
レゴ® ニンジャゴー 
ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 時間未定

チャーリー・ビーン 
山寺宏一 / 沢城みゆき / 出川哲朗

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

9/30 -

世界中に吹き荒れるレゴ旋風の中、
あの超人気アニメが映画になった！
平和な街に現れた最強の敵・ガーマ
ドンを倒すべく集まったのは、やる気
満々だけど修行不足な６人のニン
ジャたち。新型メカとそれぞれの必
殺技を駆使し、力を合わせて悪に立
ち向かう！さあ出番だ、ヒーローたち！

NEWシネマ歌舞伎 四谷怪談

2017 / 日本 / 1h58
中村獅童/中村勘九郎/中村七之助/中村扇雀

©明緒

9/30 -

鶴屋南北の『東海道四谷怪談』を新
解釈で再構築した人気演目がシネマ
歌舞伎に。伊右衛門や直助権兵衛ら、
欲望のままに生きる男たちに翻弄さ
れる、お袖やお岩ら女の哀しき運命の
物語。現代と江戸時代が激しく交差
し、人間の欲や弱さ、恐ろしさを描く。
一般 2,100 円／学生・小人 1,500 円

スクランブル

2017 / フランス - アメリカ / 1h34

アントニオ・ネグレ 
スコット・イーストウッド/フレディ・ソープ

上映中

高級クラシックカー専門強盗団、フォ
スター兄弟。彼らは62年型フェラー
リ250GTOを1週間で盗むよう命じ
られるが、持ち主と依頼人は敵対す
る凶悪マフィアだった―。『96時間』

『ワイルド・スピード』製作陣による、
盗みのプロ達の計画が交錯≪スクラ
ンブル≫する最新作！

©2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS –KINOLOGY– TF1 FILMS PRODUCTION 
–NEXUS FACTORY

串田和美 鶴屋南北

2017 / 日本 / 時間未定

石原立也
黒沢ともよ/朝井彩加/豊田萌絵/安済知佳/寿美菜子

小川太一

映画 山田孝之３D

2017 / 日本 / 1h17

松江哲明/山下敦弘
山田孝之/芦田愛菜

©2017「映画　山田孝之」製作委員会

9/30 - 10/13

カメラを前に男は語り出す。自身の過
去、現在、そして未来を。その男の名
は山田孝之。ドキュメンタリードラマ
をきっかけに制作された本作は、山
田の脳内を体感できる唯一無二の
３D映画。摩訶不思議な山田の世界
に我々は何を見るのか？全人類に
告ぐ！これが山田孝之のすべてだ！

ナミヤ雑貨店の奇蹟

2017 / 日本 / 2h09

東野圭吾廣木隆一
山田涼介/西田敏行/尾野真千子/村上虹郎

©2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

上映中

東野圭吾作品史上、最も泣ける感動
作が映画化！一軒の廃屋「ナミヤ雑貨
店」に忍び込んだ幼馴染の青年３人
のもとに、32年前に書かれた悩み相
談の手紙が届く。彼らは戸惑いながら
も、当時の店主に代わり返事を書くこ
とに。隠された繋がりが明らかになる
時、感動と衝撃のラストが待ち受ける。

ユリゴコロ

2017 / 日本 / 時間未定

熊澤尚人
吉高由里子/松坂桃李/松山ケンイチ/佐津川愛美

©沼田まほかる／双葉社 ©2017「ユリゴコロ」製作委員会

上映中

ある家族、余命わずかな父の書斎で見
つかった、殺人者の告白文が綴られた
一冊の日記。これは事実か、創作か。
いったい誰が、何の為に書いたのか。
登場人物である美紗子を中心に、過
去と現在が交錯しながら、登場人物
たちが愛と宿命の渦に翻弄されてい
くさまを描く恋愛ミステリー。

沼田まほかる

劇場版 響け！ユーフォニアム
届けたいメロディ

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

9/30 -

京都アニメーション製作の吹奏楽部に
打ち込む高校生たちの青春を描いた
人気 TVアニメシリーズ第２期を再構
成した劇場版第２弾。全国大会出場を
控えた久美子は先輩のあすかが退部
するかもしれない事態を聞きつけ、自
分の中にある思いに気が付き…２人を
軸に彼女たちの部活動を振り返る。

ベイビー・ドライバー

2017 / アメリカ / 1h53
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

9/30 - 10/13

エドガー・ライト

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、
音楽を聴くことで覚醒し天才的なド
ライバーに変貌する。闇の組織の運
転手として働いていたが、恋人の存
在を組織に知られてしまい…。ギア
チェンジ、車の排気音、銃撃音、クラッ
シュまでもが “音楽”とシンクロする
カーチェイス・シーンは必見！

©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

ノーゲーム・ノーライフ  ゼロ
© 榎宮祐・株式会社 KADOKAWA 刊／ノーゲーム・ノーライフ ゼロ製作委員会

10/7 - 10/20

14 年に放映され話題を呼んだ「ノゲ
ラ」劇場版が遂に公開！TV版とは一
転、物語の舞台はゲームの勝敗で全
てが決まる≪盤上の世界（ディスボー
ド）≫が創られる約6000年前。滅亡
の危機にあった人間のリーダー・リク
と、機械仕掛けの少女シュヴィとの出
会いから新たな物語が幕を開ける。

2017 / 日本 / 1h46

いしづかあつこ
松岡禎丞/茅野愛衣/日笠陽子/田村ゆかり

榎宮祐

ダンサー、セルゲイ・ポルーニン
世界一優雅な野獣

2016 / イギリス - アメリカ / 1h25

スティーヴン・カンター
セルゲイ・ポルーニン/イーゴリ・ゼレンスキー

©British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016

10/7 - 10/13

天才ダンサー、セルゲイ・ポルーニン。
“ヌレエフの再来”と謳われ、19 歳で
英ロイヤル・バレエ団のトップに上り
詰めるが、わずか２年後に退団してし
まう。本人や家族へのインタビュー
を通して、圧倒的な才能と繊細な魂を
抱えて彷徨するポルーニンの素顔に
肉薄したドキュメンタリー。

夜明けの祈り

2016 / フランス - ポーランド / 1h55

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク

©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

10/7 - 10/13

1945年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが
いた。赤十字で働く女医マチルドは
激務の合間を縫って修道院へ通い、
彼女たちの希望となっていく。信仰
は、医療は、人を救済することができ
るのか。確固たる信念のもと人道を
貫いたフランス人医師の真実の物語。

ボン・ボヤージュ
家族旅行は大暴走

2016 / フランス / 1h32

二コラ・ブナム
ジョゼ・ガルシア/アンドレ・デュソリエ

©2016 Chic Films – La Petite Reine Production – M6 Films – Wild Bunch

10/28 - 11/3

コックス一家は最新システムを搭載
した自慢の新車でバカンスへ出ること
に。でもすぐに車が故障して止まらな
くなっちゃった！？ハイウェイを大暴
走という極限状態の中、次 と々明か
される秘密に家族もブレイク寸前！
無能な警官らを巻き込んで繰り広げ
られる“走る密室”暴走コメディ！

残像

2016 / ポーランド / 1h39

アンジェイ・ワイダ
ボグスワフ・リンダ / ゾフィア・ヴィフワチ

10/7 - 10/13

第２次大戦後のポーランド。前衛画
家のストゥシェミンスキは、芸術の政
治利用を進める政府に反発し、苛烈
な弾圧を被る。それでも彼は信念を
貫こうとするが…。ポーランドの歴史
と対峙し続けた巨匠アンジェイ・ワ
イダが、その生涯をかけて追求した
テーマを凝縮。渾身の遺作である。

©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 - Lodz Miasto Kultury, Narodowy 
Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage-Fundacja Tumult All Rights Reserved.

海辺の生と死

2017 / 日本 / 2h35

越川道夫
満島ひかり / 永山絢斗 / 井之脇海

©2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

10/14 - 10/27

昭和19年、奄美。教員のトエは新た
に駐屯してきた海軍特攻艇の隊長・
朔中尉と出会う。子供たちに慕われ、
軍歌より島唄を歌いたがる朔に惹か
れていくトエ。しかし朔に出撃の日が
やってきて…。「死の棘」で知られる
作家夫婦、島尾敏雄・ミホの小説を
原作とした鮮烈な恋の物語。

島尾ミホ / 島尾敏雄

先生！  、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

ちょっと不器用な高校２年の響(ひ
びき)が生まれて初めてした恋。
その相手は口ベタだけれど生徒
想いな世界史の先生だった―。生
田斗真と広瀬すずを主演に迎え、
少女コミックの名作を実写化！

かつて恋に涙したことがある人たち
へ贈る、教師と生徒のまぶしいほど
純粋なラブストーリー！

バリー・シール  アメリカをはめた男

©Universal Pictures

10/21 -

2017 / アメリカ / 1h55 予定

ダグ・リーマン
トム・クルーズ / ドーナル・グリーソン

1970年代、天才パイロットとして
活躍後、CIAからスカウトされ極
秘任務に参加、さらに麻薬の密輸
で巨額の富を得た天才的“運び
屋”バリー・シールの衝撃の実話
を映画化。トム・クルーズがキャ

リア史上最高のワルを演じ、スリル、
アクション、コメディなど、エンタメ
要素全開で描く！

恋と嘘

2017 / 日本 / 1h46

古澤健 
森川葵 / 北村匠海 / 佐藤寛太 / 浅川梨奈

©2017「恋と嘘」製作委員会 ©ムサヲ／講談社

10/14 -

「超少子化対策法」により、16歳を迎
えた葵は自由恋愛を禁止され、政府に
よって最良の結婚相手が通知された。
とまどいつつも少しずつ結婚相手に
惹かれていく葵だが、幼なじみに対す
る想いも断ち切れずにいた…。大人気
マンガ「恋と嘘」が、原作と異なる新た
な物語として実写映画化！

コードギアス
反逆のルルーシュ I  興道

2017 / 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

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

10/21 -

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/21 -

麻生周一

2006年にテレビシリーズ第 1 期
を放送し、今でも根強い人気を誇る

『コードギアス』が全 3 章劇場総集
編としてスクリーンに帰ってくる！
どんなことでも相手に命令を遂行さ
せられる絶対の力「ギアス」を得た
ルルーシュ＝「ゼロ」の壮絶な物語
はネクストステージへ突入！！　

生まれながらにとんでもない超能力
を与えられた高校生・斉木楠雄。一
大イベントである文化祭を無事にやり
過ごしたいだけの斉木に災難がふり
かかりまくり、地球滅亡の危機?! やっ
かいな恋と友情、そして超能力が吹き
荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、
学園エンタテインメント超大作！

ファウンダー
ハンバーガー帝国のヒミツ

2016 / アメリカ / 1h55

ジョン・リー・ハンコック
マイケル・キートン / ニック・オファーマン

©2016 Speedee Distribution, LLC. All Rights RESERVED  

10/7 - 10/13

1954年、シェイクミキサーのセール
スマン、レイ・クロックは、ディック＆
マック兄弟の経営するハンバーガー
店「マクドナルド」に出会う。利益を
追求するクロックと兄弟の関係は次
第に悪化し、全面対決へと発展。誰
もが知っているマクドナルドの、誰も
知らない誕生のウラが暴かれる！

ハイジ アルプスの物語

2015 / スイス - ドイツ / 1h51

アラン・グスポーナー
アヌーク・シュテフェン / ブルーノ・ガンツ

10/7 - 10/20

ヨハンナ・スピリ

アニメでも有名な児童文学の名作
「アルプスの少女ハイジ」が本国スイ
スで完全実写化！アルプスの山で暮
らす天真爛漫な少女ハイジが、足の
悪いお嬢様クララの話し相手として
都会に連れていかれるが…。祖父（お
んじ）役をブルーノ・ガンツが演じるの
も映画ファンには見逃せないところ。

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH /
 Studiocanal Film GmbH

裁き

2014 / インド / 1h56

チャイタニヤ・タームハネー
ヴィーラー・サーティダル/ヴィヴェーク・ゴーンバル

10/14 - 10/20

ある下水清掃人の死体が発見され、
年老いた民謡歌手カンブレが逮捕さ
れる。容疑は、自殺へと駆り立てる扇
動的な歌を歌ったという不条理なも
のだった。一つの「裁き」を巡る法廷
の攻防と、彼の運命を握る人々の私
生活を対比させ、鋭い洞察力でイン
ド社会のいまを描く異色の法廷劇。

ムサヲ

おとなの恋の測り方

2016 / フランス / 1h38

ローラン・ティラール
ジャン・デュジャルダン/ヴィルジニー・エフィラ

©2016 VVZ PRODUCTION-GAUMONT-M6 FILMS

10/7 - 10/20

離婚後、新しい恋が見つからないディ
アーヌの前に、イケメンで知的でリッ
チな建築家アレクサンドルが現れた。
しかし彼はとても身長が低くて…。
周囲の目を気にして恋に飛び込めな
い揺れる女心を描いたラブコメディ。
アカデミー賞俳優Ｊ.デュジャルダン
が、ちっちゃくなって出演！？

2016 / イギリス / 1h43

ロジャー・スポティスウッド
ルーク・トレッダウェイ/ジョアンヌ・フロガット/ボブ（猫）

ボンジュール、アン

2016 / アメリカ / 1h32
ダイアン・レイン / アルノー・ヴィアール

©American Zoetrope，2016

10/14 - 10/20

エレノア・コッポラ

夫の仕事仲間とともにカンヌからパ
リへと向かうことになった映画プロ
デューサーの妻アン。美味しい食事
や美しい景色、機知に富んだ会話を
味わううち、生きることの喜びを取り
戻してゆく…。Ｆ・Ｆ・コッポラの妻エ
レノアが実体験をもとに80歳にして
監督デビューを果たした人間ドラマ。

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

アトミック・ブロンド
©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

10/20 -

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイ、ロレーン。世界を揺るがす最
高機密を奪還するため、冷戦末期の
ベルリンへと潜入する。各国のスパイ
に狙われ、真実も嘘も、敵も味方もわ
からない。果たしてロレーンと世界の
運命は―？C・セロンが魅せるスタ
イリッシュ ･ スパイアクション !

ボブという名の猫  幸せのハイタッチ

©2016 STREET CAT FILM DISTRIBUTION LIMITED ALL RIGHTS RESERVED.

10/14 - 10/27

どん底の生活を送るストリート・
ミュージシャンのジェームズの前
に、怪我をした一匹の猫が現れる。
ボブと名付け世話をしてやったこ
とをきっかけに、それから２人は
相棒に。やがて彼らの動向は世間

の注目を集めるようになり…。心温
まる実話の映画化。ボブは本人（猫）
が演じている。

SHIDAMYOJIN

2017 / 日本 / 1h04

遠藤ミチロウ / 小沢和史
遠藤ミチロウ/石塚俊明/山本久土/茶谷雅之

©2017 SHIDAMYOJIN

10/21 - 10/27

福島県いわき市川前志田名地区。原
発事故に立ち向かうこの山奥の地区
で 30年以上途絶えていた盆踊りが
復活。その活動に魅せられた遠藤ミ
チロウは民謡パンクバンド「羊歯明
神」を結成。彼のルーツと現在の活
動と共に日本各地の祭りを駆け抜け
る姿を追うドキュメンタリー。

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


