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ビッグ・シック
ぼくたちの大いなる目ざめ

2017 / アメリカ / 2h00

マイケル・ショウォルター
クメイル・ナンジアニ / ゾーイ・カザン

©2017 WHILE YOU WERE COMATOSE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/27 - 5/10

アメリカ人のエミリーと付き合うパキ
スタン生まれのコメディアンのクメイ
ル。彼は同郷の花嫁しか認めない母
親に従い見合いをするが、エミリーに
バレて破局。数日後、エミリーは原因
不明の病で昏睡状態に。彼女は目覚
めるのか？その時２人の未来は？愛
と笑いに溢れた感動の実話。

ハッピーエンド

2017 / フランス-ドイツ-オーストリア/ 1h47

ミヒャエル・ハネケ
イザベル・ユペール/ジャン＝ルイ・トランティニャン

4/27 - 5/10

カレーのブルジョアな邸宅に暮らす
３世帯の家族。既に引退している家
長のジョルジュは、孫娘エヴの瞳に
暗い死の影を見出していた。ジョル
ジュは衝撃の告白をすることで、彼女
の閉ざされた心をこじ開けようとする
のだが…？名匠ミヒャエル・ハネケ監
督が投げかける、愛と死の物語。

©2017 LES FILMS DU LOSANGE - X FILME CREATIVE POOL Entertainment GmbH - WEGA 
FILM - ARTE FRANCE CINEMA - FRANCE 3 CINEMA - WESTDEUTSCHER RUNDFUNK - 

BAYERISCHER RUNDFUNK - ARTE - ORF Tous droits reserves

リズと青い鳥

2018 / 日本 / 時間未定

吉田玲子山田尚子

©武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

上映中

武田綾乃 

吹奏楽部でオーボエ担当の鎧塚みぞ
れとフルート担当の傘木希美。高校最
後のコンクールの自由曲「リズと青い
鳥」にはオーボエとフルートが掛け合う
ソロがあった。親友のはずの二人、だ
が演奏は距離を感じさせるもので…。

『聲の形』のメインスタッフが贈る、心
に響く美しくも儚い青春ストーリー。

種崎敦美/東山奈央/藤村鼓乃美/山岡ゆり

セザンヌと過ごした時間

2016 / フランス / 1h54

ダニエル・トンプソン
ギヨーム・カネ / ギヨーム・ガリエンヌ

4/28 - 5/11

近代絵画の父ポール・セザンヌと自然
主義文学の文豪エミール・ゾラ、２人
の天才の知られざる友情を描いた伝
記ドラマ。幼い頃から固い絆で結ばれ
たセザンヌとゾラは芸術家になる夢
を抱えてパリに出る。しかしゾラが早
くに成功を収める一方、セザンヌはな
かなか世間に認められず…。

©2016 - G FILMS - PATHE - ORANGE STUDIO - FRANCE 2 CINEMA 
- UMEDIA - ALTER FILMS

2017 / イギリス - ポーランド / 1h36
山田孝之/村治学/イッセー尾形/三宅健太

ゴッホ 最期の手紙（吹替版）

©Loving Vincent Sp. z o.o/ Loving Vincent ltd.

5/5 - 5/18

ドロタ・コビエラ / ヒュー・ウェルチマン

「ひまわり」など多数の名画を残した
画家ファン・ゴッホ。「自殺」とされる
その最期には不可解な真実が隠され
ている。「我々は自分たちの絵にしか
語らせることはできないのだ」。ゴッ
ホの言葉にのっとり、実写映画を６万
枚もの油絵で再現。大胆な手法で偉
大な画家の魂に迫る。

レディ・プレイヤー 1

2018 / アメリカ / 2h20

スティーヴン・スピルバーグ
タイ・シェリダン / オリビア・クック

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

アーネスト・クライン

想像したこと全てが現実になり、何
にでもなれる夢のバーチャル世界

「OASIS」。どこかに眠るという“宝の
卵”を見つけるべく、全人類参加のト
レジャー・ハンティングが始まる！デ
ロリアンやキングコングの他、ガンダ
ムやAKIRA の金田バイクなど日本
が世界に誇る人気キャラも大活躍！

コードギアス
反逆のルルーシュIII 皇道

2018 / 日本 / 時間未定

谷口悟朗
福山潤/櫻井孝宏/ゆかな/小清水亜美/名塚佳織

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

5/26 -

世界最大の国家・神聖ブリタニア帝
国と黒の騎士団が新たな時代を懸け
て遂に激突！戦火が広がり、人 の々怒
りや悲しみ、執着や願いが交錯する
中、世界の未来を見据えたルルーシュ
＝ゼロとスザクの物語は衝撃の結末
を迎える。人気TVアニメ『コードギ
アス』劇場版３部作、堂 の々完結！

ダンガル きっと、つよくなる

©Aamir Khan Productions Private Limited and UTV Software Communications Limited 2016

5/18 - 5/31

インド映画世界興収史上 No.1！生活
のためにレスリングを引退した熱血
男が、２人の娘の格闘センスに希望を
見出し、夢を託して特訓を開始する！
主演はインドの国民的スター『きっ
と、うまくいく』のアーミル・カーン。

「家族愛にホロリ」どころじゃない、
号泣＆胸熱必至の大感動作！

2016 / インド / 2h20

ニテーシュ・ティワーリー
アーミル・カーン / サークシー・タンワル

あなたの旅立ち、綴ります

2016 / アメリカ / 1h48

マーク・ペリントン 
シャーリー・マクレーン/アマンダ・セイフライド

©2016 The Last Word, LLC.All Rights Reserved.

5/11 - 5/17

老婦人のハリエットは存命中に訃報
記事を書いてもらおうと考えたが、嫌
われ者の彼女を良く言ってくれる人な
どいないことに愕然。最高の訃報記事
のため、執筆記者のアンと協力して自
分を変えようと奮闘を始めるが…。Ｓ・
マクレーン＆Ａ・セイフライド競演の
ハートフル終活ドラマ。

しあわせの絵の具
愛を描く人 モード・ルイス

2016 / カナダ - アイルランド / 1h56

アシュリング・ウォルシュ 
サリー・ホーキンス / イーサン・ホーク

©2016 Small Shack Productions Inc. / Painted House Films Inc. / Parallel Films (Maudie) Ltd.

5/11 - 5/17

カナダで最も愛された画家モード・
ルイス。小さな港町で美しい風景や
動物たちを描く彼女を不器用ながら
献身的に支える夫エベレット。孤独
だった二人が出会い、夫婦の絆と幸
せを手に入れた感動の実話。『シェイ
プ・オブ・ウォーター』のサリー・ホー
キンスが主演を務める。

BPM ビート・パー・ミニット

2017 / フランス / 2h23

ロバン・カンピヨ
ナウエル・ペレーズ・ビスカヤート/アルノー・ヴァロワ

©Celine Nieszawer

5/4 - 5/10

HIV／エイズに対する差別や偏見と闘
い、対策を怠る政府・製薬会社に抗議
する活動団体「ACT UP」。90年代初頭
のパリにおけるロバン・カンピヨ監督自
身の実体験を基に、ACT UPの若者たち
の恋、葛藤、そして鮮烈な命のビートを
エモーショナルに活写した青春映画。

第 70 回カンヌ国際映画祭
グランプリ 受賞

修道士は沈黙する

2016 / イタリア - フランス / 1h48

ロベルト・アンドー
トニ・セルヴィッロ/ダニエル・オートゥイユ

©2015 BiBi Film-barbary Films

5/11 - 5/17

世界経済の今後を左右するG８財務
相会議の前夜、政財界の大物が謎の
死を遂げる。彼はその直前、修道士の
サルスに告解（罪の告白）をしていた。
殺人の疑いが向けられる中、サルス
は告解の秘密を守るため沈黙を貫く
が…。経済至上主義への鋭い批判も
込められた社会派ミステリーの逸品。

生きる街

2018 / 日本 / 2h04

榊英雄
夏木マリ / 佐津川愛美 / イ・ジョンヒョン

©2018「生きる街」製作委員会

5/11 - 5/17

千恵子たち４人家族の生活は東日本
大震災によって一変する。漁師の夫は
行方不明になり、娘も息子も心に大き
な傷を負った。そこに、ある韓国人青
年が訪れる。彼は千恵子も知らなかっ
た夫の姿を語りはじめ…。震災からの
再生をテーマに、石巻市で撮影され
た珠玉のヒューマンドラマ。

秋山命

リュミエール！

2016 / フランス / 1h30

©2017 - Sorties d’usine productions - Institut Lumiere, Lyon

5/19 - 5/25

ティエリー・フレモー

“映画の父”リュミエール兄弟は、単
にシネマトグラフ（世界初の撮影機兼
映写機）の発明者だっただけではなく、
れっきとした映像作家でもあった。彼
らが1895年から10年間に遺した作
品群から、厳選した108作品を１本に
まとめたのがこの映画。今、映画の始
まりが最新の４Kデジタルで甦る！

ゴーギャン タヒチ、楽園への旅

2017 / フランス / 1h42

エドゥアルド・デルック
ヴァンサン・カッセル / マリック・ジディ

©MOVE MOVIE - STUDIOCANAL - NJJ ENTERTAINMENT

5/12 - 5/18

19世紀フランスを代表する画家、ポー
ル・ゴーギャンのタヒチ時代を描く伝
記ドラマ。1890年代、生活が困窮し、
画業も行き詰ったゴーギャンは、パリ
に見切りをつけて南太平洋のタヒチ
に渡る。その楽園のような島で、恋に
落ちた現地の美女をモデルとして精
力的に創作に打ち込むが…。

ルノワール 陽だまりの裸婦

2012 / フランス / 1h51

ジル・ブルドス
ミシェル・ブーケ / クリスタ・テレ

©2012 FIDELITE FILMS / WILD BUNCH / MARS FILMS / FRANCE 2 CINEMA

5/26 - 6/1

人生の幸福を描き続け、幸福の画家と
称された巨匠ルノワール。晩年、病か
ら鉛筆を満足に握れなくなった彼の
前に光のような美しさを持つミュー
ズが現れた。画家としての活力を吹き
込まれたルノワールは、後に生涯最
高傑作となる＜浴女たち＞の創作を
開始する―。

娼年

2018 / 日本 / 1h59

三浦大輔
松坂桃李 / 真飛聖 / 冨手麻妙 / 西岡徳馬

©石田衣良／集英社　2017 映画「娼年」製作委員会

5/18 - 5/31

石田衣良

東京の名門大学に通う森中領は、生活
や女性との関係にも退屈していた。そん
な領に、女性向け会員制クラブのオー
ナー・静香が〈娼夫〉の仕事を持ちか
ける。最初こそ戸惑ったが、次第に女
性の中に隠された欲望の不思議さに
心惹かれ出す…。舞台化もされ、話題と
なった鮮烈な愛のドラマ、遂に映画化。

ラブレス

2017 /ロシア-フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h07

アンドレイ・ズビャギンツェフ
マルヤーナ・スビヴァク/アレクセイ・ロズィン

©2017 NON-STOP PRODUCTIONS - WHY NOT PRODUCTIONS

5/18 - 5/24

離婚協議中のボリスとジェーニャは、
12歳の息子の引き取りを押し付け合
い激しく口論する。その翌日、息子が
失踪し…。身勝手な両親が見つける
のは本当の愛か、それとも空虚な幸せ
か。神話のごとき重厚な筆致で、現代
人の心の空洞を浮かび上がらせる鬼
才ズビャギンツェフ監督最新作。

犬ヶ島
©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

5/25 -

近未来の日本。犬インフルエンザが発
生し、犬たちはごみ処理場の島「犬ヶ
島」に隔離されてしまった。12歳の小
林アタリは、愛犬を探すため、小型機
を盗んで犬ヶ島にやってきたが…。ベル
リン国際映画祭で絶賛された、日本を
舞台に描くストップモーションアニメ。

第 68 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

ピーターラビット

2018 / オーストラリア-アメリカ-イギリス/ 1h35

ウィル・グラック
ローズ・バーン / ドーナル・グリーソン

©2018 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/18 -

ビアトリクス・ポター

世界で一番幸せなウサギのピーター。
たくさんの仲間や画家のビアと楽しく暮
らしていた。ところがある日、ロンドンか
ら動物嫌いのマクレガーが引っ越して
きて、幸せだった生活は一変！ピーター
たちとマクレガーの争いはヒートアップ
し、思わぬ大事件に発展！人気絵本の

「ピーターラビット」が遂に実写映画化！

ランペイジ 巨獣大乱闘

2018 / アメリカ / 1h48 予定

ブラッド・ペイトン 
ドウェイン・ジョンソン / ナオミ・ハリス

©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 

5/18 -

遺伝子実験の失敗によって、ゴリラ、
オオカミ、ワニなどの動物たちが巨大
化、凶暴化してゆき、最恐の怪獣が誕
生してしまう！巨大化が止まらない
怪獣ＶＳ勢いが止まらないドウェイン・
ジョンソン！『キングコング：髑髏島
の巨神』に続く、怪獣大乱闘パニック・
アクション爆誕！！

ホース・ソルジャー
©2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/4 -

2001年９月11日のその翌日、アメリ
カはタリバンに反撃を開始。最前線
部隊に志願したミッチ・ネルソン大尉
は、テロ集団の拠点を制圧すべく、わ
ずか12人で現地へ乗り込んだ。作戦
期間は３週間、敵勢は５万人。険しい
山岳地帯のため、一行は馬による移
動と戦闘を強いられるが…。

2018 / アメリカ / 2h10

ニコライ・フルシー
クリス・ヘムズワース / マイケル・シャノン

ダグ・スタントン

サバービコン 仮面を被った街

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle©2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

5/4 -

白人だけが暮らす50年代アメリカの
住宅街。そこに黒人の一家が引っ越し
てきてから起こり始める異変を、社
会派的な切り口やブラックユーモア
を交えて描く。監督Ｇ・クルーニー、
脚本コーエン兄弟、主演Ｍ・デイモ
ン＆Ｊ・ムーアという目まいのするよ
うな豪華布陣による異色ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h45

ジョージ・クルーニー
マット・デイモン / ジュリアン・ムーア

ママレード・ボーイ

2018 / 日本 / 2h07

廣木隆一
桜井日奈子/吉沢亮/佐藤大樹/優希美青/筒井道隆

©吉住渉／集英社 ©2018 映画「ママレード・ボーイ」製作委員会

4/27 -

吉住渉

高校生の光希と遊は、ある日突然、互
いの両親の離婚＆パートナーを交換
した再婚を契機に一緒に暮らすこと
になる。６人２家族での共同生活に戸
惑う光希だが次第に遊に惹かれてい
き…。90年代から愛され続ける少女
漫画を、恋愛映画の名手、廣木隆一
監督が実写化のメガホンをとる。

2018 / アメリカ / 1h41 予定

ウェス・アンダーソン
ブライアン・クランストン/エドワード・ノートン/野田洋次郎

さらば青春、されど青春。

2018 / 日本 / 1h54

赤羽博 
大川宏洋 / 千眼美子 / 石橋保 / 木下ほうか

©2018 IRH Press

5/12 - 5/18

大学を卒業後、仕事も恋愛も順調に
進んでいた真一。以前より神秘的な
存在からコンタクトを受けていた彼
は、やがて”救世主としての使命”に
目覚める。この世での幸福か、運命に
従うか？人生を決断するにはどちらか
１つを捨てなければならない。果たし
て真一の選択する未来とは…。

大川隆法

ゲティ家の身代金

2017 / アメリカ / 2h13

リドリー・スコット 
ミシェル・ウィリアムズ/マーク・ウォールバーグ

©2017 ALL THE MONEY US, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

5/25 -

世界一の大富豪ジャン・ポール・ゲ
ティの孫が誘拐され、50億円という
破格の身代金を要求される。しかし、
ゲティは支払いを拒否。離婚し一族
を離れていた母は、息子を助けるた
めに一か八かの賭けに出る。1973年
に世界を騒然とさせた誘拐事件の顛
末をリドリー・スコット監督が映画化。

アベンジャーズ インフィニティ・ウォー

©2018 MARVEL

4/27 -

2018 / アメリカ / 2h30

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /ジョシュ・ブローリン

最強の敵サノスが現れ、宇宙はバ
ランスを崩し始めた。何度も世界
を救ってきたアベンジャーズでも
歯が立たず、スパイダーマンら新
戦力が加わるが…。『アイアンマ
ン』公開から10年を迎える今年、

マーベルの大人気ヒーローが総出
演する集大成作品がいよいよ開幕！
絶望に立ち向かえ！

孤狼の血

2018 / 日本 / 2h06

白石和彌
役所広司/松坂桃李/真木よう子/竹野内豊

©2018「孤狼の血」製作委員会

5/12 -

柚月裕子

昭和63年、暴力団対策法成立直前
の広島・呉原で、暴力団関連企業の会
社員が失踪。殺人事件と睨んだ刑事
は捜査を開始するが、やがて血で血を
洗う抗争へと巻き込まれてゆく。遠慮
ない暴力描写で男たちの渇望を描く
本作は、数 の々任侠映画を排出してき
た東映の新たな代表作となるだろう。

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


