小学生には助言・指導が必要です

3/29 - 4/11

FILMS - RED CROW N PRODUCTIONS - MARS FILMS - FRANCE 2 CINEMA - CARMEL © LEGENDE
C2M PRODUCTIONS - HHHH LIMITED - NEXUS FACTORY - BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE.

4/5 - 4/18

© カルロ・ゼン・KADOKAWA 刊／幼女戦記製作委員会

© 2016 REBEL MOVIE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

4/12 -

ライ麦畑の反逆児

ひとりぼっちのサリンジャー

ハロウィン

© 2018 UNIVERSAL STUDIOS

4/12 -

© 2018 Hunter Killer Productions, Inc.

4/12 - 4/25

© Universal Pictures

劇場版

ヒトラー、ヒムラーに次ぐナチス第三

帝国軍ターニャ・フォン・デグレチャフ

第２次大戦の戦場に駆り出された作

ホラー映画の金字塔『ハロウィン』

ロシア国防大臣が自国の大統領を監

戦争により文明が荒廃した遥か先

の実力者ラインハルト・ハイドリヒ。

少佐率いる第二〇三航空魔導大隊は、

家志望のジェリーは、地獄のような

がジョン・カーペンター自身の手で

禁し、クーデターを画策していること

の未来。残された人類は、車輪が取

彼はいかに頭角を現し、
「金髪の野

共和国軍残党との戦いに勝利。その

戦地でも執筆を続けた。終戦後、作

り付けられた移動型の都市で暮ら

頃、
連邦内部に多国籍義勇軍が足を踏

品は賛否両論を巻き起こすベストセ

現代に甦る！前作から 40 年後、生き
残ったローリーはマイケルの再 来

が判明。緊急事態を回避すべく、アメ

獣 」と称される残 忍で冷 酷なユダ

リカ政府は原子力潜水艦「ハンター

す事を選択し、地上は都市同士が

ヤ人大量虐殺の首謀者となったの

み入れる。彼らの中には、父を殺した

ラーになるが、ジェリーは突如として

を予感し備えていた。そしてハロウィ

キラー」に水中兵器ひしめく絶対不

捕 食しあう弱肉強食の世界へと姿

か。その半生と反政府組織による暗

帝国への正義を求める、
メアリー・スー

表舞台から姿を消す。
「ライ麦畑で

ン前夜、精神病棟からの移送車が

可侵のロシア海域に潜航するよう極

『ロード・オブ・ザ・リ
を変えた…。

殺を、ナチスとレジスタンスの両側

准尉がいた…。戦記ファンタジー小説

つかまえて」の著者サリンジャーの

転倒し、動機も感情も不明の恐怖の

秘命令を下す。ダイナミックな進化を

ング』のピーター・ジャクソン製作 ･

から圧倒的リアリティで描きだす。

原作のTVアニメが劇場版として登場。

謎に満ちた半生を描く伝記ドラマ。

化身「ブギーマン」が再び放たれる！

遂げた潜水艦アクションの新境地！

脚本の新感覚 SFファンタジー映画！

ジェイソン・クラーク / ロザムンド・パイク
2017 /フランス-イギリス-ベルギー/ 2h00

上村泰

カルロ・ゼン

悠木碧 / 早見沙織 / 三木眞一郎 / 玄田哲章

ケネス・スラウェンスキー

ニコラス・ホルト / ケヴィン・スペイシー
2017 / アメリカ / 1h49

2019 / 日本 / 1h41

4/12 - 4/18

4/12 - 4/25

ダニー・ストロング

© Eros international all rights reserved. © SKF all rights reserved.

4/12 - 4/18

© 2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

デビッド・ゴードン・グリーン

ジョン・カーペンター

ジェイミー・リー・カーティス/ジュディ・グリア
2018 / アメリカ / 1h46

ハンターキラー

18 歳以上がご覧になれます

ナチス第三の男

セドリック・ヒメネス

幼女戦記

4/5 - 4/11

15 歳以上がご覧になれます

潜航せよ

ドノヴァン・マーシュ

クリスチャン・リバース

ジェラルド・バトラー/ゲイリー・オールドマン

ヘラ・ヒルマー / ロバート・シーハン

2018 / イギリス / 2h02

4/12 - 4/18

© 2018 SCHRAMM FILM / NEON / ZDF / ARTE / ARTE France Cinema

移動都市 モータル・エンジン

4/12 - 4/18

ピーター・ジャクソン

2018 / アメリカ / 2h09

© 2016 - KG Productions - France 3 Cinema

4/13 -

© T-ARTS ／ syn Sophia ／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／
キングオブプリズム SSS 製作委員会

未来を乗り換えた男

ジュリアン

KING OF PRISM

救急車などの緊急搬送を遠隔手配

ファシズムの台頭により、パリから

両親が離婚し母と暮らすことになっ

フィギュアスケート、歌、ダンス、そし

たインド人青年パワン。ところが少

するオペレーターが、今まさに誘拐さ

マルセイユへ逃れた青年ゲオルク。

た 11 歳のジュリアンは、隔週ごとに

て心の飛躍を型破りなイマジネー

女はインドと激しく対立するパキス

れているという女性の通報を受ける。

自殺した亡命作家に成りすまし外国

父と過ごすことになる。会うたびに態

ションで表現した＜プリズムショー＞

らできることは何でもと奔走するが、

タン人だった！それでも底 抜けに

電話の音だけを手掛かりに事件の解

へ発とうとするが…。ナチスによる悪

度を豹変させ執拗に母子の住所を

が話題のアニメ。大ヒットを記録した

やがて別れのときがやってくる。一年

お人よしなパワンは彼 女を故 郷ま

決に挑むが…。
『search ／サーチ』と

夢的史実と、現代の難民問題を恐

聞きだそうと迫る父に、必死で嘘を重

劇場版２作に続く新 TV アニメを劇場

後、母は思いがけない贈りものを用

で送り届けることに。波 乱 万 丈の

並びサンダンス映画祭で観客賞に輝

るべき発想で重ねあわせた野心作。

ねて抵抗するが…。フランスの新鋭

編集版として上映！新たなプリズムス

意していた…。死と向き合う家族を

ふたり旅の行方は… ! ? 温かな笑い

いた話題作。“ 耳で観る” 新感覚サス

故郷を追われた人々が希望のありか

監督が観客の想像力を最大限に引

タァの誕生をスクリーンで目撃せよ！

ユーモラスかつ温かに描いた感動作。

と涙満載の珠玉のインド映画。

ペンスがあなたの想像力を刺激する！

を求める姿をサスペンスフルに描く。

き出した、衝撃の社会派サスペンス。

特別料金：1,600 円均一

母を亡くした時、
僕は遺骨を食べたいと思った。

バジュランギおじさんと、
小さな迷子

ギルティ

声を出せない迷子の少女を保護し

た母に訪れた突然の末期ガン宣告。
次男のサトシは恋人に励まされなが

明るくパワフルに宮川家を支えてき

大森立嗣

宮川サトシ

安田顕 / 倍賞美津子 / 松下奈緒 / 村上淳
2019 / 日本 / 1h48

© 原泰久／集英社 © 2019 映画「キングダム」製作委員会

キングダム

4/19 -

クリスティアン・ペッツォルト

グスタフ・モーラー

カビール・カーン
サルマン・カーン/ハルシャーリー・マルホートラ
2015 / インド / 2h39

4/19 -

THE GUILTY

ヤコブ・セーダーグレン/イェシカ・ディナウエ
2018 / デンマーク / 1h28

© 武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

劇場版 響け！ユーフォニアム
誓いのフィナーレ

フランツ・ロゴフスキ / パウラ・ベーア
2018 / ドイツ - フランス / 1h42

4/19 -

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2019

4/19 -

シャザム！

グザヴィエ・ルグラン
レア・ドリュッケール / トーマス・ジオリア
2017 / フランス / 1h33

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

映画 クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン 失われたひろし

Shiny Seven Stars 劇場編集版

4/19 - 4/25

We Margiela

菱田正和
寺島惇太 / 蒼井翔太 / 関俊彦 / 斉藤壮馬
2019 / 日本 / 時間未定

© 2017 mint film office / AVROTROS

4/19 - 4/25

© 2017 INDIGO FILM CRISTALDI PICS MACT PRODUCTIONS JPG FILMS VENTURA FILM

マルジェラと私たち

シシリアン・ゴースト・ストーリー

中国春秋戦国時代、天下の大将軍を

繊細かつダイナミックな演奏シーン

野原一家はオーストラリアの秘境で

ある日突然スーパーヒーローにな

世界中のファッショニスタを虜にし

シチリアの小さな村で13 歳の少年

夢見る戦災孤児・信と玉座を奪われた

が人気のシリーズ最新作！昨年度

いまさら初めての新婚旅行を満喫。

れる力を手に入れた思春期の少年・

たメゾン、マルタン・マルジェラ。そ

ジュゼッペが姿を消した。大人たちが

若き王・政。二人の少年は 500 年に渡

の全日本吹奏楽コンクールに出場

しかしある夜、突然ひろしが消えた。

ビリーが無 邪 気さと悪ノリ全 開で

の創 業 者でありデザイナーのマル

沈黙を決め込むなか、彼に想いを寄

る戦乱の世に終わりをもたらすため、

を果たした北宇治高校吹奏楽部の

探しに出たしんのすけ達を待って

ジェラ本人に迫る初のドキュメンタ

せる少女ルナは真相を追って闇の世

中華統一を目指し途方も無い戦いに

部員たち。今年度は「全国大会金

いたのは、仮面族に花婿としてさらわ

悪に立ち向かう、DC コミックス原
作のコメディアクションムービー。

リー。そのデザインはなぜ人々を魅

界へと足を踏み入れてゆく。実際の

挑む。累計 3600 万部の大ヒット漫画

賞」を目標に練習をスタートするが、

れたひろしを救い出すモーレツにデ

魔法の言葉「シャザム！」で、見た

了し続けるのか？なぜ人気の絶頂

誘拐事件をもとに凄惨な現実とお伽

を壮大なスケールで描く、山﨑賢人

一筋縄ではいかない後輩が入部し、

ンジャラスな大冒険。果たして無事

目はオトナ、中身はコドモの 超 絶

でブランドを去ったのか？伝説に満

噺を融合させ、人間の残酷さ、少年

主演歴史エンターテイメント超大作！

次々と問題が起きる…。

に春日部に帰ることができるのか！

“ ピュア ” ヒーローが誕生する！

ちたカリスマのすべてが語られる。

少女の心の強さを幻想的に描き出す。

佐藤信介

原泰久

山﨑賢人 / 吉沢亮 / 長澤まさみ / 橋本環奈
2019 / 日本 / 2h14

4/19 - 4/25

© Dales Productions Limited / The British Film Institute 2017

石原立也

武田綾乃

橋本昌和

黒沢ともよ/朝井彩加/豊田萌絵 /安済知佳
2019 / 日本 / 時間未定

臼井儀人

小林由美子/ならはしみき/森川智之/こおろぎさとみ
2019 / 日本 / 1h30 予定

4/26 -

© 柏葉幸子・講談社／ 2019「バースデー・ワンダーランド」製作委員会

4/26 - 5/9

© 2018 FOCUS FEATURES LLC, ALL RIGHTS RESERVED.

デヴィッド・F・サンドバーグ

メンナ・ラウラ・メイール

ザッカリー・リーヴァイ/アッシャー・エンジェル

ディアナ・フェレッティ・ヴェローニ
2017 / オランダ / 1h43

2019 / アメリカ / 時間未定

4/26 - 5/9

ジェニー・メイレンス

© 2018「ねことじいちゃん」製作委員会

4/26 - 5/9

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC.

ファビオ・グラッサドニア / アントニオ・ピアッツァ
ユリア・イェドリコヴスカ / ガエターノ・フェルナンデス
2018 /イタリア-フランス-スイス/ 2h03

4/26 - 5/2

© 2017 SHOCK AND AWE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ゴッズ・オウン・カントリー

バースデー・ワンダーランド

ブラック・クランズマン

ねことじいちゃん

ビリーブ

ヨークシャーの寂れた牧場を一人

誕 生日の前日、アカネの前に突 然

女性は仕事を選べないなど、様々な男

現れた不思議な世界の住人たち。

1979 年、コロラド州初の黒人警官と
して採用されたロンは、白人刑事と二

生まれ育った小さな島で、飼い猫タ

で管理しながら、祖母と病気の父を養

マと２人暮らしの大吉は、多くの友

女差別が根強く横行していた 70 年代

米国は“大量破壊兵器保持”
2002 年。
を理由にイラク侵攻の準備を進めて

うジョニー。孤独で鬱屈した日々は、

世界を救って欲しいと懇願され、ア

人一役を演じる大胆な作戦で白人至

人や猫たちと穏やかな日々を過ごし

のアメリカで、史上初の男女平等裁

いた。大手マスコミは大統領の発言

短期労働者のルーマニア人ゲオル

カネは地下室から繋がるワンダー

上主義団体 KKK への潜入捜査を試

ていた。しかし親しい友の死や自ら

判に挑んだ弁護士がいた。彼女の名

通りに報道を続けたが、とある地方

ゲを雇ったことで少しずつ変わって

ランドに連 れ出されるのだが …。

みるが…。ブラック・ムービーの礎を

の体 調 不良など、少しずつ変 化が

はルース・ギンズバーグ。
「100% 負

紙の記者たちは疑問を抱き、独自の

いく。美しい大自然を舞台に青年の

日本を代 表するアニメーション作

築いてきた鬼才スパイク・リーが現代

訪れはじめ…。猫と人の暮らしに優

ける」
と言われた裁判に彼女はどう立

取材を展開。そして驚くべき事実を突

心の雪解けを繊細に綴る、イギリス

家・原恵一監督が名作児童書「地

のアメリカに放つ痛烈なメッセージ。

しい視 線を注ぐ人 気 漫 画を、動 物

ち向かい、大逆転を成し遂げたのか。

き止めるが…。国家ぐるみの嘘に立

版『ブロークバック・マウンテン』。

下室からのふしぎな旅」を映画化！

写真家・岩合光昭が実写映画化。

時代を変えた感動実話を映画化！

ち向かった記者たちの信念の実話。

フランシス・リー
ジョシュ・オコナー / アレック・セカレアヌ
2017 / イギリス / 1h45

4/26 - 5/2

Zephyr Films
© 2017 Green Films AIE, Diagonal Televisio SLU, A Contracorriente FilmsTheSL,Bookshop
Ltd.

原恵一

第 91 回 アカデミー賞
脚色賞 受賞
スパイク・リー

柏葉幸子

松岡茉優 / 杏 / 麻生久美子 / 東山奈央
2019 / 日本 / 1h55

ジョン・デヴィッド・ワシントン/アダム・ドライバー
2018 / アメリカ / 2h15

5/3 -

Reserved.
© 2018 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights
© 2018 Pokémon

マイ・ブックショップ

名探偵ピカチュウ

1959 年、戦争未亡人のフローレンス
は夫との夢だった書店を開業する。

5/3 -

© 2019 河本ほむら・尚村透／ SQUARE ENIX・「映画 賭ケグルイ」製作委員会

岩合光昭

ねこまき

ミミ・レダー

立川志の輔 / 柴咲コウ / 柄本佑 / 小林薫
2019 / 日本 / 1h43

©

未来への大逆転

フェリシティ・ジョーンズ / アーミー・ハマー
2018 / アメリカ / 2h00

5/3 -

2017 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION STX FINANCING, LLC WANDA MEDIA CO., LTD.
SPARKLE ROLL CULTURE & ENTERTAINMENT DEVELOPMENT LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

5/3 - 5/9

Media Entertainment-Ukrainian State Film
© 2018-Slot Machine-Gulldrengurinn-SolarAgency-Koggull
Filmworks-Vintage Pictures

記者たち 衝撃と畏怖の真実

ロブ・ライナー
ウディ・ハレルソン / ジェームズ・マースデン
2017 / アメリカ / 1h31

5/3 - 5/9

© 2016 Pepito Produzioni

映画 賭ケグルイ

ザ・フォーリナー

幼い頃ポケモントレーナーを夢みて

駆け引き、勝負強さ、そして運。ギャ

ロンドンで発生した爆破テロによって

アイスランドの田舎町で合唱団の講

娘との確執を抱え独りで暮らす老人

いたティムは、事件に巻き込まれた父

ンブルの強さが生徒の優劣を決める

最愛の娘を失った初老の男。かつて

師をしながら、謎の環境活動家とし

ロレンツォの隣に、ある一家が越して

復讐者

たちあがる女

ナポリの隣人

読書をこよなく愛する老紳士に支え

親を探すため人間とポケモンがともに

狂った掟に支配された学園に、ある日

特殊部隊員だった彼は復讐に燃え、

てアルミニウム工場と孤独な闘いを

くる。彼らとの交流は平穏な日々をも

られ経営を軌道に乗せるも、地元の

暮らす街・ライムシティへと向かう。

ひとりの少女が現れる。彼女の名は

テロ関与が疑われる政治家に近づく

繰り広げるハットラ。念願の養子を

たらすが、その幸せは思いがけない

有力者夫人の妨害に遭い…。女性の

そこで出会ったのは、自分にしか聞こ

蛇喰夢子。誰も予想しない奇策を繰

が…。復讐鬼と化して容赦ない殺戮

迎えることが決まり、工場との最終決

事件で突然幕を閉じた。名匠ジャン

ささやかな奮闘と書物への愛情を謳

えない人間の言葉で話す名探偵ピカ

り出す天才の出現によって学園の秩

劇に明け暮れるジャッキーの姿が衝

戦の準備に取りかかるが…。人間の

ニ・アメリオ監督が現代の家族のかた

い上げる『死ぬまでにしたい10 のこ
と』
のイザベル・コイシェ監督最新作。

チュウだった！かつて父親の相棒だっ

序は大きく揺らぎ出すが…。JOKER
よりも最強の JK を浜辺美波が怪演！

撃的。その悲痛さと哀愁に胸を引き

強さと寛容さをユーモラスに謳い上げ

裂かれる壮絶なアクション・スリラー。

る、
『馬々と人間たち』監督最新作。

ちを力強い筆致で描いた、21 世紀の
ネオレアリズモともいうべき衝撃作。

イザベル・コイシェ
エミリー・モーティマー / ビル・ナイ
2017 / スペイン / 1h52

たピカチュウと大事件に立ち向かう！
ロブ・レターマン

ライアン・レイノルズ

ジャスティス・スミス / 渡辺謙
2019 / アメリカ / 時間未定

英勉

河本ほむら / 尚村透

浜辺美波 / 高杉真宙 / 松田るか / 岡本夏美
2019 / 日本 / 1h59

マーティン・キャンベル
ジャッキー・チェン / ピアース・ブロスナン
2017 / イギリス - 中国 - アメリカ / 1h50

ベネディクト・エルリングソン
ハルドラ・ゲイルハルズドッティル/ヨハン・シグルズアルソン
2018 /アイスランド-フランス-ウクライナ/ 1h41

ジャンニ・アメリオ

ロレンツォ・マローネ

レナート・カルペンティエーリ/ジョヴァンナ・メッゾジョルノ
2017 / イタリア / 1h48

