
犬に名前をつける日

2015 / 日本 / 1h47

山田あかね
小林聡美 / 渋谷昶子 / ちばわん / 犬猫みなしご救援隊

© スモールホープベイプロダクション

2/27 - 3/4

飼い主に捨てられた犬や猫たち、震
災後に福島の原発近辺に取り残され
ていた犬や猫たちなど、過酷な境遇
の動物たち。そして一匹でも多く、彼
らの命を救おうと奔走する人々の姿
を追い掛けたドキュメンタリードラ
マ。つじあやのの優しい劇中音楽とウ
ルフルズの名曲が彩る真実の物語。

俳優 亀岡拓次

2016 / 日本 / 2h03

横浜聡子（青森県出身）
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 - 3/11

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！

X- ミッション

2015 / アメリカ / 1h54

エリクソン・コア
エドガー・ラミレス / ルーク・ブレイシー

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

2/20 -

元アスリートのFBI 捜査官が、エクス
トリームスポーツ界のカリスマが率い
る超一流チームへの潜入捜査を命じ
られた。彼らにはそのスキルを用いた
前代未聞の犯罪を実行している疑い
があって…。CG なしの生身のスタント
で、名作『ハートブルー』をリメイクし
た極限のサスペンス・アクション！

わたしはマララ

2015 / アメリカ / 1h28

デイヴィス・グッゲンハイム
マララ・ユスフザイ

©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

2/27 - 3/11

2014年にノーベル平和賞を史上最年
少で受賞したマララ・ユスフザイ。パ
キスタンに生まれた彼女は、女子が
教育を受ける権利を訴えタリバンに
襲撃された。教育の必要性を訴える
若き活動家でありながら、十代の多
感な普通の少女でもあるマララとそ
の家族の絆を追ったドキュメンタリー。

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

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〉のサウルは極限状態の中、亡き
息子を正しく埋葬しようと奔走する。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！

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 -

真冬の北大西洋で発生したブリザー
ドにより巨大タンカーが真っ二つに
裂けてしまった。生存者は32人。し
かし４人の沿岸警備隊員は定員12
人の木製小型ボートで救出に向かわ
ざるを得なくて…。史上最も不可能
といわれた人命救助の実話を基に
描いた、パニックアクション超大作！

仮面ライダー１号

最愛の子

2014 / 中国 - 香港 / 2h10

ピーター・チャン
ヴィッキー・チャオ / ホアン・ボー

消えた声が、その名を呼ぶ

2014 / ドイツ - フランス - イタリア - ロシア 他 / 2h18

ファティ・アキン
タハール・ラヒム / シモン・アブカリアン

©2014 We Pictures Ltd.

©Gordon Muhle / bombero international

©2016「仮面ライダー１号」製作委員会 © 石森プロ・テレビ朝日・ＡＤＫ・東映

3/26 - 

3/19 - 4/1

3/19 - 4/1

３歳の息子が誘拐された。３年の月
日を経て見つかった息子は実の両
親のことを忘れていた。一方、育ての
母親も、亡き夫が他の女に産ませた
子供だと信じていて…。産みの親と
育ての親、双方が持つ“ 親の愛” の
行方は…？中国で実際に起きた誘拐
事件に基づくヒューマンミステリー。

1915 年オスマン帝国。アルメニア人
の鍛冶職人ナザレットの幸福な生
活は、ある夜更けに現われた憲兵に
よって終わりを告げた。妻と双子の娘
たちと引き離され、処刑で喉を切られ
ながらも一命を取りとめた彼は、愛す
る家族と再会する日を夢見て、地球半
周、８年に及ぶ過酷な旅に出る。

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.

3/4 -

2005年のある日、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。

不屈の男 アンブロークン

2014 / アメリカ / 2h17
ジャック・オコンネル / ドーナル・グリーソン

©2014 UNIVERSAL STUDIOS

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンアンジェリーナ・ジョリー

3/5 - 3/18

ベルリン五輪で国民的英雄となった
ルイ・ザンペリーニ。第二次大戦中、
搭乗していた爆撃機が事故で墜落し、
太平洋を47日間漂流後、日本軍の捕
虜となってしまう。収容所の所長に目
をつけられ過酷な日々を強いられた
が、彼は決して諦めることはなかっ
た…。魂を揺さぶる感動の物語。

禁じられた歌声

2014 / フランス = モーリタニア / 1h37

アブデラマン・シサコ
イブラヒム・アメド・アカ・ピノ / トゥルゥ・キキ

©2014 Les Films du Worso©Dune Vision

2/27 - 3/4

マリ共和国の古都ティンブクトゥ。い
つしか町はイスラム過激派の兵士た
ちに占拠され、慎ましく暮らしていた
人々は恐怖に支配された。息をひそ
めて生きる者、抵抗を試みる者。繰り
返される悲劇と不条理な懲罰を少
女の目を通して描き、自由を圧殺す
る時勢に警鐘を鳴らす一大叙事詩。

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 / リーブ・シュレイバー

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

3/5 - 3/18

ニューヨーク
眺めのいい部屋売ります

©2014 Life Itself, LLC ALL Rights Reserved

3/12 - 3/18

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年を迎えた夫婦は、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。しかしトラブ
ルが続発して事態は思わぬ方向へ転
がっていき…。原作は“ほとんど完璧 ”
と評された全米ロングセラー小説。
名優２人が、長年連れ添った夫婦の
心の機微を軽やかな演技で魅せる。

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 - 3/25

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！

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.

3/26 - 4/8

父が不可解な死を遂げたあと、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、深紅
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 / 日本 / 1h58

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大きな抗争へ
と巻き込まれていき…。新ヒロイン・
橋本環奈を迎え、社会現象を巻き起
こした伝説の映画のその後を描く。

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 -

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！

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

2016 / 日本 / 1h00

主題歌：坂本真綾赤根和樹
入野自由 / 坂本真綾 / 日野聡 / 日笠陽子

©SUNRISE/PROJECT G-AKITO　Character Design ©2006-2011 CLAMP・ST

3/5 - 3/18

人気アニメのアナザーストーリーと
して描かれてきたシリーズも今作で
いよいよ完結！ユーロブリタニア軍
との激しい戦いで劣勢を強いられる
なか、主人公アキトは暴走する兄・レ
ンとの最後の戦いに挑む。激闘の果
てに彼らが手にする未来とは…。
一般 1,200 円／高校生以下 1,000 円

コードギアス 亡国のアキト
最終章「愛シキモノタチヘ」

2014 / フランス / 2h31

ベルトラン ･ ボネロ
ギャスパー ･ ウリエル / レア・セドゥ

3/5 - 3/18

1967 年、パリ。イヴ・サンローランは
〈モードの帝王〉としてファッション界
に君臨していた。しかし、常に新しいも
のを生み出そうとする重圧からデザイ
ンが描けなくなった彼は、遂に人々の
前から姿を消してしまう。彼の人生で
最も輝き、最も堕落した激動の10 年
間の真実、その衝撃の秘密とは―？

©2014 MANDARIN CINEMA - EUROPACORP - ORANGE STUDIO - ARTE FRANCE CINEMA 
- SCOPE PICTURES / CAROLE BETHUEL

SAINT LAURENT サンローラン

杉原千畝 スギハラチウネ 

©2015「杉原千畝」製作委員会

2/20 - 3/4

多くのユダヤ難民を救う命のヴィザ
を発行し続け、“ 日本のシンドラー”
と呼ばれた杉原千畝。彼は実は稀代
の“インテリジェンス・オフィサー（諜
報外交官）” であったことは、あまり
知られていない。戦後70年のときを
経て明かされる、本当の杉原千畝の
知られざる姿を描いた感動作。

2015 / 日本 / 2h19

チェリン・グラック
唐沢寿明 / 小雪 / ボリス・シッツ

さようなら

2015 / 日本 / 1h52

深田晃司
ブライアリー・ロング / 新井浩文 / ジェミノイドＦ

©2015 「さようなら」製作委員会

3/5 - 3/11

平田オリザ

放射能に汚染された近未来の日本。
取り残された難民のターニャは、ア
ンドロイドのレオナとともにひっそり
と最期のときを迎えようとしていた。
平田オリザとロボット工学の第一人
者・石黒浩による実験的戯曲を映
画化。人間と実際のアンドロイドが
共演し、生と死を洞察する。

映画 プリパラ 
み～んなのあこがれ♪レッツゴー☆プリパリ

2016 / 日本 / 時間未定

ふでやすかずゆき森脇真琴
茜屋日海夏 / 芹澤優 / 久保田未夢 / 山北早紀

©T-ARTS ／ syn Sophia ／映画プリパラ製作委員会

3/12 -

大ピンチ!! アイドルの聖地「プリパ
リ」にいるらぁらの大切な友達ファ
ルルから「キラキラを集めないとプ
リパラがなくなっちゃう」とSOS が
届いた！世界中のステージで “いい
ね” を集め、らぁらたちはプリパラの
世界を救うことは出来るのか!?
大学生以上1,500 円／高校生以下 900 円

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

3/19 - 

三部けい

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！

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

アップル社の共同創立者であり、世
界で最も有名なカリスマ、スティーブ・
ジョブズ。自身の失脚、復帰、家族
との確執を、３つの伝説的プレゼン
テーション前を舞台に描く。信念を
貫き通す生き様と、驚嘆のビジネス
センスが詰まった真実の人間ドラマ。

2015 / アメリカ / 1h41

ピーター・ソーン 
安田成美 / 松重豊 / 八嶋智人 / 片桐はいり

ジョン・ラセター 

天使にアイム・ファイン

2016 / 日本 / 時間未定

園田映人
雲母（きらら）/ 芦川よしみ / 金子昇

©2016 NEW STAR PRODUCTION

3/19 - 

大川隆法

いじめを受けている小学３年の風
香。経済的な理由で進学を諦めざる
をえない優也。末期癌を宣告された
女優の吉乃。３度の選挙に落選し志
を失いかけている護。姉を亡くした高
校生の美里。悩み苦しむ５人を救う
ため、天使は地上へと舞い降りる。い
ま、５人の人生が大きく動き出す…。

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

©2NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 
2014  ALL RIGHTS RESERVED

3/26 - 4/8

パトリシア・ハイスミス

1952年のNY。高級百貨店で働くテ
レーズは、結婚を意識する恋人がい
るものの、どこか充足感の無い日々
を過ごしていた。ある日、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てしまい…。女
同士の美しい恋を描いた愛の物語。

仮面ライダーの誕生から45年。仮面
ライダー１号＝本郷猛は、しばらく海
外で戦い続けていた。しかしとある
少女の危機を知り急遽帰国するこ
とに。そして仮面ライダーゴースト＝
天空寺タケルらと出会い、共に強大
な悪へと立ち向かう！仮面ライダー1
号を演じるのは、もちろん藤岡弘、！

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…?第 88 回 アカデミー賞

主演女優賞／助演女優賞を含む６部門ノミネート
第 88 回アカデミー賞主演男優賞／助演女優賞ノミネート
第 73 回ゴールデングローブ賞助演女優賞／脚本賞受賞

アーロと少年
©2015 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

3/12 -

もしも地球に隕石が衝突せず恐
竜が絶滅していなかったら…？世
界中で愛されるピクサー・スタジ
オの最新作は、雄大な大自然の
中で恐竜と人間の子供が繰り広
げる大冒険ファンタジー。甘え

ん坊で臆病者の恐竜アーロと、小
さな体で勇敢な少年スポットのかけ
がえのない絆を描いた感動作！

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。

金田治

2016 / 日本 / 時間未定
藤岡弘、/ 西銘駿 / 岡本夏美 / 阿部力

石ノ森章太郎

第 88 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞を含む５部門ノミネート

第88 回アカデミー賞 外国語映画賞ノミネート
第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

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


