
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.

上映中

潜入・脱出・接近戦を得意とする女
スパイのロレーン。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 !

ブレードランナー2049
©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/27 -

リドリー・スコット監督によるSF映画
の金字塔『ブレードランナー』の続編
が遂に登場！『メッセージ』のドゥニ
監督がメガホンを取り、新人ブレード
ランナー “ K ”役に『ラ・ラ・ランド』
のライアン・ゴズリングを起用。2049
年の世界を舞台に、レプリカントとの
新たな闘いが巻き起こる！

2017 / 日本 / 1h53

三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

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 -

ちょっと不器用な高校２年の響(ひび
き)が生まれて初めて恋をした。その
相手は、口ベタだけれど生徒想いな
世界史の先生で…。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！

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山﨑賢人 / 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

上映中

麻生周一

とんでもない超能力を持っていること
を隠して暮らす斉木楠雄。高校の一
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、地球滅亡の危機が?! 
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！

10/28 - 11/3

望郷
しきたりを重んじる家庭に生まれ、故
郷の島に縛られて生きてきた女と、
仕事で９年ぶりに島に帰ってきた男
の、２組の親子の物語。大人になっ
て初めて、当時の事情や親の考えを
知った２人は、いま何を思うのか…。
湊かなえの大ヒット短編集から「夢
の国」「光の航路」を映画化。

劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き
コトラ家族と世界のいいコたち

2017 / 日本 / 1h44
岩合光昭　ナレーション：吉岡里帆

©Mitsuaki Iwago ©NHK ／ジーズ・コーポレーション

上映中

写真家の岩合光昭と共に、世界各国
の猫や街の様子を紹介する、NHK BS
プレミアム『岩合光昭の世界ネコ歩
き』。初の劇場版は、青森・津軽のリン
ゴ農家で暮らす猫・コトラとその家族
を中心に、世界６か国で出会った猫
たちの選りすぐりのシーンを再編集。
ナレーションは女優・吉岡里帆。

2017 / 日本 / 1h52

菊地健雄 
貫地谷しほり/大東駿介/木村多江/緒形直人

湊かなえ

パーフェクト・レボリューション

2017 / 日本 / 1h57

松本准平
リリー・フランキー / 清野菜名 / 小池栄子

©2017「パーフェクト・レボリューション」製作委員会

10/28 - 11/3

熊篠慶彦

リリー・フランキーと清野菜名の競演
で「障害者の恋愛と性」を真正面から
清 し々く描いたラブストーリー。重度
の身体障害者で、障害者の性につい
て理解を広める活動に打ち込む男と、
精神に障害を抱えた風俗嬢。恋に落
ちた２人は障害者同士でも幸せにな
れることを証明しようとするが…。

©2017 avex digital Inc.

2017 / アメリカ / 2h43
ライアン・ゴズリング / ハリソン・フォード
ドゥニ・ヴィルヌーヴ リドリー・スコット

マイティ・ソー バトルロイヤル

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。ソー
の前に突如現われた“死の女神”ヘ
ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻
撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ
たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル
キリー、そして宿敵ロキと型破りの
チームを組み極限のバトルに挑む！

2016 / フランス-ドイツ-ベルギー/ 2h11

ポール・ヴァーホーヴェン
イザベル・ユペール / ロラン・ラフィット

ジュリーと恋と靴工場

2016 / フランス / 1h24

ポール・カロリ/コスティア・テスチュ
ポーリーヌ・エチエンヌ/オリヴィエ・シャントロー

©2016 LOIN DERRIERE L’OURAL – FRANCE 3 CINÉMA – RHONE-ALPES CINEMA

11/4 - 11/17

フランスの田舎町に住むジュリーは
職なし、金なし、彼氏なしの冴えない
女。なんとか採用された靴工場もす
ぐ閉鎖の危機に。しかしリストラに
直面した従業員たちも黙ってない！
金儲け主義の会長をやっつけるため、
あの手この手で立ち向かう！心躍る
フレンチ・ミュージカル・コメディ!!

エタニティ 永遠の花たちへ

2016 / フランス - ベルギー / 1h55

トラン・アン・ユン
オドレイ・トトゥ/メラニー・ロラン/ベレニス・ベジョ

©Nord-Ouest

11/4 - 11/10

マーク・リー・ピンビン

19 世紀末のフランス。上流階級の家
に生まれたヴァランティーヌは、愛す
る夫との結婚や死別、戦争で息子た
ちを失うなどといった人生の大事件
に揉まれながらも、娘たち、孫たちへ
と命をつないでいく。フランスが誇る
３大女優の競演と、美しい映像で綴
られた、とある家族の感動の物語。

僕のワンダフル・ライフ

2017 / アメリカ / 1h40

ラッセ・ハルストレム 
ブリット・ロバートソン/ K・J・アパ/デニス・クエイド

©2017 Storyteller Distribution Co., LLC and Walden Media, LLC

11/18 - 12/1

飼い主イーサンへの想いから生まれ
変わりを繰り返し、再び彼の元へと辿
り着く飼い犬ベイリーの物語。注目は
この２人の物語だけではなく、生ま
れ変わった犬と、その飼い主それぞ
れの人生も丁寧に描かれていること。
名手ラッセ・ハルストレムによる、犬
と人間の感動のオムニバス・ドラマ。

2017 / 日本 / 1h45

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

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

11/11 - 11/24

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。

2016 / アメリカ / 1h37

ダニエル・シャイナート /ダニエル・クワン（ダニエルズ）
ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ

リングサイド・ストーリー

2017 / 日本 / 1h44

武正晴
佐藤江梨子 / 瑛太 / 有薗芳記 / 田中要次

©2017 Ringside Partners

11/25 - 12/1

ヒモ同然のヒデオを養うため格闘技
団体で働くカナコ。ある日カナコが浮
気をしていると勘違いしたヒデオは、
とんでもない事件を起こしてしまう。
落とし前をつけるため命じられたの
はK-1王者との一騎打ち！？リング
サイドの裏側で働く人々の苦悩や葛
藤を描いたファイト・ラブコメディ！

MASTER ／マスター

2016 / 韓国 / 2h23

チョ・ウィソク
イ・ビョンホン/カン・ドンウォン/キム・ウビン

©2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA.ALL RIGHTS RESERVED.

11/25 - 12/8

詐欺ビジネスを展開する悪のカリスマ
＝イ・ビョンホン。執念の捜査で迫る
正義の刑事＝カン・ドンウォン。その
間で揺れる天才ハッカー＝キム・ウビ
ン。国境を越えて繰り広げられる三者
の攻防を、息詰まる心理的駆け引きと
ド迫力のアクションで描いた空前の
クライム・サスペンス大作！

きっと、いい日が待っている

2016 / デンマーク / 1h59

イェスパ・Ｗ・ネルスン
ラース・ミケルセン / ソフィー・グローベル

©2016 Zentropa Entertainments3 ApS, Zentropa International Sweden AB.

11/18 - 11/24

1967年、母親の入院により児童養
護施設に預けられた２人の兄弟。そこ
では、上級生のいじめと、教師による
躾という名の体罰が横行していて…。
ラース・フォン・トリアー率いる製作
会社ツェントローパ所属の新鋭監督
が、実際の事件をもとに、未来を拓こ
うと奮闘する少年たちを描き出す。

夜間もやってる保育園

大宮浩一

©夜間もやってる製作委員会

11/18 - 11/24

夜に働く人が子供を預けるための施
設、夜間保育園。陽の目は当たりにく
いが、今や社会的なインフラと捉える
べきといっても過言ではない。24時間
保育を実施する新宿の「エイビイシイ
保育園」など全国の認可夜間保育園
を取材し、その知られざる現場の実
態に迫ったドキュメンタリー。

2017 / 日本 / 1h51

米軍（アメリカ）が最も恐れた男
その名は、カメジロー

2017 / 日本 / 1h47

佐古忠彦
瀬長亀次郎 / 稲嶺惠一　語り：山根基世 / 大杉漣

©TBS テレビ

11/11 - 11/17

第二次大戦後、アメリカ統治下の沖縄
で米軍に「NO」を叫び続けた政治家・
瀬長亀次郎。民衆の絶大な支持を得
て、弾圧を受けながらも那覇市長、そ
して国会議員を務めた。その知られざ
る実像と抵抗の人生を、稲嶺惠一元
沖縄県知事や亀次郎の次女など関係
者の証言をもとに紐解いていく。

坂本龍一

バリー・シール
アメリカをはめた男

©Universal Pictures

上映中

1970年代、天才パイロットとして活
躍し、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！

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

ル・コルビュジエとアイリーン
追憶のヴィラ

2015 / ベルギー - アイルランド / 1h48

メアリー・マクガキアン
オーラ・ブラディ / ヴァンサン・ペレーズ

©2014 EG Film Productions / Saga Film  ©Julian Lennon 2014. All rights reserved.

11/11 - 11/17

近代建築の巨匠ル・コルビュジエは、
彼が生涯で唯一その才能を羨んだと
言われる女性建築家アイリーン・グ
レイに出会う。その才能に惹かれ称賛
していたはずの想いは、徐 に々嫉妬へ
と変化していき…。２人の知られざる
愛憎のドラマを、実際の建築や家具な
どを用いながら美しい映像で描く。

ブルーム・オブ・イエスタディ

2016 / ドイツ-オーストリア/ 2h06

クリス・クラウス
ラース・アイディンガー / アデル・エネル

11/25 - 12/1

ナチス親衛隊の大佐を祖父に持つト
トと、祖母をホロコーストで亡くした
ザジが、共にホロコースト研究所で
働くことに。２人はトトが２年も前か
ら準備していた“ホロコースト会議”
の開催に向け準備を進めていくのだ
が…。シリアスなテーマを愛と笑いと
勇気で描く、新しいナチス映画。

©2016 Dor Film-West Produktionsgesellschaft mbH / FOUR MINUTES Filmproduktion 
GmbH / Dor Filmproduktion GmbH

シネマ歌舞伎 め組の喧嘩
© 篠山紀信

2017 / 日本 / 1h43
中村勘三郎/中村扇雀/中村橋之助/中村錦之助

11/25 -

品川の盛り場で鳶たちと力士たち
の小競り合いが発生した。それを収
めた「め組」鳶頭の辰五郎だったが

「鳶は力士より格下だ」と言われ面子
を潰されてしまい…。「火事と喧嘩
は江戸の華」中村勘三郎が魅せる、
江戸の男の生き様をお見逃しなく！
一般 2,100 円 / 学生・小人 1,500 円

2017 / 日本 / 時間未定

久保茂昭 / 中茎強
AKIRA / 青柳翔 /TAKAHIRO / 登坂広臣

HiGH&LOW THE MOVIE３
FINAL MISSION

©2017「HiGH&LOW」製作委員会

11/11 -

九龍グループ総裁が釈放され、苛烈
な反撃にあうSWORD地区。拉致され
た山王連合会のリーダー・コブラを
救出し、カジノ建設計画を阻止するた
め、SWORD各グループはついに団
結して立ち上がる！ドラマティックな群
像劇と圧倒的なスケールでファンを魅
了してきた、劇場版シリーズ最終章！

ローガン・ラッキー

2017 / アメリカ / 1h59

スティーヴン・ソダーバーグ
チャニング・テイタム/ダニエル・クレイグ 

©2017 Incarcerated Industries Inc. All Rights Reserved.

11/18 -

不運続きで無職のローガン兄弟は、
爆弾のスペシャリストの囚人を脱獄
させ仲間にし、モーターレースの最
中に売上金を盗もうと企てるが…。
ソダーバーグの映画監督復帰作は、
チャニング・テイタムやダニエル・ク
レイグら豪華キャストが巻き起こす
クライム・エンターテインメント！

2017 / アメリカ / 時間未定
ベン・アフレック / ガル・ガドット
ザック・スナイダー

ジャスティス・リーグ

11/23 -　

史上最強の超人スカウト作戦開始！
スーパーマン亡き後、世界崩壊の危
機にバットマンことブルース・ウェイ
ンが集めたのは、史上最強のパワー
を持つ超人たち。しかし彼らは性格も
バラバラ、協調性のかけらもなくて…。
クセの強い超人たちをまとめきれるの
か？世界は 1 人では救えない！

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND 
RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

サーミの血

2016 /スウェーデン-ノルウェー-デンマーク/ 1h48

アマンダ・シェーネル
レーネ＝セシリア・スパルロク/ミーア＝エリーカ・スパルロク

©2016 NORDISK FILM PRODUCTION

11/25 - 12/1

1930年代のスウェーデン。先住の少
数民族サーミ人は「劣った人種」とし
て迫害されていた。都会的なスウェー
デン人の少年と恋に落ちたサーミ人
の少女が、現状を脱したいと願い、家
族も故郷も捨てて街を目指すが…。
差別に屈せず、自由を求めて外の世
界に闘いを挑む少女の成長物語。

プラネタリウム

2016 / フランス・ベルギー/ 1h48

レベッカ・ズロトヴスキ
ナタリー・ポートマン/リリー＝ローズ・デップ

©Les Films Velvet - Les Films du Fleuve - France 3 Cinema - Kinology - Proximus – RTBF

11/25 - 12/8

1930年代後半のフランス。ローラと
ケイトの姉妹は、死者を呼び寄せる
降霊術を披露し人気を博していた。映
画製作者のコルベンは、姉妹と協力し
てかつて無い映画を作ろうとするの
だが…？ そもそも姉妹には本当に“見
えている”のか？N.ポートマンとリリー
＝ローズ・デップ共演の話題作！

エル ELLE
©2015 SBS PRODUCTIONS - SBS FILMS- TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION - FRANCE 2 CINEMA - ENTRE CHIEN ET LOUP

11/4 - 11/17

スイス・アーミー・マン
©2016 Ironworks Productions, LLC.

11/11 - 11/24

自宅で覆面の男に襲われた女社
長のミシェル。状況から考えると周
囲の男たち全員が疑わしい。警察
嫌いのため自分で犯人を捜し始め
るが、次第に明らかになっていくの
は彼女自身の恐るべき本性で…。

フランスを代表する大女優イザベ
ル・ユペールが放つ、危険すぎる官
能サイコスリラー !!

遭難して無人島で途方に暮れて
いたハンクは、浜に打ち上げられ
た死体からガスが出ていることに
気づき、その死体に乗って(!?)島
を脱出しようと思いつくが…。ダ
ニエル・ラドクリフがその「死体」

役ということでも話題。数々の映画
賞を受賞している理由をご自身で観
て、お確かめください！

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


