
50回目のファーストキス

2018 / 日本 / 1h54

福田雄一
山田孝之/長澤まさみ/ムロツヨシ/佐藤二朗

©2018「50 回目のファーストキス」製作委員会

6/1 -

ハワイに住むプレイボーイが本気で
恋をしたのは、記憶が１日で消えてし
まう女性だった…。2004年に大ヒット
したハリウッド映画を山田孝之×長
澤まさみでリメイク。『銀魂』や『勇者
ヨシヒコ』シリーズなどギャグコメディ
を得意とする福田雄一監督が本気で
ラブストーリーに挑戦。

娼年

2018 / 日本 / 1h59

三浦大輔
松坂桃李 / 真飛聖 / 冨手麻妙 / 西岡徳馬

©石田衣良／集英社　2017 映画「娼年」製作委員会

6/1 - 6/14

石田衣良

東京の名門大学に通う森中領は、生活
や女性との関係にも退屈していた。そん
な領に、女性向け会員制クラブのオー
ナー・静香が〈娼夫〉の仕事を持ちか
ける。最初こそ戸惑ったが、次第に女
性の中に隠された欲望の不思議さに
心惹かれ出す…。舞台化もされ、話題と
なった鮮烈な愛のドラマ、遂に映画化。

2018 / 日本 / 1h45

桑村さや香羽住英一郎
東出昌大/新田真剣佑/森川葵/吉田鋼太郎

2018 / アメリカ / 2h00

デヴィッド・リーチ
ライアン・レイノルズ/ジョシュ・ブローリン/ 忽那汐里 

デッドプール２
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

6/1 -

R 指定ながら全世界大ヒット、毒
舌＆下ネタ連発、不死身で無敵で
不敵のみんなの「俺ちゃん」が帰っ
てきた！！前回の仲間はもちろん、
忽那汐里演じる新キャラなども登
場し、最強鬼やばチーム「エック

ス・フォース」を結成！異色の無責
任ヒーローが贈るアクションコメディ
第２弾！

OVER DRIVE オーバードライブ

©2018「OVER DRIVE」製作委員会

6/1 -

公道を全開走行で駆け抜ける最
も過酷な自動車競技、「ラリー」。
天才ドライバー、檜山直純と、メカ
ニックの兄・檜山篤洋ら、世界ラ
リー選手権を目指すチームの戦
いを、『海猿』『ＭＯＺＵ』の羽住英

一郎監督が、最新の撮影機材を駆
使したスペクタクル映像で描き出す。
信じて、駆けろ!!

君の名前で僕を呼んで
©Frenesy, La Cinefacture

6/8 - 6/21

北イタリアの避暑地。17歳のエリオは、
ひと夏を過ごしにアメリカから来た24
歳のオリヴァーと出会い、激しい恋に
落ちる。しかし無情にも夏の終わりが
迫ってきて…。生涯忘れえぬ恋の痛み
と喜びを描いた傑作。新星ティモシー・
シャラメが眩しすぎる存在感を放つ。

第 90 回アカデミー賞
脚色賞 受賞

空飛ぶタイヤ
©2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会

6/15 -

ある日走行中のトレーラーから突
然タイヤが外れ、死傷者がでる脱
輪事故が発生。事故の原因を自
社の整備不良と決め付けられた
赤松は、本当は車両自体に欠陥
があったのではと考え、大手自動

車会社に再調査を要求する。果たし
てそれは事故なのか事件なのか。池
井戸潤作品初の映画化！

メイズ・ランナー 最期の迷宮

2018 / アメリカ / 2h22

ウェス・ボール
ディラン・オブライエン/カヤ・スコデラリオ

6/15 -

ジェームズ・ダシュナー

巨大迷路からの脱出に３年の歳月を
費やしたトーマスたち。捕われたミン
ホを救い出すため、世界災害対策本部

（WCKD）のある都市“ラスト・シティ”
への逆侵入を決意する！『メイズ・ラ
ンナー』シリーズ完結！仲間を、そし
てウイルスに侵された人類を救うた
めに最期の迷宮を攻略せよ！

©TM and ©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. 
Not for sale or duplication.

ワンダー 君は太陽

2017 / アメリカ / 1h53

スティーヴン・チョボスキー
ジュリア・ロバーツ/オーウェン・ウィルソン

6/15 -

オギーは遺伝子の疾患で、人とは違
う顔で生まれてきた。５年生から初め
て学校に通うことになったが、生徒達
に受け入れてもらえず、傷つくオギー。
だが得意な理科の授業をきっかけに
友達ができ、他の生徒も彼の魅力に気
づき始めた。そして修了式の日、一生忘
れられない出来事が起こるのだった。

©2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media,
LLC. All Rights Reserved.

2017 / アメリカ / 2h20

アーロン・ソーキン
ジェシカ・チャステイン / イドリス・エルバ

モリーズ・ゲーム
©2017 MG's Game, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

6/22 - 7/5

ケガでアスリートの道を絶たれ
たモリーは高額ポーカールーム
の経営者に転身。瞬く間に大成功
を収めるが、突然 FBIに逮捕さ
れてしまい…。『ソーシャル・ネッ
トワーク』などを手掛けた天才脚

本家アーロン・ソーキンの初監督
作は、才女を見舞ったスキャンダル
の真実に迫る実録ドラマ。

アイ，トーニャ
史上最大のスキャンダル

2017 / アメリカ / 2h00

スティーヴン・ロジャースクレイグ・ギレスピー
マーゴット・ロビー / アリソン・ジャネイ

Copyright ©2017 AI Film Entertainment LLC. All Rights Reserved.

6/22 - 7/5

フィギュアスケート選手トーニャ・ハー
ディングの人生は、オリンピック代表
の座を争うライバルを襲撃した事件で
一変する。スポーツ界を震撼させた大
スキャンダル、その真実が今明らかに！
トーニャの鬼母に扮したアリソン・ジャ
ネイがオスカー受賞も納得の怪演！

第 90 回アカデミー賞
助演女優賞 受賞

2018 / 日本 / 2h11

宮藤官九郎石井岳龍
綾野剛 / 北川景子 / 東出昌大 / 染谷将太

町田康

それいけ ! アンパンマン
かがやけ ! クルンといのちの星

2018 / 日本 / 時間未定

矢野博之
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 杏 / アンジャッシュ

6/30 -

やなせたかし

星祭りの準備で大忙しのある日、黒い
星が降ってきて木や草が枯れてしま
いました！アンパンマンは“いのちの星
の故郷”の様子を見に行くため、不思
議な女の子クルンを連れ宇宙へ出発。

「アンパンマンのマーチ」の歌詞をキー
ワードに、やなせ先生の想いを込めて
元気100倍でお届けします。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2018

モリのいる場所

2018 / 日本 / 1h39

沖田修一
山﨑努 / 樹木希林 / 加瀬亮 / 青木崇高

©2018「モリのいる場所」製作委員会

6/30 - 7/12

画家のモリは30年もの間、自宅と小
さな庭から１歩も外に出ずに生活して
いる。庭に住む虫や植物を愛し、観察
するのが日課だ。そんなモリの家には、
呼びもしないのにひっきりなしに人々
がやってきて…。伝説の画家・熊谷守
一のとある1日の様子を描き出した、
柔らかくて温かな物語。

犬ヶ島

2018 / アメリカ / 1h41

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

7/6 - 7/19

疫病が流行し、すべての犬が「犬ヶ島」に
追放された近未来の日本。愛犬を探すた
め一人で島へ渡った12歳の少年アタリ
は、そこで出会った心優しい５匹の犬た
ちと冒険の旅に出る。細部にまでこだわり
ぬいた世界観に個性豊かな俳優陣が集
結したウェス・アンダーソン監督最新作。

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

バーフバリ 王の凱旋
完全版【オリジナル・テルグ語版】

2017 / インド / 2h47

 S・S・ラージャマウリ
プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

7/6 - 7/12

インド映画史上最大のヒット！今や社
会現象となっている伝説の戦士の数
奇な運命を、壮絶なスケールで描いた
アクション超大作『バーフバリ』。好き
という熱い想いは「完全版が観たい」
という声になり、ついに願いが叶う! !
デーヴァセーナが歌い踊る楽曲を始
め26分の初公開シーンが追加。

2018 / 日本 / 1h49

犬童一心 
沢尻エリカ / 吉沢亮 / 峯田和伸 / コムアイ

大山淳子

虹色デイズ
©2018「虹色デイズ」製作委員会 ©水野美波／集英社

7/6 -

趣味も性格も違うけど、いつも一
緒の仲良し男子高校生４人組。そ
れぞれが抱える恋愛や進路の問
題を、ともに悩み笑い合う、ありふ
れているようで実は特別な日々。
そんな一度しかない青春の輝き

を、若手イケメン俳優の共演と豪華
アーティストによるBGMにのせてお
届けします！！

パンク侍、斬られて候
© エイベックス通信放送

6/30 -

町田康の傑作時代小説を監督：
石井岳龍×脚本：宮藤官九郎で
実写映画化！江戸時代を舞台に
“超人的刺客 ”にして“テキトーな
プータロー侍”掛十之進が、自ら
蒔いた種によって生まれる大惨

事に七転八倒する大活劇。喜怒哀楽
たっぷりに演じる豪華俳優陣が爆裂
ワールドを創り上げる！

ナチュラルウーマン

2017 / チリ-アメリカ-ドイツ-スペイン/ 1h44

セバスティアン・レリオ
ダニエラ・ヴェガ / フランシスコ・レジェス

7/6 - 7/12

最愛の恋人が急死し、悲しみに暮れる
トランスジェンダーの歌手マリーナ。
葬儀への参列さえも拒まれるなど、容
赦ない差別や偏見にさらされるが…。
世界が注目する“新人女優”ダニエ
ラ・ヴェガが主人公を熱演。自分らし
く、誇り高く生きる姿が熱く胸を打つ。

©2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, 
LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

第 90 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

blank13（ブランク13）

2017 / 日本 / 1h10

齊藤工
高橋一生/リリー・フランキー/松岡茉優

©2017「blank13」製作委員会

6/22 - 7/5

はしもとこうじ

13年前に失踪した父の消息が判明
し、息子のコウジは病室を訪ねた。
父は癌に侵されており、隔たりを埋め
られないまま三ヶ月後に他界。そして
迎えた葬儀の日、参列者たちの言葉
から家族の知らない父の姿が浮かび
上がってゆく。熱狂的な映画フリーク
で知られる斎藤工の長編初監督作。

羊と鋼の森
©2018「羊と鋼の森」製作委員会

6/8 -

「羊」の毛で作られたハンマーが
「鋼」の弦をたたいて、ピアノの
音が生まれる。その音は「森」の
匂いがした－。本屋大賞受賞作、
待望の映画化！ピアノの調律の
世界に魅せられた青年の数々の

出会いと成長の物語を丁寧に描く。
ひたむきな姿が胸打つ、温かな余韻
に包まれる感動作。

終わった人

2018 / 日本 / 2h05

中田秀夫
舘ひろし / 黒木瞳 / 広末涼子 / 今井翼

©2018「終わった人」製作委員会

6/9 -

内館牧子

定年を迎えた壮介は、有り余る時間を
前にグチをこぼす毎日。そんな姿に妻
は白い目を向け、周りからは“終わった
人”と見なされる。「このままでは終わ
れない！」第二のキャリアを築くため
奮闘する壮介の姿を、原作に一目惚れ
したホラー映画の巨匠・中田監督が
並 な々らぬ想いで描いた人間喜劇！

2018 / 日本 / 1h49

飯塚健 
佐野玲於 / 中川大志 / 高杉真宙 / 横浜流星

水野美波

2018 / 日本 / 2h00

本木克英 
長瀬智也/ディーン・フジオカ/高橋一生/深田恭子

池井戸潤

校庭に東風吹いて

2016 / 日本 / 1h52

金田敬
沢口靖子 / 岩崎未来 / 向鈴鳥 / 遠藤久美子

©2016 映画「校庭に東風吹いて」製作委員会

7/6 - 7/12

柴垣文子

家では話せるのに学校では声が出な
くなる“場面緘黙（かんもく）症”のミ
チル、貧困が原因で度々問題を引き
起こす純平。そんな色 な々悩みを抱え
た生徒たちの声なき声に耳を傾け、
優しく寄り添いながら奮闘する担任
の知世（沢口靖子）をはじめとする教
師たちを描いた感動のドラマ。

2017 /イタリア-フランス-ブラジル-アメリカ/ 2h12

ルカ・グァダニーノ
ティモシー・シャラメ / アーミー・ハマー

ジェームズ・アイヴォリー

2018 / 日本 / 2h14 ＜文部科学省選定 作品＞

橋本光二郎
山﨑賢人 / 三浦友和 / 鈴木亮平 / 上白石萌音

宮下奈都

猫は抱くもの
©2018「猫は抱くもの」製作委員会

6/23 -

思ったとおりの自分になれず、今
はスーパーで働くアラサー女子の
沙織。彼女が唯一心を開き、自分
を人間で沙織の恋人だと思い込
んでいるロシアンブルーの猫・良
男。幾つもの出会いを通し、やがて

自分たちらしく生きていくすべを見出
していく１人と１匹の心温まる物語
をお届けします。

小学生には助言・指導が必要です 15歳以上がご覧になれます 18歳以上がご覧になれます


