
2017 / アメリカ / 1h42

Ｆ・ハビエル・グティエレス
マチルダ・ルッツ / アレックス・ロー

ザ・リング リバース

©2017 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

上映中 - 3/2

鈴木光司

「見た者は必ず７日後に死ぬ」と言わ
れるビデオを見てしまったジュリア。
恋人とともに呪いのルーツを探るが、
辿り着いたのは一人の少女の存在
だった。オリジナル版の恐怖はそのま
まに、現代的な要素を織り交ぜ見事
に換骨奪胎を遂げた、『リング』シリー
ズ三度目のハリウッドリメイク。

オレの獲物はビンラディン

2016 / アメリカ / 1h32

ラリー・チャールズ
ニコラス・ケイジ / ラッセル・ブランド

©2016 AOO Distribution, LLC. All rights Reserved

上映中 - 3/2

熱狂的な愛国者のアメリカ人ゲイ
リーは突然受けた“神の啓示”に従
い、911テロの首謀者とされるビンラ
ディンの捕獲を計画。日本刀を携え
て単身パキスタンに乗り込もうとす
るが… !?『ボラット』の監督が仕掛け
る笑いと狂気の実話コメディ。ニコラ
ス・ケイジの怪演に爆笑必至です!

ルージュの手紙

2017 / フランス / 1h57

マルタン・プロヴォ
カトリーヌ・ドヌーヴ / カトリーヌ・フロ

©CURIOSA FILMS – VERSUS PRODUCTION – France 3 CINEMA ©photo Michael Crotto

上映中 - 3/2

クレールの前に継母ベアトリスが30
年ぶりに現れる。クレールは父を捨て
た彼女を許せずにいたが、自由を謳
歌するその生き方を見て人生の歓び
や愉しみに気づいていく。そして新た
な絆も芽生え始めるが…。フランスを
代表する２人のカトリーヌ、ドヌーヴ＆
フロ競演による母娘のドラマ。

映画 ドラえもん
のび太の宝島

2018 / 日本 / 時間未定

今井一暁 
水田わさび/大原めぐみ/かかずゆみ/大泉洋

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2018

3/3 -

藤子・F・不二雄

ひみつ道具「宝探し地図」を使って宝
島を探していたのび太は、太平洋に
新しい島を発見。さっそく船で探検に
向かうが、海賊に襲われしずかがさら
われてしまう。宝島の秘密を知る少年
の協力を得て救出に向かうが…。大
海原を舞台に、ドラえもん史上最大の
冒険がいま始まる！

プリンシパル
〜恋する私はヒロインですか？〜

2018 / 日本 / 1h52

持地佑季子篠原哲雄
黒島結菜 / 小瀧望 / 高杉真宙 / 川栄李奈

©2018 映画「プリンシパル」製作委員会 ©いくえみ綾／集英社

3/3 -

いくえみ綾

まっすぐで不器用な糸真が転校先で
出会ったのは、クールな弦と優しい和
央という校内の人気者。女子の間で
は「弦と和央はみんなのもの」という
暗黙のルールがあるにもかかわらず、
糸真は二人と仲良くなってしまう。誰
かに「好き」を伝えたくなる人気少女
漫画が待望の実写映画化！

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/3 - 3/16

1967年、黒人市民の不満が爆発しデ
トロイトで大規模な暴動が発生。銃声
があったモーテルに乗り込んだ白人
警官たちは居合わせた宿泊客に不当
な尋問を行い、自白を強要するおぞま
しい惨劇へと発展してゆく。圧倒的な
臨場感で今なお続く差別と暴力を告
発するキャスリン・ビグロー監督作。

マーク・ボール

ベロニカとの記憶

2015 / イギリス / 1h48

リテーシュ・バトラ
ジム・ブロードベント/シャーロット・ランプリング

©2016 UPSTREAM DISTRIBUTION, LLC

3/3 - 3/16

ジュリアン・バーンズ

引退生活を送るトニーは、初恋の女
性ベロニカの母からある日記を託さ
れる。若くして自殺した親友や、初恋
の秘密。青春時代を懐かしく振り返
るトニーだが、日記を読み進めるうち、
思い出だと信じていたものが揺らぎ
始める。老いと記憶をめぐる心の旅
路を静謐な筆致で描いた感動作。

新世紀、パリ・オペラ座

2017 / フランス / 1h51

ジャン＝ステファヌ・ブロン
ステファン・リスナー/バンジャマン・ミルピエ

3/3 - 3/9

2016 年、ミルピエに代わり、元エト
ワールのオレリー・デュポンがオペラ
座の芸術監督に就任した。超大作オ
ペラ「モーゼとアロン」のリハーサル、
キャストの降板やストライキ、そして
新星の誕生。350年の伝統を継承し
ながら、進化を模索し続ける芸術の
殿堂を追う珠玉のドキュメンタリー。

©2017 LFP-Les Films Pelleas - Bande a part Films - France 2 Cinema - Opera national de 
Paris - Orange Studio - RTS

映画 しまじろう
まほうのしまの だいぼうけん

2018 / 日本 / 時間未定

川又浩 / ヒロ高島
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ / 杉本沙織

©Benesse Corporation 2018

3/9 -

迷子のポムポムをかえすためにしまじ
ろうが出かけたのは、春が来ない魔法
の島。いたずら３兄弟にイジワルされ
ても、しまじろうはみんなと協力して
春を呼ぼうとがんばります！歌や踊り
や応援も参加できる仕掛けがいっぱ
いの30周年記念作品。
一般 1,500円／中学生以下 1,000円

2018 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
吉永小百合 / 堺正人 / 篠原涼子 / 佐藤浩市

北の桜守
©2018「北の桜守」製作委員会

3/10 -

1945年、ソ連軍の侵攻により樺太から
網走に逃げ延びた江蓮てつは、女手
一つで幼い息子たちを育て上げた。
時が経ち、アメリカで成功を収めた次
男が帰国する。年老いた母の姿に、と
もに札幌で暮らすことを決めるが…。
30年にわたる親子の軌跡を、吉永小
百合主演で描く人間ドラマ。

2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

3/10 -

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていく…。

ミッドナイト・バス

2017 / 日本 / 2h37

竹下昌男
原田泰造/山本未來/小西真奈美/長塚京三

©2017「ミッドナイト・バス」ストラーダフィルムズ／新潟日報社

3/10 - 3/16

伊吹有喜

深夜バスの運転手・利一には、16 年
前に別れた妻と、離れて暮らす子供た
ちがいた。元妻との偶然の再会や、仕
事を辞めた息子の帰郷をきっかけに、
離ればなれだった家族は再出発に向
けて歩み始める。『四十九日のレシピ』
の伊吹有喜の直木賞候補作を原田
泰造主演で映画化。

ローズの秘密の頁（ページ）

2016 / アイルランド / 1h48

ジム・シェリダン
ルーニー・マーラ/ヴァネッサ・レッドグレイヴ

©2016 Secret Films Limited

3/17 - 3/23

転院する患者の診察に訪れた精神科
医グリーンは、赤子殺しの罪で40年
間収容されているローズと出会う。
罪を否認し続ける彼女は、数十年にわ
たり聖書のなかに秘かに日記を綴っ
ていた。第二次大戦下の激動のアイ
ルランドで信念を貫こうとした女性を
描く、名匠ジム・シェリダン最新作。

2016 / カナダ - イギリス / 1h48

アレクサンドル・アジャ
ジェイミー・ドーナン/エイダン・ロングワース

ルイの９番目の人生
©2015 Drax (Canada) Productions Inc./ Drax Films UK Limited.

3/17 - 3/29

リズ・ジェンセン

毎年必ず事故に遭ってきたルイ・ド
ラックスは、９歳の誕生日に崖から転
落しついに昏睡状態に。一方で、ルイ
の周囲では奇妙な出来事が起こるが、
担当医が辿り着いたのは予想だにし
ない衝撃的な真実だった。ヒッチコッ
クを彷彿とさせる映像世界で心の闇
に切り込む心理サスペンス。

blank13（ブランク13）

2017 / 日本 / 1h10

齊藤工
高橋一生/リリー・フランキー/松岡茉優

©2017「blank13」製作委員会

4/6 - 4/19

はしもとこうじ

13年前に失踪した父の消息が判明
し、息子のコウジは病室を訪ねた。
父は癌に侵されており、隔たりを埋め
られないまま三ヶ月後に他界。そして
迎えた葬儀の日、参列者たちの言葉
から家族の知らない父の姿が浮かび
上がってゆく。熱狂的な映画フリーク
で知られる斎藤工の長編初監督作。

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

4/6 - 4/19

元文学教師でアルツハイマー進行中
のジョンと、末期がんの妻エラの結婚
生活は半世紀を過ぎていた。子供た
ちが独立した今、夫婦水入らずで心
残りを遂げる旅に出る。行先はジョン
が大好きな作家ヘミングウェイの家。
共に歩んできた人に向かい合い、南を
目指す二人の旅はやがて…。

ジュマンジ
ウェルカム・トゥ・ジャングル

2017 / アメリカ / 時間未定

ジェイク・カスダン
ドウェイン・ジョンソン/ジャック・ブラック

©2017 SHOWBOX AND W-PICTURES ALL RIGHTS RESERVED.

4/6 -

学校の地下室で居残りをさせられて
いた高校生４人は、古いテレビゲーム
を発見。その名は《ジュマンジ》。プレ
イするキャラクターを選んだ途端、４人
はゲームの中（しかもそこはジャング
ル！）に吸い込まれてしまった！果た
して生きて帰れるのか!?マジジュマ
ンジな全米大ヒットアドベンチャー!!

トレイン・ミッション

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

闘う父親と言えばこの人、リーアム・
ニーソンの主演最新作！突然リストラ
に遭い失意のマイケルは、走行中の通
勤電車で、「乗客の中からある人物を
探してほしい」と見知らぬ女に持ちか
けられる。高額な報酬に目がくらみ引
き受けたものの、そこには巨大な陰謀
が巧妙に仕掛けられていた！

ヴァレリアン
千の惑星の救世主

2017 / フランス / 2h17

リュック・ベッソン
デイン・デハーン / カーラ・デルヴィーニュ

©2017 VALERIAN S.A.S. - TF1 FILMS PRODUCTION

3/30 -

西暦2740年、連邦捜査官のヴァレリ
アンとローレリーヌは、パトロール中
に様々な種族が共存する“千の惑星
の都市”を訪れるが、そこでは邪悪な
陰謀が渦巻いていた。宇宙ステーショ
ンの超絶ビジュアルや、銀河中を駆
け巡る展開に大興奮！リュック・ベッ
ソン史上最大のSF 超大作！

ボス・ベイビー

2017 / アメリカ / 1h37

トム・マクグラス
ムロツヨシ/芳根京子/宮野真守/山寺宏一

©2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

3/21 -

パパとママと暮らす７歳の少年ティム
の家に、黒いスーツを着た赤ちゃんが
やって来る。ティムの弟だというその
赤ちゃんは口が悪くて人使いも荒く、
どうみても普通じゃない。実は彼に
は、ある秘密の任務があった。見た目
はキュート、中身はおっさんの「ボス・
ベイビー」が大暴れ！

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

3/21 -

唐々煙

「どんなときでも笑っていられる強い
男になれ！」が信条のお調子者・曇天
火。三兄弟の長男として村を守ってい
たが、オロチを復活させて政権の転
覆を狙う忍者集団と明治政府の戦い
に巻き込まれてしまう。囚われの身と
なった弟を救出するため、天火は単身
で敵地に乗り込むが…。

2018 / アメリカ / 時間未定

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

3/21 -

大学に通いながらバイク便のライダー
として働くララは、冒険家の父が遺し
たメッセージを受け取る。そこには邪
悪な力が封印された墓の存在が記さ
れていた。新生ララ・クロフトに本格
アクション初挑戦のアリシア・ヴィキャ
ンデルを迎え、無敵のトレジャーハン
ター誕生を描く冒険譚！

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

リバーズ・エッジ

2018 / 日本 / 1h58

行定勲
二階堂ふみ / 吉沢亮 / 上杉柊平 / SUMIRE

©2018 映画「リバーズ・エッジ」製作委員会／岡崎京子・宝島社

3/24 - 4/5

岡崎京子

高校生のハルナはいじめに遭ってい
る山田から、河原に放置された死体
の存在を打ち明けられる。宝物として
死体を共有している摂食障害のこず
えも加わり、特異な友情を築いていく
が…。青春の欲望と孤独を描く岡崎
京子の傑作が、新時代を担う若手俳
優たちにより待望の映画化！

2017 / アメリカ / 1h56

ジョシュ・シンガースティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ニューヨークタイムズはベト
ナム戦争に関する機密文書の存在を
スクープするが、政府により差し止め
られる。ワシントンポスト初の女性発
行人キャサリンと編集主幹のベンは
独自に全文を入手するが…。権力に
屈さず、真実の報道に尽力した記者
の熱意を描く社会派ドラマ。

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 時間未定

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によりバレエの道を閉ざされたド
ミニカは、ロシア政府の諜報員養成
施設に送られる。誘惑や心理操作で
情報を入手する工作員「スパロー」と
して頭角を表した彼女は、ロシア機密
を探るCIA捜査官ナッシュに接近す
るが…。元CIA局員による衝撃作を
映画化したスパイアクション。

ドリス・ヴァン・ノッテン
ファブリックと花を愛する男

2016 / ドイツ - ベルギー / 1h33
ドリス・ヴァン・ノッテン/パトリック・ファンヘルーベ

©2016 Reiner Holxemer Film - RTBF - Aminata bvba - BR - ARTE

3/17 - 3/23

ライナー・ホルツェマー 

世界のセレブから愛されるファッショ
ンデザイナー、ドリス・ヴァン・ノッテン
初のドキュメント。服や流行に対する
思いや創作の現場、独創的なショー
や発想の基になっているアントワー
プの邸宅などを取材。公私共に支え
合うパートナーや愛犬など、素顔も垣
間見ることができる。

ブラックパンサー

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

©2017 MARVEL

3/1 -

ケヴィン・ファイギ

アフリカの秘境にある超文明国家ワ
カンダ。父王の跡を継いだ若きティ・
チャラは、全てを破壊する力を持つ鉱
石を守るため陰謀と対峙する。「国王」
と「ブラックパンサー」二つの顔を持
ち、黒豹のごとく縦横無尽に闇を切り
裂く、マーベル史上もっとも謎を秘め
た新ヒーロー誕生！

劇場版 進撃の巨人
Season２ 覚醒の咆哮

2018 / 日本 / 1h59

肥塚正史
梶裕貴 / 石川由依 / 井上麻里奈 / 神谷浩史

©諫山創・講談社／「進撃の巨人」製作委員会

3/3 - 3/16

諫山創

人類を捕食する巨人に戦いを挑む
人間たちを描いたベストセラーコ
ミック「進撃の巨人」劇場版アニメ
待望の第二弾。壮絶な戦いのなか、
自ら巨人へと変貌する力に目覚めた
エレン。巨人の力を振るい、人類の
自由を勝ち取るために新たな脅威へ
と立ち向かう。

ちはやふる - 結び -

©2018 映画「ちはやふる」製作委員会 ©末次由紀／講談社

3/17 -

前作から２年後、瑞沢高校競技かる
た部にも新入部員が入部し、高校最
後の全国大会を目指す千早たち。一
方、藤岡東高校に通う新は全国大会
で千早たちと対戦するため、かるた
部創設に奔走していた。競技かるた
に情熱をかける幼なじみ三人の青春
と友情を描く三部作、ここに完結！

2018 / 日本 / 2h08

小泉徳宏 
広瀬すず/野村周平/新田真剣佑/上白石萌音

末次由紀

ジュピターズ・ムーン

2017 / ハンガリー - ドイツ / 2h08

マルツェル・レーヴ コルネル・ムンドルッツォ 
メラーブ・ニニッゼ / ゾンボル・ヤェーゲル

2017©PROTON CINEMA - MATCH FACTORY PRODUCTIONS - KNM

4/6 - 4/12

訳アリで難民救護キャンプで働く医
師と、そこに運び込まれた空中浮遊す
るシリアの青年。ふたりを取り巻く人々
の思惑・衝突・事件、虚構とリアル。
ほぼCGを使わずに魅惑の映像で描
いたというムンドルッツォ監督とカメラ
のマルツェル・レーヴの名を、映画ファ
ンなら心に刻み込め！

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


