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二度めの夏、二度と会えない君

2017 / 日本 / 1h46

赤城大空中西健二
村上虹郎 / 吉田円佳 / 加藤玲奈 / 山田裕貴

©2017 赤城大空・小学館／「二度めの夏、二度と会えない君」パートナーズ

9/1 -

不治の病で亡くなる直前だった燐に
告白し、彼女を動揺させたことを後悔
していた智が、タイムリープで半年前
に戻る。そして二度目の夏を体験す
る。燐たちとバンドを組み、高校の文
化祭でライブを成功させた夏を…。
人気ライトノベルを実写化した、切な
くて甘酸っぱい青春ラブストーリー。

アメイジング・ジャーニー
神の小屋より

2017 / アメリカ / 2h12

スチュアート・ヘイゼルダイン
サム・ワーシントン/オクタヴィア・スペンサー/すみれ

ボン・ボヤージュ
家族旅行は大暴走

2016 / フランス / 1h32

二コラ・ブナム
ジョゼ・ガルシア/アンドレ・デュソリエ

静かなる情熱
エミリ・ディキンスン

2016 / イギリス - ベルギー / 2h05

テレンス・デイヴィス
シンシア・ニクソン/ジェニファー・イーリー

スイス・アーミー・マン

2016 / アメリカ / 1h37

ダニエル・シャイナート /ダニエル・クワン（ダニエルズ）
ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

ブレンダンとケルズの秘密

2009 /フランス-ベルギー-アイルランド/ 1h15

トム・ムーア 
エバン・マクガイア/ブレンダン・グリーソン

きっと、いい日が待っている

2016 / デンマーク / 1h59

イェスパ・Ｗ・ネルスン
ラース・ミケルセン / ソフィー・グローベル

パーフェクト・レボリューション

2017 / 日本 / 1h57

松本准平
リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

ザ・ウォール

2017 / アメリカ / 1h30

ダグ・リーマン
アーロン・テイラー＝ジョンソン/ジョン・シナ

俺たちポップスター

2016 / アメリカ / 1h26
アンディ・サムバーグ

パッション・フラメンコ

2016 / スペイン / 1h35

ラファ・モレス / ぺぺ・アンドレウ 
サラ・バラス / ホセ・セラーノ

©2016 Ironworks Productions, LLC.

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

©Les Amateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon©2016 Zentropa Entertainments3 ApS, Zentropa International Sweden AB.

©2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

©2017 AMAZON CONTENT SERVICES LLC ©2016 UNIVERSAL STUDIOS©2016 NADIE ES PERFECTO BLINDSPOT

©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

©2016 Chic Films – La Petite Reine Production – M6 Films – Wild Bunch©A Quiet Passion Ltd/Hurricane Films 2016. All Rig hts Reserved.

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

いつも心はジャイアント

2016 / スウェーデン - デンマーク / 1h30

ヨハネス・ニホーム
クリスティアン・アンドレン/ヨハン・シレーン

©TBS テレビ

©2016 Garage Films SE .ALL RIGHTS RESERVED.

9/9 -

9/16 - 10/69/9 - 9/22

9/22 -

9/23 - 10/6 9/23 - 10/6

9/16 - 9/299/16 - 9/299/16 - 9/29

9/29 -

9/30 - 10/13 9/30 - 10/139/30 - 10/13

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

9/23 - 10/6

ウィリアム・ポール・ヤング

熊篠慶彦

アキヴァ・シェイファー/ヨーマ・タコンヌ

幼い愛娘が血まみれのドレスだけを
山小屋に残し、忽然と姿を消した。そ
れから数年、深い悲しみに沈んだまま
の父親に「あの小屋に来い」という奇
妙な招待状が届く。意を決して小屋
へ向かった彼を待っていたのは３人
の不思議な男女で…。世界的ベスト
セラーを映画化した奇跡の感動作。

55年の生涯を終えたエミリ・ディキ
ンスンの部屋から、1800篇もの未発
表の詩が見つかった―。瑞 し々い感
性で紡がれた彼女の詩は世界中の
人々に愛され、多くの芸術家に影響を
与えることに。孤独と向き合いながら

「後世に伝われば」と詩作を続けて
きたエミリの、知られざる半生を描く。

コックス一家は最新システムを搭載
した自慢の新車でバカンスへ出ること
に。でもすぐに車が故障して止まらな
くなっちゃった！？ハイウェイを大暴
走という極限状態の中、次 と々明か
される秘密に家族もブレイク寸前！
無能な警官らを巻き込んで繰り広げ
られる“走る密室”暴走コメディ！

1967年、母親の入院により児童養護
施設に預けられた二人の兄弟。そこで
は、上級生のいじめと、教師による躾
という名の体罰が横行していた。ラー
ス・フォン・トリアー率いる製作会社
ツェントローパ所属の新鋭監督が実
際の事件をもとに、未来を拓こうと奮
闘する少年たちを描き出す。

アカデミー賞ノミネート作『ソング・
オブ・ザ・シー 海のうた』トム・ムー
ア監督の、同じくアカデミー賞にノミ
ネートされたデビュー作。世界一美
しい書物ともいわれる「ケルズの書」
を題材に、日本では目にできない万
華鏡のような幻想的な映像と魅惑的
な音楽で贈るアニメーション。

遭難して無人島で途方に暮れていた
ハンクは、浜に打ち上げられた死体
がガスを出していることに気づき、そ
の死体に乗って(!?)島を脱出しよう
と思いつくが…。ダニエル・ラドクリ
フがその「死体」役ということでも話
題。数々の映画賞を受賞している理
由を観て、お確かめください！

第２次大戦下、ユダヤ人大量虐殺を
主導するナチス第３の実力者ラインハ
ルト・ハイドリヒの暗殺が計画される。
ハイドリヒが支配するチェコに潜入し
た暗殺部隊のガブチークとクビシュ
は、レジスタンスと協力しながら襲撃
の機会を窺うが…。壮絶な事件の
顛末を活写した史実サスペンス。

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。

頭部が変形する難病を抱え、母と離
れて施設で暮らすリカルド。差別に苦
しみ、「巨人のように強くなれたら…」
と自分が巨人化した空想にふける
日々の中、“ペタンク”という球技と
出会う。それは彼にとって希望の光と
なるのか？北欧から届いた、心を揺さ
ぶる感動のヒューマンドラマ。

現代最高峰のフラメンコダンサー、
サラ・バラスの果てなき挑戦を追っ
たドキュメンタリー。６人の巨匠に捧
げた舞台の初演までの３週間と世界
ツアーに密着。情熱と魂を“声”にし
て踊る華麗なる舞、芸術的ステップ、
苦悩、喜び、そして息子への想い ...。
全女性に贈る人生の応援歌。

リリー・フランキーと清野菜名の競演
で、「障害者の恋愛と性」を真正面か
ら清 し々く描いたラブストーリー。重
度の身体障害者で、障害者の性につ
いて理解を広める活動に打ち込む男
と、精神に障害を抱えた風俗嬢。恋
に落ちた２人は障害者同士でも幸せ
になれることを証明しようとする。

イラク戦争下、２人の米兵が想定外の
場所から狙撃された。その恐るべきス
ナイパーの正体は…。37人もの米兵
を殺害したとされるスンニ派武装グ
ループの実在のスナイパー”ジェーバ”
を題材に、『ボーン・アイデンティティー』
のダグ・リーマンが極限状況下の戦い
を描いた、体感型サバイバル戦争映画！

ヒップホップバンドからソロデビュー
し、ファーストアルバムが大成功を
収めたコナー。調子に乗って自分の
ドキュメンタリー映画の製作まで始
めるが…。“ 薄っぺらい音楽ドキュメ
ンタリー”の皮肉たっぷりなパロディ
をベースに、ポップスターの転落ぶ
りを茶化しまくった爆笑コメディ！

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。

ブランカとギター弾き

2015 / イタリア / 1h17

長谷井宏紀
サイデル・ガブテロ / ピーター・ミラリ

©2015-ALL Rights Reserved Dorje Film

9/9 - 9/22

ヴェネチア映画祭の出資を得て撮影
された長谷井宏紀監督の初長編。
マニラの路上で暮らす孤児のブラン
カは「お母さんをお金で買う」ことを
思いつく。盲目のギター弾きピーター
から、歌でお金を稼ぐ方法を教わり
仕事を得るが…。ピュアで力強いエ
ネルギーに満ちたロードムービー。

新感染 ファイナル・エクスプレス

2016 / 韓国 / 1h58

ヨン・サンホ 
コン・ユ/チョン・ユミ/マ・ドンソク/キム・スアン

9/1 -

韓国アニメに革命を起こした新鋭ヨ
ン・サンホ監督の初実写長編。時速
300㎞で走り続ける高速鉄道で突如
謎のウイルス感染が発生。終着駅ま
での２時間、密室の車内でゾンビと
化した感染者と乗客の生死をかけた
戦いが始まるー。世界で話題沸騰の
ノンストップ・サバイバルムービー！！

©2016 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & REDPETER FILM. All Rights Reserved.

2016 / 韓国 / 1h32
シム・ウンギョン / リュ・スンリョン

ソウル・ステーション
パンデミック

9/30 - 10/13

ヨン・サンホ

新鋭アニメ作家ヨン・サンホが、自身
の実写監督作『新感染 ファイナル・
エクスプレス』の前日譚を描いた長
編アニメ。鉄道車内で発生した感染
爆発、その発端はソウル駅のホーム
レスだった…。本当に恐ろしいものは
ウィルスか、人間自身か。一夜の攻
防に世界の映画祭が沸いた衝撃作！

リベリアの白い血

2015 / アメリカ / 1h28

福永壮志
ビショップ・ブレイ / ゼノビア・テイラー

©2017 ニコニコフィルム

9/23 - 10/6

西アフリカ・リベリアのゴム農園で過
酷な労働環境の改善を訴えるも果た
せなかった男が、単身渡米する。厳し
い移民の現実に直面しながらも徐々
に都会になじんでいくが…。ニュー
ヨークで活動する福永壮志監督のデ
ビュー長編。移民の日常を鮮烈に描
き、数 の々映画祭で高評価を博した。

ロスト・イン・パリ

2016 / フランス - ベルギー / 1h23
エマニュエル・リヴァ

©Courage mon amour-Moteur s'il vous plait-CG Cinema

9/23 - 10/6

ドミニク・アベル/フィオナ・ゴードン

パリ在住のおばからＳＯＳの手紙が
届き、カナダの田舎を飛び出してき
たフィオナ。しかしおばは行方不明
になっていた上、持ち物もすべて失く
してしまう。初めてのパリで大ピンチ
のフィオナの運命は!?道化師夫婦ア
ベル＆ゴードンが贈る、カラフルで遊
び心たっぷりのフレンチコメディ！

海底47m

2016 / アメリカ / 1h30

ヨハネス・ロバーツ
クレア・ホルト / マンディ・ムーア

©47 DOWN LTD 2016, ALL RIGHTS RESERVED

9/16 - 10/6

海に沈めた檻の中からサメを間近で
見る“シャークケイジ・ダイビング” に
挑戦したリサとケイト。ところが檻と
船を繋ぐワイヤーが切れて水深47ｍ
まで落下してしまう。救助は来ない！
檻から出ればサメの餌食！急浮上すれ
ば潜水病！２人は生還できるのか !?
究極の海中パニックムービー!!

少女ファニーと運命の旅

2016 / フランス - ベルギー / 1h36

ローラ・ドワイヨン
レオニー・スーショー/セシル・ドゥ・フランス

9/16 - 9/29

1943年ナチスドイツ支配下のフラン
ス。13歳のユダヤ人少女ファニーは、
幼い妹らと共に児童施設で匿われて
いた。しかしそこにもナチスの手が迫
り、子供たち９人だけでスイスとの国
境を目指して逃げることに。しかし追
手はすぐそこまで迫っていて…。実話
から生まれた “命の旅”の物語。

主題曲：坂本龍一

ジャド・アパトー

十年

2015 / 香港 / 1h48

　  クォック・ジョン/ウォン・フェイパン /ジェ
ボンズ・アウ/キウィ・チョウ/ン・ガーリョン 

Copyright © 2017 Ten Years Studio Limited. All Rights Reserved

9/9 - 9/15

すっかり中国政府に懐柔された香港映画
界に反旗を翻すが如く現れ、たった１館の
上映から始まった小さなこの作品が、昨
年の香港最大のヒット作となり、『スター
ウォーズ /フォースの覚醒』を超える興収
を上げようとは誰が予想しただろう。世界
の今・近未来を見つめた社会派問題作！

第 35 回香港電影金像奨
最優秀作品賞 受賞

タイヨンダイ・ブラクストン

夜明けの祈り

2016 / フランス - ポーランド / 1h55

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク

©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

9/16 - 9/29

1945年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが
いた。赤十字で働く女医マチルドは
激務の合間を縫って修道院へ通い、彼
女たちの希望となってゆく。信仰は、
医療は、人を救済することができるの
か。確固たる信念のもと人道を貫いた
フランス人医師の真実の物語。

2016 / アメリカ / 1h32

アンディ・テナント
シャーリー・マクレーン/ジェシカ・ラング

素敵な遺産相続
©2015 Faliro House & Haos Film

9/9 - 9/22

長年連れ添った夫に先立たれて悲し
むエヴァのもとに、夫の生命保険とし
て500万ドルもの大金が転がり込む。
保険会社の手違いとは知りつつ、親
友のマディに誘われるままカナリア諸
島への豪華バカンスに出発するが…。
オスカー女優Ｓ・マクレーン＆Ｊ・ラ
ング競演の人生賛歌コメディ！

フィフティ・シェイズ・ダーカー

2017 / アメリカ / 1h58

ジェームズ・フォーリー
ダコタ・ジョンソン / ジェイミー・ドーナン

©2017 UNIVERSAL STUDIOS

9/16 - 9/29

恋愛未経験の女子大生アナが若き
大富豪グレイに見初められ、倒錯し
た恋愛に溺れる様を描いた前作。今
作は、愛を受け止めきれずに去った
アナをグレイが追う。アナが出した

〈新たな条件〉の下、関係を修復した
かに見えた２人だったが、ある人物に
よりグレイの驚愕の過去が暴かれ…。

ターミネーター２ ３Ｄ

2017 / アメリカ / 2h17

ジェームズ・キャメロン
アーノルド・シュワルツェネッガー/リンダ・ハミルトン

©1991-STUDIOCANAL-Tous Droits Reserves

9/23 - 10/6

90年代SFアクションの最高峰『ター
ミネーター２』が全編３Ｄ化して復活！

「液体金属」などの革命的なVFXは
今なお色褪せず、未来の救世主をめ
ぐるターミネーター同士の攻防はス
リルの連続で何回見てもやっぱり面
白い！３Ｄのクオリティもキャメロン
監督自ら監修したので心配無用です！

ハローグッバイ

2016 / 日本 / 1h20

菊地健雄
萩原みのり / 久保田紗友 / 木野花 / もたいまさこ

すばらしき映画音楽たち

2016 / アメリカ / 1h33

マット・シュレイダー
ハンス・ジマー / ジェームズ・キャメロン

蠱毒（こどく） ミートボールマシン

2016 / 日本 / 1h40
田中要次 / 百合沙 / しいなえいひ / 斎藤工

©2016 Sony Music Artists Inc. ©2017 Epicleff Media. All rights reserved. ©2017 キングレコード

9/30 - 10/13 9/30 - 10/12 9/30 - 10/6

西村喜廣

いつも友達に囲まれたはづきと、優等
生だがひとりぼっちの葵。同じクラス
にいながら接点のなかった女子高生
２人が、ひょんなことから道に迷った
認知症のおばあさんを家に送り届け
ることになり…。秘密と孤独を抱えた
多感な少女の心模様を繊細に写し
取った、透明感溢れる青春映画。

名シーンを思い浮かべたとき、映像と
ともに脳裏に響き渡るメロディ。その
ような私たちがよく知る映画音楽の
名曲はどのように誕生したのか？Ｊ・
ウィリアムズやＨ・ジマーを筆頭とす
るハリウッドの作曲家たちの仕事に
スポットを当てた映画ファン・音楽
ファン必見のドキュメンタリー。

謎の生命体に寄生された人々は人格
を失った戦闘マシン“ネクロボーグ ”
となり、壮絶な殺し合いを繰り広げて
いた。同じく寄生されながらもなぜか
自分の意思を保てた勇次は、愛する
女性を守ろうと奮闘するが…。異才・
西村喜廣監督の世界観が全開のハイ
テンションなバトル・アクション！

©ORIGAMI FILMS / BEE FILMS / DAVIS FILMS / SCOPE PICTURES / FRANCE 2 CINEMA 
/ CINEMA RHONE-ALPES / CE QUI ME MEUT - 2015

坂本龍一

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


