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ワールド・フォーカス World Focus
Asian Premiere

ムリナ
Murina

クロアチア／ブラジル／アメリカ／スロベニア
Croatia/Brazil/USA/Slovenia
[2021/96min/Croatian, English]

監督：アントネータ・アラマット・クシヤノヴィッチ
Director: Antoneta Alamat Kusijanović

クロアチアの島に住む 10 代の少女は

抑圧的な父と対立する。父の友人が訪
ねてきたことを機に、少女の外の世界
への関心が高まる。クロアチアの女性
監督デビュー作。

Murina, which won the Camera d’Or
at 2021 Cannes Director’s Fortnight is
a drama centres on a family living on a
seemingly idyllic Croatian island.

是枝裕和 東京国際映画祭を語る

Kore-eda Hirokazu Talks about Tokyo International Film Festival
北野武さんの取材記事が載っ

た昔の東京国際映画祭のデイリ
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A formerly flamboyant hairdresser escapes
from his nursing home and takes a long
walk across a small town to style a dead
woman’s hair.

Personally, film festivals are

They are also a base to resist
in the wor ld. Europe has so

enthusiastically supported film
festivals because they are aware
that film festivals must exist as

cultural fortresses and breakwaters.

The value of a film festival varies
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Co-presented by The Japan Foundation Asia Center

復讐は神にまかせて

Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash

インドネシア／シンガポール／ドイツ
Indonesia/Singapore/Germany
[2021/115min/Indonesian]

for the festival’s mood, I think

look forward to seeing, beyond

マッチョな荒くれ者の青年は、ケンカ

how cinema resists the world of

不能のコンプレックスを抱えていた…。

界のいま〉にどう抗い、東京国
赤塚成人）
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向かうが…。サウス・バイ・サウスウ
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it’s fine to show the jury grid in

（取材構成

should be a non-competition film

パットは久々の仕事の依頼を受ける。

The festival also resumed the

Competition section this year, so

か、僕も期待しています。

監督：トッド・スティーヴンス
Director: Todd Stephens

パットは施設を抜け出し最後の仕事に

various things currently happening

something physical in your hands,

Swan Song

アメリカ USA
[2021/105min/English]

numbers, I keep saying that TIFF

distribute information digitally
on the internet, but if you have

スワン・ソング

養護施設に暮らす元ヘアドレッサー、

where I grew as a human being.

Some people think it’s enough to
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a rich and fruitful time, which

These little moments excited me.
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competition. The original role of
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variety of cinema and to illustrate

the current state of cinema from

both historical and future-oriented

of awareness of these factors. I
national and cultural boundaries,
today, and what kind of world map
TIFF draws.

(Interview & Text by Akatsuka Seijin)

監督：エドウィン
Director: Edwin

に強い女性と恋に落ちるが、実は性的

撮 影 は 名 手・ 芦 澤 明 子。Tokyo Gap-

Financing Market 2020 参加企画の作品。
Ajo Kawir is a fighter who fears nothing,
not even death. His raging urge to fight is
driven by a secret — his impotence. Tokyo
Gap-Financing Market 2020 Selected
Project.

