
月と雷
©2012 角田光代／中央公論新社 ©2017「月と雷」製作委員会

1/6 - 1/12

幼い頃に母が出奔した泰子は「普通
の家庭」を知らずに育った。大人に
なった今では婚約もし、ささやかな幸
福を手にしかけていたが、そこにかつ
て自分の家庭を壊した父の愛人の息
子が現れ…。角田光代の傑作小説を
原作に、普通の関係を築けない大人
たちの切なく孤独な旅路を描き出す。

2017 / 日本 / 2h00

安藤尋
初音映莉子 / 高良健吾 / 村上淳 / 草刈民代

角田光代 大友良英

プラネタリウム

2016 / フランス-ベルギー/ 1h48

レベッカ・ズロトヴスキ
ナタリー・ポートマン/リリー＝ローズ・デップ

©Les Films Velvet - Les Films du Fleuve - France 3 Cinema - Kinology - Proximus – RTBF

1/6 - 1/12

1930年代、スピリチュアリストのバー
ロウ姉妹は降霊術で生計を立てて
いた。ショーを仕切る野心家の姉と、
好奇心旺盛で純粋な妹。魅了された
映画プロデューサーのコルベンは姉
妹と契約するが、次第に彼女たちの
歯車が狂ってゆく。主演女優二人の
共演も話題の、儚く美しい物語。

予兆 散歩する侵略者 劇場版

2017 / 日本 / 2h20

高橋洋黒沢清
夏帆 / 染谷将太 / 東出昌大

©2017「散歩する侵略者」スピンオフ プロジェクト パートナーズ

1/20 - 1/26

前川知大

黒沢清監督『散歩する侵略者』のス
ピンオフドラマが劇場公開！“侵略者”
がやって来たとき、別の街では何が
起きていたのか？いま、もうひとつの
侵略の物語が明かされる―。黒沢
流恐怖演出は『散歩する侵略者』よ
り遥かに禍 し々く、東出昌大が血の気
も引くほど不気味な存在感を放つ。

はじまりの街

2016 / イタリア-フランス/ 1h47

イヴァーノ・デ・マッテオ
マルゲリータ・ブイ/ヴァレリア・ゴリーノ

1/13 - 1/19

暴力をふるう夫から逃れるため、アン
ナは13歳の息子を連れてローマから
トリノに移り住む。しかし見知らぬ土
地での新生活は思うようにいかず、
親子の間にはすれ違いが生まれてき
て…。人生の再スタートに奮闘する母
子と彼らを温かく支える周囲の人々
を描き、深い感動を誘う人間ドラマ。

人生はシネマティック！

2016 / イギリス / 1h57

ロネ・シェルフィグ
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

1/20 - 1/26

第二次大戦中のロンドン。英政府は
国民を鼓舞するため、ダンケルクの戦
いを描いたプロパガンダ映画を企画。
脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ
のコピーライター秘書だった。軍部の
検閲や政府の要望に応えながら、映
画の完成に奮闘するが…。愛とユー
モアに満ちた感動の映画讃歌！

猫が教えてくれたこと

2016 / アメリカ / 1h19

ジェイダ・トルン
イスタンブールの猫たち

©2016 Nine Cats LLC

1/20 - 1/26

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ
た美しい景観が残るトルコの古都イ
スタンブール。ここで自由気ままに
日々を暮らす７匹の個性豊かな野良
猫たちを主役に、猫と人間の心温ま
る触れ合いを優しく見つめていく。ま
るで猫とイスタンブールに贈られたラ
ブレターのようなドキュメンタリー。

セントラル・インテリジェンス

2016 / アメリカ / 1h47

ローソン・マーシャル・サーバー
ドウェイン・ジョンソン/ケヴィン・ハート

1/20 - 1/26

冴えない中年会計士カルヴィンの前
に、いじめられっ子だった高校の同
級生ボブがマッチョな姿に生まれ変
わって現れる。CIAを名乗るボブは
組織に追われているらしく、カルヴィ
ンは助けを求められるが…。ドウェイ
ン・ジョンソン主演、全米メガヒット
の凸凹バディアクション・ムービー！

あなた、そこにいてくれますか

2016 / 韓国 / 1h51

ホン・ジヨン
キム・ユンソク/ピョン・ヨハン/チェ・ソジン

©2016 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

1/20 - 1/26

不思議な薬で30年前にタイムスリッ
プしたスヒョンは過去の自分と出会
う。まもなく恋人が死ぬことを知らさ
れた若きスヒョンは彼女を助けようと
するが、それは未来に生まれる最愛
の娘が存在しなくなることを意味して
いた。もし未来を選べたら？究極の
葛藤を描く切ない愛の物語。

女神の見えざる手

2016 / フランス - アメリカ / 2h12

ジョン・マッデン
ジェシカ・チャステイン/マーク・ストロング

©2016 EUROPACORP-FRANCE 2 CINEMA

1/13 - 1/19

政治、それはロビイストの陰の活動
によって動かされる世界。銃規制派
のロビイスト会社に移籍したエリザ
ベスは、持ち前の天才的な戦略を駆
使して目的の達成に迫る。しかしそこ
に思わぬ事件が発生し…。ジェシカ・
チャステイン主演で、政治の舞台裏を
リアルに描いた社会派サスペンス。

2017 / アメリカ / 1h32

マイケル・スピエリッグ/ピーター・スピエリッグ
マット・パスモア / カラム・キース・レニー

ジグソウ：ソウ・レガシー
©2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved

1/6 - 1/19

2018 / 日本 / 時間未定

石原立也
福山潤 / 内田真礼 / 赤﨑千夏 / 浅倉杏美

映画 中二病でも恋がしたい！
Take On Me

©虎虎／京都アニメーション／中二病でも製作委員会

1/6 -

虎虎（KAエスマ文庫／京都アニメーション）

高校三年間近の春休み。勇太はいま
だ中二病の六花と共同生活をしてい
た。ある日、大学進学も危うい妹を心
配した姉の十花が、家族で移住する
ため六花をイタリアへ連れて行くと宣
言。焦った勇太は駆け落ちを決意し
二人の逃走劇が始まる…。刮目せ
よ！隠匿されし、暗黒神話の最終章！

バケツを被らされ、密室に監禁された
男女５人。身体は鎖でつながれ、正面
には鋭い刃が光っている。一方、公園
では、10 年前に死んだはずの猟奇殺
人鬼“ジグソウ”を彷彿とさせる遺体
が発見される。遺体に埋め込まれた
USBからは「ゲームは始まった」と声
が…。果たして５人の運命は？

2017 / イギリス - ポーランド / 1h36
ダグラス・ブース / ジェローム・フリン

ネイビーシールズ
ナチスの金塊を奪還せよ！

2017 / フランス - ドイツ / 1h45

スティーブン・クォーレ
サリバン・ステイプルトン/チャーリー・ビューリー

ゴッホ 最期の手紙

©Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

©2016 EUROPACORP - STUDIO BABELSBERG Credit : Reiner Bajo

1/6 - 1/19

1/12 -

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン

リュック・ベッソン

「ひまわり」など多数の名画を残した
画家ファン・ゴッホ。「自殺」とされる
その最期には不可解な真実が隠され
ている。「我々は自分たちの絵にしか
語らせることはできないのだ」。ゴッ
ホの言葉にのっとり、実写映画を
６万枚もの油絵で再現。大胆な手法
で偉大な画家の魂に迫る。

1995年、紛争末期のサラエボ。マット
率いるネイビーシールズの５人は、上
官も手を焼くシールズきってのならず
者たち。彼らの今回のミッションは、
敵陣ど真ん中の湖の底からナチスの
隠し金塊３億ドルを奪還すること！タ
イムリミットは８時間。奇想天外な作
戦でド派手に暴れまくる！

KUBO／クボ 二本の弦の秘密シネマ歌舞伎 京鹿子娘五人道成寺
〈きょうかのこむすめごにんどうじょうじ〉伊藤くん A to E

2018 / 日本 / 2h06

青塚美穂廣木隆一
岡田将生 / 木村文乃 / 佐々木希 / 志田未来

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.写真：岡本隆史©「伊藤くん A to E」製作委員会

2018 / 日本 / 2h00 予定
坂東玉三郎/中村勘九郎/中村七之助/中村梅枝

1/13 - 1/261/13 - 2/21/12 -

柚木麻子

落ち目の脚本家・莉桜は、モンスター
級の痛男（いたお）“ 伊藤 ”について悩
む[Ａ] ～[Ｄ]の女たちの恋愛相談を
脚本のネタにしようと企む。しかし、莉
桜の前に現れた“伊藤”もなぜか同じ
ネタで脚本を書いていた！“伊藤”の狙
いは何なのか？５人目の女[Ｅ]とは？
予測不能な震撼恋愛ミステリー！

歌舞伎舞踊きっての大曲「道成寺」を、
坂東玉三郎と次代を担う花形俳優た
ち五人で踊り次ぐ本作。叶わぬ恋の
恨みから想い人を焼き殺してしまった
白拍子・清姫の恋心を華やかに演じ
分け、観客を美の迷宮へと誘う。玉
三郎、勘九郎による情感豊かな舞踏

「二人椀久」との豪華二本立て。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

魔法の三味線で命を吹き込んだ折り
紙を自在に操る少年、クボ。闇の力を
持った祖父たちに愛する両親を殺さ
れたクボは、サルとクワガタを仲間に
迎えて仇討ちの旅に出るが…。中世
の日本を舞台に、驚異的な美しさの
ストップモーションアニメで繰り広げ
られる不思議で壮大な冒険絵巻！

光

2017 / 日本 / 2h17

大森立嗣
井浦新 / 瑛太 / 長谷川京子 / 橋本マナミ

©三浦しをん／集英社 ©2017「光」製作委員会

1/13 - 1/19

三浦しをん

島で暮らす中学生の信之は、恋人の
美花を守るため男を殺してしまう。25
年後、信之は妻子と、美花は芸能界
で華やかに生きていたが、過去を知
る幼馴染みが現れたことで忌まわし
い記憶に翻弄されてゆく。日常に潜む
暴力を描いた三浦しをんの野心作を、
鬼才・大森立嗣監督が映画化。

Ｊ：ビヨンド・フラメンコ
©TELEFONICA STUDIOS, DTS, TRESMONSTRUOS MEDIA, TRESMONSTRUOS PC, 

ARAGON TELEVISION

パディントン２

2017 / イギリス / 1h44

ポール・キング
ベン・ウィショー / ヒュー・グラント

ジオストーム

2017 / アメリカ / 1h49

ディーン・デヴリン
ジェラルド・バトラー/ジム・スタージェス

©2017 STUDIOCANAL S.A.S All Rights Reserved.

1/13 - 1/19 1/19 - 1/19 -

マイケル・ボンド

フラメンコのルーツとされる民俗音
楽・舞踊のホタ（JOTA）。その世界
の神髄に迫る、フラメンコ映画の巨
匠カルロス・サウラ監督の集大成的
ドキュメンタリー。スペイン舞踊界の
スーパースターが集結し、至高の芸術
にしてエンタテインメントである情熱
的なダンスと音楽が繰り広げられる。

あの紳士すぎるクマが帰ってくる！世
界に一つだけの飛び出す絵本をおば
さんクマのルーシーにプレゼントしよ
うとバイトに精を出すパディントン。し
かしその本は宝の地図だった！本が
盗まれ、濡れ衣を着せられてしまった
パディントンは、ブラウン一家と共に真
犯人を捕まえることができるのか!?

気象コントロール衛星のおかげで、
地球上のどこでも快適な気候を実現
した近未来。しかしある日、衛星が暴
走し、世界中が未曾有の巨大災害に見
舞われる。衛星開発者の一人である
ジェイクは原因を突き止めるため宇
宙へと向かうが…。地球滅亡の危機
を描く驚愕のディザスタームービー。

嘘を愛する女

2018 / 日本 / 1h58

中江和仁
長澤まさみ / 高橋一生 /DAIGO / 川栄李奈

ロダン
カミーユと永遠のアトリエ 希望のかなた

2017 / フィンランド / 1h38
シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン

©2018「嘘を愛する女」製作委員会

©Les Films du Lendemain / Shanna Besson ©SPUTNIK OY, 2017

1/20 -

1/27 - 2/9 1/27 - 2/2

ダークタワー

2017 / アメリカ / 1h35

ニコライ・アーセル
イドリス・エルバ / マシュー・マコノヒー

The Dark Tower and all associated characters TM &©2017 MRC. The Dark Tower, the movie ©2017 CPII and MRC. All Rights Reserved.

1/27 -

スティーヴン・キング アキ・カウリスマキ

ある日、恋人の桔平が意識不明の状
態で発見され、警察から彼の名前・職
業などが全て嘘だと知らされた由香
里。「彼は一体誰？」由香里は桔平が
書き留めた小説を頼りに秘密を追う
ことに。全てを失った果てに知る、本
物の愛とは…？長澤まさみ×高橋一
生で贈る繊細なラブサスペンス。

ニューヨークに暮らす少年ジェイク
は、毎夜同じ夢に悩まされている。異
界の地「中間世界」で、世界の支柱

「タワー」をめぐり、銃使いローランド
と魔道士ウォルターの壮絶な戦いが繰
り広げられているのだが…。スティー
ヴン・キングが執筆に約30年を要し
た同名小説シリーズ、待望の映画化！

1880年代、大作「地獄の門」制作に
取り掛かるロダンのもとに、美しく才
能豊かなカミーユが弟子入り志願に
訪れる。内縁の妻がいながら彼女に
惹かれていくロダンだったが…。名匠
ジャック・ドワイヨンが、「考える人」な
どで知られる“近代彫刻の父”ロダン
の創作と愛憎を描く伝記ドラマ。

あさがくるまえに

2016 / フランス - ベルギー / 1h44

カテル・キレヴェレ
タハール・ラヒム / エマニュエル・セニエ

©Les Films Pelleas, Les Films du Belier, Films Distribution / ReallyLikeFilms

1/20 - 1/26

交通事故により脳死と判定されたシ
モン。両親は臓器提供を求められる
が、現実を受け止めることができない。
一方、末期の心臓障害を抱えるクレー
ルは、贈られた臓器で延命する意味
を自問自答していた。それぞれの葛藤
を静かに炙り出す、新星カテル・キレ
ヴェレ監督の日本初公開作。

2016 / アメリカ / 1h43

トラヴィス・ナイト
矢島晶子/田中敦子/ピエール瀧/小林幸子

2016 / スペイン / 1h30

カルロス・サウラ
サラ・バラス/カニサレス/カルロス・ヌニェス

2017 / フランス / 2h00

ジャック・ドワイヨン
ヴァンサン・ランドン / イジア・イジュラン

©2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune
Entertainment LLC

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., SKYDANCE PRODUCTIONS, LLC AND 
RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

シリア内戦を逃れたカリードは、妹を
探してヘルシンキに流れ着く。難民へ
の差別と暴力にさらされるも、レスト
ランオーナーのヴィクストロムと仲間
たちは彼を雇用し、救いの手を差し
伸べるが…。不寛容の時代に抵抗す
るカウリスマキ監督の新たな傑作。

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

Ryuichi Sakamoto：CODA

2017 / アメリカ - 日本 / 1h42

スティーブン・ノムラ・シブル
坂本龍一

©2017 SKMTDOC, LLC

1/13 - 1/19

世界的な音楽家・坂本龍一を５年に
わたって密着取材し、坂本自身が「全
てさらけだした」と語るドキュメンタ
リー。幼少期の貴重な映像も織り交ぜ
ながら音楽の変遷を振り返るほか、
がん治療後の復帰作『レヴェナント』
の劇伴音楽や、最新アルバム制作の
裏側にも迫る。

愛を綴る女

2016 / フランス - ベルギー / 2h00

ニコール・ガルシア
マリオン・コティヤール/ルイ・ガレル

1/13 - 1/19

1950年代の南仏を舞台に、マリオン・
コティヤールが狂おしい愛に生きる
女性を演じたラブストーリー。運命
の愛を求めるガブリエルは、両親に
強いられた不本意な結婚相手を「絶
対に愛さない」と拒絶する。一方で
官能的な夫婦の営みは続けられてい
たが、ある日彼女に病気が発覚し…。

©(2016) Les Productions du Tresor - Studiocanal - France 3 Cinema - Lunanime - 
Pauline's Angel - My Unity Production

あしたは最高のはじまり

2016 / フランス - イギリス / 1h57

ユーゴ・ジェラン
オマール・シー / グロリア・コルストン

PHOTO: Julien PANIE

1/6 - 1/12

自由気ままに暮らすサミュエルは、か
つて関係を持った女性から彼の娘だと
いう赤ん坊を託されてしまう。戸惑い
ながらも友人に助けられ、「男手ふた
つ」で赤ん坊を育てていくのだが…。

『最強のふたり』オマール・シー主演
による、少女と父親の絆を描いた笑い
と涙の感動エンタテインメント！

シンクロナイズドモンスター

2016 / カナダ / 1h50

ナチョ・ビガロンド
アン・ハサウェイ/ジェイソン・サダイキス

©2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

1/20 - 1/26

失業して酒に溺れ、ついには彼氏に
家を追い出されたグロリア。ときを同
じくして、韓国に巨大怪獣が出現し、世
界は騒然！グロリアは自分と怪獣の
動きがシンクロしていることに気づ
き…。アン・ハサウェイがイメージを
一新してダメな女を好演。負け犬人
生と世界の危機に立ち向かう！

エンドレス・ポエトリー
©2016 SATORI FILMS, LE SOLEIL FILMS Y LE PACTE photo:©PascaleMontandon-Jodorowsky

1/27 - 2/2

自伝的作品『リアリティのダンス』待
望の続編。サンティアゴに移住したホ
ドロフスキー一家。葛藤を抱える青
年アレハンドロは、いくつもの出会い
を経てついに精神の檻から解放され
る。我々を取り巻く世界はこんなにも
詩的で多彩だ。カルト界の巨匠が贈
る、真なる生への招待状。

2016 / フランス - チリ - 日本 / 2h08

アレハンドロ・ホドロフスキー
アダン・ホドロフスキー/パメラ・フローレス

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


