
12/17 - 12/30

12/17 - 12/23

12/24 - 12/30

1966 / フランス / 1h44

クロード・ルルーシュ
ジャン＝ルイ・トランティニャン / アヌーク・エーメ

2016 / アメリカ / 1h27

マシュー・ミーレー
ジェシカ・ビール / バズ・ラーマン

©1966 Les Films 13

©2016 DOCFILM4TIFFCO LLC a subsidiary of QUIXOTIC ENDEAVORS LLC. ALL 
RIGHTS RESERVED. ©2016 Quixotic Endeavors

12/3 - 12/16

12/3 - 12/16

奇蹟がくれた数式

2015 / イギリス / 1h48

マシュー・ブラウン
デヴ・パテル / ジェレミー・アイアンズ

©2015 INFINITY COMMISSIONING AND DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 
©Richard Blanshard

12/3 - 12/16

第一次大戦直前の英国。数学者ハー
ディ教授のもとに1 通の手紙が届く。
その中に驚くべき “ 数学的発見 ” を
見つけた教授は、手紙の送り主であ
るインドの青年を呼び寄せることに
するのだが…。天才数学者ラマヌ
ジャンと、彼を見出したハーディ教授
による、歴史を揺るがす奇跡の実話。

夫と死別したアンヌと、妻に自殺された
ジャン。次第に惹かれあう２人の恋の
行方を、流麗なカメラワークと大胆な
モンタージュ、Ｆ・レイの甘美なメロディ
で描き出す。その映像と音楽の見事な
シンクロが今なお鮮やかな感動を呼
び起こす、Ｃ・ルルーシュ稀代の傑作。

アメリカを象徴するジュエリーブラン
ド “ ティファニー ” の輝かしい歴史
と現在に迫るドキュメンタリー。創
業者の逸話やブランドの象徴 “ ティ
ファニーブルー ” の制作秘話、ティ
ファニーを愛した数々の著名人のコ
メントを紹介。映画『ティファニーで
朝食を』誕生の経緯も明かされる。

男と女
製作50周年記念デジタル・リマスター版

ティファニー
ニューヨーク五番街の秘密

第 19 回カンヌ国際映画祭 パルムドール受賞

2015 / フランス - ドイツ - オランダ / 1h28
ルイ＝ド・ドゥ・ランクザン / ベンヤミン・ウッツェラート

弁護人

2013 / 韓国 / 2h07

ヤン・ウソク
ソン・ガンホ / イム・シワン

手紙は憶えている

2015 / カナダ - ドイツ / 1h35

アトム・エゴヤン
クリストファー・プラマー / マーティン・ランドー / ブルーノ・ガンツ

戦場のメロディ

2015 / 韓国 / 2h04

イ・ハン
イム・シワン / コ・アソン / イ・ヒジュン

2015 / イタリア - フランス / 2h13

マッテオ・ガローネ
サルマ・ハエック / ヴァンサン・カッセル

2015 / 台湾 / 2h14

フランキー・チェン
ビビアン・ソン / ダレン・ワン

胸騒ぎのシチリア

2015 / イタリア - フランス / 2h05

ルカ・グァダニーノ
ティルダ・スウィントン / レイフ・ファインズ

湾生回家 わんせいかいか

2015 / 台湾 / 1h51

ホァン・ミンチェン
冨永勝 / 家倉多恵子 / 清水一也 / 松本洽盛 / 中村信子

世界の果てまでヒャッハー！

2015 / フランス / 1h33

ニコラ・ブナム / フィリップ・ラショー
フィリップ・ラショー / アリス・ダヴィッド

ミス・ワイフ

2015 / 韓国 / 2h04

カン・ヒョジン
オム・ジョンファ / ソン・スンホン

ミス・シェパードをお手本に

2015 / イギリス / 1h44

ニコラス・ハイトナー
マギー・スミス / アレックス・ジェニングス

誰のせいでもない

2015 / ドイツ - カナダ - フランスほか / 1h58

ヴィム・ヴェンダース
ジェームズ・フランコ / シャルロット・ゲンズブール

灼熱

2015 / クロアチア - スロヴェニア - セルビア / 2h03

ダリボル・マタニッチ
ティハナ・ラゾヴィッチ / ゴーラン・マルコヴィッチ

2014 / オーストリア / 1h38

ヨハネス・ホルツハウゼン
ザビーネ・ハーク / パウル・フライ

2015 / 韓国 / 1h46

チョン・ギフン
パク・ボヨン / チョン・ジェヨン / リュ・ドックァン

国選弁護人 ユン・ジンウォン

2015 / 韓国 / 2h06

キム・ソンジェ
ユン・ゲサン / ユ・ヘジン / キム・オクビン

©2016　NEXT ENTERTAINMENT WORLD.All Right Reserved. ©2015 ARCHIMEDE S.R.L. - LE PACTE SAS©2015 Hualien Media Intl. Co., Ltd 、Spring Thunder Entertainment、Huace Pictures, Co., 
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©2013 Next Entertainment World Inc. & Withus Film Co. Ltd. All Rights Reserved. ©2014, Remember Productions Inc.

グローリーデイ

2015 / 韓国 / 1h33

チェ・ジョンヨル
ジス / スホ / リュ・ジュンヨル / キム・ヒチャン

©2015 CJ E&M CORPORATION,ALL RIGHTS RESERVED ©2016 CTMG. All Rights Reserved. 

12/3 - 12/16

12/10 - 12/23 12/10 - 12/23

12/17 - 12/23 12/17 - 12/3012/17 - 12/30 12/23 -12/17 - 12/3012/17 - 1/6

12/24 - 1/6 12/24 - 1/6 12/24 - 1/6 12/31 - 1/2012/24 - 1/612/24 - 1/6

12/31 - 1/13 12/31 - 1/6 12/31 - 1/6

小さな園の大きな奇跡

2015 / 香港 - 中国 / 1h52

エイドリアン・クワン
ミリアム・ヨン / ルイス・クー

©2015 Universe Entertainment Limited All Rights Reserved

12/31 - 1/13

シークレット・オブ・モンスター

2015 / イギリス - ハンガリー - フランス / 1h56

ブラディ・コーベット
ベレニス・ベジョ / リアム・カニンガム

©COAL MOVIE LIMITED 2015

12/31 - 1/13

アレクサンドル・ソクーロフ

第２次大戦中、敵同士であるにもか
かわらず、ともに美術品の保護に努
めたルーヴル美術館長とドイツ将校
のエピソードを中心に、ルーヴルに刻
まれた美と戦争の歴史を描くアート
叙事詩。『エルミタージュ幻想』の鬼
才ソクーロフが 200年以上にわたる
ルーヴルの “ 記憶の迷宮 ” へ誘う。

実在の事件をモチーフにした社会派
ヒューマンドラマ。80 年代、軍事政
権下の韓国。民主化運動弾圧を進
める公安当局によって不当逮捕された
若者を救うため、青年弁護士が国家
を相手に立ち向かうが…。弁護士時
代のノ・ムヒョン元大統領をモデルにし
た主人公をソン・ガンホが熱演する。

認知症に苦しむ 90歳のゼヴに託され
た一通の手紙。そこには70年前に家
族を殺したナチス兵の手掛かりが書か
れていた。最愛の妻の死すら忘れてし
まう記憶障害の老人による、壮絶な
復讐の旅が始まる―。異才エゴヤン
監督が名だたる老優たちを迎えて放
つ、衝撃のナチハント・サスペンス。

年下の恋人とシチリアのパンテッレ
リーア島でバカンスを愉しんでいた
ロックスターのマリアン。そこへマリア
ンの昔の恋人である音楽プロデュー
サーが「娘」と名乗る美しい女を連
れてやって来て…。陽光の降り注ぐ
地中海を舞台に、男女４人の誘惑と
嫉妬が交錯する愛と欲望のドラマ。

イケメン同級生に片思い中の女子高
生が、ひょんなことから不良男子と急
接近。学校一の王子様とワルに挟ま
れた恋の行方は !? 多くの傑作青春
映画を生んできた台湾から新たに届
いた、ピュアでノスタルジックなラブス
トーリー。アンディ・ラウ、ジェリー・
イェンの特別出演も見逃せない！

1952年の韓国。朝鮮戦争で家族も
戦友も失ったサンヨルは、前線を離
れて孤児院の管理を任される。そし
て戦争孤児たちと交流するうち、彼ら
の心を癒すための児童合唱団結成
を思い立つが…。実話をモチーフにし
た感動のドラマ。ZE:A のイム・シワン
が『弁護人』に続いて大役を務める。

グリム童話の原型とも言われる世界
最初のおとぎ話「ペンタメローネ」に
収められた３編の物語を再構成した
ダークファンタジー。３つの王国で暮
らす３人の悩める女たちの、欲望の
果てに待ち受ける残酷な運命とは…。
ゴヤからインスピレーションを得たと
いう狂気に満ちた映像美が圧巻。

20歳になったばかりの仲良し４人組。
そのうちの１人が入隊するのを前に
した思い出作りの旅行先で、ある事
件に巻き込まれてしまい…。若者た
ちの輝かしい未来が暗転するさまを
厳しく描き、切ない苦味をもたらす青
春ドラマ。待望のスクリーンデビュー
を飾った EXO のスホにも注目。

人類の大半がアンデッドと化し、始
まりの場所ラクーンシティへ戻った
アリス。だがそこでは、全ての元凶
アンブレラ社が最終決戦に向けて
全勢力を結集させていた。華麗な
アクションと壮大なスケールで世界
中を熱狂させてきた『バイオハザー
ド』シリーズ、ついに最終章！

1991年・2001年・2011年を舞台に、
クロアチア人とセルビア人の民族的対
立であるクロアチア紛争に翻弄された
恋人たちを描くドラマ。３つの異なる時
代の３組の男女を同じ俳優が演じること
で、悲劇を乗り越え、憎しみの連鎖を断
ち切る “ ひとつの愛 ”の力を活写する。

雪に覆われた冬の夕暮れ、作家トマ
スはある事故に遭遇する。誰のせい
でもないその事故は彼の心に深い傷
を残し、周囲の女性たちの人生をも
狂わせてゆく。『ピナ・バウシュ 踊り続
けるいのち』で驚くべき3D映像を生
み出したヴェンダース監督が、揺れ
動く心模様を3Dで表現した野心作。

「湾生」とは、日本の統治下にあった
1945 年までの50年間に台湾で生ま
れ育った日本人のこと。敗戦後、日
本に引き揚げてきても、彼らの心はい
つも“ 故郷 ”である台湾にあった―。
今も望郷の念に胸を焦がす６人の湾
生たちの姿を追いかけ、日台の絆を
見つめ直した傑作ドキュメンタリー。

バカンスでブラジルにやって来たフ
ランス人のフランク一行。しかし楽し
いバカンスもつかの間、フランクはな
ぜか友人たちと一緒に音信不通に。
行方の唯一の手がかりであるカメラ
に映っていた驚愕のアドベンチャー
とは…!? フランスで大ヒットの爆笑
サバイバルコメディが日本上陸 ! !

独身のキャリアウーマン弁護士が不
慮の事故で昏睡状態に陥るが、実は
これ天国の手続きミス。「１ヶ月間バレ
ずに他人として生活できれば元に戻
れる」とのことで、突然 “２人の子持
ちの主婦 ”としての生活が始まり…。
一風変わった設定で家族の素晴らし
さを謳い上げた感動コメディ!!

自由気ままな車上生活を送る風変わ
りな老婦人、ミス・シェパード。路上
駐車を見かねた劇作家のベネットが
自宅の駐車場を提供したことから、２
人の奇妙な共同生活が始まるが…。
高飛車で偏屈だけど不思議な魅力
にあふれたレディを、大女優マギー・
スミスが茶目っ気たっぷりに演じる。

1918年、ヴェルサイユ条約締結直前
のフランスに、不可解な言動を繰り
返す美しい少年がいた。彼がやがて
恐るべき独裁者になる子供だとはま
だ誰も知らなかった―。何が彼を独
裁者へと変貌させたのか？研ぎ澄ま
された演出でパズルのように謎を張
り巡らせた、戦慄のサイコミステリー。

ミリアム・ヨン、ルイス・クーの競演に
よる奇跡のような実話の映画化。エ
リート教育に疲れ、香港の有名幼稚
園を退職したルイ。資金不足から閉
園の危機にある幼稚園の存在を知り、
その園長に名乗りを上げるが…。涙
なしには見られない！新園長と５人の
園児たちの絆を描いた大感動作 ! !

ハプスブルク家が蒐集した美術品を
収蔵し、ルーヴル、プラドに並んで欧
州３大美術館に数えられるウィーン
美術史美術館の裏側に迫るドキュメ
ンタリー。創立120 年目の大規模な
改装工事に密着し、芸術とビジネス、
伝統と革新の間で揺れる美術館ス
タッフたちの姿を生き生きと描き出す。

就職さえすれば人生楽勝！と仕事を
甘く見ていた新米記者のト・ラヒ。と
ころが入社初日から失敗ばかりで、
鬼上司からしごかれることに。これで
一人前の社会人になれる日は来るの
か !? お気 楽な新人パク・ボヨンと
上司チョン・ジェヨンの迷コンビぶり
もチャーミングなオフィスコメディ！

再開発地区の強制撤去現場で警官
死亡事件が発生するが、逮捕された
住民は「息子を守ろうとしただけだ」
と正当防衛を主張。国家を敵に回し
た訴訟で、国選弁護人に選ばれた
ユン・ジンウォンは真実を明らかにす
るべく奮闘するが…。韓国の実在事
件をモチーフにした法廷サスペンス。

ザ・ギフト

2015 / アメリカ / 1h48
ジェイソン・ベイトマン / レベッカ・ホール

©2015 STX Productions, LLC and Blumhouse Productions, LLC. All Rights Reserved.

12/10 - 12/22

ジョエル・エドガートン

転 居先で新生活を送る夫 婦の前
に、夫の同級生と名乗る男が現れ
た。再会を喜んだ男は二人に贈り物
を届けるようになるが、次第にその行
動はエスカレートし奇怪な出来事が
起こり始める。隠された本性と真意
が明らかになるにつれ、じわりじわり
と背筋が寒くなるサスペンスの秀作。

92歳のパリジェンヌ

2015 / フランス / 1h46

パスカル・プザドゥー
マルト・ヴィラロンガ / サンドリーヌ・ボネール

©2015 FIDELITE FILMS - WILD BUNCH - FRANCE 2 CINEMA - FANTAISIE FILMS

12/10 - 12/23

穏やかな老後を過ごすマドレーヌは、
92歳の誕生日に集まった家族の前
で自身の人生に幕を下ろす決意を
打ち明ける。家族たちは絶対反対
を主張するが、マドレーヌの決意も全
く揺るがず…。自分らしく生きたいと
願う母と、その想いに向き合う家族
の日 を々実話をもとに描き出す。

ファンタスティック・ビースト
と魔法使いの旅

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

『ハリー・ポッター』新シリーズ！今
度の主人公は優秀なのにおっちょこ
ちょいの魔法動物学者・ニュート。
ある時、彼の不思議なトランクに入っ
ている魔法動物たちが逃げ出して
しまったことで街は前代未聞の大パ
ニックに！この冬、人間界を巻き込
んだ壮大なドラマの幕が開ける！

2016 / アメリカ / 2h13

デイビット・イェーツ
エディ・レッドメイン / キャサリン・ウォーターストン

J.K. ローリング

エブリバディ・ウォンツ・サム!! 
世界はボクらの手の中に

私の少女時代  - Our Times -

グレート・ミュージアム
ハプスブルク家からの招待状

恋するインターン
現場からは以上です！

五日物語
３つの王国と３人の女

フランコフォニア
ルーヴルの記憶

バイオハザード ザ・ファイナル

2016 / アメリカ / 1h57
ブレイク・ジェナー / ゾーイ・ドゥイッチ

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

12/10 - 12/30

リチャード・リンクレイター

大学入学の３日前、野球部に入寮
したジェイクを待っていたのは先輩
たちからの洗礼だった。パーティ！音
楽！女の子！彼らとともに 80年代の
音楽とバカ騒ぎを謳歌しながら、青
春の儚さに思わず胸が締めつけら
れる。『６才のボクが、大人になるま
で。』の俊英リンクレイター最新作！

永い言い訳

2016 / 日本 / 2h04
本木雅弘 / 竹原ピストル / 深津絵里 / 池松壮亮

©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

西川美和

人気作家・衣笠幸夫は不慮の事故
で妻を亡くしてしまう。既に妻への想い
は失われており、涙ひとつ出ない自分
に戸惑いつつも、悲しみを装うことしか
できない。そんなある日、同じ事故で
妻を亡くした陽一とその子供たちに出
会い…。西川美和監督最新作は喪
失から生まれる新しい愛の物語。

2016 / アメリカ / 時間未定

ポール・W・S・アンダーソン 
ミラ・ジョヴォヴィッチ / アリ・ラーター / ローラ

彷徨える河

2015 / コロンビア - ベネズエラほか / 2h04

シーロ・ゲーラ
ヤン・ベイヴート / ブリオン・デイビス

©Ciudad Lunar Producciones

12/31 - 1/13

アマゾン流域のジャングル。先住民
族唯一の生き残りである呪術師と白
人学者が、聖なる植物を求めて奥地
へ分け入っていくが…。数十年を隔
てたふたつのアマゾン遡上の旅、そし
て滅びゆく先住民文化を、先住民
視点のマジック・リアリズム的世界観
で描いたコロンビア発の幻想ドラマ。

第 68 回カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門審査員賞受賞

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


