小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2020 映画「スマホを落としただけなのに 2」製作委員会

スマホを落としただけなのに
囚われの殺人鬼
4/24 -

映画 クレヨンしんちゃん
激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者

© 臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020

子供のラクガキをエネルギーにし

けできるのか !?『ラブライブ！』監

て空に浮かぶ王国「ラクガキング

督×『そこのみにて光輝く』脚本家

ダム」が、国の命運をかけて地上

で描く劇場版 28 作目！

へ進撃を開始！果たしてしんの
すけは「ミラクルクレヨン」で描
いたラクガキたちと世界をお助

京極尚彦

高田亮

臼井儀人

小林由美子 / ならはしみき / 森川智之

夫と娘と暮らす塔子は、かつて愛し
た男・鞍田と10 年ぶりに再会する。
見て見ぬふりをしてきた感情に気づか

現場で次々と若い女性の遺体が発見
される。捜査が行き詰まる中、刑事・

せられ鞍田の車に乗るが、先が見え

加賀谷は自身が逮捕した連続殺人鬼・

ない一夜の道行きは二人の関係その

浦野と渋々手を組むことにするが…。

ものだった。誰のものでもない「私」

公開と同時に話題騒然となった SNS

をどう生きるのか。島本理生の問題

ミステリー、衝撃の続編が登場！

作を三島有紀子監督が映画化。

中田秀夫

スキャンダル
FOX ニュースの元 人 気キャス
ター・グレッチェンが CEO のロ
ジャーをセクハラで提訴。看板
番組を担当するメーガンは過去
を思い出して動揺し、若手のケイ
ラはロジャーと直接対決するチャ

三島有紀子

志駕晃

2020 / 日本 / 1h58

© Lions Gate Entertainment Inc.

ンスを手に入れるが…。メディア界
に激震が走った事件の真実とは？

第 92 回アカデミー賞
メイクアップ＆ヘアスタイリング 賞 受賞

© 2018 STUDIOCANAL SAS

籍時に名外科医として知られた

在宅死のいまを克明に映し出す。

小堀鷗一郎医師が、医師生活最
後に選んだのは在宅による終末
期医療。患者やその家族に寄り

4/3 - 4/16

©そにしけんじ・実業之日本社 /「映画 ねこねこ日本史 2020」製作委員会
映画 ねこねこ日本史
龍馬のはちゃめちゃタイムトラベルぜよ！

第 93 回キネマ旬報ベスト・テン
文化映画部門 第３位

小堀鷗一郎 / 堀越洋一

下村幸子
2019 / 日本 / 1h50

4/10 - 4/23

劇場版

日本へタイムスリップしてしまった

的なキャラクターたちの群像劇が共

小学生ねこの「フク」。元の時代に戻

感を呼んだ TV アニメ『SHIROBAKO』

るため坂本龍馬と協力をしてさまざ

がついに劇場版へ！業界に自分たち

まな時代を旅することに !? 卑弥呼、

の居場所を見つけ、少しだけ成長し

織田信長などの偉人（ねこ）達も登

たアニメーション同好会の５人は、

場！ねこ史上最大の冒険が始まる！！

新たな苦悩、試練に立ち向かう。

河村友宏『GAMBA ガンバと仲間たち』

水島努

小林ゆう / 山下大輝 / 山寺宏一 / 佐藤二朗

木村珠莉/佳村はるか/千菅春香 /高野麻美

2020 / 日本 / 1h13

4/10 - 4/23

© 2018 ZIP CINEMA, CJ ENM CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

武蔵野アニメーション

2020 / 日本 / 2h00

4/10 - 4/23

© 2020「架空 OL 日記」製作委員会

実在する心霊スポット、旧犬鳴トンネ

返らせることができるのか ! ? 広瀬す
ずがコメディに初挑戦！監督・脚本

ラックマスク。謎のダイヤを盗んだ少女

ルの先にあるという犬鳴村を、
『呪怨』

を CM 界のヒットメーカー２人が手

を巡ってバトルが始まるが、物語はど

の清水崇が禁断の映画化！これは単

掛けた、超豪華キャストで贈るハー

歴史から生まれた至福のミステリー。

なる都市伝説なのか、
真実なのか…。

トフル S・F（死んだ・ふり）コメディ！

んどんカオスな展開へ !? 天真爛漫な悪
カワヒロインが世界を“ 覚醒 ”させる！

浜崎慎治

清水崇
三吉彩花 / 坂東龍汰 / 奥菜恵 / 寺田農
2020 / 日本 / 1h48

4/3 - 4/16

ヒャダイン

THE UPSIDE

全身麻痺の大富豪フィリップは、ス

国務長官シャーロットが偶然再会し

ラム街出身の黒人青年デルを介護

たのは、元ジャーナリストで失業中

人として雇う。キャリアも教養もない

の冴えない男フレッド。昔話に話を

デルを雇うことに周囲は反対するが、

咲かせるうちに意気投合した 2 人は、

住む世界の違う二人は次第に信頼

ちょっといい感じになっていくが…？

と友情を築いていく。大ヒットフラン

スーパーウーマンとダメ男が繰り広

ス映画をハリウッドリメイクした、生

げる、笑えて泣けるラブコメディ。

きる歓びに溢れた最強の感動作！

ジョナサン・レヴィン

ニール・バーガー

シャーリーズ・セロン / セス・ローゲン

ブライアン・クランストン / ケヴィン・ハート
2019 / アメリカ / 2h05

© SRAB FILMS LYLY FILMS RECTANGLE PRODUCTIONS

小説「レ・ミゼラブル」で知られる

劇の連鎖を圧倒的緊張感で描いた、

パリ郊外の町モンフェルメイユ。少

カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作。

権力に抑圧された民衆の怒りが
爆発し取り返しのつかない事態へ
と陥っていく。現代社会に潜む悲

4/17 - 4/30

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

第 92 回アカデミー賞
国際長編映画賞 ノミネート
ラジ・リ

家族を失ったダニーは恋人や友

いかかる。緻密な脚本と大胆な発想

人たちとスウェーデンの奥地で開

で極彩色の恐怖を描く。R-18 指定
のディレクターズカット版も上映！

かれる“ 90 年に一度の祝祭 ” を訪
れた。優しい住人と美しい花々に
囲まれた楽園は、次第に不穏な空
気が漂い想像を絶する悪夢が襲

© 2019 PBF Movie, LLC. All Rights Reserved.

2019 / フランス / 1h44

5/1 - 5/14

グッドライアー

黒い司法

到来を予測。政府は非公開の対策

りきり日々のあれこれを書いたブロ

してまもない世間知らずの資産家ベ

の地で、死刑判決を受けた冤罪の

グは、鋭い観察眼によるリアル過ぎ

ティ。徐々に彼女の信頼を獲得してい

男を救うためひとりの弁護士が立ち

産 ”は７日後に迫っていた…。未曽有

る日常が綴られ話題となった。後に

くが、事態は思いもよらない方向へと

上がった。しかし仕組まれた証言や

の通貨危機の裏側を赤裸々に描き、

本人主演でドラマになり、今回待望

転がっていく。
誰しもが抱えている秘密

白人ばかりの陪審員、脅迫などに悩

政府批判のメッセージも痛烈な実録

の映画化。リアルを追求したバカリ

と嘘。偽りに満ちた人生が暴かれると

まされ…。心揺さぶる奇跡の実話を

社会派エンタテインメントの必見作。

ズムワールドをぜひご堪能あれ！

き、至高のライアーゲームがはじまる。

『ショート・ターム』の監督が映画化。

ビル・コンドン
2019 / アメリカ / 1h49

4/10 - 4/23

© Pathe Productions Limited and British Broadcasting Corporation 2019

ジュディ 虹の彼方に

『オズの魔法使』で一躍スターダムへ

養護施設を脱走したダウン症のザッ

駆け上り、数々のヒット作に出演した伝

クは、孤独な漁師タイラーと出会い

ジュディ・ガーラ
説のミュージカル女優、

意気投合。お金も食料も移動手段も

ンド。47 歳という若さで亡くなった波乱

ない二人に看護師のエレノアも加わ

万丈な人生、その最後に挑んだステー

り、人生で一度きりの特別な旅に出

ジの日々が、今明かされる。
レネー・ゼ

る。二人の無名監督が書きあげた優

ルウィガー迫真の演技で贈る感動作。

しさと強さに満ちた愛すべき一本！
シャイア・ラブーフ / ダコタ・ジョンソン
2019 / アメリカ / 1h37

第 92 回アカデミー賞
主演女優賞 受賞

ルパート・グールド
レネー・ゼルウィガー / マイケル・ガンボン
2018 / イギリス / 1h58

0％からの奇跡

チームを立ち上げたものの “ 国家破

ヘレン・ミレン / イアン・マッケラン

2019 / アメリカ / 2h27

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

1980 年代アラバマ。黒人であること
が罪と言われるほど差別が根強いこ

偽りのゲーム

アリ・アスター『ヘレディタリー 継承』
フローレンス・ピュー / ジャック・レイナー

プロレスラーの養成学校に入ろうと

タイラー・ニルソン/マイケル・シュワルツ

ダミアン・ボナール / アレクシス・マネンティ

© 2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved.

ミッドサマー

ザ・ピーナッツバター・
ファルコン

年の起こした些細な事件を機に、

2020 / アメリカ / 1h49

4/3 - 4/16

4/10 - 4/23

レ・ミゼラブル

マーゴット・ロビー

メアリー・エリザベス・ウィンステッド

最強のふたり

大統領選への立候補を控える美しき

4/10 - 4/16

キャシー・ヤン

© 2019 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

ベテラン詐欺師のロイが出会い系サ

2020 / 日本 / 1h40

澤本嘉光

広瀬すず/吉沢亮/堤真一/リリー・フランキー
2020 / 日本 / 1h33

イトで狙いを定めたのは、夫を亡く

2018 / 韓国 / 1h54

に目を付けたのは残忍なサイコ野郎ブ

いて…。第二次大戦中、英国で唯一

ズム。３年間、銀行に勤める OL にな

バカリズム

BIRDS OF PREY

ドイツの占領下にあった島の数奇な

マルチな才能を発揮し続けるバカリ

夏帆 / 臼田あさ美 / 佐藤玲 / 山田真歩

© 2019 WBEI and c&TM DC Comics

共通点は“ 犬鳴トンネル ” だった…。

1997 年、韓国。国の経済は表向き順
調だったが、韓国銀行は通貨危機の

住田崇

上映中

会員たちはある重大な秘密を隠して

架空 OL 日記

キム・ヘス / ユ・アイン / ホ・ジュノ

© 2020 松竹 フジテレビジョン

会を取材しようと島を訪問。しかし

国家が破産する日

チェ・グクヒ

上映中

2018 / フランス / 1h33

ツインテールを短くカット、身も心も軽

SHIROBAKO

描き、制作に真正面から向き合う魅力

ビーがついに凱旋する！日本公

フィリップ・ラショー
エロディ・フォンタン / タレク・ブダリ

くなってクレイジーに進化！そんな彼女

© 2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員

アニメ業界の日常や実態を赤裸々に

記録した抱腹絶倒のパワームー

をめぐる大騒動！はたして父を生き

2019 / アメリカ / 2h05

NHK の歴史コメディアニメ「ねこね
こ日本史」が映画化！うっかり昔の

もスペシャルゲストとして登場！

現し、社会現象級の大ヒットを

りかかった“２日間だけ死んじゃう薬 ”

僕と彼女のありえない恋

走する 80 歳の医師の姿を通して、

ンスでまさかの実写映画化を実

んだ女性や不可解な変死。それらの

ロング・ショット

添い、時に難問に向き合いながら奔

開のもっこり満載デラックス吹替版
ではお馴染みの神谷明と伊倉一恵

こり始めた奇妙な出来事。精神を病

ロンドンの作家ジュリエットは、読書

© 2019 Flarsky Productions, LLC. All Rights Reserved.

人生の終わりに医療が出来ること

海外でも高い人気を誇る北条司
の漫画「シティーハンター」
。フラ

ジョーカーと別れたハーレイ・クインは

4/3 - 4/16

とは何か—。かつて東大病院在

THE MOVIE 史上最香のミッション

父親のことが大嫌いな女子大生に降

1946 年、“ ガーンジー島の読書会 ”
の会員と手紙を交わすようになった

2018 / フランス - イギリス / 2h04

文部科学省特別選定作品

© AXEL FILMS PRODUCTION - BAF PROD - M6 FILMS

臨床心理士の森田奏の周りで突如起

犬鳴村

リリー・ジェームズ / ミキール・ハースマン

人生をしまう時間（とき）

© 2020「犬鳴村」製作委員会

シティーハンター

一度死んでみた

ガーンジー島の読書会の秘密

マイク・ニューウェル

© NHK

上映中

上映中 - 4/9

ハーレイ・クインの華麗なる覚醒

シャーリーズ・セロン / ニコール・キッドマン

4/3 - 4/9

島本理生

夏帆 / 妻夫木聡 / 柄本佑 / 間宮祥太朗
2020 / 日本 / 2h03

ジェイ・ローチ
2019 / アメリカ - カナダ / 1h49

レッド

作の連続殺人事件から数か月後、同じ

上映中 - 4/9

上映中 - 4/9

Red

18 歳以上がご覧になれます

© 2020「Red」製作委員会

長い黒髪の女性ばかりが狙われた前

千葉雄大 / 白石麻衣 / 成田凌 / 井浦新

2020 / 日本 / 1h30 予定

上映中 - 4/9

15 歳以上がご覧になれます

デスティン・ダニエル・クレットン
マイケル・Ｂ・ジョーダン/ジェイミー・フォックス
2020 / アメリカ / 2h17

4/17 - 4/30

© 2020「星屑の町」フィルムパートナーズ

星屑の町
売 れないおじさんコーラスグ

き起こる。ヒロインにのんを迎え、

ループ「山田修とハローナイツ」。

昭和歌謡のヒット曲満載で贈る笑

結成から10 年、これといったヒッ
ト曲もなく細々と活動を続けて

いと涙の人気舞台が映画化！

いたが、歌手を夢見る若い女性
が加入を希望し思わぬ騒動が巻

杉山泰一

水谷龍二

大平サブロー/ラサール石井/小宮孝泰/渡辺哲/のん
2020 / 日本 / 1h42

