を駆け巡った。
真偽

人々を島の外から呼び寄せる場所でもあった。
読み書きができな

びがないまぜになった２人の心情をスタイリッシュな映像で浮き

ケヴィンを島に送ることを決める。
だが、
彼は島の言葉や慣習を

人だが、
兄の病気をきっかけに２人は距離を縮め、
お互いを見つ

ルチョとマスタンドレアとタッグを組んだ監督2作目は、
不安や喜
彫りにする。
デビュー作
『ミエーレ』
に引き続いてカンヌ国際映画
祭のある視点部門に選ばれた。

な笑いが炸裂するコメディー。
サルデーニャ島の誰かが月を所有

統的で女性軽視の風習が残っている一方で、
自由と進歩を望む

を確認するために、
イタリアの諜報機関はサルデーニャ島出身の

い20歳のルチアはヤギを飼って暮らすが、
生活は厳しい。
島には

自由に生きる画家のセイブらのコミュニティーがあり、
ルチアは彼

完全に忘れていて、
島に溶け込むために特別なレッスンを受ける

らとの出会いで新しい生き方に目覚めていく。
ヴェネチア国際映

ことになるが…。
釜山国際映画祭出品作品。

画祭コンペティション部門出品作品。

FESTIVAL del CINEMA ITALIANO 2019 osaka

5.19［日］11：00〜

2018年／96分

『私の娘よ』
Figlia mia

監督：ラウラ・ビスプリ (Laura Bispuri)
出演：ヴァレリア・ゴリーノ、
アルバ・ロルヴァケル

デビュー作
『処女の誓い』
に続いてベルリン国際映画祭のコンペ

5.19［日］13：40〜

『ルチアの恩寵』
Troppa grazia

5.19［日］16：10〜

2018年／110分

監督：ジャンニ・ザナージ (Gianni Zanasi)
出演：アルバ・ロルヴァケル、
エリオ・ジェルマーノ

『私が神』
Io c’è

2018年／100分

監督：アレッサンドロ・アロナディーオ

(Alessandro Aronadio)

出演：エドアルド・レオ、
マルゲリータ・ブイ

ユーモアと批評精神を兼ね備えるザナージ監督の新作は、
活躍

コメディーにはうってつけのＥ・レオ
（
『いつだってやめられる』
）
が

と生みの母、
その間で揺れ動く少女の三角関係を通して、
母性や

シングルマザーのルチアは、
一人娘の子育て、
恋愛、
測量技師の

ト。
マッシモはローマでＢ＆Ｂを営んでいたが、
建物の老朽化が

女ヴィットリアは、
サルデーニャ島の小さな村で彼女を深く愛する

する仕事を得るが、
そこには陰謀が渦巻いていた。
信念を貫こう

ひらめいた解決策は、
Ｂ＆Ｂを礼拝の場に変えて、
宿泊者からは

ヌ国際映画祭監督週間のクロージング作品に選ばれ、
ヨーロッ

イ）
やイデオロギーの研究者
（Ｇ・バッティストン）
を巻き込んで、
新

ティション部門に選ばれた女性監督ビスプリの2作目。
育ての母
母子の絆、
母親という存在について問いかけるドラマ。
10歳の少

が目覚ましいＡ・ロルヴァケルを主演に迎えたコミカルなドラマ。
仕事のバランスを取るのに必死だった。
幸運にも大規模開発に関

ティーナと暮らしていた。
ある日、
ティーナとは正反対の気質の女

とする女性を不思議な展開と軽妙なタッチで描いた本作は、
カン

いく。

パ・シネマ・レーベル賞を受賞した。

性アンジェリカに出会い、
少しずつ自分の出生の秘密に近づいて

新興宗教の教祖になって騒動を巻き起こすエンターテインメン

■入場料（税込）
一

般

学生・60歳以上
取

進んで客の入りは厳しく、
のしかかる税金にあえぎ苦しんでいた。

寄付金を受け取り、
免税の優遇制度を利用すること。姉
（Ｍ・ブ

しい宗教を打ち立てようとする。

※前売券・当日券全席指定

前売１回券（日時指定）

当日１回券（日時指定）

1,300円

1,600円

1,200円

1,500円

扱

/ABCホール

SCREEN

《指定席配置図》
舞台前区域

前方区域

■前売券をお買い求めの方へ

5.19［日］18：30〜

2018年／99分

『アルマジロの予言』
La profezia dell’armadillo

監督：エマヌエーレ・スカリンジ (Emanuele Scaringi)
出演：シモーネ・リベラーティ、
ピエトロ・カステッリット
イタリアで人気の漫画家ゼロカルカーレの作品を原作にしたス

カリンジ監督のデビュー作は、今の若者が生きる日常をアイロ
ニーとユーモアで包むほろ苦い青春物語。
ゼロは、
ローマ郊外在

住の27歳。
イラストレーターだが定期的な収入はなく、
アルバイト

で生活をしのいでいた。
何も変わりない日々を過ごしていたが、
幼

い頃に好きだったが告白できなかったカミーユの訃報を聞き、
そ
れをきっかけに自身の人生を見つめ直すことになる。
ヴェネチア

国際映画祭オリゾンティ部門出品作品。

購入方法：
①

●発売日：4月27日
［土］10：00から

後方区域

店内マルチコピー機で直接購入

※座席エリア席種を選択後、座席は自動指定となります。手数料は0円です。

②

インターネットから予約 http://7ticket.jp/sc/hlrw ➡

でお支払・発券

※座席選択可能です。1枚につき108円の手数料がかかります。※セブン‐イレブンの営業時間は、店舗により異なります。メンテナンス時間はご購入できません。
※会場付近のセブン‐イレブンもご利用いただけます。
※上映当日0：00からは当日券料金での販売となります。
●注意事項

当日券は、
セブンチケットとABCホール会場で販売します。
前売券が完売の回も当日券を販売しますが、ABCホール
でのみの販売になります。

※全席指定です。3区域「舞台前」
「前方」
「後方」のいずれかを選んでご購入

いただけます。なお、
「舞台前」の席は可動席です。
「舞台前」は段差があり

ません。インターネットから予約の購入方法に限り、座席選択ができます。

※5月18日［土］12:20〜の『幸せな感じ』の回は、上映後に野村雅夫さん（FM
802 DJ）によるトークショーがあります。
トークショーは入場無料です。

※前売券の販売は各上映の前日23:59までです。当日券はその日の上映分を、
セブン

※すべて日本語字幕付きの上映です。上映は各回入れ替え制、定員300名、開

10:30から販売します。チケットの払い戻し、交換、再発券はいたしません。高・専・

があります。上映作品はこの映画祭のために素材を輸入するため、英語字幕

チケットでは各上映日の0:00から、ABCホールでは18日は11:00から、19日は
大生、60歳以上の方は、ご来場時に必ず身分の証明となるものをお持ちください。

場は上映20分前です。上映作品はイタリア側の都合により、変更の可能性

などが入っている可能性があります。上映フォーマットは、DCPの予定です。

