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コンペティション Competition
Asian Premiere

ザ・ビースト
The Beasts

スペイン／フランス Spain/France

[2022/138min/Spanish, French, Galician]

監督：ロドリゴ・ソロゴイェン
Director: Rodrigo Sorogoyen

スペイン、ガリシア地方の人里離れた山
間の村を舞台に、移住して農耕生活を
始めたフランス人の中年夫婦が直面する、
地元の有力者の一家との軋轢をパワフル
な演出で描いた重厚な心理スリラー。
Set in a remote mountain village in Galicia,
Spain, this potent thriller depicts the friction
between a local powerbroker and a middleaged French couple who have moved there to
start a farming life.

松永大司
『エゴイスト』
を語る
Matsunaga Daishi Talks about Egoist
最初に監督したドキュメンタ

を読んだ時、とても心に響きま
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Where Is This Street? or With No Before And After
ポルトガル／フランス Portugal/France

[2022/88min/Portuguese]

監督：ジョアン・ペドロ・ロドリゲス、ジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタ
Director: João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata

ポルトガル映画史上の傑作として知られ
るパウロ・ローシャ監督の『青い年』
（63）

る感覚があります。潔癖というか。

therefore, it will be very interesting

There is a sense of a demand for

画が撮られた通りや建物の現在が映し出

鈴木亮平が演じる主人公の愛
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jury members will perceive the film.

like a fastidiousness.

In their latest collaboration, João Pedro
Rodrigues and João Rui Guerra da Mata are
paying direct tribute to Paulo Rocha’s 1963
classic The Green Years.
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about it. Most of the people would
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you finish watching the film, can you
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いう言葉の意味合いが、ちょっ

difficult thing that the discrimination

protagonist? I would like to think that
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演じる妙子が、
「受け取った私
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あるいは、
今ここに過去はない

The world today is very suffocating.
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Asian Premiere

confronted sexuality in Egoist,

映画はエンターテインメント

たちが愛だと感じているから、

第 19 回ラテンビート映画祭 IN TIFF 共催：ラテンビート映画祭／ CANOA
19th Latin Beat Film Festival in TIFF Co-hosted by Latin Beat Film Festival / CANOA

（取材構成

小出幸子）

One major reason why I was
attracted to this original story was the
dialogue in which Taeko, performed
by Agawa Sawako, says, “Since we
who received it feel that it is love, that

may change, if even in the slightest.
(Interview & Text by Koide Sachiko)

をめぐるドキュメンタリー。かつてこの映
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コンペティション Competition
World Premiere

This Is What I Remember（英題）
This Is What I Remember

キルギス／日本／オランダ／フランス
Kyrgyz/Japan/The Netherlands/France
[2022/105min/Kyrgyz, Arabic]

監督：アクタン・アリム・クバト
Director: Aktan Arym Kubat

『馬を放つ』
（17）で知られるキルギスを
代表する映画作家アクタン・アリム・クバ
トの最新作。ロシアに出稼ぎに行ってい
る間に記憶を失い、20 年ぶりにキルギス
に戻ってきた男とその家族を描くドラマ。
The latest film from leading Kyrgyz filmmaker A.
Arym Kubat, known for Centaur, depicts a man
who has lost his memory while working in Russia
and returns to Kyrgyz for the first time in 20 years.

