日本未公開の最新のイタリア映画７本を一挙上映！
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イタリア映画祭2022

Lasciarsi un giorno a Roma (Edoardo Leo)

15

[日] Ａ
ＢＣホール（大阪・福島）

後援：イタリア大使館、
イタリア総領事館／運営協力：有限会社オフィス・リブラ
字幕協力：アテネ・フランセ文化センター／お問い合わせ：050-5542-8600
（ハローダイヤル）

https://www.asahi.com/italia/
最寄駅●阪神本線
「福島駅」
から徒歩5分
JR東西線
「新福島駅」
から徒歩5分
JR環状線
「福島駅」
から徒歩7分
京阪中之島線
「中之島駅」
から徒歩7分

関西電力
病院

駅
福島 本 線
阪神 電鉄
阪神
ほたるまち

橋
玉江

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

島駅
新福 西線
東
JR

ホテル阪神

わ筋
なに

大阪府大阪市福島区福島1-1-30

主催：朝日新聞社、
イタリア文化会館-大阪、
チネチッタ／特別後援：イタリア共和国大統領

駅
島
線
福
状
J R 阪環
大
JR

道路
高速
阪神

2022.5.14

[土]〜

堂島

線
島
之 駅
中
阪 島 リーガ
京 中之
ロイヤルホテル

川

2021, 116min ▶
5.14［土］12：15〜
5.14［土］15：30〜
『ある日、
ローマの別れ』
『笑いの王』Qui rido io

▶

2021, 133min

Lasciarsi un giorno a Roma

監督：エドアルド・レオ
（Edoardo Leo）

監督：マリオ・マルトーネ
（Mario Martone）

出演：エドアルド・レオ、
マルタ・ニエト、
クラウディア・ジェリーニ

『いつだってやめられる』シリーズで人気のエドアルド・レオの監督・
主演作は、ローマの街並みの美しさを存分に堪能できるロマンチッ
ク・コメディーで、長年交際しているカップルの恋愛の難しさを描く。
小説家トンマーゾは、本名を明かさずペンネームで恋愛相談コラム
の執筆もしていた。ある日、長い付き合いとなった恋人を傷つけずに
別れたいという相談が寄せられるが、相談者は恋人のゾエだった。

5.14［土］18：20〜
『キアラへ』A Chiara

出演：トニ・セルヴィッロ、
マリア・ナツィオナーレ

19世紀から20世紀にかけてナポリ演劇を代表する劇作家・役者
だったエドゥアルド・スカルペッタの栄枯盛衰を、ナポリ出身のT・セ
ルヴィッロの圧巻の演技とともにたどる。喜劇王として大人気で、
莫大な富で豪邸も建て、成功を収めていたスカルペッタだが、偉大
な詩人ダンヌンツィオの悲劇のパロディを上演することで状況は
激変する。ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門出品作品。

▶

2021, 122min

監督：ジョナス・カルピニャーノ
（ Jonas Carpignano）

出演：スワミー・ロートロ、
クラウディオ・ロートロ、
カルメラ・フーモ

カンヌ国際映画祭監督週間でEuropa Cinemas Label（最優秀
ヨーロッパ映画）に輝いた若き俊英ジョナス・カルピニャーノ監
督（『チャンブラにて』
『地中海』）の第３作。南イタリア、両親と姉
妹とともに暮らす15歳のキアラは充実した日々を過ごしていた。
だが、姉の誕生パーティーが盛大に行われた直後に、父親が忽然
と姿を消す。失踪した理由とは？ キアラは自ら父を捜し始める。

FESTIVAL del CINEMA ITALIANO 2022 OSAKA

5.15［日］11：00〜
『内なる檻』Ariaferma
▶

2021, 117min

2021, 121min ▶
2021, 108min
5.15［日］14：00〜
5.15［日］16：40〜
『そして私たちは愚か者のように見過ごしてきた』
『スーパーヒーローズ』Supereroi
E noi come stronzi rimanemmo a guardare

監督：レオナルド・ディ・コスタンツォ
（Leonardo Di Costanzo）
出演：トニ・セルヴィッロ、
シルヴィオ・オルランド

イタリアを代表する名優Ｔ・セルヴィッロとＳ・オルランドが共演。そ
の対決が見応えたっぷりのディ・コスタンツォ監督の第３作。閉鎖
が決まった刑務所で、移送先の都合で受刑者12人が一時的に残
され、刑務官15人が監視にあたることになる。ケータリングになっ
た食事はまずく、活動を制限され不満を強める受刑者たちと刑務
官たちの間に緊張が高まる。ヴェネチア国際映画祭特別招待作品。

▶

監督：パオロ・ジェノヴェーゼ
（Paolo Genovese）

出演：アレッサンドロ・ボルギ、
ジャズミン・トリンカ、
グレタ・スカラーノ

世界20カ国以上でリメイクが相次いだ『おとなの事情』のパオロ・
ジェノヴェーゼ監督の最新作は、論理的思考の持ち主である物
理教師マルコと、衝動的な漫画家アンナの若いカップルの大恋愛
劇。しばしば喧嘩し、噓もついたりして危機的状況を迎える２人
だが、なんとかそれを乗り越えようとする。主演は、イタリア映画
界を代表する顔となったJ・トリンカと人気急上昇中のA・ボルギ。

監督：ピエルフランチェスコ・ディリベルト（Pierfrancesco Diliberto）
出演：ファビオ・デ・ルイージ、
イレニア・パストレッリ、
ピフ

笑いと恋愛の中にも巧みに風刺を織り込みながら、労働システム
の劣悪化を痛烈に批判するP・ディリベルト監督（『愛のために戦地
へ』）のコメディー。企業の管理職にあったアルトゥーロは、自らが
導入したアルゴリズムによって解雇される羽目になる。恋人も友
人も失い、貯金もない48歳の彼が唯一探し当てた仕事は、グロー
バルI T企業フーバーが経営する飲食宅配代行の配達員だった。

入場料（税込）※前売券・当日券全席指定 ※各回入替制 イタリア映画祭2022 ※当日券は会場でも販売します。
一
学

般
生

前売１回券（日時指定）

当日１回券（日時指定）

1,400円
1,100円

1,700円
1,400円

購入方法
朝日チケット
『
2021, 92min
5.15［日］19：05〜
『アメリカ・ラティーナ』America Latina

▶

監督：ディンノチェンツォ兄弟
（Fratelli D’Innocenzo）
出演：エリオ・ジェルマーノ、
アストリッド・カザーリ

イタリア映画新世代の台頭の象徴的存在であるディンノツェンツォ
兄弟。その第３作は、前作に続いてE・ジェルマーノを主演に迎えた
スリラー。中年の歯科医マッシモは、新興都市ラティーナの庭付き
のモダンな邸宅で、妻と思春期の娘２人と平穏に暮らしていた。
しか
しその穏やかな日常は、自宅の地下室に下りていったある日から崩
壊していく。ヴェネチア国際映画祭コンペティション部門出品作品。

ただし、
枚数は少なく、
座席は限定されます
ので『あ
、 さチケ』
でのご購入を推奨します。

※あさチケでのご購入の際は、朝日IDの取得が必要に
なります。

※決済方法はクレジットカード決済とローソン・ミニ
ストップ店頭決済の2種類があります。

※チケットは、ご来場前にローソン・ミニストップ店頭
Loppiで発券して、お引き取りください。

』
購入ページから

https://l-tike.com/st1/asahi-id-top-14/sitetop

※
「あさチケ」
は、
朝日新聞社が手がけるイベントをオンラインで予約・購入いただけるサイトです。

※ローソンチケットと連携して運営しており、
朝日ID会員（登録無料）のみなさまに、
ご利用いただけます。

※前売券の販売は各上映の前日23 59までです。

※チケットの払い戻し、交換、再発券はいたしません。
※学生の方は、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。

※最前列の2列となるXA列とXB列は可動席で、段差
がありません。

●注意事項
※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、開場は上映20分前です。定員145名（収容率を50%以下にしています）
※上映作品は英語などの字幕が入っている可能性があります。 ※やむをえない事情により、作品や上映時間が変更になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症予防対策へのご協力をお願いいたします
○会場スタッフの指示にご協力いただけない場合は、
ご入場をお断りすることがございます。 ○発熱や咳き込み等の症状があるお客様、
新型コロナウイルス
感染症の陽性判定や医師による自宅待機指示を受けているお客様、
新型コロナウイルス感染症陽性の方との濃厚接触があるお客様、
検査結果をお待ちのお
客様はご来場をお控えください。 ○ご入場の際はマスクの着用をお願いいたします。
マスク着用のない方はご入場いただけません。 ○検温で37.5度以上の
お客様はご入場いただけません。 ○会場でのお客様同士の会話はできる限りお控えくださいますよう、
お願いいたします。 ○会場での食事はお控えください。

今年も
〝オンライン〟
でイタリア映画祭を開催! 2022年5月中旬〜（予定）

