
ライチ☆光クラブ

2015 / 日本 / 1h54
野村周平 / 古川雄輝 / 中条あやみ / 間宮祥太朗

不屈の男 アンブロークン

2014 / アメリカ / 2h17
ジャック・オコンネル / ドーナル・グリーソン

©2015『ライチ☆光クラブ』製作委員会

©2014 UNIVERSAL STUDIOS

内藤瑛亮

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンアンジェリーナ・ジョリー

2/27 -

3/5 - 3/18

古屋兎丸

９人の少年たちが結成した秘密基地
“ 光クラブ ”。醜い大人を憎み、永遠
に美しい14歳であることを望む彼ら
は、ある目的のために人造人間 “ ラ
イチ” を作り上げるのだが…。旬な若
手俳優の競演で古屋兎丸のカルトコ
ミックを実写化。少年たちの愛憎と裏
切りを耽美的に描く青春残酷物語。

第２次世界大戦で日本軍の捕虜と
なったオリンピック選手が、過酷な収
容所生活に不屈の精神で立ち向かう
姿を描く。脚本コーエン兄弟、撮影ロ
ジャー・ディーキンス、音楽アレクサ
ンドル・デスプラなど、超一流スタッ
フが結集し、アンジェリーナ・ジョ
リーが監督を務めた戦争ドラマ。

LIVE! LOVE! SING! 
生きて愛して歌うこと 劇場版

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

2015 / 日本 / 1h40

井上剛
石井杏奈 / 渡辺大知 / 木下百花 / 柾木玲弥

©2015 NHK

2/27 - 3/4

神戸の女子高に通う朝海のもとに、故
郷福島に留まる同級生からメールが届
く。「立入禁止区域の母校に埋めたタ
イムカプセルを掘り出そう」。同じ誘い
を受けたクラスメイトと共に長い旅路
に出るのだが…。思春期の少年少女
の心の揺れを「あまちゃん」の監督が
リアルに描いた青春ロードムービー。

広河隆一 人間の戦場

2015 / 日本 / 1h38

長谷川三郎
広河隆一

©2015 aureo

3/5 - 3/11

反骨のフォトジャーナリスト、広河隆
一。イスラエル軍によるパレスチナ
難民虐殺事件や、チェルノブイリの
放射能汚染を告発してきた彼は、そ
のような人間の尊厳が奪われている
場所を「人間の戦場」と呼ぶ。『ニッ
ポンの嘘』の長谷川三郎監督が広河
氏の活動を追ったドキュメンタリー。

サウルの息子

2015 / ハンガリー / 1h47

ネメシュ・ラースロー
ルーリグ・ゲーザ / モルナール・レヴェンテ

©2015 Laokoon Filmgroup

2/27 - 3/18

1944年アウシュヴィッツ。同胞のユダヤ
人をガス室に送りこむ〈ゾンダーコマ
ンド〉のサウルは亡き息子を正しく埋葬
しようと極限状態の中、奔走する。カン
ヌを震撼させた撮影法と演出、無名の
新人監督の衝撃のデビュー作。人間の
尊厳をかけた１人の男の魂の２日間！

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

ドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2/27 - 3/11

ダニエル・リー

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの衰え
知らずの立ち回りと、砂嵐のなか繰り
広げられる戦闘シーンが圧巻。

お母さん、いい加減
あなたの顔は忘れてしまいました

2015 / 日本 / 1h42

遠藤ミチロウ
中田圭吾 / 澄田健 / 岡本雅彦 / クハラカズユキ

ちはやふる - 上の句 -

2016 / 日本 / 1h51

小泉徳宏
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

ビューティー・インサイド

2015 / 韓国 / 2h07

ペク
ハン・ヒョジュ / パク・ソジュン / 上野樹里

©2015 SHIMAFILMS©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

©2015 NEXT ENTERTAINMENT WORLD. All Rights Reserved.

3/19 - 3/253/19 -

4/2 - 4/15

末次由紀

過激なパフォーマンスと類まれなる
歌詞世界で時代を築いたミュージ
シャン遠藤ミチロウ。東日本大震災
を機に、故郷である福島、そして家
族を初めて顧みた遠藤はプロジェク
トFUKUSHIMA を始動させる。旅
するように歌い続ける一人の男の、
実直で力強い生きざまを見届けよ。

“ 競技かるた ” でいつも一緒に遊んで
いた千早・太一・新の幼なじみ３人組。
新が遠くへ引越して離れ離れになって
しまうが、高校生になった千早は新
に会いたい一心で太一とともにかる
た部を設立。それぞれの想いを胸に
全国大会を目指す―。ヒロイン広瀬
すずの魅力が弾ける青春映画！

目覚めるたびに老若男女を問わず
姿が変わってしまう男キム・ウジン。
ある日、家具屋で働く女性に一目惚
れしたウジンは、彼女に告白しよう
と決心するが…。ウジンを演じるの
はなんと123人の俳優たち！ユニー
クな設定で愛の本質に迫る韓国発
のファンタジックラブストーリー。

牡蠣工場（かきこうば）

2015 / 日本 - アメリカ / 2h25
想田和弘

©Laboratory X, Inc.

3/26 - 4/1

リップヴァンウィンクルの花嫁

2016 / 日本 / 3h00

岩井俊二
黒木華 / 綾野剛 / Cocco/ 原日出子

©RVW フィルムパートナーズ

3/26 -

暗殺教室  - 卒業編 -

2016 / 日本 / 2h00 予定

羽住英一郎
山田涼介 / 二宮和也 / 桐谷美玲 / 菅田将暉

©2016 フジテレビジョン 集英社 ジェイ・ストーム 東宝 ROBOT © 松井優征／集英社

3/25 -

松井優征

２学期を迎え、残された暗殺の時間
もあと半年。そんな中、ある暗殺者の
登場によって殺せんせーの悲しき過
去が判明、Ｅ組は分裂してしまい…。

「暗殺」か「救済」か、Ｅ組が導き出し
た答えとは？そして地球の命運は？
笑えて涙する、殺せんせー最後の授
業が始まります！ヌルフフフフ♪

僕だけがいない街

2016 / 日本 / 2h00

平川雄一朗
藤原竜也 / 有村架純 / 石田ゆり子 / 杉本哲太

©2016 映画『僕だけがいない街』製作委員会

3/19 - 

三部けい

身近に事件や事故が起きると、その
原因を取り除かない限り自動的に時
間が戻り、何度も同じ時間を繰り返
す「リバイバル」という現象に巻き込
まれた悟。ある日、悟の母が殺され
たことでリバイバルが発生。なんと18
年も前に戻ってしまい…。大人気 SF
ミステリーコミックが実写映画化！

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン
ジュディ・デンチ / マギー・スミス

メニルモンタン
２つの秋と３つの冬 リザとキツネと恋する死者たち

2014 / ハンガリー / 1h38

ウッイ・メーサーロシュ・カーロイ
モーニカ・バルシャイ / デヴィッド・サクライ

2013 / フランス / 1h30

セバスチャン・ベベデール
ヴァンサン・マケーニュ / モード・ウィラー

©ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS2013

3/5 - 3/183/5 - 3/18

1970 年代のブダペスト。孤独なリザ
の心の支えは日本の恋愛小説と、彼
女にしか見えない日本人歌手の幽霊・
トミー谷だけ。そんな彼女の周囲で、
奇妙な殺人事件が相次いで起きるの
だが…。強烈なキャラとヘンテコな昭
和歌謡がクセになる！ハンガリー発
の新感覚ファンタジー・コメディ!!

美大を出たものの無職のまま33歳
を迎えたアルマンが、偶然出会ったア
メリに一目惚れ。その日暮らしの冴え
ないアルマンと男運のないアメリ、２
人の恋の行方は…？パリのはずれメ
ニルモンタンで繰り広げられる、小さ
な恋の物語。ヴァンサン・マケーニュ
の愛すべきダメ男っぷりが見事！

2014 / フランス / 1h33

マレーネ・イヨネスコ
ウリヤーナ・ロパートキナ / アニエス・ルテステュ

©2014 DELANGE PRODUCTION

3/12 - 3/25

世界最高峰のバレエ団、ロシアのマ
リインスキー・バレエで20年にわた
りプリンシパルを務めるウリヤーナ・
ロパートキナのドキュメンタリー。

「瀕死の白鳥」をはじめとした舞台映
像のほか、プライベートにおける知
られざる素顔にも迫り、伝説のバレ
リーナの魅力を多角的に映し出す。

ロパートキナ 孤高の白鳥

ディーパンの闘い

2015 / フランス / 1h55

ジャック・オディアール
アントニーターサン・ジェスターサン / カレアスワリ・スリニバサン

©2015 WHY NOT PRODUCTIONS - PAGE114 - FRANCE 2 CINEMA

4/2 - 4/15

内戦下のスリランカで全てを失った
ディーパンは、見ず知らずの女と少女と
ともに家族を装い、フランスへ入国した。
しかし平穏な暮らしを目前に、３人は再
び暴力に襲われる…。移民問題に揺れ
る欧州の現状を背景に、新たな家族の
ために闘う男の姿が胸を打つ傑作。

第 68 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

SNSで知り合った男と結婚した七
海。しかし直後に男の浮気が発覚。し
かも逆に浮気の罪を着せられて家を
追い出されてしまう。苦境に立つ七海
に「なんでも屋」を名乗る安室は次々
と奇妙なバイトを斡旋するのだが…。
実写の長編劇映画としては12 年ぶ
りとなる、待望の岩井俊二監督作。

ディーン、君がいた瞬間（とき）

2015 / カナダ - ドイツ - オーストラリア /1h52

アントン・コービン
デイン・デハーン / ロバート・パティンソン

Photo Credit:Caitlin Cronenberg,©See-Saw Films

3/12 - 4/1

1955年、L IFE 誌の若手写真家デニ
ス・ストックは、無名の俳優ジェーム
ズ・ディーンに出会う。彼にスター性
を見出したストックは、LA、NY と
彼を追う。意気投合した２人の旅は
続き、ディーンの故郷へと向かう―。
二つの若い才能の邂逅。その一瞬を
シャッターを切るように焼きつけた。

岡山県牛窓の牡蠣工場を舞台とした、
想田和弘監督の「観察映画」第６弾。
さながら小宇宙のように、牡蠣工場
には様々な問題の縮図が浮かび上
がってくる。グローバル化、少子高齢
化、過疎化、第一次・第二次産業の
苦境、労働問題、移民問題、震災の
余波…。果たして牡蠣工場の運命は？

Maiko ふたたびの白鳥

2015 / ノルウェー / 1h10

オセ・スベンハイム・ドリブネス
西野麻衣子 / 西野衣津栄

4/2  - 4/15

東洋人で初めてノルウェー国立バレ
エ団のプリンシパルとなったバレエ
ダンサー西野麻衣子。30代を迎えて
出産を経た彼女は、「白鳥の湖」の一
人二役、三十二回転の大技が組み込
まれている難役で舞台への復帰を決
意。家族に支えられながら新たなス
テージへと挑戦する姿を追いかける。

映画誌「キネマ旬報」「映画秘宝」で、と
もに年間ベスト１に選ばれ、アカデミー
賞にも多数ノミネートするなど2015
年の映画界を席巻した傑作を再上映！
とどまることを知らないハイテンショ
ン・カーアクションの圧倒的な面白さ!!
あの興奮をスクリーンでもう一度!! ! !

2015 / オーストラリア / 2h00

ジョージ・ミラー
トム・ハーディ / シャーリーズ・セロン

©2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED

3/5 - 3/18

2014 / オランダ / 1h38

エディ・ホニグマン
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団

©2014 Cobos Films & AVRO

3/5 - 3/18

ウィーン・フィル、ベルリン・フィル
とともに世界三大オーケストラと称さ
れるオランダのロイヤル・コンセルト
ヘボウ管弦楽団の創立 125 周年ワー
ルドツアーに密着。世界各地の聴衆
の姿を通じ、音楽と人生の結びつき
を感動的に浮かび上がらせたロード
ムービー的音楽ドキュメンタリー。

ロイヤル・コンセルトヘボウ
オーケストラがやって来る

クエンティン・タランティーノ

ヘイトフル・エイト

2015 / アメリカ / 2h48
サミュエル・Ｌ・ジャクソン / カート・ラッセル

©Copyright MMXV Visiona Romantica, Inc. All rights reserved.

2/27 -

吹雪で山小屋に立ち往生するワケあり
な男女８人の間で、謎の殺人事件が発
生。いったい犯人は誰だ!?タランティー
ノ監督最新作は、『レザボア・ドッグス』
がパワーアップしたような心理戦が展
開する密室ミステリー西部劇。緻密に
張り巡らされた伏線を見逃すな！

スティーブ・ジョブズ

2015 / アメリカ / 2h02

ダニー・ボイル
マイケル・ファスベンダー / ケイト・ウィンスレット

©Universal Pictures ©Francois Duhamel

3/12 - 3/25

ウォルター・アイザックソン

これはMac 誕生秘話でも伝記でもな
い。ダニー・ボイル監督×『ソーシャ
ル・ネットワーク』の脚本家が描くのは
伝説となったジョブズのプレゼンテー
ション舞台裏！膨大なセリフと圧巻の
演技、そしてスタイリッシュな映像が生
み出す緊迫のエンターテインメント！

第 88 回 アカデミー賞
主演男優賞／助演女優賞 ノミネート

2014 / アメリカ / 1h40
マイカ・モンロー / キーア・ギルクリスト

イット・フォローズ
©2014 It Will Follow. Inc,

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

2/20 - 3/4

3/4 -

デヴィッド・ロバート・ミッチェル

“それ”は感染者にしか見えない。“そ
れ” は人間ではない異形の何かであ
り、ゆっくりと確実に近づいてくる。
そして捕まったら必ず殺されてしま
う―。“ それ” の呪いをうつされた少
女はこの恐怖から逃げ切ることがで
きるのか!? 斬新な設定で話題沸騰
中の青春ホラー！とにかく恐い!!

悠々自適な隠居生活を求めてインド
にやってきたイギリス人シニアたち
の群像劇『マリー・ゴールドホテル
で会いましょう』の続編。５人の男
女が若き支配人の結婚と、謎めいた
宿泊客の登場に翻弄されてゆく。色
鮮やかなインドを舞台に、人生を豊
かにするヒントが詰まった感動作。

©2016「エヴェレスト 神々の山嶺」製作委員会

3/12 -

世界最高峰エヴェレストに魅せられた
山岳カメラマン・深町誠と、孤高の天才
クライマー・羽生丈二。１台の古いカメ
ラによって運命的に出会った２人の男
は、呼吸すら困難な極限領域で、前人未
到の挑戦に挑む。映像化不可能と言わ
れた夢枕獏の世界的ベストセラーを豪
華キャストで映画化した感動超大作！

エヴェレスト
神々の山嶺（かみがみのいただき）

2016 / 日本 / 2h02
岡田准一 / 阿部寛 / 尾野真千子 / ピエール瀧

氷の花火 山口小夜子

2015 / 日本 / 1h37

松本貴子
山口小夜子 / 天児牛大 / 天野幾雄 / 入江末男

©KAZOU OHISHI ©2015「氷の花火 山口小夜子」製作委員会

3/12  - 3/25

1970年代、“ 日本人であること” を武
器にトップモデルに上り詰めた山口
小夜子。黒髪に切れ長の瞳、神秘的
な容姿に宿る情熱的な魂は、デザイ
ナーやクリエイターの創造力を駆り立
て、時代の先端を走り続けてきた。彼
女と親交があった人々の証言と、貴重
な映像でその人生を紐解いてゆく。

キャロル

2015 / アメリカ / 1h58

トッド・ヘインズ
ケイト・ブランシェット / ルーニー・マーラ

©2NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 
2014  ALL RIGHTS RESERVED

3/26 - 4/15

パトリシア・ハイスミス

1952年のＮＹ。高級百貨店で働くテ
レーズは、娘のプレゼントを買いにき
たエレガントな女性キャロルに心を奪
われ、本当の恋を知る。パトリシア・
ハイスミスが発表したベストセラー小
説を、トッド・ヘインズ監督が映画化。
女同士の美しい恋を描いた愛の名作。

第 88 回 アカデミー賞
主演女優賞／助演女優賞他 ６部門ノミネート

マッドマックス 怒りのデス・ロード
再上映

ヤクザと憲法

2015 / 日本 / 1h36
プロデューサー：阿武野勝彦

© 東海テレビ放送

2/20  - 3/4

暴力団対策法、暴力団排除条例が
施行され、減少し続けるヤクザ。指
定暴力団「二代目東組二代目清勇
会」にカメラが入り、「銀行口座が
作れない」「弁護士を雇えない」な
ど人権侵害を訴える姿を映し出す。 
社会と反社会、強者と弱者。彼らの
日常からニッポンの今が見えてくる。

ベテラン

2015 / 韓国 / 2h03

リュ・スンワン
ファン・ジョンミン / ユ・アイン / ユ・ヘジン

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

2/27 - 3/11

熱血漢のベテラン刑事率いる広域
捜査隊の５人。ある事件の背後に巨
大財閥の御曹司が絡んでいること
を突き止めた彼らは、捜査妨害に遭
いながらも巨大権力に立ち向かって
ゆくが…。韓国の財閥タブーをエン
ターテインメントに昇華させ、痛快爽
快に一刀両断する活劇アクション！

加藤正人 夢枕獏平山秀幸

第 88 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞他 10 部門 ノミネート

第 88 回 アカデミー賞
助演女優賞／撮影賞他 3 部門ノミネート

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


