
2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

氷菓

2017 / 日本 / 1h54

安里麻里
山崎賢人/広瀬アリス/本郷奏多/小島藤子

©2017「氷菓」製作委員会

11/3 -

特別版 Free !  Take Your Marks

2017 / 日本 / 時間未定

河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔 

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TYM

10/28 -

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

おおじこうじ

米澤穂信

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めてした恋。その相
手は口ベタだけれど生徒想いな世界
史の先生だった―。生田斗真と広瀬
すずを主演に迎え、少女コミックの名
作を実写化！かつて恋に涙したこと
がある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

高校卒業を控えた遙たちはそれぞれ
の未来へ歩み出す準備を始めてい
た。一方、水泳部を託された渚たちは
寂しさを感じつつも新たな部の始動
に気を引き締める。そんな彼らの早
春は穏やかに過ぎていくはずだった
が…!?心あたたまる話から、熱く激し
い水泳勝負まで、新作４篇の物語。

「無駄なことはしたくない」“省エネ主
義”がモットーの高校生、折木奉太
郎。ひょんなことから古典部に入部
した奉太郎はそこで出会った美少
女、千反田えると共に学園に潜む謎
を次 と々解き明かしていくのだが…。
人気作家・米澤穂信の青春ミステ
リー、待望の実写映画化。

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

火花
©2017「火花」製作委員会

11/23 -

GODZILLA  怪獣惑星

©2017 TOHO CO., LTD.

11/17 -

2017 / 日本 / 時間未定

虚淵玄静野孔文 / 瀬下寛之
宮野真守/櫻井孝宏/花澤香菜/杉田智和/梶裕貴

二十世紀最後の夏、巨大生物「怪
獣」とその怪獣をも駆逐する究極
の存在「ゴジラ」が出現。地球を
追われた人類は２万年の歳月を
経て帰還するが、地球はすでにゴ
ジラを頂点とした未知の世界へ

と変貌していた…。シリーズ初のア
ニメーション映画は「ゴジラ」の常識
全てを覆す！

お笑いコンビ・ピースの又吉によ
る芥川賞受賞作が満を持しての
映画化。メガホンを取るのは、芸
人でありつつ数多くの映画への出
演も果たす板尾創路。芽が出ずく
すぶる若手芸人と信念を持つ天

才肌の先輩芸人。「笑い」に魅せられ
た二人の男の10年間を綴る、アホで
愛おしい青春物語。

ジャスティス・リーグ
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

11/23 -　

2017 / アメリカ / 時間未定

クリス・テリオ/ジョス・ウェドンザック・スナイダー
ベン・アフレック / ガル・ガドット

史上最強の超人スカウト作戦、
開始！スーパーマン亡き後、世界
崩壊の危機に、バットマンことブ
ルース・ウェインが集めたのは、
史上最強のパワーを持つ超人た
ち。しかし彼らは性格もバラバラ、

協調性のかけらもない。クセの強い
超人たちをまとめきれるのか？世界
は一人では救えない！

鋼の錬金術師
©2017 荒川弘／ SQUARE ENIX ©2017 映画「鋼の錬金術師」製作委員会

12/1 -

荒川弘の伝説的コミックが遂に
完全実写映画化！幼い頃、禁断の

〈錬金術〉によって亡き母を生き
返らせようとし、兄エドは手足を、
弟アルは体すべてを失った。弟の
体を元に戻すために命をかける

兄と、彼を支える心優しい弟。失った
体を取り戻す手がかりを探すため、
壮大な冒険の旅が始まる！

マイティ・ソー  バトルロイヤル

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。
ソーの前に突如現われた“死の
女神”ヘラ。彼女はソーの武器ム
ジョルニアをいとも簡単に破壊し、
アスガルドへ攻撃を始めた。ヘラの
復讐と野望を知ったソーは、盟友

ハルク、女戦士ヴァルキリー、そして
宿敵ロキと型破りのチームを組み極
限のバトルに挑む！

2017 / アメリカ / 2h43
ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード
ドゥニ・ヴィルヌーヴ リドリー・スコット

ブレードランナー 2049
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/27 -

リドリー・スコット監督によるSF
映画の金字塔『ブレードランナー』
の続編が遂に登場！『メッセージ』
のドゥニ監督がメガホンを取り、
新人ブレードランナー“K” 役に

『ラ・ラ・ランド』のライアン・ゴ

ズリングを起用。2049年の世界を
舞台にレプリカントとの新たな闘い
を描き出す！

2017 / 日本 / 時間未定

荒川弘曽利文彦 
山田涼介/本田翼/ディーン・フジオカ/蓮佛美沙子

マンチェスター・バイ・ザ・シー

2016 / アメリカ / 2h17

ケネス・ロナーガン
ケイシー・アフレック/ミシェル・ウィリアムズ

©2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

12/2 - 12/8

マット・デイモン/クリス・ムーア

兄の死をきっかけに故郷へ戻ってきた
男が、遺言により16歳の甥の後見人と
なることを託される。二度と帰るつも
りのなかった町で、過去の悲劇と向き合
わざるを得なくなった男をケイシー・
アフレックが繊細に演じ、アカデミー
主演男優賞に輝いた珠玉の人間ドラマ。

第 89 回アカデミー賞
主演男優賞／脚本賞 受賞

オリエント急行殺人事件
©2017Twentieth Century Fox Film Corporation

12/8 -

寝台列車オリエント急行で、富豪ラ
チェットが殺された。乗客全員が容疑
者の中、世界一の名探偵・ポアロが
事件を推理していく…。アガサ･クリ
スティの名作ミステリーが、ケネス・ブ
ラナー監督＆主演、ジョニー･デップ
やジュディ・デンチ他超豪華キャスト
で新しく生まれ変わる！

2017 / 日本 / 1h45

石原立也
黒沢ともよ/朝井彩加/豊田萌絵/安済知佳/寿美菜子

小川太一

劇場版 響け！ユーフォニアム
届けたいメロディ

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

12/2 - 12/15

京都アニメーション製作の吹奏楽部に
打ち込む高校生たちの青春を描いた
人気 TVアニメシリーズ第２期を再構
成した劇場版第２弾。全国大会出場を
控えた久美子は先輩のあすかが退部
するかもしれない事態を聞きつけ、自
分の中にある思いに気が付き…。２人
を軸に彼女たちの部活動を振り返る。

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

12/2 - 12/8

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。

幼な子われらに生まれ

2017 / 日本 / 2h07

三島有紀子
浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

12/2 - 12/8

重松清

バツイチ子持ちで再婚した田中信は、
妻の二人の連れ子とも仲良くやろう
と努力していた。だが、妻の妊娠を機
に長女が本当の父に会いたいと主張
し、信は自暴自棄になっていく。血の
つながりを超えた家族の姿を模索す
る人間たちを、豪華俳優陣のアンサン
ブルで描く人間ドラマ。

荒井晴彦

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩

2017 / 日本 / 1h43
中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

© 篠山紀信

11/25 - 12/15

町火消の「め組」鳶頭の辰五郎は、
喧嘩っ早い鳶たちと相撲力士たちの
小競り合いを収めるが、武家のお抱
えの力士より鳶は格下だと言い放た
れ、怒りを胸の内に押し殺すも、密か
に仕返しを決意する。「火事と喧嘩は
江戸の華」中村勘三郎が魅せる、江
戸の男の生き様をお見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

2016 / アメリカ / 2h07

セオドア・メルフィ 
タラジ・P・ヘンソン/オクタヴィア・スペンサー

ドリーム
©2016 Twentieth Century Fox

11/11 - 11/24

1960年代初頭、アメリカが国の威信
をかけた有人宇宙飛行計画で、地球
周回軌道飛行を成功させたNASAの
歴史的な偉業。そこには、人種差別
などのハードルを乗り越え、多大な貢
献をした知られざるヒロインたちが
いた。夢を追い続け、新たな時代を自
ら切り開いたサクセスストーリー！

武田綾乃

IT／イット “それ ” が見えたら、終わり。

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

11/3 -

謎の児童行方不明が相次ぐ田舎
町で、ある大雨の日ビルの弟が多
量の血痕を残し失踪。悲しみに暮
れるビルの前に、突如“それ”が
現れる…。『エクソシスト』を超え、
全米ホラー映画史上 No.1記録

を更新し、更に続編も制作決定！全
米を震撼させた恐怖のピエロがいよ
いよ日本上陸！

ザ・サークル

2017 / アメリカ / 1h50

ジェームズ・ポンソルト 
エマ・ワトソン/トム・ハンクス/ジョン・ボイエガ

©2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

11/10 -

世界一のSNS企業：サークル社に就
職したメイは、新サービスのモデル
ケースに抜擢される。超小型カメラで
24時間を公開することになり、たちま
ち1,000万人のフォロワーを獲得して
アイドル的な存在になっていくが…。
SNS社会の未来と脅威を描くサスペ
ンス・エンターテインメント。

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強
AKIRA / 青柳翔 /TAKAHIRO / 登坂広臣

HiGH&LOW THE MOVIE３
FINAL MISSION

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

11/11 -

九龍グループ総裁が釈放され、苛烈
な反撃にあうSWORD地区。拉致され
た山王連合会のリーダー・コブラを
救出し、カジノ建設計画を阻止するた
め、SWORD各グループはついに団
結して立ち上がる！ドラマティックな群
像劇と圧倒的なスケールでファンを魅
了してきた、劇場版シリーズ最終章！

2017 / 日本 / 2h01

板尾創路
菅田将暉 / 桐谷健太 / 木村文乃 / 川谷修士

又吉直樹 

阿修羅少女（アシュラガール）
BLOOD - C 異聞

2017 / 日本 / 1h30

藤咲淳一奥秀太郎
青野楓 / 松村龍之介 / 古田新太

©PRODUCTION I.G・CLAMP / ASURA GIRL PROJECT

12/2 - 12/8

Production I.G/CLAMP

戦前の日本、赤狩りと称して横暴を極
める特高警察。蹂躙された村人達は
限界を迎え、やがて抗争へと発展。混
乱の最中、そこに見え隠れする「古き
もの」を狩るため、日本刀を携えた制
服の少女・小夜が現れる。因習と血脈
で塗り固められた寒村を舞台に、血で
血を洗う惨劇の幕が開く！

泥棒役者

2017 / 日本 / 1h54

西田征史
丸山隆平 / 市村正親 / 石橋杏奈 / 宮川大輔

©2017「泥棒役者」製作委員会

11/18 -

昔の仲間に脅され、豪邸に忍び込ん
だ元・泥棒。彼は来客たちから豪邸
主人、絵本作家、編集者と次 と々別
人に間違えられ、その度「役」を演じ
るハメに。この鉢合わせが彼らの運命
を思わぬ方向へ導かせる…。豪華キャ
ストが屋敷に集結！偶然の出会いと
勘違いの会話から始まる喜劇。

2017 / アメリカ / 2h15

アンディ・ムスキエティ 
ジェイデン・リーバハー/ビル・スカルスガルド

スティーヴン・キング 

ローガン・ラッキー

2017 / アメリカ / 1h59

スティーヴン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/アダム・ドライバー

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

11/18 -

不運続きで無職のローガン兄弟は、
爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄さ
せ仲間にし、モーターレースの最中に
売上金を盗もうと企てるが…。ソダー
バーグの映画監督復帰作は、チャニン
グ・テイタムやダニエル・クレイグら
豪華キャストが巻き起こすクライム・
エンターテインメント！

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h11

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

エル ELLE

11/18 - 12/1

自宅で覆面の男に襲われたミシェル。
警察を頼らず自分で犯人を捜し始め
るが、周囲の男たち全員が疑わしく
見えてきて…。事件の真相は？そし
て次第に明らかになるミシェルの恐
るべき本性とは!?怪作の巨匠ヴァー
ホーヴェンとイザベル・ユペールが放
つ、危険すぎる官能サイコスリラー!!

©2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION - 
FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

2017 / アメリカ / 時間未定

ケネス・ブラナー
ジョニー・デップ / ジュディ・デンチ

アガサ・クリスティ

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


