
2015 / イギリス - アメリカ / 1h44

ビル・コンドン
イアン・マッケラン / ローラ・リニー / 真田広之

©Agatha A Nitecka / SLIGHT TRICK PRODUCTIONS

4/23 -

93歳のシャーロック・ホームズが、探
偵引退の原因となった30年前の未解
決事件に再挑戦するという画期的な
ミステリー。10歳の少年を助手に迎
えて挑む、最後の推理の結末は…？
名優イアン・マッケランが老ホーム
ズを味わい豊かに演じ、謎のカギと
なる日本人として真田広之が登場。

Mr. ホームズ 名探偵最後の事件

追憶の森
©2015 Grand Experiment, LLC.

4/29 -

富士の樹海で、満身創痍の日本
人男性と出会ったアメリカ人の
アーサー。死に場所を求めてやっ
て来たアーサーだったが、男と
ともに森の出口を探すことにな
り…。日米のスター競演が実現

したガス・ヴァン・サント監督最新
作。傷ついた魂の再生を描く感動
のスピリチュアル・ミステリー。

2015 / アメリカ / 1h50

ガス・ヴァン・サント
マシュー・マコノヒー / 渡辺謙 / ナオミ・ワッツ

4/29 -

競技かるたに情熱を懸ける幼なじみ
の３人、千早・太一・新を始めとした
高校生たちのまぶしいほどに熱い夏
が遂に始まる！原作者に「完璧」「原
作を超えている」「悔しい」とまで
言わしめた、友情・恋愛・成長と思
春期のすべてが詰まった新時代の青
春ドラマの金字塔、いよいよ完結！

ちはやふる - 下の句 -

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

2016 / 日本 / 1h42

小泉徳宏
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

末次由紀

復活

2016 / アメリカ / 1h47

ケヴィン・レイノルズ
ジョセフ・ファインズ / トム・フェルトン

星ガ丘ワンダーランド

2015 / 日本 / 1h51

柳沢翔
中村倫也 / 新井浩文 / 佐々木希 / 木村佳乃

探偵なふたり

2015 / 韓国 / 2h00

キム・ジョンフン
クォン・サンウ / ソン・ドンイル

©2015「星ガ丘ワンダーランド」製作委員会

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.

5/28 - 6/175/21 - 6/3

6/4 - 6/10

星ガ丘駅の落とし物預かり所で働く
温人のもとに、母親が自殺したと知
らせが届く。20 年前、家族を置いて
去っていった母に何があったのか？
義理の妹弟や、疎遠になっていた兄
を訪ね、温人は母の過去と死の真相
を探り始める…。至極のミステリー
の先に、切なく、温かな真実が待つ。

古代ローマ帝国時代。処刑されたイ
エス・キリストが復活したという噂が
流れ、刑を執行した司令官がその調
査に赴く。そこで彼が目にしたものと
は…。非キリスト教徒のローマ人の
視点から、イエス復活の物語をミス
テリータッチで描く。３作連続公開
されるクリスチャン映画の第１弾。

警察の捜査に首を突っ込みたがる推
理オタクのマンガ喫茶店長と、今や
左遷された身の熱血ベテラン刑事。
犬猿の仲のふたりが難事件解決の
ため手を組むことになるが…。凸凹コ
ンビは真犯人を暴くことができるの
か!? クォン・サンウのコミカルな魅
力が炸裂するコメディ・ミステリー!!

マクベス
©2015 / STUDIOCANAL S.A. - Channel Four Television Corporation 2015

5/13 -

2015 / イギリス / 1h53

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

ウィリアム・シェイクスピア

シェイクスピア没後 400年とな
る今年、四大悲劇の中でも最高
傑作と称される「マクベス」が
新解釈で映画化。野心に囚わ
れた男と野心を操る女が堕ちて
ゆく、地獄に一番近い愛の物語。

ファスベンダー＆コティヤールの息
を呑む競演や、アーティスティッ
クな戦闘シーンにも注目したい。

64 ロクヨン 前編

©2016 映画「64」製作委員会

5/7 -

2015 / 日本 / 2h01

瀬々敬久
佐藤浩市 / 綾野剛 / 榮倉奈々 / 瑛太

横山秀夫

昭和64年、そのわずか７日の間
に発生した凄惨な誘拐殺人事
件は「ロクヨン」と呼ばれ、未解
決のまま時効を間近に迎えてい
た。一方、突然不可解な異動を命
じられた刑事・三上の周囲では

奇妙な動きが起き始め…。横山秀
夫原作のベストセラー小説を超豪
華出演陣により２部作で映画化！

高台家の人々
©2016　フジテレビジョン　東宝　集英社 © 森本梢子／集英社

6/4 -

不器用で口ベタな平野木絵は妄
想癖の持ち主。イケメンエリート
の高台光正がそんな彼女に魅力
を感じたのは、“人の心が読める”
光正が木絵の妄想に惹かれたか
らだった。妄想女子とテレパス

王子、２人の恋の行方は？森本梢
子原作の人気ラブコメ漫画を綾瀬
はるか＆斎藤工主演で映画化！

スポットライト 世紀のスクープ

2015 / アメリカ / 2h08

トム・マッカーシー
マーク・ラファロ / マイケル・キートン

Photo by Kerry Hayes © 2015 SPOTLIGHT FILM, LLC

上映中

2002年、米国の地方新聞が特集記
事《スポットライト》で、カトリック
教会によるおぞましい犯罪を告発し
た。記者たちはいかにして教会とい
うタブーに切り込み、暗闇に眠る真
実を照らし出したのか。驚くべき実話
の内幕を描く社会派ドラマの傑作。

レヴェナント 蘇えりし者

2015 / アメリカ / 2h37

アレハンドロ・Ｇ・イニャリトゥ
レオナルド・ディカプリオ / トム・ハーディ

坂本龍一

©2016 Twentieth Century Fox

上映中

大自然が猛威を振るう19世紀アメリ
カの荒野。仲間の裏切りによって最
愛の息子を喪った男が、激しい怒り
を胸に復讐の旅に発つ。圧倒的な臨
場感で描かれる壮絶なサバイバル・
ドラマ。ディカプリオが鬼気迫る演
技で悲願の初オスカーを獲得した。

モヒカン故郷に帰る
©2016「モヒカン故郷に帰る」製作委員会

上映中

売れないバンドマンの永吉は、恋人
の妊娠を機に７年ぶりに帰郷する。
久々の一家団らんかと思いきや、父の
ガンが発覚。永吉たちは右往左往し
ながらも離れていた時間を埋めてゆ
くのだが…。家族が集まれば、最高で
最強！沖田修一監督が現代の家族の
悲喜こもごもを描くホームドラマ。

2016 / 日本 / 2h04
松田龍平 / 柄本明 / 前田敦子 / もたいまさこ

沖田修一

2016 / 日本 / 1h50

中島かずき三池崇史
伊藤英明 / 武井咲 / 山下智久 / 山田孝之

貴家悠 / 橘賢一

テラフォーマーズ
© 貴家悠・橘賢一／集英社 ©2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

4/29 -

火星移住に先立つ「火星地球
化計画」のため、人類が “ある生
物” を火星へ放ってから500 年
後。凶暴な異常進化を遂げたそ
の生物＝テラフォーマーを駆除
すべく、15人の日本人が火星に

送り込まれ…。三池崇史監督による
大ヒットコミックの実写化。人類史
上最悪の敵との戦いが、今始まる！

世界から猫が消えたなら
©2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会

5/14 -

ルーム

さざなみ

©Element Pictures/Room Productions Inc/Channel Four Television Corporation 2015

©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

5/14 -

5/28 - 6/17

2016 / 日本 /1h42

永井聡
佐藤健 / 宮﨑あおい / 濱田岳 / 奥田瑛二

川村元気

ある小さな部屋に閉じ込められ
て暮らす母と幼い息子。突然の
監禁から７年、「部屋」しか知ら
ない息子に本当の世界を見せる
ため、母は全てを懸けて脱出を
決意する―。スリリングな脱出

結婚45周年を迎える夫婦の信
頼関係が、ある一通の手紙を
きっかけに崩れていくさまを、男
女の愛や結婚観の違いを交えつ
つ描く。大女優シャーロット・ラ
ンプリングの新たな代表作と言

劇と母子の強い愛を描き、未曾有
の感動を呼ぶサスペンス・ドラマ。

うべき人間ドラマの傑作。彼女が見
せるラストの表情には心が震える。

余命わずかの僕の前に、自分と同
じ姿の悪魔が現れた。大切なも
のを消すことと引き換えに１日の
命を与えるという。失われていく世
界の中で触れる、かつての恋人、
親友、父、亡き母の想い。そして

最期の日、僕はある決断をする…。
今年最も泣けると話題の、川村元気
のベストセラーがついに映画化。

2015 / アイルランド - カナダ / 1h58

レニー・アブラハムソン
ブリー・ラーソン / ジェイコブ・トレンブレイ

エマ・ドナヒュー

火の山のマリア

2015 / グアテマラ - フランス / 1h33

ハイロ・ブスタマンテ
マリア・メルセデス・コロイ / マリア・テロン

©LA CASA DE PRODUCCION y TU VAS VOIR-2015

5/28 - 6/10

先住民族マヤ人が困窮にあえぎながら
暮らすグアテマラの火山のふもと。想
いを寄せる青年とのアメリカ行きを夢
見る17歳のマリアにも、過酷な現実が
次 と々襲いかかり…。太古からの文化と
現代文明の狭間に揺れるマヤ人の生活
を力強く活写したヒューマンドラマ。

第65 回ベルリン国際映画祭 
銀熊賞 受賞

偉大なるマルグリット

2015 / フランス / 2h09

グザヴィエ・ジャノリ
カトリーヌ・フロ / アンドレ・マルコン / クリスタ・テレ

©2015 - FIDELITE FILMS - FRANCE 3 CINEMA - SIRENA FILM - SCOPE PICTURES - 
JOUROR CINEMA - CN5 PRODUCTIONS - GABRIEL INC.

5/21 - 6/3

1920年代のフランス。マルグリット
夫人は歌うことが大好きだったが、
自分が絶望的な音痴であるという自
覚をまったく持っていなかった。さら
に儀礼で送られただけの拍手を真
に受け、本格的なリサイタルを開こう
として…。実在した“音痴の歌姫 ” を
モデルに描く、前代未聞の感動作！

2016 / 日本 / 1h50 予定

土方政人
綾瀬はるか / 斎藤工 / 水原希子 / 間宮祥太朗

森本梢子

2015 / イギリス / 1h35

アンドリュー・ヘイ
シャーロット・ランプリング / トム・コートネイ

ボーダーライン

2015 / アメリカ / 2h01

ドゥニ・ヴィルヌーヴ
エミリー・ブラント / ベニチオ・デル・トロ

©2015 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Richard Foreman Jr. SMPSP

5/7 - 5/20

FBI 捜査官のケイトはメキシコの麻
薬カルテル壊滅を目的とする特殊
チームに抜擢される。そこで目にした
ものは、暴力に支配された街で、非
合法な手段を駆使するチームの方針
だった。善悪の境界で揺れる倫理観
を、『灼熱の魂』のドゥニ・ヴィルヌー
ブ監督が一切の妥協なく描ききる。

2015 / アメリカ / 2h04

アントワン・フークア
ジェイク・ギレンホール / レイチェル・マクアダムス

グランドフィナーレ

2015 / イタリア - フランスほか / 2h04

パオロ・ソレンティーノ
マイケル・ケイン / ハーヴェイ・カイテル

©2015 INDIGO FILM, BARBARY FILMS, PATHE PRODUCTION, FRANCE 2 
CINEMA, NUMBER 9 FILMS, C -FILMS, FILM4

6/4 - 6/24

高級ホテルでバカンスを過ごす老作
曲家のもとに、エリザベス女王から指
揮の依頼が舞い込む。ある理由から
頑なに断るが…。さまざまな人生の
交錯に、老境の男は何を見出すのか。
陶酔へと誘う荘厳な映像美で、人生
を真っ向から描ききったイタリアの奇
才パオロ・ソレンティーノ監督作。

岡田惠和

サウスポー
Artwork©2015 The Weinstein Company LLC. All Rights Reserved.

6/3 -

ビリーは無敗を誇るボクサー
だったが、自身の起こした騒動
によって妻を亡くし、王座から
も転落してしまう。どん底の日々
が続く中、娘との絆のため再起
に挑むが…。驚異の肉体改造を

遂げたジェイク・ギレンホールが主
人公を熱演！強烈な感動が押し寄
せる王道ボクシング・ストーリー !!

第 88 回 アカデミー賞 
作品賞／脚本賞 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
主演男優賞／監督賞／撮影賞 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
主演女優賞 受賞

第 65 回 ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞・男優賞） 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


