
映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と５つの物語だニャン！

映画 ちびまる子ちゃん
イタリアから来た少年

罪の余白

2015 / 日本 / 2h00

大塚祐吉
内野聖陽 / 吉本実憂 / 谷村美月 / 葵わかな

サバイバー

2015 / アメリカ - イギリス / 1h37

ジェームズ・マクティーグ
ミラ・ジョヴォヴィッチ / ピアース・ブロスナン

海難 1890

2015 / 日本 - トルコ / 2h12

田中光敏
内野聖陽 / ケナン・エジェ / 忽那汐里

©2015「罪の余白」フィルムパートナーズ©2015 SURVIVOR PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2015「海難 1890」製作委員会

11/28 - 12/411/28 - 12/4

12/5 -

芦沢央

高校のベランダから転落死した娘の
死を受け入れられない父・安藤のも
とに、娘の親友と名乗る美しいクラ
スメートが現れる。だが彼女は、自ら
の罪を隠蔽するため、安藤を罠に陥
れようとしているのだった。復讐心か
ら狂気に走る父と、周囲の心理を操
る女子高生との息詰まるサスペンス。

エリート外交官のケイトが爆弾テロ
に巻き込まれた。そのテロ自体が彼
女を陥れる陰謀だと気づいたときに
は既に、テロリストの汚名を着せら
れ、米英両国を敵に回していた…。
“ 見つけ次第即射殺” の命令が下る
中、彼女は自らの潔白を証明し、かつ
巨大テロを防ぐことができるのか！？

1890年、和歌山県沖でトルコのエル
トゥールル号が台風に遭遇し、多くの
人々が海に投げ出された。危険を顧み
ず救助にあたる日本人の姿にトルコ
国民は感銘を受け、この出来事を後
世へと伝えていく。そして1985年、日
本人の危機にトルコ人が立ち上がる…。
両国の絆の深さを物語る感動巨編。

I  LOVE スヌーピー 
THE PEANUTS MOVIE

2014 / ドイツ / 1h38
ニーナ・ホス / ロナルト・ツェアフェルト

©SCHRAMM FILM / BR / WDR / ARTE 2014

11/28 - 12/4

2015 / アメリカ / 1h28

スティーブ・マーティノ
鈴木福 / 芦田愛菜 / 小林星蘭 / 谷花音

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Peanuts ©2014 
Peanuts Worldwide LLC

12/4 -

クリスティアン・ペッツォルト

チャールズ・M・シュルツ

世界中で愛されているスヌーピーが
3DCGアニメーションになって映画
化！ユニークな空想のなかでパイロッ
トとなったスヌーピーは大空を駆け、
一方の親友チャーリー・ブラウンも
冒険の旅に出る。「ピーナッツ」の愛
すべき仲間たちが繰り広げる物語に、
心が温かくなること間違いなし！

2015 / 日本 / 2h19

チェリン・グラック
唐沢寿明 / 小雪 / ボリス・シッツ

ふたつの名前を持つ少年
1942年。ゲットーから脱走したユダ
ヤ人の少年スルリックは、ナチスの手
から逃れるためポーランド人“ユレク”
と名乗る。素性を知られれば命に危
険が及ぶ過酷な日々を必死に生き抜
こうとするが…。健気な少年の目を
通して、戦禍と迫害の歴史、そして生
きる希望を直視した衝撃の実話。

2013 / ドイツ - フランス / 1h48

ペペ・ダンカート
アンジェイ・トカチ / カミル・トカチ

©2013 Bittersuess Pictures

11/28 - 12/4

ウーリー・オルレブ

パリ・オペラ座へようこそ シーズン２ 
椿姫（オペラ）

純情なアルフレードは、高級娼婦ヴィオ
レッタに別れを告げられる。裏切りだ
と罵倒するアルフレードだったが、やが
て真実を知ったとき、彼女はすでに死
の床にあった。映画監督ブノワ・ジャコ
の冴える手腕と、歌姫ダムラウの圧倒
的存在感が世紀の悲恋を輝かせる。
特別料金 3,500 円均一

2014 / フランス / 2h54
ディアナ・ダムラウ / フランチェスコ・デムーロ

©Diana　damrau

11/28 - 12/4

作曲：ジュゼッペ・ヴェルディ　演出：ブノワ・ジャコ

1945年、ネリーは強制収容所から
生還した。だが夫は、様変わりした
妻に気づかないばかりか、「妻のふ
りをしてくれ。遺産を山分けしよう」
と持ちかける。夫の真意を確かめる
ため提案を受け入れるネリーだった
が…。分断された愛の行方と心の
傷を、精緻な描写で描き出す秀作。

ラブ＆マーシー
終わらないメロディー

ビーチ・ボーイズの中心人物ブライア
ン・ウィルソンの本人公認伝記ドラマ。
病に蝕まれゆく心を抱えながら、あの
天国のようなメロディとサウンドを生
み出し続けた天才の真実に迫る。２
人１役で60 年代と80 年代のブライ
アンに扮したポール・ダノとジョン・
キューザックの迫真の演技が秀逸。

2015 / アメリカ / 2h02

ビル・ポーラッド
ジョン・キューザック / ポール・ダノ

©2015 Malibu Road, LLC. All rights reserved.

11/28 - 12/4

©2015「orange」製作委員会 © 高野苺／双葉社前

12/12 -

杉原千畝 スギハラチウネ

©2015「杉原千畝」製作委員会

12/5 -

©LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2015

12/19 -

2015 / 日本 / 2h00 予定

橋本光二郎
土屋太鳳 / 山崎賢人 / 竜星涼 / 山崎紘菜

2015 / 日本 / 1h36 予定

高橋滋春 / ウシロシンジ
戸松遥 / 悠木碧 / 小桜エツコ / 関智一

高野苺

日本中を熱狂させた妖怪たちが
再びスクリーンに帰ってくる！５
つのエピソードからなる第２弾
の本作では、主人公のケータが
幽霊にされてしまう驚きの展開
に！？よりパワーアップした世界

観で、映画初登場となるＷ主人公・
イナホや、新たなアイドル妖怪とし
てＵＳＡ（うさ）ピョンも登場！

高校２年生の菜穂のもとに10 年
後の自分から手紙が届く。そこに
は転校生の翔を好きになること、
そして翔が１年後には死んでしま
うことが書かれていた。初めはい
たずらだと思った菜穂も、手紙を

信じ、未来を変える決意をするのだ
が…。土屋太鳳＆山崎賢人共演で
贈る珠玉の青春ファンタジー。

多くのユダヤ難民を救う命のビ
ザを発行し続け、“ 日本のシンド
ラー ”と呼ばれた杉原千畝。彼
が実は稀代の “ インテリジェン
ス・オフィサー（諜報外交官）”
であったことは、あまり知られ

ていない。戦後70年のときを経て
明かされる、本当の杉原千畝の知
られざる姿を描いた感動作。

2015 / 台湾 - 中国 - 香港 - フランス / 1h48

ホウ・シャオシェン
スー・チー / チャン・チェン / 妻夫木聡

黒衣の刺客

2015 / 日本 / 1h45 予定
TARAKO/ 中川大志 / 劇団ひとり / 渡辺直美

2016 / 日本 / 時間未定
神谷浩史 / 坂本真綾 / 堀江由衣 / 櫻井孝宏

ブリッジ・オブ・スパイ

2015 / アメリカ / 2h22

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンスティーヴン・スピルバーグ
トム・ハンクス / マーク・ライランス

©2015 さくらプロダクション／フジテレビジョン　日本アニメーション　東宝 　博報堂 DY
メディアパートナーズ　FNS27 社

© 西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©Twentieth Century Fox Film Corporation and DreamWorks II Distribution Co., LLC. Not for 
sale or duplication.

12/19 - 12/25 12/23 -

1/8 - 1/8 -

FOUJITA - フジタ -

2015 / 日本 - フランス / 2h06

小栗康平
オダギリジョー / 中谷美紀 / アナ・ジラルド

©2015「FOUJITA」製作委員会／ユーロワイド・フィルム・プロダクション

12/26 - 1/8

さくらももこ髙木淳

西尾維新

唐時代の中国を舞台に、運命に翻
弄される孤独な女刺客の生き様を
描いた、台湾の巨匠ホウ・シャオシェ
ン８年ぶりの新作。極力排した台詞
と、リー・ピンビンの美しく繊細な
カメラワークにより、武侠映画であ
りながら詩的な静謐に満ちている。

人気アニメ「ちびまる子ちゃん」が
映画になって登場！町に世界５ヶ国
からやってきた子どもたち。さくら
家に滞在することになったイタリア
の男の子から、まる子へ突然の告
白 !? 彼らとまる子たちは町を飛び
出し、大阪・京都へと旅に出る！国
を越えた友情と感動を描いた物語。

1920年代のパリで、「乳白色の肌」と
称された裸婦像で時代の寵児となっ
た画家・藤田嗣治。1940年代に帰国
した彼は、多くの戦争協力画を描き
終戦を迎えた。二つの時代と二つの
文化を静謐な映像美で描き、知られ
ざるフジタの内なる世界を現出させ
た小栗康平監督10年ぶりの最新作。

高校２年生の阿良々木暦は春休みの
ある夜、地下鉄のホームで四肢を失
い、必死に助けを求める伝説の吸血
鬼“ 怪異の王”と出会う…。西尾維
新の人気小説を全３部作で映像化。

「魔法少女まどか☆マギカ」のシャフ
トが贈る、TVアニメ「化物語」の始
まりの物語。ようこそ、夜の世界へ。

007 スペクター
SPECTRE ©2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures Industries, Inc. All rights reserved

12/4 -

“ スカイフォール ” で焼け残っ
た写真を受け取ったボンドは、
写真に隠された謎に迫るべく単
独でメキシコそしてローマへと
赴く。そこで悪名高い犯罪者の
未亡人ルチア・スキアと出逢い、

悪の組織スペクターの存在をつき
とめるのだが…。シリーズ最新作
にして最高傑作がいよいよ公開！

2015 / イギリス - アメリカ / 2h28

サム・メンデス
ダニエル・クレイグ / クリストフ・ヴァルツ

ヴィジット

2015 / アメリカ / 1h34

Ｍ・ナイト・シャマラン
オリヴィア・デヨング / エド・オクセンボウルド

©Universal Pictures

12/26 - 1/8

人里離れた祖父母の家を訪れた姉
弟は、温かく歓待されるも、奇妙な
“３つの約束 ” を言い渡された。そし
て夜、外に漂い出した異様な気配に、
２人の疑念は恐怖へと変わってゆ
く。巧みな伏線と驚愕のラストが、８
年ぶりにスリラーへと回帰したシャマ
ラン監督の完全復活を予感させる。

エベレスト ３D
©Universal Pictures

12/5 - 12/18

世界中の登山家を魅了するエベレス
トで1996年に起きた実話を映画化。
悪天候により、死の領域と呼ばれる

「デス・ゾーン」で離れ離れになった登
山隊。ブリザードと酸欠が襲う過酷
な環境下で、生き残りを賭けた闘いに
挑む。３Ｄによる圧倒的な迫力で壮絶
なサバイバルを体感させる超大作！

2015 / アメリカ - イギリス / 2h01

バルタザール・コルマウクル
ジェイソン・クラーク / ジョシュ・ブローリン

エール！

2014 / フランス / 1h45

エリック・ラルティゴ
ルアンヌ・エメラ / カリン・ヴィアール

©2014-Jerico-Mars Films-France 2 Cinema-Quarante 12 Films-VendOme Production-
Nexus Factory -Umedia

12/5 - 12/18

高校生の長女以外は全員耳が聴こえな
い一家。ある日、そんな長女が歌の才
能を認められ、パリの音楽学校を勧め
られる。しかし、彼女の歌声を聴くこ
とができない家族からはなかなか理解
を得られず…。最高の音楽と家族愛に
溢れた大感動作がフランスから登場 ! !

フランス映画祭 2015 観客賞 受賞

2015 年カンヌ国際映画祭 監督賞 受賞

黄金のアデーレ 名画の帰還

2015 / アメリカ - イギリス / 1h49

サイモン・カーティス
ヘレン・ミレン / ライアン・レイノルズ

©THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN 
PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

12/26 - 1/22

アメリカに住む82 歳のマリア・アルト
マンがオーストリア政府を相手に裁
判を起こした。世界中を驚かせたそ
の裁判は、クリムトが描いたマリアの
叔母の肖像画「黄金のアデーレ」の
返還要求だった。ナチスにより奪わ
れた名画と、家族の記憶を取り戻そ
うとした女性を描く実話の映画化。

Dear ダニー  君へのうた

2015 / アメリカ / 1h47

ダン・フォーゲルマン
アル・パチーノ / アネット・ベニング

©2015 Danny Collins Productions LLC

12/5 - 12/11

絶頂期を過ぎたミュージシャン・ダ
ニーのもとに、43年前に届くはずだっ
たジョン・レノンからの手紙が届く。
記された言葉に感銘を受けたダニー
は、家族の愛と音楽への情熱を取り
戻す旅に出るのだが…。絶妙なユー
モアを滲ませるアル・パチーノの名演
と、ジョンの名曲に彩られた感動作。

2015 / 日本 / 時間未定

西岡麻衣子武本康弘
島崎信長 / 鈴木達央

©2015 おおじこうじ・京都アニメーション／ハイスピード製作委員会

12/5 -

おおじこうじ

水泳に青春を捧げる男子高校水泳部
を描いたアニメ「Free！」の原点完全
新作映画化！今作では主人公・遙た
ちの中学生時代が舞台。彼らのひた
むきで透明な思いの先に見つけたも
のとは—。水泳にかける未来とつな
がるもうひとつの物語。監督は『涼宮
ハルヒの消失』を手がけた武本康弘。

映画 ハイ☆スピード！
- Free! Starting Days -

orange - オレンジ -

新房昭之 尾石達也

あの日のように抱きしめて

米ソ冷戦下の1960 年に起きた“U-
２撃墜事件”。弁護士のジェームズは
ソ連のスパイの弁護を引き受けたこ
とをきっかけに、重大な任務を委ね
られることに。平凡な男が戦争を食
い止めるために挑んだ大事件の知ら
れざる真実を、アカデミー賞受賞のス
タッフ＆キャストで贈る奇跡の物語。

2014 / フランス - スイス - ドイツ / 2h04

オリヴィエ・アサイヤス
ジュリエット・ビノシュ / クリステン・スチュワート

12/26 - 1/8

敏腕マネージャーと二人三脚で仕事
をこなす大女優のマリアにとある舞
台へのオファーが舞い込む。だがその
役柄はかつて演じた美女ではなく、彼
女に翻弄される中年女性の役だった。
フランスの若き巨匠オリヴィエ・アサ
イヤスと豪華女優陣が、きらびやかな
世界で生きる孤独と葛藤を描く。

アクトレス 女たちの舞台

©2014 CG CINEMA - PALLAS FILM - CAB PRODUCTIONS - VORTEX SUTRA - ARTE France 
Cinema - ZDF / ARTE - ORANGE STUDIO - RTS RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR

ヴィヴィアン・マイヤーを探して

2013 / アメリカ / 1h23
ジョン・マルーフ／チャーリー・シスケル

©2013 RAVINE PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © Vivian Maier_Maloof Collection

12/19 - 12/25

15万点以上の写真を撮りながらいっ
さい発表せず、無名のまま世を去った
フォトグラファー、ヴィヴィアン・マイ
ヤー。2007年、偶然発掘された彼女
の作品は、その素晴らしさによってた
ちまち写真界を席巻した。彼女はいっ
たい何者だったのか？謎に包まれた
人物像に迫るドキュメンタリー。

クリード チャンプを継ぐ男

©2015 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

12/23 -

2015 / アメリカ / 2h12 予定

ライアン・クーグラー
シルベスター・スタローン/ マイケル・B・ジョーダン

ロッキーのもとを、かつての好敵手
で親友だったアポロ・クリードの息
子アドニスが訪れた。トレーナー就
任を要請されたロッキーは、一度
は断るものの、彼にアポロと同じ熱
いものを感じ、共に世界の頂点を目
指すことを決意する。今、歴史的
傑作の新章のゴングが鳴り響く！

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


