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僕とカミンスキーの旅

2015 / ドイツ - ベルギー / 2h03

ヴォルフガング・ベッカー
ダニエル・ブリュール/イェスパー・クリステンセン

アルジェの戦い
デジタルリマスター版

1966 / イタリア - アルジェリア / 2h01

ジッロ・ポンテコルヴォ
ジャン・マルタン / ヤセフ・サーディ

おじいちゃんはデブゴン

2016 / 中国 - 香港 / 1h39
アンディ・ラウ / ジャクリーン・チャン

コール・オブ・ヒーローズ 武勇伝

2016 / 中国 - 香港 / 2h00

ベニー・チャン / アクション監督：サモ・ハン
エディ・ポン/ルイス・クー/ラウ・チンワン

セールスマン

2016 / イラン - フランス / 2h04

アスガー・ファルハディ
シャハブ・ホセイニ/タラネ・アリドゥスティ

©2016 Universe Entertainment Limited. All Rights Reserved.

6/17 - 6/23

6/17 - 6/23

6/24 - 6/30 6/24 - 6/30

7/1 - 7/14

アクション監督：サモ・ハン

無名の美術評論家ゼバスティアンは、
一儲けしようと伝説の盲目画家カミ
ンスキーを訪ねる。新事実を暴くた
め言葉巧みに連れ出すが、トラブル
続きの珍道中は思いがけない友情を
育んでいく。『グッバイ・レーニン！』
の監督＆主演コンビが哀歓たっぷり
に芸術と人生を描き出す。

1954年から62年にわたるアルジェリ
アの独立戦争を描いた戦争映画の傑
作。記録映像を一切使わず、目撃者
や当事者の証言、残された記録文書
をもとに、戦争の実態をジャーナリス
ティックな視線で冷徹に炙り出した
衝撃作が50年を経てよみがえる！

サモ・ハン20年ぶりの監督・主演作！
サモ・ハンが演じるのは認知症気味
の退役軍人。悲しい過去を背負った
彼にとって隣家の少女だけが心を許
せる存在だったが、彼女がマフィアの
抗争に巻き込まれてしまい…。“デブ
ゴン”の衰え知らずの拳法が火を吹く
サモ・ハン版『アジョシ』！

1910年代の中国。貧しいながらも平
和に暮らす村に、悪の限りを尽くす軍
閥が乗り込んでくる。自警団長や流
れ者など、正義を貫く男たちは敢然
と立ち向かうが…。香港電影ファン垂
涎の豪華キャスト＆スタッフが集結！
ベニー・チャンとサモ・ハンのアク
ション映画愛が炸裂する傑作活劇 !!

仲の良い夫婦の自宅に何者かが侵入し、
妻を襲った。表沙汰にしたくない妻の
主張を納得できない夫は、独自に犯人
を捜し始めるが…。現代的なライフス
タイルと伝統的な価値観の狭間で揺
れる人間の姿をリアルに綴る、イランの
名匠Ａ・ファルハディ監督最新作。

22年目の告白 -私が殺人犯です-

©2017 映画「22 年目の告白　私が殺人犯です」製作委員会

6/10 -

「はじめまして、私が殺人犯です」。時
効を迎えた連続殺人事件の犯人が、
自身の告白本を手に名乗りをあげる。
彼の言動のすべてはSNSにより瞬く
間に拡がり世間を熱狂させるが、それ
は新たなゲームの始まりだった。入
江悠監督が韓国映画『殺人の告白』
をリメイクしたクライムサスペンス！

パトリオット・デイ

2016 / アメリカ / 2h13

ピーター・バーグ
マーク・ウォールバーグ/ケヴィン・ベーコン

©2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

6/9 -

2013年４月、50万人の観衆で賑わう
ボストンマラソンを爆弾テロが襲う。
捜査はFBI の管轄になるが、ボスト
ン警察のトミーは負傷者たちから丁
寧に話を聞きとり犯人像に迫ってゆ
く。発生からわずか102時間で犯人逮
捕に至った捜査の裏側を、捜査関係
者や市民の動きを再現して映画化！

スウィート17 モンスター

2016 / アメリカ / 1h44

ケリー・フレモン・クレイグ
ヘイリー・スタインフェルド/ウディ・ハレルソン

©MMXVI STX Productions, LLC. All Rights Reserved.

6/10 - 6/23

家族が嫌い、大人が嫌い、自分のこと
もたぶん嫌い。口が悪くて自己チュー
な思春期ど真ん中のネイディーンは、
親友が兄と付き合っていることを知
り途方に暮れる。自己愛と自己否定
に揺れる主人公の姿に、誰もが「あの
頃」の痛みを思い出して悶絶してし
まう青春映画の佳作！

バンコクナイツ

2016 / 日本-フランス-タイ-ラオス/ 3h02

富田克也
スベンジャ・ポンコン/スナン・プーウィセット

©Bangkok Nites Partners 2016

6/10 - 6/16

貧困にあえぐバンコクの娼婦ラックと、
元恋人のオザワ。５年ぶりに再会した２
人は彼女の故郷のタイ東北部に向かうこ
とになるが…。『サウダーヂ』などで注目を
集める映像制作集団“空族”が放つ群像
ロードムービー。現地の息遣いを感じさせ
る映像とパワフルな語り口に圧倒される。
特別料金：一般 2000円 
※会員料金などはお問い合わせ下さい。

僕と世界の方程式

2014 / イギリス / 1h51

モーガン・マシューズ
エイサ・バターフィールド/レイフ・スポール

6/10 - 6/16

数学の理解力に飛び抜けた才能を持
ちながら、心を閉ざした少年ネイサン。
周囲のサポートで国際数学オリン
ピックのイギリス代表に選ばれるが、
代表合宿でのある出会いが数字し
かなかった彼の人生に変化をもたら
してゆく。実話をもとに、少年の成長
を瑞 し々く描くヒューマンドラマ。

©ORIGIN PICTURES (X&Y PROD) LIMITED / THE BRITISH FILM INSTITUTE /
 BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2014

アシュラ

2016 / 韓国 / 2h13

キム・ソンス
チョン・ウソン / チュ・ジフン

©2016 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

6/10 - 6/16

刑事のドギョンは、長いこと市長の
悪事の後始末を請け負ってきた。だ
が、市長逮捕に燃える検事が彼を
脅迫。後輩刑事を巻き込み、欲と憎
悪むき出しの闘争へとなだれ込んで
いく。悪人たちの地獄絵図に光は射
すのか。容赦ないバイオレンスに男
たちの哀愁が漂う韓国ノワール。

エイミー、エイミー、エイミー！ 
こじらせシングルライフの抜け出し方

2015 / アメリカ / 2h05

エイミー・シューマージャド・アパトー
エイミー・シューマー / ビル・ヘイダー

©2015 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESREVED.

6/10 - 6/16

父のひとことがトラウマで真剣な恋愛
から逃げてきたエイミー。ある男性と
の出会いをきっかけに、これまでの生
き方を見つめ直すことになるが…。
NY版こじらせ女子の恋の行方は !?
人気コメディエンヌのエイミー・シュー
マーが贈る迷走ラブコメディ！豪華
カメオ出演者も見逃さないで！

キング・アーサー

2017 / アメリカ / 2h06
チャーリー・ハナム / ジュード・ロウ

6/17 -

ガイ・リッチー

父王を殺され宮殿を追われたアー
サーは、スラム街で生き抜く術を身に
つけ、たくましく成長した。やがて彼
は運命が授けた聖剣を手に、魔術を
操る暴君から王座を奪還するため立
ち上がる！ガイ・リッチーが手掛け
る英雄伝説は、豪快で痛快な大迫力
アクションてんこ盛り！

こどもつかい

2017 / 日本 / 1h51

清水崇
滝沢秀明 / 有岡大貴 / 門脇麦 / 尾上寛之

©2017「こどもつかい」製作委員会

6/17 -

こどもが失踪した後、そのこどもに怨
まれていた大人が死ぬ…。事件か、
それとも呪いか―？『呪怨』の清水崇
監督が贈る全く新しい恐怖の物語。
映画初主演の滝沢秀明が「こどもつ
かい」というミステリアスなキャラ
クターを怪演。こどもに怨まれたら
もう、逃れることはできない。

おとなの事情

2016 / イタリア / 1h36

パオロ・ジェノヴェーゼ 
ジュゼッペ・バッティストン/アルバ・ロルヴァケル 

©Medusa Film 2015

6/17 - 6/23

７人の仲間が集まった夕食会。秘密
なんてないと豪語する彼らは、電話や
メールを公表する「信頼度確認ゲー
ム」をすることに。コールが鳴るたび
に暴かれるそれぞれの秘密が、長年
培ってきた友情と絆に波紋を投げか
ける。イタリア発、社会風刺たっぷり
の大人のための人間ドラマ。

PARKS  パークス

2017 / 日本 / 1h58

瀬田なつき
橋本愛 / 永野芽郁 / 染谷将太

©2017 本田プロモーション BAUS

6/17 - 6/23

トクマルシューゴ

井の頭公園の近くに住む女子大生の
純は、ひょんなことから高校生のハル、
音楽スタジオで働くトキオと出会う。
50 年前にハルの亡き父が歌声を吹き
込んだオープンリールテープを発見
した３人は、その曲を完成させようと
奔走するが…。若手監督・俳優の瑞々
しい感性が光る青春音楽映画。

サクロモンテの丘
ロマの洞窟フラメンコ

2014 / スペイン / 1h34

チュス・グティエレス
クーロ・アルバイシン/ライムンド・エレディア

6/17 - 6/23

多数のフラメンコ・アーティストを輩
出したスペインのサクロモンテ地区。
迫害を受けたロマたちが集い、イスラ
ム文化と融合して独自の文化を形
成してきた。激動の時代を生き抜い
たダンサーや歌い手、ギタリストなど
に取材し、コミュニティのルーツと記
憶を紐解くドキュメンタリー。

標的の島 風（かじ）かたか

2017 / 日本 / 1h59
ナレーション：三上智恵

©『標的の島 風かたか』製作委員会

6/17 - 6/23

沖縄県民の抵抗を無視して強行され
る辺野古の米軍新基地建設、高江
のヘリパッド建設、そして先島諸島
の自衛隊配備・ミサイル基地建設。
それらが意味しているものとは何か？

『標的の村』『戦場ぬ止み』に続き、
三上智恵監督が沖縄の基地問題の
現実を告発するドキュメンタリー。

いつまた、君と
何日君再来（ホーリージュンザイライ）

2017 / 日本 / 1h54

山本むつみ深川栄洋
尾野真千子 / 向井理 / 岸本加世子 / 駿河太郎

©2017「いつまた、君と　何日君再来」製作委員会

6/24 -

芦村朋子

81歳になった芦村朋子は亡き夫・
吾郎との思い出を綴っていたが、途
中で病に倒れてしまう。代わって手
記をまとめることになった孫の理は、
祖父母が歩んできた戦中戦後の波
乱の道のりと、家族の絆を知ってゆ
く。俳優・向井理が自身の祖母の手
記を映画化した感動作。

ハクソー・リッジ

2016 /アメリカ-オーストラリア/ 2h19

メル・ギブソン
アンドリュー・ガーフィールド/サム・ワーシントン

©Cosmos Filmed Entertainment Pty Ltd 2016

6/24 -

スプリット

2017 / アメリカ / 1h57

M・ナイト・シャマラン
ジェームズ・マカヴォイ/アニヤ・テイラー＝ジョイ

©2017 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

6/24 - 7/7

正体不明の男に拉致された女子高
生３人組。密室で目覚めた彼女たち
はやがて、この男が23もの人格を持
つことを知る。激しく入れ替わる人格
と攻防を繰り広げ脱出を試みるが…。

『ヴィジット』で健在ぶりをみせつけ
たシャマラン監督と、変幻自在のＪ・
マカヴォイが放つ衝撃スリラー。

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

2017 / 日本 / 1h45

松谷光絵
ターシャ・テューダー / セス・テューダー

©Richard W Brown

6/24 - 6/30

92歳までバーモントの山奥で創作を
続けながら、自然に寄り添う人生哲学
を貫いた絵本作家ターシャ・テュー
ダー。10 年にわたり撮影されたドキュ
メンタリーに、未公開の秘蔵映像を
加え、完全版として甦る。スローライ
フの母から忙しすぎる現代人へ、人生
を豊かにする鍵を教えましょう。

モン・ロワ
愛を巡るそれぞれの理由

2015 / フランス / 2h06

マイウェン
ヴァンサン・カッセル/エマニュエル・ベルコ

©2015 / LES PRODUCTIONS DU TRESOR - STUDIOCANAL

6/24 - 6/30

事故で重傷を負った女性弁護士トニー
は、元夫ジョルジオとの波乱に満ちた
時間を振り返っている。10年前の再会、
激しく惹かれあった日々、そして結婚。
男の身勝手さに翻弄されながら、なぜ
愛さずにはいられなかったのか。愛の
様々な局面を真正面から描ききる。

第 68 回カンヌ国際映画祭 
女優賞 受賞

ハードコア

2016 / ロシア-アメリカ / 1h36

イリヤ・ナイシュラー
シャールト・コプリー / ヘイリー・ベネット

©2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

6/24 - 6/30

見知らぬ研究施設で目覚め、事故で
激しく損傷した自分の肉体がサイボー
グ化されているのを知ったヘンリー。
謎の組織にさらわれた妻を救うため、
超人的な能力を発揮して敵に立ち向
かう！全編が主人公の主観映像で構
成された究極の体感アクションムー
ビー。驚愕の映像革命を目撃せよ！

兄に愛されすぎて困ってます

2017 / 日本 / 1h39

夜神里奈 河合勇人
土屋太鳳 / 片寄涼太 / 千葉雄大 / 草川拓弥

©2017「兄こま」製作委員会  © 夜神里奈／小学館

6/30 -

高校２年生のせとかは告白12 連敗
中。そんなせとかの前にいろんなタイ
プのイケメンが急接近！そこに血の
繋がらないツンデレお兄・はるかも参
戦してきて―?! 非モテ女子に突然訪
れた兄系イケメンズ・フェスティバル！
甘く切なくちょっぴりキケンな、究極
の “愛されすぎ”ムービー誕生！

それいけ！アンパンマン
ブルブルの宝探し大冒険！

2017 / 日本 / 1h00 予定
戸田恵子 / 中尾隆聖 / 多部未華子 / キャイ～ン

7/1 -

ライオンの男の子ブルブルは、お父さ
んから渡された宝の地図を持って
旅に出た。強がっているけれど怖が
りなブルブルをアンパンマンたちは
手伝うことになるが、宝物を横取りし
ようとバイキンマンもやってくる。さ
あ、アンパンマンたちと一緒に楽しい
冒険の旅に出よう！

劇場版 Free!
-Timeless Medley- 約束

2017 / 日本 / 時間未定

おおじこうじ河浪栄作
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 TM 約束

7/1 -

水泳にかける少年たちの熱い想いや心
のやりとりを描いたTVアニメ「Free !」
が、２本の劇場版として再構築され、
新規エピソードとともにスクリーンに
登場！競泳選手として世界の舞台に
立つという亡き父の夢を追い求めて
きた凛が、親友の宗介との過去の思い
に向き合う姿を描く感動の後編。 

ボヤージュ・オブ・タイム

2016 / フランス - ドイツ - アメリカ /1h30

テレンス ･ マリック
ナレーション：ケイト・ブランシェット

©2016 Voyage of Time UG (haftungsbeschränkt). All Rights Reserved.

6/17 - 6/23

『ツリー・オブ・ライフ』のテレンス・
マリック監督が、革新的な視覚効果
を用いて宇宙の壮大な足跡を映し出
すドキュメンタリー。爆発により宇宙
が誕生し、惑星が変化を遂げるなか
で、生命は宿り育まれてきた。自然科
学から見た生命の年代記を辿りな
がら、人類の未来を探究する。

光

2017 / 日本 - フランス - ドイツ / 1h42

河瀨直美
永瀬正敏 / 水崎綾女 / 神野三鈴 / 小市慢太郎

7/1 - 7/7

視覚障害者向けの映画音声ガイド制
作を仕事にする美佐子が、カメラマン
の雅哉と出逢う。彼は命よりカメラを
大事にするほど写真にのめり込んで
いたが、次第に視力を失ってゆく運
命にあり…。日本中を感動で包んだ

『あん』の河瀨直美監督と永瀬正敏
が生み出した至高のラブストーリー。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS / KINOSHITA、
COMME DES CINEMAS、Kumie

©2015 X Filme Creative Pool GmbH / ED Productions Sprl / WDR /
Arte / Potemkino / ARRI MEDIA©2017 WARNER BROS. ENT. INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED

AND RATPAC-DUNE ENT. LLC

©MEMENTOFILMS PRODUCTION - ASGHAR FARHADI PRODUCTION
 - ARTE FRANCE CINEMA 2016

第 89 回アカデミー賞
外国語映画賞 受賞

© やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV © やなせたかし／アンパンマン製作委員会 2017

©2016 Irresistible Alpha Limited, Edko Films Limited, Focus Films Limited, Good Friends 
Entertainment Sdn Bhd. All Rights Reserved.

昼顔

2017 / 日本 / 2h05

井上由美子西谷弘
上戸彩/斎藤工/伊藤歩/平山浩行

©2017 フジテレビジョン　東宝 FNS27 社

6/10 -

互いに家庭を持つ身でありながら惹
かれ合い、一線を越えてしまった紗
和と裕一郎。関係が明るみになり別
れを余儀なくされてから三年。再び
めぐりあった二人はかつての愛を振
り切れずに逢瀬を重ねていくが…。
社会現象となった “昼顔”衝撃の結
末！運命の歯車が再び動き出す―。

鈴木ゆかり

2017 / 日本 / 1h57

入江悠 
藤原竜也 / 伊藤英明 / 夏帆 / 野村周平

平田研也

一切の武器を持たず太平洋戦争の激戦
地、沖縄「ハクソー・リッジ」を駆け回り、
75人もの命を救った衛生兵がいた。彼は
なぜ武器を持つことを拒み、味方だけで
なく敵の命をも救い続けたのか。『沈黙』
の熱演も記憶に新しい、アンドリュー・ガー
フィールド主演の衝撃の実話。

第 89 回アカデミー賞
編集賞／録音賞 受賞

第 27 回ヴェネチア国際映画祭
金獅子賞 受賞

八戸でこのように表記していますが、いかがでしょうか？八戸でこのように表記していますが、いかがでしょうか？八戸でこのように表記していますが、いかがでしょうか？

矢野博之 やなせたかし

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


