
米軍（アメリカ）が最も恐れた男
その名は、カメジロー

2017 / 日本 / 1h47

佐古忠彦
瀬長亀次郎 / 稲嶺惠一　語り：山根基世 / 大杉漣

©TBS テレビ

上映中 - 2/2

第二次大戦後、アメリカ統治下の沖縄
で米軍に「NO」を叫び続けた政治家・
瀬長亀次郎。民衆の絶大な支持を得
て、弾圧を受けながらも那覇市長、そ
して国会議員を務めた。その知られざ
る実像と抵抗の人生を、稲嶺惠一元
沖縄県知事や亀次郎の次女など関係
者の証言をもとに紐解いてゆく。

坂本龍一

フラットライナーズ

2017 / アメリカ / 1h50

ニールス・アルデン・オプレヴ
エレン・ペイジ / ディエゴ・ルナ

2/3 - 2/16

死後の世界に興味を抱く５人の医学
生が、わずかの時間だけ心臓を止め
ることで臨死を体験する実験に熱中
する。実験は成功したかに見えたが、
やがて思いも寄らぬ恐ろしい影響が
現れはじめ…。1990年製作の同名映
画を現代風にリメイク。精神的な恐
怖が襲う戦慄のSFサイコスリラー。

勝手にふるえてろ

2017 / 日本 / 1h57

大九明子 
松岡茉優 / 渡辺大知 / 石橋杏奈 / 北村匠海

©2017 映画「勝手にふるえてろ」製作委員会

2/3 - 2/9

綿矢りさ

中学の同級生“イチ”に10年間片思い
中の24歳の会社員ヨシカが、会社の同
僚“ニ”に突然告られる。人生初の出来
事に興奮するも、イチを忘れられないヨ
シカはあらぬ方向へ動き出す。ラブコメ
史上最もキラキラしていない主人公が
暴走する、痛快エンターテインメント！

第 30 回東京国際映画祭
観客賞 受賞

花筐 HANAGATAMI祈りの幕が下りる時

2018 / 日本 / 1h59

福澤克雄
阿部寛 / 松嶋菜々子 / 溝端淳平 / 田中麗奈

©唐津映画製作委員会／ PSC 2017©2018 映画「祈りの幕が下りる時」製作委員会

上映中 - 2/2上映中

東野圭吾 

東京のあるアパートで発見された絞
殺死体。事件の鍵を握るのは、美しき
舞台演出家・浅居博美。しかし彼女
には確かなアリバイがあった。捜査を
進めるうちに、ある事実が加賀を激し
く動揺させる。それは加賀の母の失
踪の謎に繋がっていた―。『新参者』
シリーズ完結！感動のフィナーレへ。

1941年春、佐賀県唐津で暮らす叔母
の元に身を寄せる17歳の俊彦は、３
人の学友たちと勇気を試す冒険に興
じながら、女友達とも青春を謳歌して
いた。しかし彼らの純粋で自由な日常
はいつしか戦争の渦に飲み込まれ…。
余命宣告を受けながらも、巨匠・大
林宣彦が完成させた集大成的傑作。

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

上映中 - 2/2

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。

あゝ、荒野 後篇

©2017「あゝ、荒野」フィルムパートナーズ

上映中 - 2/2

兄貴分の復讐を誓う新次と、対人恐
怖症に悩む“バリカン”こと健二。ボク
シングに誘われた二人は、心の空白
を埋めるかのようにトレーニングを積
み、絆を育んでゆく。寺山修司唯一の
長編小説を、2021年の新宿を舞台に
映画化。向こう見ずで刹那の青春が
現代の物語として鮮烈に蘇る。

2017 / 日本 / 2h27

岸善幸
菅田将暉/ヤン・イクチュン/ユースケ・サンタマリア

寺山修司

2017 / 日本 / 2h49
窪塚俊介/矢作穂香/常盤貴子/満島真之介

大林宣彦 檀一雄 

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.

上映中

スティーヴン・キング

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！

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

2/10 - 2/16

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

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

2/10 - 2/16

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。

夜間もやってる保育園

大宮浩一

©夜間もやってる製作委員会

2/17 - 2/23

夜に働く人が子供を預けるための施
設、夜間保育園。陽の目は当たりにく
いが、今や社会的なインフラと捉える
べきといっても過言ではない。24時間
保育を実施する新宿の「エイビイシイ
保育園」など全国の認可夜間保育園
を取材し、その知られざる現場の実
態に迫ったドキュメンタリー。

2017 / 日本 / 1h51

KUBO／クボ 二本の弦の秘密

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.

2/17 - 2/23

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！

2016 / アメリカ / 1h43

トラヴィス・ナイト
シャーリーズ・セロン/マシュー・マコノヒー

密偵

2016 / 韓国 / 2h20

キム・ジウン
ソン・ガンホ / コン・ユ / イ・ビョンホン

©2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

2/17 - 2/23

1920年代、独立運動団体「義烈団」
の監視を命じられた日本警察イ・ジュ
ンチュルは、義烈団のリーダー、キム・
ウジンに接近。双方の諜報戦が繰り
広げられるなか、義烈団は京城に爆
弾を運び込む計画を進めていた。『悪
魔を見た』のキム・ジウン監督が放つ
サスペンス巨編！

月と雷
©2012 角田光代／中央公論新社 ©2017「月と雷」製作委員会

2/17 - 2/23

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

オール・アイズ・オン・ミー

2017 / アメリカ / 2h19

ベニー・ブーム
ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

©2017 Morgan Creek Productions, Inc.

2/17 - 2/23

伝説のラッパー、２PACことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生
まれ育ち、デビューするや瞬く間にス
ターとなる。しかし、ある日スタジオ
で強盗に襲撃される。九死に一生を
得た彼はノトーリアス・B.I.G.らライ
バルレーベルの犯行を疑うが…。

嘘八百

2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

©2018「嘘八百」製作委員会

2/24 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆
転の大勝負を仕掛ける。家族や大御
所鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思
わぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』
監督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵
之介主演で贈る初笑い開運コメディ！

ロダン
カミーユと永遠のアトリエ

©Les Films du Lendemain / Shanna Besson

2/24 - 3/9

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。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…。

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

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

©SPUTNIK OY, 2017

2/24 - 3/2

アキ・カウリスマキ

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

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

2/24 - 3/2

デボラ・Ｅ・リップシュタット

歴史学者のリップシュタットは、ホロ
コースト否定論者アーヴィングを自
著で批判し、名誉棄損で提訴される。
訴えられた側に立証責任がある英国
の司法制度で、歴史の真実を追求す
る裁判が始まるが…。フェイクニュー
スの氾濫や事実軽視の現代の風潮に
警鐘を鳴らす、必見の実録ドラマ。

ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

ニキ・カーロ
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

2/24 - 3/2

1939年９月、ドイツ軍によるポーラン
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人
が連行される中、動物園を営むヤン
とアントニーナは、彼らを救出し地下
の檻に匿うことに。しかし園内には常
にドイツ兵の監視の目が向けられて
いて…。深い愛と強い信念で300人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

坂本龍一
PERFORMANCE IN NEW YORK： async

2017 / アメリカ - 日本 / 1h05

スティーブン・ノムラ・シブル 
坂本龍一

©KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

2/24 - 3/2

坂本龍一８年ぶりのオリジナルアルバム
「async」リリースを記念し、二夜限定で
開催された幻のNYライブを収録。世界
で200人しか体験できなかった貴重なラ
イブの模様を、5.1chサラウンドで再現！
ピアノやガラス板など駆使し、本人が感じ
るまま演奏したパフォーマンスが響き渡る。
特別料金：2,500 円均一

15時17分、パリ行き

2018 / アメリカ / 1h34 予定

クリント・イーストウッド
アンソニー・サドラー / アレク・スカラトス

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

3/1 -

シェイプ・オブ・ウォーター

2017 / アメリカ / 2h04

ギレルモ・デル・トロ
サリー・ホーキンス/オクタヴィア・スペンサー

©2017 Twentieth Century Fox

3/1 -

ブラックパンサー

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

©2017 MARVEL

3/1 -

ケヴィン・ファイギ

最新テクノロジーが発達した超文明
国ワカンダ。そこには、世界を揺るが
す秘密が隠されていた。その秘密が
今、悪しき者たちに暴かれようとして
いた。守るのは若き国王ティ・チャラ。
またの名を、ブラックパンサー。＜２つ
の顔＞を持つマーベル史上最も謎を
秘めた新ヒーロー登場！

米ソ冷戦時代。政府の極秘研究所で
働くイライザは、捕らえられた不思議な
生きもの“彼”と出会う。種族を超えて
恋に落ちてゆく二人だったが、やがて
“彼”に実験の魔の手が迫っていた─ 。
ギレルモ・デル・トロ監督が描く、切なく
も愛おしいファンタジー・ロマンス。

2015 年、乗客554人を乗せたパリ行
きの特急列車内で無差別テロ事件
が発生。極限の恐怖と緊張感の中、
犯人に勇敢に立ち向かったのは幼馴
染の３人の若者たちだった―。巨匠ク
リント・イーストウッド監督が、当事者
である３人を本人役としてキャスティ
ングし、事件当日の真実に迫る。

STAR SAND 星砂物語

2017 / 日本 - オーストラリア / 1h50

ロジャー・パルバース
織田梨沙/満島真之介/ブランドン・マクレランド

©2017 The STAR SAND Team

2/24 - 3/2

1945年の沖縄。ある日本兵と米兵が
同じ洞窟に隠れていた。２人とも戦う
ことに嫌気が差した“卑怯者”の脱走
兵だった。彼らの世話を焼く日系２世
の少女も交え、不思議な絆を育み始
める３人だったが…。「戦わないこと」
をテーマに、真の平和の実践につい
て思索を巡らせた反戦ドラマ。

主題曲：坂本龍一

今夜、ロマンス劇場で

2018 / 日本 / 1h48

武内英樹
綾瀬はるか/坂口健太郎/本田翼/北村一輝

©2018 映画「今夜、ロマンス劇場で」製作委員会

2/10 -

映画監督を目指している青年・健司
は、ある日、通い慣れた映画館、ロマ
ンス劇場でモノクロの映画の中から
現れたお姫様・美雪と出会う。ワガマ
マなお姫様と、振り回される健司との
不思議な共同生活がスタートし、次
第に２人は惹かれあっていくのだが、
彼女には切ない秘密があった…。

空海−KU-KAI− 
美しき王妃の謎

2017 / 中国 - 日本 / 2h12 予定

チェン・カイコー
染谷将太/ホアン・シュアン/阿部寛/松坂慶子

©2017 New Classic Media, Kadokawa Corporation, Emperor Motion Pictures, Shengkai Film

2/24 -

夢枕獏

遣唐使として海を渡った若かりし日
の空海と、中国が誇る稀代の詩人・
白楽天。長安で出会った二人は都を
震撼させる怪事件を探り始める…。
名匠チェン・カイコーのもと、一流の
スタッフと日中を代表する豪華俳優
陣が結集。未曽有の大スケールで贈
る極上のエンターテインメント巨編。

第 74 回ベネチア国際映画祭
金獅子賞 受賞

ビジランテ

2017 / 日本 / 2h05

入江悠
大森南朋/鈴木浩介/桐谷健太/篠田麻里子

©2017「ビジランテ」製作委員会

2/10 - 2/16

父の死を機に三兄弟が久しぶりに再
会する。しかしまったく異なる人生を
歩んできた三人は、それをきっかけに
欲望とプライドが激突する凄惨な運
命に身を投じてゆく。大森南朋・鈴木
浩介・桐谷健太が三兄弟を熱演。入
江悠監督渾身のオリジナル脚本によ
る衝撃のバイオレンス・ノワール。

空と海のあいだ

2014 / 日本 / 1h36

南柱根 
春花 / 中井知鶴 / 小関裕太 / さとう珠緒

©空と海のあいだ合同会社

2/17 - 3/2

母と２人暮らしの漣子は家業を手伝い
ながら、介護の専門学校に通っていた。
軽度の知的障がい者である幼馴染の
千穂子や、カメラマンを目指す真司との
出会い。そして現実の介護の現場の厳
しさを経験する。様々な出来事に向き
合い、自分が目指すことに価値を見い
だしていく姿を描いた青春ドラマ。

パーティで女の子に
話しかけるには

2017 / イギリス - アメリカ / 1h43

ジョン・キャメロン・ミッチェル 
エル・ファニング / アレックス・シャープ

©COLONY FILMS LIMITED 2016

3/3 - 3/9

ニール・ゲイマン

内気でパンクが好きな少年エンは、
パーティで不思議な少女ザンと出会
う。音楽やファッションの趣味で共感
した２人はパーティを抜け出すが、異
星人のザンが地球にいられるのはあ
と48時間だけで…。J・C・ミッチェル
監督が描く、70年代のサブカルチャー
で彩られた甘酸っぱい恋物語。

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


