
花芯（かしん）バースデーカード

2016 / 日本 / 2h03

吉田康弘
橋本愛 / 宮﨑あおい / ユースケ・サンタマリア

きみがくれた物語
©2016, Choice Films, LLC All Rights Reserved.

©2016「花芯」製作委員会©2016「バースデーカード」製作委員会© 大場つぐみ・小畑健／集英社　©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

10/29 - 11/410/22 -10/29 -

10/29 - 11/4

木村カエラ

キラこと夜神月とＬの対決から10
年。死神が地上に６冊のデスノート
をばらまき世界中が大混乱に陥った。
キラ事件の捜査官・三島はＬの後継
者・竜崎と捜査にあたるが、キラ信
奉者のサイバーテロリスト・紫苑が
現れ…。デスノートを巡る究極の頭
脳戦！新世界の神となるのは誰か？

愛する子供たちの成長を見守ってい
きたいと願う母の想いは、病によっ
て妨げられようとしていた。余命迫る
母は、子供たちが 20 歳になるまで
のバースデーカードを書き始めて…。
毎年届く母からのバースデーカード
に励まされながら成長していく娘と、
子を想う母の愛の物語。

園子は親が決めた許嫁と結婚し息
子をもうけるも、そこに愛は無く、退
屈な日 を々送っていた。しかしある日、
夫の上司である越智と出会い、初め
ての恋に落ちてしまう。戸惑いながら
も自分の子宮の叫びを抑えられなく
なっていき…。瀬戸内寂聴原作の
衝撃の恋愛文学が待望の映画化。

小さな街で出会ったトラヴィスとギャ
ビーは、結婚し、やがて２人の子供
に恵まれた。しかしある日、ギャビーが
事故に遭い植物状態になってしまう。
彼女は生前 “ 延命措置拒否 ” の書
類にサインしていて…。究極の選択を
迫られたトラヴィスの決断とは？世
界中が涙した、奇跡の愛の物語。

2016 / 日本 / 1h52
オダギリジョー / 蒼井優 / 松田翔太 / 北村有起哉
山下敦弘 佐藤泰志

オーバー・フェンス
©2016「オーバー・フェンス」製作委員会

10/29 - 11/11

名作『海炭市叙景』『そこのみにて光
輝く』に続く、函館を舞台にした佐藤
泰志原作小説の映画化。妻に見限
られ、職業訓練校に通いながら失
業保険で暮らす中年男と「鳥になり
たい」と願う風変わりなホステス。孤
独な男女の出会いと愛の行方を、限
りない慈しみを込めて描いた傑作。

デスノート
Light up the NEW world

2016 / 日本 / 2h15

佐藤信介
東出昌大 / 池松壮亮 / 菅田将暉 / 戸田恵梨香 

大場つぐみ・小畑健

2016 / アメリカ / 1h51

ロス・カッツ
ベンジャミン・ウォーカー / テリーサ・パーマー

© 尾田栄一郎／集英社・スーパー歌舞伎 II「ワンピース」パートナーズ

上映中

シネマ歌舞伎 
スーパー歌舞伎 II ワンピース
国民的人気マンガ『ONE PIECE』と
四代目市川猿之助の『スーパー歌舞伎
Ⅱ』が奇跡のコラボ！歌舞伎風にアレン
ジされたルフィ率いる海賊団 “麦わらの
一味”が、海軍に捕まった兄エースを救
うため壮大な戦いに挑む！一世を風靡
した人気演目が遂にシネマ歌舞伎に！
一般・シニア  2,100円／学生・小人 1,500円

2016 / 日本 / 1h58

横内謙介 市川猿之助
市川猿之助 / 市川右近 / 坂東巳之助 / 中村隼人
尾田栄一郎

2016 / 日本 / 1h35

安藤尋
村川絵梨 / 林遣都 / 安藤政信 / 毬谷友子

瀬戸内寂聴歌

ミモザの島に消えた母
©2015 LES FILMS DU KIOSQUE FRANCE 2 CINEMA TF1 DROITS AUDIOVISUELS UGC 

IMAGES

10/29 - 11/4

2015 / フランス / 1h41

フランソワ・ファヴラ
ローラン・ラフィット / メラニー・ロラン

「ミモザの島」と呼ばれる避暑地で、
謎の死を遂げた美しい母。それから
30年、未だ母への喪失感を抱える
アントワンは、死の真相を突き止めよ
うと島を訪れる。炙りだされる偽りの
家族史をサスペンスフルに描き、そ
れぞれの感情の機微を丁寧に掬い
取った上質な人間ドラマ。

ある天文学者の恋文

2016 / イタリア / 2h02

ジュゼッペ・トルナトーレ
ジェレミー・アイアンズ / オルガ・キュリレンコ

華麗なるリベンジ

2015 / 韓国 / 2h06

イ・イルヒョン
ファン・ジョンミン / カン・ドンウォン

©COPYRIGHT 2015 - PACO CINEMATOGRAFICA S.r.L.

©2016 SHOWBOX, MOONLIGHT FILM AND SANAI PICTURES CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.

11/19 - 11/25

11/26 - 12/9

恋人である天文学者エドの突然の
訃報を受けたエイミー。だが彼女の
元には、エドからのユーモアあふれ
た手紙や贈りものが届き続ける。夜
空に輝く星 の々ように、命が尽きても
愛は大切な人を照らし続けることが
できるのか。壮大でロマンに満ちた
名匠トルナトーレ監督最新作。

罠にはまって逮 捕された熱血検事
ジェウクは、イケメン詐欺師のチウォ
ンと手を組むことに。ちょこっと細工し
て彼を出所させ、ジェウクが塀の中で
練った作戦を実行させていく。ありえ
ないコンビが巨悪へのリベンジに挑
む！軽妙でありながら権力社会の闇
に鋭く斬り込む痛快バディムービー！

インフェルノ

10/28 -

トム・ハンクス主演『ダ・ヴィンチ・
コード』シリーズ第３弾！数々の謎
を解明してきたラングドン教授は、
強力なウィルスで人類増加問題を解
決しようとする生物学者の計画を知
る。ダンテの地獄篇〈インフェルノ〉
になぞらえたその計画を阻止すべ
く、隠された暗号の謎に挑むが…。

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved.

2016 / アメリカ / 2h01

ロン・ハワード
トム・ハンクス / フェリシティ・ジョーンズ

ダン・ブラウン

永い言い訳

2016 / 日本 / 2h04
本木雅弘 / 竹原ピストル / 深津絵里 / 池松壮亮

©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

西川美和

人気作家・衣笠幸夫は不慮の事故
で妻を亡くしてしまう。既に失われてい
た妻への想いから涙ひとつ出ない事
実に戸惑いつつも、悲しみを装うことし
かできない。そんなある日、同じ事故
で妻を亡くした陽一とその子供たちに
出会い…。西川美和監督最新作は
喪失から生まれる新しい愛の物語。

ミュージアム
© 巴亮介／講談社 ©2016 映画『ミュージアム』製作委員会

11/12 -

雨の日だけに発生する連続猟奇殺
人事件。カエルのマスクを被った犯
人は、発見されることを前提に “ 刑 ”
を執行していく。この事件を追う沢村
刑事は、やがて逆に絶望的な状況に
追い込まれていき…。数 の々謎と罠が
張り巡らされた、先読み出来ない全
編クライマックス級の衝撃スリラー！

疾風ロンド

2016 / 日本 / 1h50

吉田照幸
阿部寛 / 大倉忠義 / 大島優子 / ムロツヨシ

©2016「疾風ロンド」製作委員会

11/26 -

東野圭吾

極秘開発した生物兵器が盗まれた！
そして身代金 3 億円を要求する脅迫
メールが届く。しかし直後に犯人死
亡…。兵器の捜索を命じられた冴え
ない研究員・栗林は、僅かな手がか
りから日本最大級のスキー場に辿り
着くが…。スリルとユーモアが交錯す
る“ 笑 ” 撃ノンストップ・サスペンス！

2016 / 日本 / 2h04

森義隆
松山ケンイチ / 東出昌大 / 染谷将太 / 安田顕

©2016「聖の青春」製作委員会

11/19 -

お父さんと伊藤さん

2016 / 日本 / 1h59

黒沢久子タナダユキ
上野樹里 / リリー・フランキー / 藤竜也

© 中澤日菜子・講談社／ 2016 映画「お父さんと伊藤さん」製作委員会

11/12 - 11/25

「この家に住む！」彩と20 歳年上の
彼氏・伊藤さんの穏やかな同棲生
活をぶち破って、お父さんが嵐のよう
にやってきた。３人はすれ違いながら
も次 第に絆を深めていくが、そんな
矢先…。上 野樹里、リリー・フラン
キー、藤竜也によるユーモラスな掛け
合いで描く、新たな “ 家族 ”の物語。

淵に立つ
©2016 映画「淵に立つ」製作委員会 /COMME DES CINEMA

11/19 - 12/2

郊外で小さな工場を営む鈴岡利雄のも
とに、旧い友人で出所したばかりの男・
八坂草太郎が現れた。その場で雇い
入れ自宅に住まわせるが、ある時、八坂
は一家に残酷な爪痕を残して姿を消し
てしまう…。圧倒的な人間描写で “ 家
族 ” を問い直す、衝撃の人間ドラマ。

第 69回 カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門審査員賞受賞

溺れるナイフ

2016 / 日本 / 1h51
小松菜奈 / 菅田将暉 / 重岡大毅/ 上白石萌音

© ジョージ朝倉 / 講談社 ©2016「溺れるナイフ」製作委員会

11/5 -

山戸結希 ジョージ朝倉

ベストセラー
編集者パーキンズに捧ぐ

2015 / イギリス /1h44

マイケル・グランデージ
コリン・ファース / ジュード・ロウ

©Genius Film Productions Limited 2015

11/26 - 12/9

「天使よ故郷を見よ」などで知られ
るアメリカの偉大な小説家トマス・ウ
ルフ。彼の登場の陰にはある編集者
の存在があった。小説に全てを捧
げた天才作家とカリスマ編集者の
濃密な友情の日 を々、コリン・ファー
ス＆ジュード・ロウ＆ニコール・キッド
マンの超豪華出演陣で描く。

グッバイ、サマー

2015 / フランス / 1h44

ミシェル・ゴンドリー
アンジュ・ダルジャン / テオフィル・バケ

©Partizan Films- Studiocanal 2015

11/12 - 11/25

チビと呼ばれてからかわれているダ
ニエルと、変わり者の転校生テオ。
クラスで浮いた２人の少年はたちま
ち意気投合して親友に。そして夏休
み、スクラップで作った “ 動くログハ
ウス ” で冒険の旅に出る！キラキラ
の青春が胸を締めつける、ミシェル・
ゴンドリーの自伝的ロードムービー。

神様の思し召し

2015 / イタリア / 1h28

エドアルド・ファルコーネ
マルコ・ジャリーニ / アレッサンドロ・ガスマン

©Wildside 2015

11/19 - 11/25

天才外科医トンマーゾの人生は完璧
だった。医大生の息子が「神父になる」
と言い出すまでは…。息巻くトンマーゾ
は息子を変えたと思しき神父を訪ねる
が…。医師と神父、この真逆の２人の
出会いが最高の奇跡を生む！イタリア
発の陽気で心が和らぐ人 生 讃 歌 。

第 28 回東京国際映画祭 観客賞 受賞

ジェーン

2015 / アメリカ / 1h38

ギャヴィン・オコナー
ナタリー・ポートマン / ユアン・マクレガー

©2015 SP JGAG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

11/19 - 12/2

アメリカ西部の荒野で平穏に暮ら
していたジェーンとその 家 族。だ
が、夫が悪党ジョン・ビショップに
撃たれ重傷を負ってしまう。追手か
ら逃れるため元恋人に助けを求めた
ジェーンは、自身も銃を手に戦うこと
を決意する。雄大な大地を舞台に、
１人の女性の愛と人生を描く西部劇。

セルフレス 覚醒した記憶 

©2015 Focus Features LLC, and Shedding Distribution, LLC.

11/5 - 11/18

死期が間近に迫ったニューヨークの
大富豪が、遺伝子操作で作り出さ
れた肉体に自分の頭脳を転送し、若
い別人に生まれ変わった。しかしその
肉体には彼の知らない秘密があっ
て…。『デッドプール』で新時 代アク
ションスターの座を不動にしたライア
ン・レイノルズの最新ＳＦアクション！

2015 / アメリカ / 1h57

ターセム・シン
ライアン・レイノルズ / ベン・キングズレー

シーモアさんと、
大人のための人生入門

2014 / アメリカ / 1h21 

イーサン・ホーク
シーモア・バーンスタイン / イーサン・ホーク

©2015 Risk Love LLC

ヒップ・オペレーション・クルー

11/12 - 11/18

高慢と偏見とゾンビ

2016 / アメリカ / 1h48

バー・スティアーズ
リリー・ジェームズ / サム・ライリー

©2016 PPZ Holdings, LLC

11/5 - 11/18

恋愛小説の金字塔「高慢と偏見」
に謎のゾンビウイルスをプラスして全
米で大ベストセラーとなった恋愛ゾン
ビ小説の映画化。18世紀英国。片
田舎に住むベネット家の５人姉妹は、
裕福な男性との結婚を夢見ながらゾ
ンビと戦う毎日。ある日、隣に大富豪
で高潔な騎士が引っ越してきて…。

類まれな美貌と知性を兼ね備え、３
度のアカデミー賞受賞を誇る大女
優イングリッド・バーグマン。イタリア
の巨匠ロベルト・ロッセリーニ監督と
の不倫で世を騒がせるなど、その生
涯は波乱万丈だった。膨大な資料
やインタビューを基に、バーグマンの
愛の軌跡をたどるドキュメンタリー。

©antaray Film AB. All rights reserved.

11/5 - 11/11

イングリッド・バーグマン
愛に生きた女優

コウノトリ大作戦！

2016 / アメリカ / 1h27 予定

ニコラス・ストーラー
日本語吹替：アンジャッシュ　渡部建 / 児嶋一哉

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

11/3 -

弟が欲しいネイトはコウノトリ宅配便
社の古びた「赤ちゃん申込書」を見
つけ、大喜びで申し込むことに。しかし

「赤ちゃんお届け」は既に禁止になっ
ていた。ところが手違いから赤ちゃん
が誕生！その可愛さにメロメロの配
達係ジュニアは、会社に内緒で赤
ちゃんを届けることにするのだが…。

スター・トレック BEYOND

2016 / アメリカ / 2h03

J . J . エイブラムスジャスティン・リン
クリス・パイン / ザッカリー・クイント

©2016 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.STAR TREK and related marks 
are trademarks of CBS Studios Inc.

上映中

世界的人気を誇る『スター・トレック』
を新たに描いた新劇場版第３弾。エ
ンタープライズ号のクルー達が未知
の領域を探索し、新たな謎の敵と遭
遇する。製作に J.J. エイブラムス、
監督に『ワイルド・スピード』シリー
ズのジャスティン・リンを迎えた、今
秋最注目の SF アクション超大作！！

ぼくのおじさん

2016 / 日本 / 1h50

山下敦弘
松田龍平 / 真木よう子 / 大西利空 / 寺島しのぶ

©1972 北杜夫／新潮社 ©2016「ぼくのおじさん」製作委員会

11/3 -

北杜夫

居候のおじさんは大学の臨時講師。
週に１コマの授業以外は、家で漫画
を読むだけで、猫よりも働かず、超貧
乏で屁理屈ばかり。小学生のぼくは、
そんなおじさんを題材に作文を書き
始めた。北杜夫の傑作児童文学を
現代に置き換え、愛すべきおじさんと
ぼくのやりとりをユーモラスに綴る。

はじまりはヒップホップ
ニュージーランド在住の世界最高齢
ダンスチーム（平均年齢 83歳！）が、
なんとヒップホップダンスに挑戦 !? エ
ンタメの本場ラスベガスで開かれる
世界最大のヒップホップダンス選手
権出場に向けたチームの奮闘を追う
ドキュメンタリー。まぶしすぎる人生
の輝きに、誰もがきっと笑顔になる！

2014 / ニュージーランド / 1h34

ブリン・エヴァンス

©2014 Rise And Shine World Sales / Inkubator Limited / photo_Ida Larsson

11/5 - 11/18

巴亮介

2016 / 日本 / 2h12

大友啓史
小栗旬 / 尾野真千子 / 野村周平 / カエル男

将棋の天才・羽生善治と互角の戦い
を演じ「東の羽生、西の村山」と並び
称された村山聖。彼は難病ネフロー
ゼを患いながらも、最高峰のタイト
ル「名人」を獲得するため、将棋に全
てをかけていた。しかしそんな聖の身
体にガンがみつかり…。29歳で早世
した天才棋士を描いた奇跡の実話。

2016 / 日本 - フランス / 1h59

深田晃司
浅野忠信 / 筒井真理子 / 古舘寛治 / 太賀

行き詰まりを感じていたイーサン・
ホークは84 歳のピアノ教師シーモア
と出会い、彼の漂わせる安心感やピ
アノ演奏に魅了されドキュメンタリー
映画を撮ることを決意。ピアニスト
としての活動をやめ、以後の人生を

「教える」ことに捧げた彼の、決して
平穏ではなかった人生が語られる。

ふたりの桃源郷
電気も水道もない山口県の山奥で
暮らす田中夫妻を、25年にわたり追
いかけたドキュメンタリー。畑で野菜
を作り、湧き水で風呂を沸かし、窯
でご飯を炊く。そんなささやかな暮ら
しに、やがて老いが訪れ…。二世代
の家族の葛藤と選択を通して、現
代の幸せのありかたを問いかける。

田中寅夫 / 田中フサコ / 矢田恵子 / 矢田安政
2016 / 日本 / 1h27

ナレーション：吉岡秀隆佐々木聰

© 山口放送

11/19 - 11/25

都会から海と山に囲まれた浮雲町に
転校して来た人気モデルの夏芽は、
神様が住むという入り江で美しい少
年コウと出会った。その激しく自由な
振る舞いに翻弄されながらも、いつ
しか強烈に惹かれていき…。破裂し
そうな10代の恋と衝動を描いたベス
トセラーコミックが待望の映画化！

聖（さとし）の青春

2015 / スウェーデン / 1h54

スティーグ・ビョークマン
イングリッド・バーグマン / イザベラ・ロッセリーニ

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


