
わたしは、ダニエル・ブレイク

2016 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h40

ケン・ローチ
デイヴ・ジョーンズ/ヘイリー・スクワイアーズ

4/29 - 5/12 

困窮し、国の支援も十分受けられない
シングルマザーの一家と出会ったダニ
エル。病気で職を失った彼も同じよう
な境遇にあったが、一家を助け、寄り
添いあうように絆を深めていく…。巨匠
ケン・ローチが世界に向けて渾身のメッ
セージを込めた人間ドラマの傑作。

無限の住人

2017 / 日本 / 2h20

三池崇史
木村拓哉 / 杉咲花 / 福士蒼汰 / 市川海老蔵

© 沙村広明／講談社 ©2017 映画「無限の住人」製作委員会

4/29 -

沙村広明

謎の老婆に永遠の命を与えられた
伝説の人斬り・万次。ある日、親を殺
され仇討ちの助っ人を依頼したいと
少女が現れる。亡き妹の面影を重ね
た万次は、少女を守る為に用心棒と
して無限の命を使うと決心するが―。
三池崇史×木村拓哉で贈る“ 規格
外”アクションエンターテインメント！

たかが世界の終わり

2016 / カナダ - フランス / 1h39

グザヴィエ・ドラン
ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ

4/29 - 5/12 

「もうすぐ死ぬ」と家族に告げるため、
12年ぶりに帰郷した人気作家のルイ。
再会した家族とのぎこちない時間は、
やがて、それぞれが隠していた感情
のぶつけ合いとなり…。〈愛と葛藤〉を
描き続けたドランがたどり着いた
答え、それはあなたを導く愛の物語。

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

第 69 回カンヌ国際映画祭
パルムドール受賞

バーニング・オーシャン

2016 / アメリカ / 1h47

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/カート・ラッセル

上映中

2010 年にメキシコ湾沖の石油掘削
施設で起きた史上最悪の原油流出
事故を映画化。最先端テクノロジー
搭載と言われた施設の内部で何が
起こったのか…。その疑問と真実を、
大災害の恐ろしさばかりではなく、
人災でもあった事故の裏側を交えて
描いた海洋スペクタクル超大作！

©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

ラビング
愛という名前のふたり

2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ

©2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

4/29 - 5/12

1958 年のある日、ラビング夫妻が逮
捕された。罪状は“結婚”。当時のバー
ジニア州では異人種間の婚姻が法で
禁じられており、ラビング夫妻は異人
種同士だった。しかし夫妻は後に米国
を動かすことになる。それはとある人
物に送った１通の手紙が発端で…。
事実に基づく深い愛の物語。

コリン・ファース

君のまなざし

2017 / 日本 / 時間未定

赤羽博
梅崎快人/水月ゆうこ/大川宏洋/手塚理美

クリミナル
2 人の記憶を持つ男

2015 / イギリス - アメリカ / 1h53

アリエル・ヴロメン
ケヴィン・コスナー/ゲイリー・オールドマン

僕と世界の方程式

2014 / イギリス / 1h51

モーガン・マシューズ
エイサ・バターフィールド/レイフ・スポール

©2015 CRIMINAL PRODUCTIONS, INC. All Rights Reserved.

©2017 NEW STAR PRODUCTION

5/20 -

5/13 - 5/19

5/13 - 5/19

ある年の夏休み。健太、朝飛、あかり
の３人は、長野のペンションで住み込
みのアルバイトをすることに。そこで
不思議な現象に見舞われた健太は、
そのペンションにとんでもない秘密
が隠されていることを知る。これは夢
か？現実か？1000年の時空を超え
たスピリチュアル・ミステリー。

重要な情報を持ったＣＩＡ捜査官が
殉職した。その情報を引き出すため
“記憶”が移植されることに。移植先
に選ばれた死刑囚のジェリコは、自
分の記憶と別人の記憶に翻弄されな
がら、テロリストとの壮絶な戦いに巻
き込まれていき…。新旧豪華キャスト
で贈る壮絶スパイアクション！

人とのコミュニケーションは苦手だが、
数学に関しては天才的な才能を持つ
少年ネイサン。数学オリンピックのイギ
リス代表メンバーにも選ばれるが、代表
合宿で出会った中国チームの少女と
の出逢いが、数学しかなかった彼の人
生に変化をもたらし…。少年の成長が
清 し々い感動を呼ぶヒューマンドラマ。

©Universal Pictures

4/28 -

人気カーアクションシリーズ最新作。
今回はついに北極にまで降り立ち
想像を絶する氷河チェイスを展開
する。シャーリーズ・セロン、ヘレン・
ミレンといった豪華キャストも参戦し、
裏切りによるファミリーの崩壊、宿敵
との共闘など、シリーズ史上最大の
スケールで物語が加速する！！

2017 / アメリカ / 2h16

F・ゲイリー・グレイ
ヴィン・ディーゼル/ドウェイン・ジョンソン

ワイルド・スピード
ICE BREAK

2017 / アメリカ / 2h10

ビル・コンドン
エマ・ワトソン / ダン・スティーヴンス

美女と野獣
©2017 Disney. All Rights Reserved.

上映中

ディズニー・アニメの名作『美女と野
獣』がエマ・ワトソン主演で実写映画
化。魔女の呪いによって恐ろしく醜
い野獣の姿に変えられてしまった王
子は“真実の愛”を見つけ、呪いを解
くことができるのか？各賞を総なめに
したミュージカルナンバーに彩られ、
壮大な映像美で描かれる愛の物語。

2017 / 日本 / 時間未定

猪股隆一 
唐沢寿明 / 窪田正孝 / 佐々木希 / 藤木直人

ラストコップ THE MOVIE

5/3 -

30年の昏睡から目覚め、未だ昭和感
覚の肉食系デカ・京極と、現代っ子の
草食系デカ・望月が、ボケ＆ツッコミを
繰り広げながら、破天荒なノリで事件
を解決していく人気のバディ・ドラマ
が遂にスクリーンへ！今年のGW後半
に“乱入”して、彼らが日本に笑いと
興奮の旋風を巻き起こす！

©2017 映画「ラストコップ」製作委員　Based on the German TV series 
“DER LETZTE BULLE”, distributed by Red Arrow International

ピーチガール

2017 / 日本 / 1h56

神徳幸治
山本美月 / 伊野尾慧 / 真剣佑 / 永野芽郁

©2017「ピーチガール」製作委員会

5/20 -

上田美和

見た目のせいで誤解されがちだが、
超ピュアな女子高生もも。中学生の
頃から とーじ に片想いしているが、
ある日、モテ王子カイリに勘違いから
キスをされ、噂になってしまう。さら
には小悪魔なクラスメイト沙絵に罠
を仕掛けられたり、次 と々恋の事件
が！ももが最後に選ぶのは…？

哭声／コクソン

2016 / 韓国 / 2h36

ナ・ホンジン
クァク・ドウォン / ファン・ジョンミン / 國村隼

©2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

5/6 - 5/19

韓国のとある小さな村に得体の知れな
い “よそ者 ” がやってきた。やがて村
人が家族を虐殺する事件が続発して
いく。警官のジョングは、殺人を犯した
者に共通する特徴を自分の娘に見つ
けてしまい…。國村隼が謎だらけの
“よそ者 ”を怪演！全てを疑え。誰も
予想できない結末が待ち受ける…。

未来よ こんにちは

2016 / フランス - ドイツ / 1h42

ミア・ハンセン＝ラブ
イザベル・ユペール / アンドレ・マルコン

5/6 - 5/12

ナタリーはパリの高校の哲学教師。
あるとき、夫から離婚を切り出され、
世話をしていた母も他界。充実した
日々から一転して“お１人様 ”になって
しまったナタリーの未来は再び輝ける
のか？大女優イザベル・ユペールの
新たな代表作というべき傑作ドラマ。

第69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

©2016 CG Cinema・Arte France Cinema・DetailFilm・Rhone-Alpes Cinema

お嬢さん

2016 / 韓国 / 2h25

パク・チャヌク
キム・ミニ / キム・テリ / ハ・ジョンウ

©2016 CJ E&M CORPORATION, MOHO FILM, YONG FILM ALL RIGHTS RESERVED

5/13 - 5/19

サラ・ウォーターズ

日本統治下の朝鮮半島。支配的な
叔父と暮らす令嬢・秀子のもとに、新
しいメイドがやってくる。彼女は一
家の財産を狙う詐欺師の手先だった
が、美しく純真な秀子に惹かれてい
き…。箱庭で繰り広げられる暴力と
愛憎を自在に操り、観客を混沌へと
誘う映像作家パク・チャヌクの野心作。

©Sixteen Tyne Limited, Why Not Productions, Wild Bunch, Les Films du Fleuve,British 
Broadcasting Corporation, France 2 Cinema and The British Film Institute 2016©ORIGIN PICTURES (X&Y PROD) LIMITED / THE BRITISH FILM INSTITUTE /

 BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2014

フレンチ・ラン

2016 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h32

ジェームズ・ワトキンス
イドリス・エルバ / リチャード・マッデン

©2016 Studiocanal S.A. TF1 Films Production S.A.S.All Rights Reserved

5/20 - 5/26

革命記念日前夜のパリで爆弾テロが
発生。その濡れ衣を着せられた天才
スリのマイケルは、無実を証明するた
めにＣＩＡのアウトロー捜査官ブライ
アーとコンビを組むことに！凶悪なテ
ロ犯の行方を追って、前代未聞の破
天荒コンビが縦横無尽にパリを駆け
巡る、破壊的バディ・アクション！

ぼくと魔法の言葉たち

2016 / アメリカ / 1h31
オーウェン・サスカインド/ロン・サスカインド

©2016 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

6/3 - 6/9

オーウェンは自閉症で２歳のときから
一言も発しなくなってしまった。それか
ら数年後、オーウェンが大好きなディ
ズニーアニメの台詞を口にしているこ
とに気づいた父が、ディズニーキャラ
になりきって話しかけると…。子供を
愛し抜く両親の姿と、アニメの力に思
わず涙する奇跡のドキュメンタリー！

たたら侍

2016 / 日本 / 2h00
青柳翔 / 小林直己 / 田畑智子 / AKIRA

©2017「たたら侍」製作委員会

5/20 -

錦織良成

出雲の山奥に1000 年錆びないと言
われる幻の鉄“玉鋼”を生み出す製
法が伝えられてきた。戦国時代末期、
その伝統を受け継ぐ宿命を背負った
青年が、侍にあこがれて旅に出るの
だが…。EXILE HIRO 初プロデュー
ス作品は、日本の伝統と気高い精神
を描き出した、本格時代劇。

EXILE HIRO

シネマ歌舞伎 
東海道中膝栗毛〈やじきた〉

2017 / 日本 / 1h30

浜本正機
市川染五郎/市川猿之助/市川右近/市川笑也 

© 松竹株式会社

6/3 -

十返舎一九

お馴染み弥次さん、喜多さんの珍道中
記「やじきた」がシネマ歌舞伎として登
場！一行は、ラスベガスに辿り着いた
り、怪奇現象や盗賊の一味、闇金にも
襲われながらもお伊勢参りに向かい
ます。宙乗りや本水の立廻りなど歌舞
伎ならではの趣向が満載の傑作喜劇。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

花戦さ

2017 / 日本 / 2h07
野村萬斎/市川猿之助/佐藤浩市/中井貴一

©2017「花戦さ」製作委員会

6/3 -

花僧・池坊専好は、出世や名誉に興
味を示さず、花を生けることのみを喜
びとしていた。しかし秀吉が暴走を
始め、友である千利休が自刃させら
れると、専好は秀吉を諫めるため勝
負を挑むことに。しかし武器は刀でも
鉄砲でもなく“花”だった…？これは
誰も知らなかった本当のお話。

人生タクシー

2015 / イラン / 1h22

©2015 Jafar Panahi Productions

5/13 - 5/19

ジャファル・パナヒ  

政府への反体制的な活動を理由に、
“20年間の映画監督禁止令”を受けて
いるイランの名匠ジャファル・パナヒ監
督。待望の最新作は、監督自らタクシー
運転手に扮し、厳しい情報統制下にあ
るテヘランの街に暮らす乗客達の人生
模様を描きだした奇跡の人生賛歌。

第 65 回ベルリン国際映画祭
金熊賞受賞

©Shayne Laverdiere, Sons of Manual

LOGAN ／ローガン

2017 / アメリカ / 2h18

ジェームズ・マンゴールド
ヒュー・ジャックマン/パトリック・スチュワート

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

6/1 -

ミュータントがほぼ絶滅してしまった
近未来。ウルヴァリン（ローガン）も
治癒能力を失いつつあり、不死身で
はなくなっていた。そんな彼のもとに、
謎めいた少女ローラを保護してほし
いと依頼が舞い込む。しかしそれは
新たな災いの始まりで…。ウルヴァ
リンの最後の戦いが、今、始まる。

深川栄洋 河野裕

サクラダリセット 後篇

2017 / 日本 / 2h05
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 及川光博

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

5/13 - 5/26

河野裕の青春ミステリー小説を実写
映画化した２部作の後篇。２年前に
死んだ同級生・相麻菫を能力で再生
させるべく、ケイ達が奔走する一方、
管理局内で権力を持つ対策室室長・
浦地が、街の未来を左右する計画を
実行しようとしていた。その計画に
相麻が関わっていたことを知り…。

劇場版 FAIRY TAIL
DRAGON CRY

2017 / 日本 / 時間未定

真島ヒロ南川達馬
柿原徹也/平野綾/釘宮理恵/中村悠一/大原さやか

© 真島ヒロ・講談社／劇場版フェアリーテイル DC 製作委員会

5/6 - 

大人気コミック「FAIRY TAIL」がファ
ン必見のオリジナルストーリーで完
全映画化！人間によって葬られたド
ラゴンたちの怒りが宿る杖・ドラゴン
クライが奪われた。この杖をめぐり繰
り広げられる死闘の中、ナツの本能が
目を覚ます！？原作の最終章へと繋が
る新たなる物語がここから始まる。

BLAME! ブラム

2017 / 日本 / 1h45

弐瓶勉瀬下寛之
櫻井孝宏 / 花澤香菜 / 雨宮天 / 山路和弘

© 弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局

6/3 -

テクノロジーが暴走した暗黒の近未
来。“駆除”の対象となった人類は絶
滅の危機に瀕していた。そんなある日、
とある村に探索者・霧亥（キリイ）が現
れる。彼はこの世界を正常化すると言
われる【ネット端末遺伝子】を持つ人
物を探していて…。弐瓶勉の伝説的
ＳＦ漫画が待望の映画化！

篠原哲雄 久石譲

ロジャー・ロス・ウィリアムズ

2017 / アメリカ / 2h16

ジェームズ・ガン
クリス・プラット / ゾーイ・サルダナ

ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
リミックス

©Marvel Studios 2017 All rights reserved.

5/12 -

マーベル史上最高のポンコツチーム
『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』
が、70 年代を中心としたヒット曲に
のって帰って来る！見た目はキュート
な最終兵 “木” ベビー・グルートに振
り回されながら、またもや銀河滅亡を
阻止する事態に！？宇宙の運命は再び
彼らのノリに託された！！

ヨーヨー・マと
旅するシルクロード

2015 / アメリカ / 1h35

モーガン・ネヴィル
ヨーヨー・マ / ジョン・ウィリアムズ

©2015, Silk Road Project Inc., All Rights Reserved

5/27 - 6/2

世界的チェロ奏者ヨーヨー・マが
2000年に「音の文化遺産」を発信す
べく立ち上げた「シルクロード・アンサ
ンブル」。異なる歴史的・民族的背景
を持つメンバーたちは演奏を通じて
アイデンティティを確立していく。国
境を越えた豊かなハーモニーが文化
の未来を照らすドキュメンタリー。

ムーンライト

バリー・ジェンキンス
トレヴァンテ・ローズ/マハーシャラ・アリ

©2016 A24 Distribution, LLC

4/29 -

マイアミの貧困地域。家庭にも学校に
も居場所がない少年シャロンは、心の
支えである男友達に特別な好意を抱く
ように。その想いは誰にも打ち明けられ
ずにいたが…。主人公の成長を３つの
時代にわたって描き、胸の張り裂ける
ような感動が押し寄せる愛の名作。

第89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞

2016 / アメリカ / 1h51

大川隆法

ブラッド・ピット

　嶺街（クーリンチェ）
少年殺人事件

1991 / 台湾 / 3h56

エドワード・ヤン 
チャン・チェン / リサ・ヤン / ワン・チーザン

©1991 Kailidoscope

5/27 - 6/9

1960 年代初頭の台湾。シャオスーは
１人の少女と出会い恋に落ちる。し
かし彼女は不良グループのボスの恋
人だった。当時の台湾独特の社会的・
精神的背景に翻弄されつつも、必死
に生きていく少年少女の青春群像劇。
映画史に残る傑作と称された本作が
25年ぶりにスクリーンに蘇る。

おとなの事情

2016 / イタリア / 1h36

パオロ・ジェノヴェーゼ 
ジュゼッペ・バッティストン/アルバ・ロルヴァケル 

©Medusa Film 2015

6/3 - 6/16

７人の仲間が集まった夕食会。お互い
に秘密なんて無いと豪語する彼らは、
かかってきた電話やメールを公表す
るという＜信頼度確認ゲーム＞をす
ることに。しかし次 と々“無いはずの
秘密”が暴露され、夫婦や親友の絆が
崩壊していき…。そんな彼らを誰も予
想できない結末が待ち受けていて…？

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


