
ミモザの島に消えた母

インフェルノジェーン

2015 / アメリカ / 1h38

ギャヴィン・オコナー
ナタリー・ポートマン / ユアン・マクレガー

いきなり先生になったボクが
彼女に恋をした

2016 / 日本 / 1h38

朝原雄三
イェソン / 佐々木希 / 佐藤正宏 / ふせえり

©2015 SP JGAG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

©2016「いきなり先生」製作委員会

©2015 LES FILMS DU KIOSQUE FRANCE 2 CINEMA TF1 DROITS AUDIOVISUELS UGC 
IMAGES

10/15 - 10/21

10/28 -10/22 -

11/3 -

ぼくのおじさん

2016 / 日本 / 1h50

山下敦弘
松田龍平 / 真木よう子 / 大西利空 / 寺島しのぶ

©1972 北杜夫／新潮社 ©2016「ぼくのおじさん」製作委員会

11/3 -

北杜夫

アメリカ西部の荒野で平穏に暮らし
ていたジェーンとその家 族。だが、
夫が悪 党ジョン・ビショップに撃た
れ重傷を負ってしまう。追手の追跡
を逃れるため元恋人に助けを求めた
ジェーンは、自身も銃を手に戦うこと
を決意する。雄大な大地を舞台に、
一人の女性の愛と人生を描く西部劇。

数 の々謎を解き明かしてきたラングド
ン教授は、生物学者ゾブリストが人
類増加問題の解決策として強力な
ウイルスを発明したことを知る。ダン
テの地獄篇〈インフェルノ〉になぞら
えた計画を阻止するため、そこに隠
された暗号に挑むが…。トム・ハン
クス続投の待望のシリーズ第３弾！

韓国語を習得しなければ仕事を失う
さくらは、外国語学校の教師ヨンウン
に個人レッスンを頼む。なりゆきで先
生になったばかりのヨンウンは、小さな
息子のために一生懸命なさくらに惹
かれてゆくが…。佐々木希とSUPER 
JUNIORのイェソンと共演で贈る、笑っ
て泣いて元気が出るラブストーリー。

居候のおじさんは大学の臨時講師。
週に一コマの授業以外は、家で漫
画ばかり読み、猫よりも働かず、超貧
乏で屁理屈ばかり。小学生のぼくは、
そんなおじさんを題材に作文を書き
始めた。北杜夫の傑作児童文学を
現代に置き換え、愛すべきおじさんと
ぼくのやりとりをユーモラスに綴る。

2016 / 日本 / 2h00

三島有紀子
本田翼 / 山本美月 / 真剣佑 / 稲垣吾郎

少女
©2016「少女」製作委員会

10/8 -

湊かなえ

転校生の言葉に触発され死の瞬間を
目撃したいと思う高校二年生の由紀。
一方、いじめに遭っている敦子もまた、
死を知ることで生きる勇気を持てるの
ではないかと考えていた。そして夏休
み、二人はある行動に出る。純粋で
残酷な 17歳の心境を綴った湊かな
えのベストセラーがついに映画化。

彼岸島 デラックス

2016 / 日本 / 1h57

渡辺武
白石隼也 / 鈴木亮平 / 桜井美南 / 栗原類

©2016「彼岸島」製作委員会

10/15 -

松本光司原作のサバイバルホラーが
スケールアップしてスクリーンに帰還！
行方不明の兄を探すため、再び彼
岸島を訪れた明たち。レジスタンスと
ともに島にはびこる吸血鬼の殲滅を
試みるが、再会を果たした兄はすで
に鬼と化していた。いま、壮絶な兄
弟対決の火蓋が切って落とされる！

HiGH&LOW THE RED RAIN

2016 / 日本 / 時間未定

企画プロデュース：EXILE HIRO山口雄大
TAKAHIRO /登坂広臣/斎藤工

©2016「HiGH&LOW」製作委員会

10/8 -

「EXILE TRIBE」のメンバーが総出演
し、この夏話題をさらった青春アクショ
ン映画『HiGH&LOW THE MOVIE』
の第２弾が早くも登場。これまで登場
していなかった雨宮兄弟の長男・尊龍
に斉藤工を迎え、雨宮３兄弟の過去と
現在が明かされる。最高で最強のキズ
ナを描いた涙と感動の青春巨編。

ヤング・アダルト・ニューヨーク
©2014 InterActiveCorp Films, LLC. ©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved.

10/22 - 10/28

まだまだ若いつもりだが仕事も生
活もマンネリ気味な 40代夫婦。あ
る日出会った 20代カップルの自由
なライフスタイルに刺激を受け、生
き生きした日 を々取り戻していくが…。

『フランシス・ハ』のノア・バームバッ
ク監督のヒップなセンスが光るジェ
ネレーションギャップ・コメディ！

© 尾田栄一郎／集英社・スーパー歌舞伎 II「ワンピース」パートナーズ

10/22 - 11/11

シネマ歌舞伎 
スーパー歌舞伎 II ワンピース
四代目市川猿之助が人気マンガ『ONE 
PIECE』を舞台化！ルフィ率いる海
賊団 “ 麦わらの一味” が、処刑宣告を
受けた兄エースを救うため壮絶な戦
いに挑む。大立ち廻りや見得の臨場
感に、映像ならではの演出を加えた
底抜けに楽しいエンタテインメント！
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

2016 / 日本 / 1h58
市川猿之助 / 市川右近 / 坂東巳之助 / 中村隼人

横内謙介 市川猿之助 尾田栄一郎

2014 / アメリカ / 1h37

ノア・バームバック
ベン・スティラー / ナオミ・ワッツ

花芯（かしん）

©2016「花芯」製作委員会

生きうつしのプリマ

10/29 - 11/4

©2015 Concorde Filmverleih / Jane Betke

10/29 - 11/4

親が決めた許嫁と愛のない結婚をし、
息子をもうけるも退屈な日 を々送る園
子は、夫の上司である越智と初めて
の恋に落ちてしまう。戸惑いながらも
底の見えない愛の関係に溺れてゆく
園子だったが…。発表当時に批判を
浴びた瀬戸内寂聴原作のセンセー
ショナルな恋愛文学が初の映画化。

メトロポリタン・オペラのプリマドンナ
が亡き母にうりふたつであることを偶
然知った娘が、ドイツからニューヨー
クにやってくる。２人の関係を探るう
ちに、母の知られざるもうひとつの
顔が明らかになっていき…。『ハン
ナ・アーレント』の監督・主演コン
ビが贈る、母と娘のミステリー。

2015 / ドイツ / 1h41
カッチャ・リーマン / バルバラ・スコヴァ

マルガレーテ・フォン・トロッタ

2015 / 日本 / 1h35

安藤尋
村川絵梨 / 林遣都 / 安藤政信 / 毬谷友子

瀬戸内寂聴

金メダル男

2016 / 日本 / 1h47
内村光良 / 知念侑李 / 木村多江 / ムロツヨシ

©「金メダル男」製作委員会

10/22 -

内村光良

内村光良と知念侑李がまさかの二人
一役 !? 2011年に上演された一人芝
居「東京オリンピック生まれの男」をも
とに、あらゆるジャンルで１等賞に輝く
ことだけが生きがいの男・秋田泉ーの
全力すぎる七転び八起き人生を描い
た、内村光良原作・脚本・監督・主
演の抱腹絶倒エンターテインメント！

グッドモーニングショー

2016 / 日本 / 1h43

君塚良一
中井貴一 / 長澤まさみ / 志田未来 / 時任三郎

何者

2016 / 日本 / 1h37

三浦大輔 朝井リョウ松本光司

ヴィム・ヴェンダース

佐藤健 / 有村架純 / 二階堂ふみ / 菅田将暉

©2016 フジテレビション 東宝 ©2016 映画「何者」製作委員会

10/8 - 10/15 -

落ち目のキャスター澄田真吾は朝の
情報番組のため、今日も午前３時に
起床した。出がけに妻と口論になり、
女子アナから交際関係をばらすと脅
され、果ては番組中に発生した立て
こもり事件の犯人と直接交渉する羽
目に！災難だらけのテレビマンの一
日を追う抱腹絶倒ストーリー！

就活の情報交換のために集まった、
22 歳の大学生５人。お互いの思い
や悩みをツイートで吐き出しながら就
活に励むが、やがて「内定者」が現
れたとき、これまで隠されていた本音
や妬みが露になって…。『桐島、部活
やめるってよ』作者の直木賞受賞
作を、豪華キャストで映画化。

2016 / アメリカ / 2h01 予定

ロン・ハワード
トム・ハンクス / フェリシティ・ジョーンズ

ダン・ブラウン

ボクの妻と結婚してください。

2016 / 日本 / 1h54

金子ありさ三宅喜重
織田裕二 / 吉田羊 / 原田泰造 / 高島礼子

©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

溺れるナイフ

2016 / 日本 / 1h51
小松菜奈 / 菅田将暉 / 重岡大毅/ 上白石萌音

© ジョージ朝倉 / 講談社 ©2016「溺れるナイフ」製作委員会

11/5 -

コウノトリ大作戦！
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

11/3 -

樋口卓治

ひとりっ子で遊び相手がいない少年
ネイトは、まだ見ぬ弟と遊ぶことを夢
見ている。ある日、物 置で古びた

「赤ちゃん申込書」を見つけたネイ
トは大喜びでコウノトリ宅配便社へ
申し込むが…。誕生した赤ちゃんを
人間界へ届けようと奮闘するコウノト
リの冒険を描いたアニメーション。

都会から海と山に囲まれた浮雲町に
転校して来たモデルの夏芽は、神様が
住むという入り江で、神主一族の美し
い少年コウに出会い、その激しく、自由
な振る舞いに翻弄されながらも、強烈
に惹かれていく…。破裂しそうな10 代
の恋と衝動を描いたジョージ朝倉のベ
ストセラーコミックがついに映画化！

余命６ヶ月の宣告を受けた敏腕放
送作家が考えた奇想天外な「企画」。
それは愛する家族の未来のために
妻の結婚相手を探すことだった。斬
新な設定、心温まる物語が支持され、
舞台 ･ドラマにもなった小説が織田
裕二主演で感動の映画化！愛する
人に最後に残した優しい嘘とは…？

森山中教習所

2016 / 日本 / 1h43
野村周平 / 賀来賢人 / 岸井ゆきの / 麻生久美子

© 真造圭伍／小学館

10/29 - 11/4

豊島圭介

マイペースな大学生の清高と、その同
級生でネクラなヤクザの轟木。無免
許運転する轟木の車にひかれた清高
は、事故もみ消しのため、そのまま轟
木と“ 非公認教習所 ” に通わされる
ことに…。風変わりなひと夏の友情を
描く青春コメディ。映画の世界を表
現した星野源の主題歌にも注目！

真造圭伍

スター・トレック BEYOND

2016 / アメリカ / 2h03

J . J . エイブラムスジャスティン・リン
クリス・パイン / ザッカリー・クイント

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks 
are trademarks of CBS Studios Inc.

10/21 -

世界的人気を誇る『スター・トレック』
を新たに描いた新劇場版シリーズ
第３弾。エンタープライズ号のクルー
達が未知の領域を探索し、新たな
謎の敵と遭遇する。製作に J.J. エ
イブラムス、監督に『ワイルド・スピー
ド』シリーズのジャスティン・リンを迎
えた最高のSFアクション超大作！！

2015 / フランス / 1h41

フランソワ・ファヴラ
ローラン・ラフィット / メラニー・ロラン

「ミモザの島」と呼ばれる避暑地で、
謎の溺死を遂げた美しい母。それか
ら 30年、未だ母への喪失感を抱
えるアントワンは、死の真相を突き止
めようと島を訪れる。炙りだされる偽
りの家族史をサスペンスフルに描き、
それぞれの感情の機微を丁寧に掬
い取った上質な人間ドラマ。

ティエリー・トグルドーの憂鬱

2015 / フランス / 1h32

ステファヌ・ブリゼ
ヴァンサン・ランドン/カリーヌ・デ・ミルベック

©2015 NORD-OUEST FILMS - ARTE FRANCE CINEMA.

11/5 - 11/11

長らく失業中の中年男、ティエリー。よ
うやく得たスーパーの監視員の職で
も厳しい選択を迫られることになり…。
利益優先の現代社会の掟に従うか、
人としての尊厳を貫くか。『母の身終
い』の監督・主演コンビが、社会の片
隅に埋もれそうな物語に光を当てる。

第 68 回 カンヌ国際映画祭男優賞 受賞

ストリート・オーケストラ
©gullane

11/5 - 11/18

ブラジル名門楽団の選考に落ちた
ヴァイオリニストのラエルチは、生活
のためスラム街で教職に就くことに。
ある日、ギャングに演奏を披露し撃退
したことから子供たちも音楽に興味
を持ち始め…。クラシック音楽で逆境
と闘え！スラム街に子供たちの交響
楽団が誕生するまでの感動の実話。

2015 / ブラジル / 1h43
ラザロ・ハーモス / サンドラ・コルベローニ

セルジオ・マシャード

2015 / フランス / 1h54
ジャン・デュジャルダン / エルザ・ジルベルスタイン

©2015 Les Films 13 - Davis Films - JD Prod - France 2 Cinema

10/29 - 11/4

クロード・ルルーシュ

インドを訪れたアントワーヌは、フラ
ンス大使の妻アンナと出会い、すぐに
意気投合してしまう。そして巡礼の旅
に出るアンナを追ってアントワーヌも
駅のホームに現れて…。男女の心の
機微をさりげない会話や視線に忍
ばせた大人のための恋愛映画。名作

『男と女』のルルーシュ監督最新作。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

©2014 LOMA NASHA FILMS - VENDREDI FILM - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - 
UGC IMAGES -FRANCE 2 CINEMA - ORANGE STUDIO

10/29 - 11/4

パリ郊外の高校で落ちこぼれクラス
の担任になったアンヌは、歴史コン
クールへの参加を生徒たちに提案
する。「アウシュヴィッツ」という難解
なテーマに生徒たちは反発するが、
壮絶な歴史の真実が彼らに変化を
もたらしてゆく。フランスの教室で実
際に起こった奇跡の実話。

奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ

2014 / フランス / 1h45
アリアンヌ・アスカリッド / アハメッド・ドゥラメ

マリー＝カスティーユ・マンション＝シャール

栄光のランナー
1936 ベルリン

Credit : Focus Features ©2016 Trinity Race GmbH / Jesse Race Productions Quebec Inc. 
All Rights Reserved.

10/15 - 10/21

1936年のベルリンオリンピック代表
に選ばれた、アメリカの陸上選手
ジェシー・オーエンス。だが、米国内で
は根強い黒人蔑視に晒され、ナチス
政権下の五輪に対してもボイコットの
機運が高まっていた。家族やコーチ、
国内外のライバルに支えられ４冠を
達成したオーエンスの闘いに迫る。

2016 / アメリカ - ドイツ - カナダ / 2h14

スティーヴン・ホプキンス
ステファン・ジェイムス / ジェイソン・サダイキス

2016 / 日本 / 2h10

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 永山絢斗 / 最上もが

10/22 -

真鍋昌平

丑嶋（ウシジマ）に融資を断られた中
学時代の同級生・竹本は、住み込
みで労働ができる「純愛の家」に入
居するが、そこは過酷な労働を強いる
貧困ビジネスの巣窟だった…。大人
気シリーズがいよいよ完結！丑嶋が
なぜ闇金の世界に身を置くことになっ
たのか、過去の因縁が明らかになる。

闇金ウシジマくん　
ザ・ファイナル

©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」製作委員会

セルフレス 覚醒した記憶 

©2015 Focus Features LLC, and Shedding Distribution, LLC.

11/5 - 11/11

死期が間近に迫ったニューヨーク
の大富豪が、遺伝子操作で作り出
された肉体に自分の頭脳を転送し、
若い別人に生まれ変わる。しかしそ
の肉体には彼の知らない秘密があっ
た…。『デッドプール』で新時代アク
ションスターの座を不動にしたライア
ン・レイノルズの最新ＳＦアクション！

2016 / アメリカ / 時間未定

エドワード・ズウィック
トム・クルーズ / コビー・スマルダース

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

11/11 -

リー・チャイルド

トム･ クルーズが一匹狼の元軍人
ジャック・リーチャーに扮し、生身の
ド迫力アクションで魅了した『アウト
ロー』の続編。今作では、リーチャー
と元同僚が軍内部の不審な動きを
突き止め、真相解明に乗り出す。法
が裁かなくても、俺が裁く！最も危
険なアウトロー ･ヒーロー再び！

ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK

2015 / アメリカ / 1h57

ターセム・シン
ライアン・レイノルズ / ベン・キングズレー

ラスト・タンゴ
©WDR / Lailaps Pictures / Schubert International Film / German Kral Filmproduktion

10/15 - 10/21

タンゴ界に革命をもたらした伝説の
ペア、マリア・ニエベスとファン・カル
ロス・コペス。約 50年にわたり唯
一無二のパートナーでありながら、
栄光の裏では愛憎が交錯していた。
タンゴとは人生そのもの。証言とドラ
マティックなダンスで二人の人生を
振り返る珠玉のドキュメンタリー。

2015 / ドイツ - アルゼンチン / 1h25
マリア・ニエベス / フアン・カルロス・コペス

ヘルマン・クラル

ジェイソン・ボーン
©2016UNIVERSAL STUDIOS

10/7 -

アクション映 画の金 字塔『ボーン』
シリーズが､ ポール･グリーングラス＆
マット･デイモンの黄金コンビで復活！
暗殺者の記憶を取り戻し、姿を消した
ジェイソン・ボーン。しかし、突如CIA
の機密情報にハッキングを仕掛け、再
び追われる身となる｡ 取り戻した記憶
が覆された時、新たな戦いが始まる!

2016 / アメリカ / 2h04

クリストファー・ラウズ ポール・グリーングラス
マット・デイモン / アリシア・ヴィキャンデル

山戸結希 ジョージ朝倉

2016 / アメリカ / 時間未定

ニコラス・ストーラー
日本語吹替：アンジャッシュ　渡部建 / 児嶋一哉

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


