
LIVE! LOVE! SING! 
生きて愛して歌うこと 劇場版

PERSONA3 THE MOVIE
#4 Winter of Rebirth

I  LOVE スヌーピー 
THE PEANUTS MOVIE

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

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

12/26 - 1/8

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。しかし家族からはなかなか理
解を得られず…。笑って泣ける映画と
はこれのこと！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

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 - 1/8

第二次大戦中にナチスに略奪され、
今はオーストリアの美術館が所蔵す
るクリムトの名画〈黄金のアデーレ〉。
これを正当な所有者である自分に返
してほしいと、米国在住の82歳の女
性が政府を相手に訴訟を起こすが…。
名画と主人公が辿った数奇な運命に
深い感動を誘われる実話ドラマ。

2015 / アメリカ / 2h13

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

母と暮せば

クリード チャンプを継ぐ男海難 1890

裁かれるは善人のみ

2014 / ロシア / 2h20

アンドレイ・ズビャギンツェフ
アレクセイ・セレブリャコフ / エレナ・リャドワ

2015 / 日本 / 1h40

井上剛
石井杏奈 / 渡辺大知 / 木下百花 / 柾木玲弥

2016 / 日本 / 1h45

田口智久
石田彰 / 豊口めぐみ / 鳥海浩輔 / 田中理恵

007 スペクター杉原千畝 スギハラチウネ 

©2014 Pyramide / LM

©2015 NHK ©ATLUS ©SEGA ／劇場版「ペルソナ 3」製作委員会

©2015「杉原千畝」製作委員会 ©2015「母と暮せば」製作委員会 SPECTRE ©2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures 
Industries, Inc. All rights reserved

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

©2015 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.©2015「海難 1890」製作委員会

2015 / フランス / 1h37

ジャック・ペラン / ジャック・クルーゾ
日本語版ナレーター : 笑福亭鶴瓶 / 木村文乃

上映中 上映中 上映中 上映中

12/23 -上映中

1/9 - 1/22

1/16 - 2/5 1/23 -

多くのユダヤ難民を救う命のヴィザ
を発行し続け、“ 日本のシンドラー”
と呼ばれた杉原千畝。彼は実は稀代
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。

作家・井上ひさしが戯曲『父と暮せ
ば』と対になる形で構想していた物
語を山田洋次監督が映画化。1948
年、長崎。伸子の前に３年前原爆で死
んだ息子の亡霊が現れる。その日か
ら母と子の奇妙だが幸せな時間が始
まる…。終戦70年、平和への祈りを込
めた山田洋次監督初のファンタジー。

“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！

世界中の人々に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！空想好きなスヌーピーが
パイロットとなってアトラクション
感いっぱいに大活躍！そして親友の
チャーリー･ブラウンも壮大な冒険の
旅に出る。お馴染みのキュートなキャ
ラクター達にきっと心が躍りだす！

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…。両国の絆の深さを語る感動巨編。

『ロッキー』シリーズを通しての好敵
手だった元ヘビー級世界チャンピオ
ン、アポロ・クリード。ロッキーはアポ
ロの息子アドニスに同じ強さと挑戦
への意志を見出し、共に世界の頂点
を目指すことを決意する。不屈の精
神を受け継ぐ男がリングに上がると
き、魂のゴングが再び鳴り響く！

ロシア北部の小さな町を舞台に、自
動車修理工場を営むコーリャと、権
力を振りかざして土地の買収を企む
強欲な市長との対立を描く。アメリ
カで実際に起きた事件をベースに、
旧約聖書、政治哲学書などから着想
を得て作られた。神は正直に生きる
人間に味方するのだろうか…。

神戸の女子高に通う朝海のもとに、故
郷福島に留まる同級生からメールが届
く。「立入禁止区域の母校に埋めたタ
イムカプセルを掘り出そう」。同じ誘い
を受けたクラスメイトと共に長い旅路
に出るのだが…。思春期の少年少女
の心の揺れを「あまちゃん」の監督が
リアルに描いた青春ロードムービー。

「影時間」に潜む異形の怪物「シャド
ウ」と、理をはじめとした特別課外活
動部の戦いを描いてきた劇場版シ
リーズ。物語は遂に最終章へ。滅びは
人類が背負うべき運命—。友人だと信
じていた少年が、無情にも現実を突き
つける。季節は冬へ。その先にある春
を迎えるため、理が下す決断とは…。

人生の約束
©2016「人生の約束」製作委員会

1/9 -

2016 / 日本 / 2h00

吉本昌弘石橋冠
竹野内豊 / 江口洋介 / 松坂桃李 / 西田敏行

かつての親友の死をきっかけに、
仕事人間だった男が親友の想い
を叶えるために奔走する…。『池
中玄太80 キロ』や『点と線』など
幾多の名作を世に送り出してき
たテレビドラマ界の巨匠･ 石橋

冠が、第２のふるさととして愛してや
まない富山県新湊を舞台に描いた
至極の人間ドラマ。

2015 / 日本 / 2h19

チェリン・グラック
唐沢寿明 / 小雪 / ボリス・シッツ

2015 / 日本 / 2h10

山田洋次
吉永小百合 / 二宮和也 / 黒木華 / 浅野忠信

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

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

チャールズ・M・シュルツ

さよなら、人類

2014 / スウェーデン - ノルウェー - フランス - ドイツ / 1h40

ロイ・アンダーソン
ホルガー・アンダーソン / ニルス・ウェストブロム

©Roy Andersson Filmproduktion AB

1/9 - 1/22

面白グッズを売り歩く冴えないセー
ルスマンのサムとヨナタン。彼らが
出会うのは何をやってもうまくいか
ない人々ばかり。そこに映し出され
る人間の愚かさ、滑稽さ、脆さなど
を、哲学的な視点をスパイスにして
ブラックな笑いで包み込む。それで
も人生って愛おしいものなんですね。

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

©2015 SURVIVOR PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

1/9 - 1/15

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！？

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

1/16 - 1/22

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。

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

1/30 - 2/5

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

ヴェルサイユの宮廷庭師

2015 / イギリス / 1h57
ケイト・ウィンスレット / ヘレン・マックロリー

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION, LITTLE CHAOS LIMITED, 2014.

1/23 - 1/29

アラン・リックマン

ルイ14 世が心血を注いだヴェルサイ
ユ宮殿の壮大な庭園。庭園建築の責
任者ル・ノートルが＜舞踏の間＞の造
園を任せたのは、名も無き女性造園
家サビーヌだった。２人は対立しなが
らもお互いを認め合い、そして惹かれ
あいながら、後の“ 歴史上最も有名
な庭園” を作り上げていくのだが…。

恋人たち

2015 / 日本 / 2h20
篠原篤 / 成嶋瞳子 / 池田良 / 安藤玉恵

© 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

橋口亮輔

1/23 - 2/5

通り魔事件で妻を失った男、平凡な
主婦、同性愛者のエリート弁護士。
心に傷を抱えながらひたむきに生き
る彼らは、もがき苦しみながら人と
のつながりに光を見出していく。『ぐ
るりのこと。』以来７年ぶりとなる橋
口亮輔監督作は、不条理に満ちた
世界を慈しみ肯定する人間ドラマ。

白鯨との闘い
©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED.

1/16 -

1819年。捕鯨船エセックス号は
太平洋へ向けて出港した。叩き
上げの一等航海士オーウェンと
名家出身の船長は反りが合わな
かった。仕事も思うように進まず
イライラが募っていたとき、巨大

な白い鯨の噂を聞きつけて…。名
著『白鯨』の陰に隠され続けてき
た驚くべき真実を描いた物語。

2015 / アメリカ / 2h02

ロン・ハワード
クリス・ヘムズワース / ベンジャミン・ウォーカー

ガールズ＆パンツァー 劇場版

2015 / 日本 / 1h59

吉田玲子水島努
渕上舞 / 茅野愛衣 / 尾崎真実 / 中上育実

©GIRLS und PANZER Film Projekt  ©GIRLS und PANZER projekt

1/9 - 1/22

第63回戦車道全国大会で優勝を飾っ
た大洗女子学園。平穏な日常が戻り
つつあったある日のこと、大洗町でエ
キシビジョンマッチが開催されること
に。すっかり町の人気者になった大洗
女子戦車道チームに熱い注目が集ま
るが…。「パンツァー・フォー」の掛け声
とともに、第２次大洗市街戦開戦！！

スター・ウォーズ　フォースの覚醒

©2015 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

上映中

2015 / アメリカ / 2h16

J・J・エイブラムス
ハリソン・フォード / キャリー・フィッシャー

あのスター・ウォーズが新たな
る３部作で登場！家族を知らず
砂漠の惑星で孤独を生きるヒロ
イン、レイを中心に進むストー
リーは、新型ドロイド BB - ８、
フォースの暗黒面の担い手カイ

ロ・レンなどの登場により銀河を
賭けた戦いへと導かれていく！家族
の愛と喪失の壮大な物語。

残穢（ざんえ）
‐ 住んではいけない部屋 ‐

2016 / 日本 / 1h47

中村義洋
竹内結子 / 橋本愛 / 佐々木蔵之介 / 坂口健太郎

©2016「残穢−住んではいけない部屋−」製作委員会

1/30 -

小野不由美

小野不由美の傑作小説がついに映画
化！小説家の「私」のもとに届いた奇
妙な「音」に悩む女性からの手紙。調
査を開始する「私」だったが、その「音」
は連鎖する不可思議な事件への招待
状だった。事件をつなぐ【穢れ】の正体
とは…。ラストまで一瞬たりとも目が
離せない戦慄のリアルミステリー。

1001 グラム
ハカリしれない愛のこと

2014 / ノルウェー - ドイツ - フランス / 1h31

ベント・ハーメル
アーネ・ダール・トルプ / ロラン・ストッケル

BulBul Film, Pandora Film Produktion, Slot Machine © 2014

1/30 - 2/5

計量研究所に勤めるマリエ。長さや
重さを測るのはお手のものだけど、人
の心はうまく量れず、ただいま離婚手
続き中。そんな彼女が図らずも見つけ
た幸せとは。愛すべき主人公を生み出
してきたノルウェーのベント・ハーメ
ル監督が、今作でも可笑しみに彩ら
れた独特の世界観で魅了する。

シーズンズ ２万年の地球旅行

オデッセイ

©2015 Galatee Films - Pathe Production - France 2 Cinema - Pandora Film - Invest Image 3 - Rhone-Alpes Cinema - Winds - Pierre et Vacances

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

1/15 -

2/5 -

『オーシャンズ』のジャック・ペ
ラン監督が、地球上の生命を撮
り上げたネイチャードキュメン
タリー。氷河期が終わり、生命
が躍動し始めた２万年前から現
在、そして未来へと至る地球の

生物の生存が不可能視されてい
る火星で、宇宙飛行士のマーク
は事故により1 人だけ取り残さ
れてしまう。食料はわずか 31日
分、救助に来るのは４年後。こ
の絶望的状況の中でマークが

歩みを、最先端の撮影方法を駆使
し、動物の視点から描き出す。
小学生以下500円（保護者同伴時のみ）

取った行動とは―。『エイリアン』
のリドリー・スコット監督が描く前
人未踏の火星サバイバル！

2015 / アメリカ / 2h22

リドリー・スコット
マット・デイモン / ジェシカ・チャステイン

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


