
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

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

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

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

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

©LA CASA DE PRODUCCION y TU VAS VOIR-2015

©2014 DELANGE PRODUCTION

©KAZOU OHISHI ©2015「氷の花火 山口小夜子」製作委員会

Photo Credit:Caitlin Cronenberg,©See-Saw Films

3/26  - 4/1

3/19  - 3/253/12  - 3/18

3/12  - 3/18

4/2 - 4/15

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。

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。

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。

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。

1955年、LIFE 誌の若手写真家デニ
ス・ストックは、無名の新人俳優ジェー
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、密着取材を
依頼。たちまち意気投合した二人は
ディーンの故郷へと旅するのだった。
二つの若い才能の邂逅。その一瞬に
光をあてたアントン・コービン監督作。

あやしい彼女

バットマン vs スーパーマン
ジャスティスの誕生

ロパートキナ 孤高の白鳥新劇場版 頭文字D Legend３ - 夢現 -

家族はつらいよ

2016 / 日本 / 1h48

山田洋次
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

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

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 / アメリカ / 時間未定

ザック・スナイダー
ベン・アフレック / ヘンリー・カヴィル

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

2016 / 日本 / 2h05

水田伸生
多部未華子 / 倍賞美津子 / 要潤 / 小林聡美

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

©2016「家族はつらいよ」製作委員会 ©Universal Pictures ©Francois Duhamel

©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

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

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

©2016「あやカノ」製作委員会 ©2014CJ E&M CORPORATION ©2015 - WHY NOT PRODUCTIONS - PAGE 114 - FRANCE 2 CINEMA - PHOTO: PAUL ARNAUD

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

金田治

3/12 - 3/12 - 3/25

3/19 - 3/25 -

3/25 - 3/26 - 4/8

4/1 - 4/2 - 4/15

2016 / 日本 / 1h05
宮野真守 / 小野大輔 / 中村悠一 / 内田真礼

© しげの秀一／講談社・2016 新劇場版「頭文字 D」L3 製作委員会

中智仁

3/19 - 4/1

ウォルター・アイザックソン

三部けい 松井優征

クリストファー・ノーラン パトリシア・ハイスミス

しげの秀一 

結婚50年を目前に控えた平田夫妻。
夫は妻に誕生日プレゼントを贈ろう
と欲しいものを尋ねるが、その答えは
なんと「離婚届」だった！「男はつら
いよ」シリーズの山田洋次監督20 年
ぶりの喜劇作品。『東京家族』のキャ
ストが再結集し、滑稽で不完全な家
族の面々を共感たっぷりに演じる。

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！

身近に起こる事件 ･ 事故を止めなけ
れば、自動的に数分前に戻り、何度
で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、悟の母が殺害されリバイバルが
起こるが、そこはなんと18 年前だっ
た…。「マンガ大賞」などで話題の
SFミステリーがついに実写映画化！

２学期を迎え、残された暗殺の時間
もあと半年。そんな中、１人の暗殺
者の登場により、殺せんせーの驚愕
の悲しき過去が判明しＥ組は分裂し
てしまう。「暗殺」か「救済」か、Ｅ組
が導き出した答えとは？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♪

前作『マン・オブ・スティール』で英
雄から一転、皮肉にも人類の脅威と
化したスーパーマン。この事態を受
け、闇で悪と戦ってきたバットマン
は彼に対抗する決意を固める。お互
い正義＝ジャスティスの為に戦ってき
た２人がなぜいま敵対するのか。最
も有名な２大ヒーローが激突する！

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女性キャロルに
一瞬にして心を奪われる。惹かれあう
二人だが、キャロルには自分を偽らな
ければならない理由があった。抑制さ
れた1950年代に、自分に正直に生きた
いと願った二人の女性の軌跡を描く。

驚異的な走り屋の能力を覚醒させた
拓海と、名実ともにNo.1 の高橋涼介
のバトルが遂に始まる。互いの実力が
ぶつかり合う名勝負、伝説的な夜を制
するのは果たして…。かつて一世を風
靡したコミックをハイクオリティな映
像でリブートした新シリーズ最終章！
特別料金 1,300 円均一

73歳のばあちゃんが20歳に若返っ
ちゃった!? 思いがけず訪れた二度
目の青春を楽しもうと、ばあちゃんは
髪型も名前も変えて人生を再スター
ト！天性の歌声で周囲を魅了し、まさ
かのバンドデビューへと至るが…。可
愛いのに、どこか変。秘密を抱えたあ
やしい二十歳が日本中を席巻する！

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元兵士
のディーパン。暴力を放棄し、異な
る文化に適応しようとするが、「家
族」を守るため再び闘いへ身を投
じてゆく。混迷する欧州社会への
怒りがみなぎる人間ドラマの傑作。

猫なんかよんでもこない。

2015 / 日本 / 1h43
風間俊介 / つるの剛士 / 松岡茉優 / 市川実和子

©2015「猫なんかよんでもこない。」製作委員会

3/12 - 3/25

山本透 杉作

崖っぷちボクサーのミツオは犬派に
もかかわらず、兄が拾ってきた２匹の
子猫と暮らすことに。気ままな猫に振
り回される毎日だったが、夢が破れ
た日も、泣きたい夜も、ずっとそば
にいてくれたのはそんな猫たちだっ
た…。かわいすぎる猫とのかけがえ
ない日々を綴った猫映画の決定版！

2015 / アメリカ / 2h10

アダム・マッケイ
クリスチャン・ベール / ブラッド・ピット

マネー・ショート
華麗なる大逆転

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

4/2 - 4/15

世界経済を襲ったリーマンショックの
裏側でウォール街を出し抜いた４人の
アウトローたちがいた！金融業界の仰
天実話を超豪華キャストでユーモラス
かつドラマチックに描く。ウォール街の
巨大金融機関の権威も常識も全て敵に
まわした男たちの痛快すぎる大勝負!!

劇場版 しまじろうのわお！
しまじろうと えほんのくに

2016 / 日本 / 1h00 予定

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ / 杉本沙織 

©Benesse Corporation2016

3/11 -

ある日、しまじろうは幼い頃に大切
にしていた不思議な絵本を発見す
る。すると、どこからか自分を呼ぶ
声が聞こえてきて、あっという間に
絵本の世界へと吸いこまれてしまっ
た！しまじろうたちが活躍する劇場
版シリーズ第４弾。
一般 1,500 円／中学生以下 1,000 円

第65回ベルリン国際映画祭 銀熊賞 受賞

仮面ライダー１号

2016 / 日本 / 時間未定
藤岡弘、/ 西銘駿 / 岡本夏美 / 阿部力

©2016「仮面ライダー１号」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

3/26 - 

石ノ森章太郎

今から45年前に誕生した最初の仮
面ライダー・本郷猛は、長いあいだ
外国で悪と戦ってきた。しかし、とあ
る少女の危機を知り、急遽帰国。仲
間たちとともに立ち上がろうとする
のだが…。仮面ライダー1 号を演じ
るのは、もちろん藤岡弘、！究極の
ヒーローの勇姿を見届けよ！

完全なるチェックメイト

2015 / アメリカ / 1h55

エドワード・ズウィック
トビー・マグワイア / リーブ・シュレイバー

©2014 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Tony Rivetti Jr.

3/12 - 3/25

米ソ冷戦下の1972年。チェスの世
界王者決定戦で、アメリカの若きプ
レイヤー、ボビー・フィッシャーはソ
連の王者と対局する。一敗を喫した
フィッシャーが生み出した常軌を逸
した一手とは？天才にして変わり者
だったフィッシャーの半生と、手に
汗握るスリリングな試合模様を描く。

ニューヨーク
眺めのいい部屋売ります

©2014 Life Itself, LLC ALL Rights Reserved

3/5 - 3/11

2014 / アメリカ / 1h32

リチャード・ロンクレイン
モーガン・フリーマン/ダイアン・キートン

結婚生活40年。ブルックリンを一望
できる住み慣れた部屋を売ろうと決
意した夫婦。だが内覧会当日、トラ
ブルが続発し、事態は思わぬ方へと
転がってゆく。売るべきか、売らざる
べきか。紆余曲折ありながらも長年
連れ添った夫婦の心の機微を、名優
２人が軽やかな演技で魅せる。

さようなら

2015 / 日本 / 1h52

深田晃司
ブライアリー・ロング / 新井浩文 / ジェミノイドＦ

©2015 「さようなら」製作委員会

3/5 - 3/11

平田オリザ

放射能に汚染された近未来の日本。
取り残された難民のターニャは、ア
ンドロイドのレオナとともにひっそり
と最期のときを迎えようとしていた。
劇作家平田オリザとロボット工学の
第一人者・石黒浩による実験的戯曲
を映画化。人間とアンドロイドの共
演による、生と死の洞察譚。

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.

3/12 - 3/18

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！

恐怖分子　
台湾の鬼才エドワード・ヤンによる
恐るべき傑作が、いまスクリーンに蘇
る！銃声が響き渡る朝。何の接点もな
かった人々が、ある一本のいたずら電
話をきっかけに、奇妙な連鎖反応をも
たらし、やがて悪夢のような悲劇が起
こる。現代人の抱える狂気と孤独を浮
き彫りにするミステリー群像劇。

1986 / 香港ｰ台湾 / 1h49

エドワード ･ ヤン
コラ ･ ミャオ / リー ･ リーチュン

©CENTRAL PICTURES CORPORATION

3/26 - 4/1

PERSONA3 THE MOVIE
#4 Winter of Rebirth

2016 / 日本 / 1h45

田口智久
石田彰 / 豊口めぐみ / 鳥海浩輔 / 田中理恵

©ATLUS ©SEGA ／劇場版「ペルソナ 3」製作委員会

4/2 - 4/15

出会いと別れを繰り返し戦い続けて
きた結城理と仲間たちは、自らの進
む先に平穏な日々があると信じてい
た。だが、友人だと思っていた少年に
非情な現実を突き付けられる。人気
ゲーム「ペルソナ３」を原作とした劇
場用アニメーション「 PERSONA3 
THE MOVIE」シリーズの第４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巨篇！

エヴェレスト
神々の山嶺（かみがみのいただき）

2016 / 日本 / 2h03

加藤正人 夢枕獏平山秀幸
岡田准一 / 阿部寛 / 尾野真千子 / ピエール瀧

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.

4/2 - 4/15

吹雪の夜、山小屋に閉じ込められた
クセ者８人。素性が明らかになるに
つれ事態は生き残りをかけた殺人ミ
ステリーへと変貌を遂げる。70mm
フィルムで撮影されたタランティーノ
印100％のバイオレンス巨編。紅一点
J・J・リーがド肝を抜く演技を披露！

第 88 回 アカデミー賞
主演男優賞／助演女優賞ノミネート

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

第 88 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞他 ５部門ノミネート

第 68 回カンヌ国際映画祭
パルムドール 受賞

日高政光 

裁かれるは善人のみ

2014 / ロシア / 2h20

アンドレイ・ズビャギンツェフ
アレクセイ・セレブリャコフ / エレナ・リャドワ

©2014 Pyramide / LM

3/5 - 3/11

ロシア北部の町を舞台に、自動車修
理工場を営むコーリャと、土地の買
収をもくろむ行政との対立を描く。肥
大化した権力の前に、市井の人々は
為すすべもなく屈服し、連鎖するよう
に人間関係も破綻してゆく。国家と
個人、神の存在に至るまで、あらゆる
問いを重厚に描いた現代の寓話。

愛しき人生のつくりかた

2015 / フランス / 1h33

ジャン＝ポール・ルーヴ
アニー・コルディ / ミシェル・ブラン

©2013 Nolita cinema - TF1 Droits Audiovisuels - UGC Images - Les films du Monsieur - 
Exodus - Nolita invest

3/19 - 3/25

最愛の夫に先立たれてしまったお
茶目で心優しいおばあちゃんのマド
レーヌ。１人になって初めて自分の人
生を振り返り、ふと思い立ってパリを
後にする。孫のロマンは彼女を探し
て旅に出ることに。手がかりはおばあ
ちゃんの想い出のどこかに…。笑いと
涙を誘う、３世代の家族の物語。

2014 / ノルウェー / 1h15

ケネス・エルヴェバック
ルーカス・ビヨルンボー・ブレンツロド

バレエボーイズ

3/5 - 3/11

プロのバレエダンサーを目指す３人
の少年に密着した、ノルウェー発の
青春ドキュメンタリー。実力主義の厳
しい世界で切磋琢磨し、かけがえの
ない友情を育む少年たち。ときに挫
折や葛藤に直面しながらも、夢をあ
きらめずバレエに打ち込むその姿は、
眩しいほどにキラキラ輝いている。

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

3/26  - 4/1

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。

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


