小学生には助言・指導が必要です

3/29 -

3/29 -

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ダンボ
サーカス団で働くホルトの子供

を救うため、大きな決断をして…。

たちは、耳が大きな赤ちゃん象

ディズニー屈指の人気キャラ「ダン

ダンボが空を飛ぶのを目撃する。

ボ」の愛と勇気の物語。

しかしそこに目を付けた経営者
は金儲けのためダンボと母親を
引き離してしまう。ダンボは母親

4/5 - 4/11

© 2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

サスペリア

ティム・バートン
コリン・ファレル / エヴァ・グリーン
2019 / アメリカ / 1h52

4/5 - 4/11

ギルティ

© 2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

THE GUILTY

3/29 - 4/11

© 2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved

3/29 - 4/4

- France 3 Cinema
© 2017 - Elephant Doc - Petit Dragon - Unbeldi Productions
© Fonds de Dotation Maria Callas

18 歳以上がご覧になれます

3/29 - 4/4

HERNANDEZ y FERNANDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE
© 2016PRODUCCIONES
A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.

バーニング 劇場版

私は、マリア・カラス

家（うち）へ帰ろう

心に深い傷を持ち、
それぞれの事情を

村上春樹の「納屋を焼く」を韓国の巨
匠イ・チャンドン監督が大胆に脚色。

20 世紀最高のオペラ歌手として音
楽史にその名を燦然と輝かせるマリ

ブエノスアイレスに暮らす 88 歳の仕

抱えて少年刑務所に収監された少年
たち。自由を奪われた刑務所の中で、

カンヌ映画祭で歴代最高評価を獲得

ア・カラス。語りつくされたかに思わ

ドへ向かう旅に出る。目的は第二次

映画

少年たち

© 映画「少年たち」製作委員会

15 歳以上がご覧になれます

立て屋アブラハムは、単身ポーラン

明日への一歩を踏み出していく成長

した、
３人の男女が織り成す究極のミ

と再生をオリジナル楽曲に乗せて描

ステリー。幻想的な映像と、先の見え

れていた彼女の伝説に、没後 40 年に
して数々の驚くべき事実が見つかっ

れた親友に最後のスーツを手渡す

かれる、
日本発ミュージカル・エンター

ない展開…。そして原作にはない衝

た。未完の自叙伝、プライベートの手

こと。ドイツを通過することを拒み四

テイメント。伝説の舞台を東西ジャ

撃のラストは、
あなたの想像を絶する。

紙や映像、音源を元に、誰も知らな

苦八苦するが、道中で出会う女性た

いマリア・カラスの真実の姿が甦る。

ちに助けられ、心を解放させてゆく。

ニーズ Jr. 揃い踏みで遂に映画化！
本木克英

ジャニー喜多川

第 71 回カンヌ国際映画祭
国際批評家連盟賞／バルカン賞 受賞
イ・チャンドン

SixTONES/Snow Man/ 関西ジャニーズ Jr./ 横山裕
2019 / 日本 / 1h44

村上春樹

ユ・アイン/スティーブン・ユァン/チョン・ジョンソ
2018 / 韓国 / 2h28

4/5 - 4/18

4/5 - 4/11
2017

© Partner Media Investment - Left Field Ventures - Good Fortune Films

フロントランナー

ともしび

トム・ヴォルフ

パブロ・ソラルス

マリア・カラス

ファニー・アルダン

2017 / フランス / 1h54

4/5 - 4/18

大戦中にナチスドイツから匿ってく

ミゲル・アンヘル・ソラ / アンヘラ・モリーナ
2017 / スペイン - アルゼンチン / 1h33

© META FILM LONDON LIMITED 2017

4/5 - 4/25

天才作家の妻 40 年目の真実

シネマ歌舞伎

© 松竹株式会社

野田版 桜の森の満開の下

「決してひとりでは見ないでください」

救急車などの緊急搬送を遠隔手配

偉大なる作家ジョゼフと献身的な妻ジョー

深い桜の森で、王は姫君を守る仏像の

するオペレーターが、今まさに誘拐さ

1988 年、米国大統領選挙。最有力候
補＝フロントランナーとして躍り出

ベルギーの地方都市。アンナ夫婦の

のコピーがあまりに有名なイタリア

慎ましい生活は、夫が犯したある罪に

ン。穏やかな夫婦生活は、夫のノーベル文

彫刻を三人の男に競わせる。やがて仏

ン・ホラーの傑作が、
『君の名前で僕

れているという女性の通報を受ける。

たゲイリー・ハート上院議員は、ケネ

よって少しずつ狂い始める。老境にさ

学賞受賞を機に静かに壊れ始める。華や

像が完成するが、それぞれの思惑が交

を呼んで』のグァダニーノ監督の手

電話の音だけを手掛かりに事件の解

ディの再来と呼ばれ国民の期待を背

しかかった女性の不安と孤独をシャー

かな授賞式の場で、長年隠し続けた夫婦の

錯し…。坂口安吾の小説「桜の森の満

によって新たに生まれ変わる！憧れ

決に挑むが…。
『search ／サーチ』と

負っていた。しかしそんな時に出され

ロット・ランプリングが見事に体現。業を

“秘密”が暴かれる時、２人の愛と憎しみの

開の下」
と
「夜長姫と耳男」
を下敷きに、

の名門舞踊団に隠された恐るべき秘

並びサンダンス映画祭で観客賞に輝

た 1 つの報道により彼は輝かしい未

背負いながら生き直しを図るまでの悲

果てにあるものとは―。男女間の危機を

奇才・野田秀樹が描き下ろした伝説

密とは !? レディオヘッドのトム・ヨー

いた話題作。“ 耳で観る” 新感覚サ

来を失ってしまう。裏切ったのはマス

しみと決意を追う、
珠玉の人間ドラマ。

見つめ深層心理を追求するサスペンス。

の戯曲が歌舞伎として生まれ変わる。

クが手掛けた劇伴音楽にも注目。

スペンスがあなたの想像力を試す！

コミか？国民か？それとも彼自身か？

ルカ・グァダニーノ

グスタフ・モーラー

ダコタ・ジョンソン / ティルダ・スウィントン
2018 / イタリア - アメリカ / 2h32

4/5 - 4/11

© 2019「チワワちゃん」製作委員会

チワワちゃん

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

4/5 - 4/18

アンドレア・バラオロ

ジェイソン・ライトマン
ヒュー・ジャックマン / Ｊ.Ｋ. シモンズ

ハンターキラー

ある家政婦の視点から、70 年代のメキ
シコ市ローマ地区に暮らす中流階級の

ロシア国防大臣が自国の大統領を監

バラバラ遺体で発見された。遊び仲
間たちはチワワの思い出を語り合う

家族を描く。キュアロン監督の幼少期に

が判明。緊急事態を回避すべく、アメ

禁し、クーデターを画策していること

が、誰も彼女の本名すら知らなかっ

基づく私的な物語だが、吸い込まれそう

リカ政府は原子力潜水艦「ハンター

なほど美しいモノクロ映像が世界の圧

キラー」に水中兵器ひしめく絶対不

鋭・二宮健監督が岡崎京子の原作

倒的な深さと広がりを感じさせる。映画

可侵のロシア海域に潜航するよう極

を現代にアップデート。SNS 社会に
おける青春の爆発と終りを鋭く描く。

芸術を極めた傑作、待望の劇場公開！

秘命令を下す。ダイナミックな進化を

二宮健

岡崎京子

門脇麦 / 成田凌 / 寛一郎 / 玉城ティナ
2019 / 日本 / 1h44

アルフォンソ・キュアロン
ヤリッツァ・アパリシオ/マリーナ・デ・タビラ
2018 / メキシコ / 2h15

遂げた潜水艦アクションの新境地！
ドノヴァン・マーシュ
ジェラルド・バトラー/ゲイリー・オールドマン
2018 / イギリス / 2h02

4/12 - 4/25

4/12 -

名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）

© 2019 青山剛昌 / 名探偵コナン製作委員会

コナン最新作の舞台となるのは、

連れてこられたコナンの命運は !?

初の海外シンガポール！世界最

真実 vs 奇術 vs 蹴撃！三位一体バ

大のブルーサファイア “ 紺青の

トルミステリーの幕が開ける！

拳 ” を巡って、対峙する怪盗キッ
ドと最強の空手家・京極真。そ
して、強制的にシンガポールに

4/19 -

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2019

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

永岡智佳

青山剛昌

高山みなみ/山口勝平/山崎育三郎/河北麻友子
2019 / 日本 / 時間未定

4/19 -

© 武田綾乃・宝島社／「響け！」製作委員会

ビョルン・ルンゲ

© Universal Pictures

2017 /スウェーデン - アメリカ - イギリス/ 1h41

ホラー映画の金字塔『ハロウィ

神病棟からの移送車が転倒し、動
機も感情も不明の恐怖の化身「ブ

の 手で 現 代に甦る！前 作から

ギーマン」が再び放たれる！

40 年後、生き残ったローリーは
マイケルの再来を予感し備えて

デビッド・ゴードン・グリーン

いた。そしてハロウィン前夜、精

2018 / アメリカ / 1h46

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

に死者の骨を洗う「洗骨」という沖
縄離島の風習をテーマに、ガレッジ
セールのゴリこと照屋年之監督が
家族の絆をユーモアたっぷりに描く。
照屋年之
奥田瑛二 / 筒井道隆 / 水崎綾女
2018 / 日本 / 1h51

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

ションで表現した＜プリズムショー＞

暮らす事を選択し、地上は都市同士

が話題のアニメ。大ヒットを記録した

が捕食しあう弱肉強食の世界へと姿

劇場版２作に続く新 TV アニメを劇場

Shiny Seven Stars 劇場編集版

て心の飛躍を型破りなイマジネー

『ロード・オブ・ザ・リ
を変えた…。

編集版として上映！新たなプリズムス

ング』のピーター・ジャクソン製作 ･

タァの誕生をスクリーンで目撃せよ！

脚本の新感覚 SFファンタジー映画！

特別料金：1,600 円均一
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

© 2018 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

妊娠中の長女。バラバラだった家族
をひとつにしてくれたのは、骨になっ
た母だった―。風葬したのち数年後

ン』がジョン・カーペンター自身

が取り付けられた移動型の都市で

4/19 - 4/25

© 2018 UNIVERSAL STUDIOS

ハロウィン

フィギュアスケート、歌、ダンス、そし

2018 / アメリカ / 2h09

©『洗骨』製作委員会

酒浸りの父、苦労人の長男、訳あり
4/12 -

60 分で文明が荒廃した戦争から遥
か先の未来。残された人類は、車輪

ピーター・ジャクソン

2017 / 日本 / 2h13

洗骨（せんこつ）

移動都市 モータル・エンジン

クリスチャン・リバース

坂口安吾

中村勘九郎 / 松本幸四郎 / 中村七之助

4/12 - 4/18

KING OF PRISM

ヘラ・ヒルマー / ロバート・シーハン

一般：2,100 円 / 学生・小人：1,500 円
野田秀樹

グレン・クローズ / ジョナサン・プライス

潜航せよ

た。チワワは何者？なぜ殺された？新

第 91 回 アカデミー賞
監督賞／外国語映画賞／撮影賞 受賞

第 76 回ゴールデングローブ賞
主演女優賞 受賞

© 2018 Hunter Killer Productions, Inc.

ROMA／ローマ

「チワワ」と呼ばれていた若い女性が

シャーロット・ランプリング/アンドレ・ウィルム
2017 / フランス - イタリア - ベルギー / 1h33

2018 / アメリカ / 1h53

4/12 -

第 74 回ヴェネチア国際映画祭
女優賞 受賞

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

4/19 -

キングダム

© 原泰久／集英社 © 2019 映画「キングダム」製作委員会

中国春秋戦国時代、天下の大将

累計 3600 万部の大ヒットマンガを

軍を夢見る戦災孤児・信と玉座

壮大なスケールで描く、山﨑賢人主

を奪われた若き王・政。二人の

演歴史エンターテイメント超大作！

少年は 500 年に渡る戦乱の世に
終わりをもたらすため、中華統一
を目指し途方も無い戦いに挑む。

5/3 -

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

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

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

劇場版 響け！ユーフォニアム
誓いのフィナーレ

シンプル・フェイバー

バースデー・ワンダーランド

野原一家はオーストラリアの秘境で

繊細かつダイナミックな演奏シーン

シングルマザーのステファニーは

誕 生日の前日、アカネの前に突 然

幼い頃ポケモントレーナーを夢みてい

駆け引き、勝負強さ、そして運。ギャ

今更初めての新婚旅行を満喫して

が話題となり、多くの人々から支持を集

息子の同級生の母エミリーと親しく

現れた不思議な世界の住人たち。

たティムは、事件に巻き込まれた父親

ンブルの強さが生徒の優劣を決める

名探偵ピカチュウ

映画 賭ケグルイ

いた。ある夜、ひろしが消えた。探し

めるシリーズ最新作！昨年度の全日本

なる。だがある日、息子を預けたま

世界を救って欲しいと懇願され、ア

を探すため人間とポケモンが共存す

狂った掟に支配された学園に、ある日

に出たしんのすけ達を待っていたの

吹奏楽コンクールに出場を果たした

まエミリーは失踪。行方を追うステ

カネは地 下 室から繋がるワンダー

る街・ライムシティへと向かう。そこで

ひとりの少女が現れる。彼女の名は

は、モーレツにデンジャラスな大冒

北宇治高校吹奏楽部。今年度は「全

ファニーが見たものとは。うごめく

ランドに連 れ出されるのだが …。

出会ったのは、自分にしか聞こえない

蛇喰夢子。誰も予想しない奇策を繰

険だった！お宝のカギとなったひろ

国大会金賞」を目標にスタートする

嫉妬や羨望、孤独と承認欲求。女

日本を代 表するアニメーション作

人間の言葉で話す名探偵ピカチュウ

り出す天才の出現によって学園の秩
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！

しを救い出せ！アクション・スペクタ

が、一筋縄ではいかない後輩が入部

のしたたかさがポップに浮かび上が

家・原恵一監督が名作児童書「地

だった！かつて父親の相棒だったとい

クル “ おバカ” アドベンチャーだぞ！

したことで次々と問題が勃発する…。

る、風刺の効いた喜劇的サスペンス。

下室からのふしぎな旅」を映画化！

うピカチュウと大事件に立ち向かう！

橋本昌和

臼井儀人

主題歌：あいみょん

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

石原立也

武田綾乃

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

ポール・フェイグ

ダーシー・ベル

アナ・ケンドリック / ブレイク・ライブリー
2018 / アメリカ / 1h57

原恵一

柏葉幸子

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

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/池田エライザ/矢本悠馬
2019 / 日本 / 1h59

