
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 / リーヴ・シュレイバー

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

2/27 - 3/11

2016 / 日本 / 1h59

高田亮前田弘二
橋本環奈 / 長谷川博己 / 安藤政信 / 武田鉄矢

©2016「セーラー服と機関銃 - 卒業 -」製作委員会

3/5 -

赤川次郎

かつて弱小ヤクザ・目高組の組長をつ
とめ、解散後は普通の女子高生として
平穏な日々を過ごしていた18 歳の少
女・星泉。しかし、とある詐欺事件を
きっかけに再び姐御の血が騒ぐ大きな
抗争へと巻き込まれてゆく…。社会現
象を巻き起こした伝説の映画が新ヒロ
イン・橋本環奈を迎えてついに復活！

セーラー服と機関銃  - 卒業 -

2015 / イギリス / 1h05

ジェイ・グレイス
アードマン・アニメーションズ

©2015 Aardman Animations Ltd 2015

3/5 -

昨年のクリスマスに本国イギリスで
放送された最新作が早くも劇場に登
場！見本市から３頭のラマを連れて
牧場に帰ってきたショーンだが、ラ
マたちは我が物顔で大暴れし大騒動
を巻き起こす。そのほか、テレビシリー
ズから選りすぐりの５本を同時上映！
一般・学生 1,300 円 /小人 900 円

ひつじのショーン スペシャル
いたずらラマがやってきた！

バットマン vs スーパーマン
ジャスティスの誕生

ザ・ブリザード

2016 / アメリカ / 1h58

クレイグ・ギレスピー
クリス・パイン / エリック・バナ

©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2/27 -

真冬の北大西洋でブリザードによ
り真っ二つに裂けた巨大石油タン
カー。生存者32人の船員を救助する
ため、沿岸警備隊員４人で定員12 人
の木製小型ボートで救出に挑む―。
アメリカ沿岸警備隊史上、最も不可
能といわれた人命救助「SS ペンドル
トン号の救出劇」の実話を基に描く。

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 - 3/11

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

2013 / フランス / 2h19

マルタン ･ プロヴォ
エマニュエル ･ ドゥヴォス / サンドリーヌ ･ キベルラン

©TS PRODUCTIONS - 2013

2/27 - 3/4

女性として初めて自分の生と性を赤
裸々に書いた実在の作家、ヴィオレット
･ルデュック。作家･哲学者として知られ
るボーヴォワールをはじめ、カミュ、サ
ルトルら錚々たる作家に支持されるも
当時の社会には受け入れられず傷つく
が、書き続け、自身の集大成ともいえる
新作『私生児』の執筆にとりかかる―。

ヴィオレット ‐ ある作家の肖像 ‐

俳優 亀岡拓次　

2016 / 日本 / 2h03

横浜聡子
安田顕 / 麻生久美子 / 新井浩文 / 染谷将太

©2016『俳優 亀岡拓次』製作委員会

2/27 - 3/4

戌井昭人

見たことはあるけれど名前は分から
ない、そんな脇役一筋の俳優・亀岡拓
次の地味な毎日に転機が！ロケ先で
出会った居酒屋の女将への恋。そし
て世界的な巨匠からもオーディショ
ンの声がかかり…。鬼才・横浜聡子監
督の待望の最新作はヤスケンファン
ならずとも必見のミラクルコメディ！

パリ３区の遺産相続人

2014 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h47

イスラエル・ホロヴィッツ
ケヴィン・クライン / マギー・スミス

©2014 Deux Chevaux Inc. and British Broadcasting Corporation. All Rights Reserved.

3/5 - 3/11

父親から相続した高級アパルトマン
を売却し、人生をやり直そうとNY か
らパリへやって来たマティアス。しか
しフランス独特の不動産制度“ ヴィ
アジェ” により、そこには見知らぬ老
婦人が娘とともに住んでいて…。奇
妙な共同生活の中で見つかった、秘
められた恋と家族の物語とは…？

の・ようなもの のようなもの

2016 / 日本 / 1h35

杉山泰一
松山ケンイチ/北川景子/伊藤克信/尾藤イサオ

©2016「の・ようなもの のようなもの」製作委員会

3/5 - 3/18

森田芳光

落語家見習いの志ん田は、かつて一
門にいた志ん魚を復帰させるよう指
示される。しかし気楽に生きる志ん魚
の姿に、パッとしない自分に足りない
ものを見つけて…。何者にもなりきれ
ない人々の奮闘を描いた森田芳光監
督作の続編は、今の時代だからこそ
伝えたい、人情たっぷりの群像劇。

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

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

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「家族はつらいよ」製作委員会

©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

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

3/12 -

3/19 - 

3/25 - 3/25 - 3/26 - 4/8

三部けい

松井優征 パトリシア・ハイスミス

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♪

その力で人々を救ってきた男 “ スー
パーマン ”、その技で悪と戦ってき
た人類最強の男 “ バットマン ”。正
義のために戦ってきた、全世界で最
も有名な２大ヒーローが激突する！
なぜ敵対するのか？戦いの果てに待
ち受ける本当の正義とは？いまヒー
ロー映画の概念が打ち破られる ! !

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。

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 - 3/18

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

2005年のある日、金融トレーダーの
マイケルは金融市場が危うい状況に
あることに気付く。政府や銀行、投資
家たちに訴えたが誰にも相手にして
もらえない。そこで彼は逆転の発想
を思いつき…。世界的金融危機を予
見し、それを利用して大儲けした４人
の男たちの実話に基づく金融ドラマ。

あやしい彼女

2016 / 日本 / 2h05

水田伸生
多部未華子 / 倍賞美津子 / 要潤 / 小林聡美

©2016「あやカノ」製作委員会 ©2014CJ E&M CORPORATION

4/1 -

73歳のばあちゃんが20歳に若返っ
ちゃった！？想えば早くに夫に先立た
れ、女手一つで子育てをしてきた自
分には青春なんてなかった…と思っ
たばあちゃんは、せっかくだから楽し
むことに！天性のルックスと歌声、そ
して毒舌キャラが炸裂！笑えて泣け
るキュートなコメディの誕生です！

50年以上にわたりその時代に生きる
“家族”を撮り続けてきた山田洋次
監督による、『男はつらいよ』シリーズ
以来20年ぶりとなる喜劇作品。突然
の熟年離婚騒動に家族一同戸惑い、
大慌て。これを機に家族会議が開か
れるが…。『東京家族』で一家を演じ
た豪華キャスト８人が再結集 !!

米ソ冷戦下、1972年に開催された
チェス世界王者決定戦は、両国の威
信をかけた“ 知 ” の代理戦争として
世界中の注目を集めていた。宿敵二
大国家の大統領が影のセコンドに
ついた、究極の頭脳戦。チェス界の
モーツァルトが苦悩と狂気の果てに
生み出した、まさかの［一手］とは…。

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！

2015 / 台湾 - 中国 - 香港 - フランス / 1h48

ホウ・シャオシェン
スー・チー / チャン・チェン / 妻夫木聡

黒衣の刺客

2/27 - 3/4

唐時代の中国を舞台に、運命に翻
弄される孤独な女刺客の生き様を
描いた、台湾の巨匠ホウ・シャオシェ
ン８年ぶりの新作。極力排した台詞
と、リー・ピンビンの美しく繊細な
カメラワークにより、武侠映画であ
りながら詩的な静謐に満ちている。

2015 年カンヌ国際映画祭 監督賞 受賞

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

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

2016 / 日本 / 1h40 予定

八鍬新之介 主題歌：山崎まさよし
水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 木村昴

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2016

3/5 -

映画ドラえもんシリーズ歴代No.1 の
動員を記録した『日本誕生』が新た
に生まれ変わって帰ってくる！７万
年前の太古の日本を舞台にした大
冒険と、時空を超えた友情を描くシ
リーズ屈指の感動巨編！子どもの頃
にご覧になられたお父さん世代も一
緒に“21世紀版”を体感しましょう！

映画 ドラえもん
新・のび太の日本誕生

ヴィヴィアン・マイヤーを探して

2013 / アメリカ / 1h23
ジョン・マルーフ／チャーリー・シスケル

©2013 RAVINE PICTURES, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. © Vivian Maier_Maloof Collection

3/5 - 3/11

15万点以上の写真を撮りながらいっ
さい発表せず、無名のまま世を去った
フォトグラファー、ヴィヴィアン・マイ
ヤー。2007年、偶然発掘された彼女
の作品は、その素晴らしさによってた
ちまち写真界を席巻した。彼女はいっ
たい何者だったのか？謎に包まれた
人物像に迫るドキュメンタリー。

クリムゾン・ピーク

2015 / アメリカ / 1h59

ギレルモ・デル・トロ
ミア・ワシコウスカ / ジェシカ・チャステイン

©Universal Pictures.

3/5 - 3/18

父が不可解な死を遂げたあと、娘の
イーディスは結婚し、夫とその姉とと
もに「クリムゾン・ピーク」と呼ばれ
る山頂に建つ屋敷で暮らし始める。
新たな生活にも慣れたころ、真紅
の亡霊が現れ奇妙な警告をするの
だった。ギレルモ・デル・トロが極彩
色で紡ぐ耽美なゴシックホラー。

©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 / 2h03
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  - 3/18

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。

ストレイト・アウタ・コンプトン

2015 / アメリカ / 2h27

F・ゲイリー・グレイ
コーリー・ホーキンス / オシェア・ジャクソン・Jr.

©2015 UNIVERSAL STUDIOS

2/27 - 3/4

未だ多大な影響を与え続けてい
る伝説のヒップポップグループ

「N.W.A.」。暴力でなくリリック（歌
詞）で社会の変革を求めた彼らの活
動は、やがて世間を動かす力を得て
いく…。「世界で最も危険なグループ」
と呼ばれた彼らの結成から解散、そ
の後を描く伝記映画が日本上陸！！

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

クリストファー・ノーラン

マッドマックス 怒りのデス・ロード

V８！ V８！世界で、そして日本で観客
を熱狂させた狂気のノンストップカー
アクション！その勢いはとどまるこ
とを知らず、数々の映画賞を受賞し、
遂にはアカデミー賞作品賞にもノミ
ネートされる快挙を達成。これを記
念して再上映決定! ! 最高でMAD な
世界をスクリーンで体感せよ！

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

2/27 - 3/11

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

3/19 - 3/25

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。

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。

ニューヨーク
眺めのいい部屋売ります

©2014 Life Itself, LLC ALL Rights Reserved

3/26 - 4/1

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。

独裁者と小さな孫

2014 / ジョージア - フランス - イギリス - ドイツ /1h59

モフセン・マフマルバフ
ミシャ・ゴミアシュビリ / ダチ・オルウェラシュビリ

3/5 - 3/11

独裁政権が支配する国。大統領とそ
の家族は圧政によって国民から搾
取した税金で贅沢な暮らしをしてい
た。ところがある晩、クーデターが勃
発し、賞金首となってしまった大統
領は、小さな孫を抱え逃亡を余儀な
くされる。安全な地へ逃れるべく船
の待つ海への逃亡の旅が始まる。

加藤正人 夢枕獏平山秀幸

再上映

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


