小学生には助言・指導が必要です

11/1 -

ENTERTAINMENT
© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE
LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

I T イット THE END

11/1 -

© 2019 フジテレビジョン アミューズ

11/1 -

マチネの終わりに

“ それ ” が見えたら、終わり。

© 2019 日本テレビ／ジェイ・ストーム

東宝 コルク

11/1 -

© 2019「閉鎖病棟」製作委員会

ブラック校則

閉鎖病棟 それぞれの朝

15 歳以上がご覧になれます

11/1 - 11/7

/ American Animal
© AI Film LLC / Channel Four Television CorporationPictures
Limited 2018

アメリカン・アニマルズ

18 歳以上がご覧になれます

11/8 - 11/14

© 2018MoozFilms / © Fares Sokhon

存在のない子供たち

『スタンド・バイ・ミー』のホラー版

世界的なクラシックギタリストの蒔

校則見直しを求める署名が文科省に提

死刑執行が失敗し生きながらえた元

大学生のウォーレンたちは刺激を求

中東のスラム街に生まれた少年ゼイ

と称され、ホラー映画歴代興収 No.1を

野聡史はジャーナリストの小峰洋子

出されるなど関心が高まっている“ 不適

死刑囚の秀丸は、長野県のとある精

め、図書館に眠る高価な画集の強奪

ンは誕生日も知らないし、戸籍もない。

記録した『 IT/ イット “ それ ” が見え
たら、終わり。』の続編。J・マカヴォ

に出会う。出会った瞬間から強く惹

切・不合理＝ブラックな校則”を題材に

神科病院に送られる。そこには、家族

を計画。
『レザボア・ドッグス』などを

学校にも通えず朝から晩まで劣悪な労

かれ合い、心を通わせる二人。しかし

した青春ドラマ。高校生の小野田創楽

や世間から遠ざけられながらも心を

参考に作戦を練り始めるが…。アメリ

働を強いられ、少年はついに両親相手

イ他豪華キャストを迎え、“ それ ” が

洋子には婚約者がいた…。６年の歳

と月岡中弥には気になる女子がいる。彼

通わせる患者たちとの、穏やかな日

カの大学生４人組が起こした実際の

に裁判を起こす。
「僕を生んだ罪」
で—。

再びやってくる。なぜ 子 供が消え

月を通し、情熱と現実の間で運命に

女は地毛の黒染めを強要する校則に反

常があった。しかしある日、院内で衝

強盗事件を映画化。しかもホンモノ

綿密な取材に基づき、不当に扱われる

る？ “それ ” の正体と目的とは？すべ

翻弄されながら、別々の道を歩む二

発して不登校気味。二人は彼女のため

撃的な事件が起きる―。山本周五郎

の犯人も劇中に登場 !? 青春犯罪ドラ

子供たちに光を当てた慟哭のドラマ。

ての謎が明らかになる―。

人が辿り着いた、愛の結末とは—。

に学校に立ち向かう決意をするが…。

賞を受賞したベストセラーを映画化。

マの新時代を告げるクールな快作 !!

アンディ・ムスキエティ

スティーヴン・キング

ビル・スカルスガルド/ジェームズ・マカヴォイ
2019 / アメリカ / 2h49

11/8 - 11/14

西谷弘

菅原伸太郎

平野啓一郎

福山雅治/石田ゆり子/伊勢谷友介/桜井ユキ
2019 / 日本 / 2h03

© 2019「おいしい家族」製作委員会

此元和津也

平山秀幸

佐藤勝利/高橋海人/モトーラ世理奈/田中樹
2019 / 日本 / 時間未定

11/8 - 11/14

11/8 - 11/28

バート・レイトン

帚木蓬生

笑福亭鶴瓶 / 綾野剛 / 小松菜奈 / 坂東龍汰

© 松竹株式会社

11/8 - 11/14

© Matthew Murphy

© 地獄少女プロジェクト／ 2019 映画「地獄少女」製作委員会

2018 / レバノン - フランス / 2h05

11/15 - 12/5

© Mirage Ltd

地獄少女

オーバー・エベレスト

地獄で永遠に苦しんでほしいほど、

エベレスト南部にヒマラヤ地域の平和

賞を席巻したミュージカルの古典、
その

憎い相手はいますか？禁断のサイト

に関わる機密文書をのせた飛行機が

ロンドン公演を映像化！舞台は19 世紀の

に依頼すると、地獄少女が “あなたの

墜落。救助隊に多額の報酬と共に文

ロンドン版
王様と私

The King and I

11/15 -

ゼイン・アル＝ラフィーア / ヨルダノス・シフェラウ

おいしい家族

ガリーボーイ

シネマ歌舞伎

夫と別居中の橙花は、仕事もうまくいか

インドのスラム街に暮らす青年ムラ

油屋を営む河内屋の与兵衛は放蕩三

ず都会での生活に疲れ気味。ある日、

ドは、大学でラップをする学生 MC

昧で借金返済に困り果てていた。同業

母の三回忌で故郷の離島へ帰ると、実

シェールに出会う。言葉とリズムを駆

の油屋豊島屋の女房お吉に金を無心す

家では父が、亡き妻の服を着ておいし

使した自由な表現にのめり込み、“ガ

るが断られ、
それならば油を貸してほし

シャム
（現在のタイ）
。
王様と、
王家の家庭

怨み、晴らします”。ただし、契約の代

書の捜索依頼が入る。隊長のジアン

いごはんを作って待っていた！さらに

リーボーイ”（路地裏の少年）と名乗

いと頼むのだが、心の一瞬の闇が彼を

教師を務める英国人女性は価値観の

償にあなたも…。人気テレビアニメ

は懸念を抱きつつ引き受けるが、残

は見知らぬ居候も現れ、動揺する橙

りラップバトルに挑むが…。階級格差

襲い…。
シネマ歌舞伎における新・松本

違いから衝突を繰り返していたが、
徐々

『地獄少女』を、
『貞子 vs 伽椰子』な

された時間はわずか 48 時間だった！

花。
そんなことを一切気にしない島民た

や宗教的差別から解放されたいと願

幸四郎の襲名披露作がいよいよ公開。

にお互いへの理解を深めていき…。

どの鬼才・白石晃士が実写映画化！

世界最高峰で繰り広げられる名優・

ちとの不思議な暮らしがはじまった…。

う若者の姿が胸を打つ感動の実話。

一般：2,100 円・学生以下：1,500 円

特別料金：3,000 円均一

戦慄のダークファンタジー、解禁。

役所広司のアクションシーンは必見！

ふくだももこ

ゾーヤー・アクタル

松本穂香/浜野謙太/板尾創路/モトーラ世理奈
2019 / 日本 / 1h35

11/15 -

© The H Collective

ブライトバーン 恐怖の拡散者

井上昌典

ランヴィール・シン / アーリアー・バット

女殺油地獄

ナディーン・ラバキー

エヴァン・ピーターズ / バリー・コーガン
2018 / アメリカ - イギリス / 1h56

2019 / 日本 / 1h57

第 71 回カンヌ国際映画祭
審査員賞 受賞

近松門左衛門

松本幸四郎 / 市川猿之助 / 市川中車

2018 / インド / 2h34

2019 / 日本 / 1h42

11/15 - 11/28

11/15 - 11/21

© 2019 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

クロール

凶暴領域

渡辺謙＆ケリー・オハラ主演でトニー

バートレット・シャー

白石晃士

渡辺謙 / ケリー・オハラ / 大沢たかお
2018 / イギリス / 2h53

© 2019 OLGA FILM GMBH, ROLIZE GMBH & CO.KG

11/22 -

陰謀の氷壁

わたなべひろし/地獄少女プロジェクト

玉城ティナ / 森七菜 / 橋本マナミ / 麿赤兒
2019 / 日本 / 1h47

© 2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

11/22- 11/28

ユー・フェイ
役所広司/チャン・ジンチュー/リン・ボーホン
2019 / 日本 - 中国 / 1h50

© 2018 A24 DISTRIBUTION, LLC

命みじかし、恋せよ乙女

決算！忠臣蔵

エイス・グレード

世界でいちばんクールな私へ

11/22- 11/28

PTY LTD, SCREEN AUSTRALIA, SOUTH AUSTRALIAN FILM
© 2018 HOTEL MUMBAI
CORPORATION, ADELAIDE FILM FESTIVAL AND SCREENWEST INC

ホテル・ムンバイ

カンザス州ブライトバーンに暮らす

巨大ハリケーンに見舞われたフロリ

酒に溺れ全てを失ったドイツ人カー

あの「忠臣蔵」をお金の面から描いた

中学で “クラスで一番無口な子 ” に

夫婦は墜落した宇宙船から赤ん坊を

ダ。大学競泳選手のヘイリーは父を捜

ルの元に彼の父と親交があった日本

新しい「忠臣蔵」が誕生！主君の刃

選ばれてしまったケイラ。間もなく始

2008 年、インドの五つ星ホテルが
武装テロリストによって占拠された。

拾う。聡明で好奇心旺盛な少年に成

しに実家へ戻るが、そこは凶暴なワニ

人ユウが訪ねてくる。彼女と過ごすう

傷事件により突如として藩主を失っ

長するが、やがて超人的な力を発揮

の巣窟と化していた！Ａ・アジャ監督

ち人生を見つめ直すカールだったが

た赤穂藩の面々。憎き吉良上野介邸

まる高校生活に不安を感じ、SNS を
駆使して不器用な自分を変えようと

500 人以上が人質となった絶体絶命
の状況下、従業員たちは命を懸けて

し町を恐怖に陥れてゆく…。スーパー

×製作サム・ライミがシチュエーショ

突然彼女は姿を消してしまう。ユウを

への討ち入りを決意するが、討ち入

パワーの持ち主がヒーローとは限ら

ンスリラーの技法を縦横無尽に駆使し

捜しに来日したカールは彼女の祖母

りってとてもお金がかかることが発覚

奮闘するが…。SNS が当たり前の時代
に生きるティーンの恋や葛藤、家族

の事件を圧倒的なリアリティで再現。

ない。ジェームズ・ガンが邪悪の覚

て究極の脅威を創造。緊張感MAX の

から驚きの事実を聞かされ…。樹木

して…。実在の討ち入り決算書に基

との関係。胸を打つ “ 今 ” のリアルが

名もなき英雄たちが起こした奇跡を描

醒を描く異色のアンチヒーロー映画。

連続にあなたは耐えられるか ! ?

希林の遺作にして世界デビュー作。

づく、笑って泣ける時代劇コメディ！

詰まった全米大ヒットの青春映画！

く、恐怖と感動の脱出劇サスペンス。

デヴィッド・ヤロヴェスキー

ジェームズ・ガン

エリザベス・バンクス / ジャクソン・A・ダン
2019 / アメリカ / 1h30

11/22 -

© 2019 CTMG. All Rights Reserved.

アレクサンドル・アジャ

サム・ライミ

カヤ・スコデラリオ / バリー・ペッパー
2019 / アメリカ / 1h27

11/29 -

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

ドーリス・デリエ
ゴロ・オイラー / 入月絢 / 樹木希林

中村義洋

2019 / ドイツ / 1h57

2019 / 日本 / 2h05

11/29 - 12/12

11/29 - 12/12

i - 新聞記者ドキュメント-

イエスタデイ

© 2019「i—新聞記者ドキュメント—」製作委員会

ボー・バーナム

山本博文

堤真一 / 岡村隆史 / 妻夫木聡 / 竹内結子

エルシー・フィッシャー/ジョシュ・ハミルトン
2018 / アメリカ / 1h33

© Universal Pictures

ゾンビランド ダブルタップ

ドクター・スリープ

人類の大半がゾンビ化した世界で明る

キューブリック監督の傑作ホラー
『シャ

実在の新聞記者・望月衣塑子をモデ

イギリスの片田舎で活 動していた

くサバイバルする４人組を、アカデミー

イニング』の 40 年後を描く続編。雪

ルに、権力とメディアの “ 現在 ” を描

売れないシンガーソングライターの

11/29 - 12/5

Four Television Corporation
© Amazon Content Services LLC, Film4 a division of Channel
and The British Film Institute 2018.

ピータールー

宿泊客を逃がそうとするが…。衝撃

アンソニー・マラス
デヴ・パテル / アーミー・ハマー
2018 / アメリカ / 2h03

11/29 - 12/5

© Final Cut for Real

マンチェスターの悲劇

ドリーミング村上春樹

1819 年、ナポレオン戦争が終結し貧
困にあえぐ英マンチェスターで、選挙

マーク語に翻訳する翻訳家メッテ・

世界的作家・村上春樹の作品をデン

賞俳優たちが熱演。大ヒットを記録し

山の惨劇を生き残り成長したダニー

き、その衝撃の内容で多くの話題を

ジャックは、有名ミュージシャンにな

権を求める６万人の市民が非武装デ

ホルムを追ったドキュメンタリー。村

たホラーコメディが、オリジナルのス

の周囲で児童ばかりを狙う連続殺人

さらった映画『新聞記者』は序章に

る夢を諦めようとしていた。そんな時、

モを行う。だが武装した軍隊が群衆

上文学に魅せられた彼女は、より理

タッフとキャストで復活！今度のゾン

事件が起きる。鍵を握る少女とともに

過ぎなかった。今作では望月衣塑子

世界中を謎の大停電が襲い、彼は交

に突進し、多くの負傷者を出した。民

解を深めるため日本を訪れた。村上の

ビはパワーもスピードもレベルアップ !?

辿り着いたのはあの呪われたホテル

本人に密着。彼女の強い意思や忖度

通事故に遭ってしまう。昏睡状態から

主主義の原点であり、ガーディアン紙

故郷を歩き、小説の舞台となる地を

「生き残るための 73 のルール」
を守っ

だった。スティーヴン・キングの歴史

なき取材姿勢が、
メディアとは、
ジャー

目覚めると、この世には「ザ・ビート

創設の契機となった事件の全貌を名

て、更なるゾンビランドを生きのびろ !!

に名を刻む新たな恐怖が到来する。

ナリズムとは何かを突き付ける。

ルズ」がいないことになっていた…。

匠マイク・リー監督が明らかにする。

訪れていく。2016 年にデンマークを訪
れた村上との対談の様子も映し出す。

ルーベン・フライシャー

レット・リース/ポール・ワーニック

ウディ・ハレルソン/ジェシー・アイゼンバーグ
2019 / アメリカ / 1h39

11/29 - 12/5

© 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

ガラスの城の約束

マイク・フラナガン

スティーヴン・キング

ユアン・マクレガー/レベッカ・ファーガソン
2019 / アメリカ / 2h32

11/29 - 12/5

いちごの唄

森達也

河村光庸

望月衣塑子
2019 / 日本 / 時間未定

© 2019「いちごの唄」製作委員会

ダニー・ボイル
ヒメーシュ・パテル / リリー・ジェームズ

12/6 -

© モンキー・パンチ／ 2019 映画「ルパン三世」製作委員会

2019 / イギリス / 1h57

12/6 -

© 2019 映画『午前 0 時、キスしに来てよ』製作委員会

マイク・リー
マキシン・ピーク / ロリー・キニア
2018 / イギリス / 2h35

12/6 - 12/12

© 2018 CAPITAL INTELECTUAL S.A / UNDERGROUND PRODUCCIONES / EL DESEO

ニテーシュ・アンジャーン
メッテ・ホルム
2017 / デンマーク / 1h00

12/6 - 12/12

© 2019「火口のふたり」製作委員会

ルパン三世 THE FIRST

午前0 時、キスしに来てよ

永遠に僕のもの

火口のふたり

物理学や天文学を教えてくれるも酒

中学生のコウタと親友の伸二は「あー

子様との恋にあこがれる女子高生の

1971 年、ブエノスアイレス。12 人以
上を殺害した連続殺人犯は絶世の美

家庭も仕事も失った男が、かつての

ちゃん」のことが好きだった。しかし

20 世紀最高の考古学者ブレッソンが
遺した伝説のお宝 “ブレッソン・ダイ

優等生だけど、おとぎ話のような王

浸りで暴力的な父と、夢想家で売れ
ない画家の母に育てられたジャネッ

伸二は交通事故から彼女をかばっ

アリー ”。ルパンの祖父・アルセーヌ・

日奈々。ある日、国民的スーパース

少年だった―。アルゼンチン犯罪史

に控えていたが、今夜限りの約束で身

ト。過激な生き方を選ぶ両親への複

て死んでしまう。それから 10 年、伸

ルパンですら盗めなかった秘宝を手

ター・綾瀬楓が映画の撮影で学校

に残る衝撃の事件をモデルに、望ん

体を重ね合う。他愛ない会話と食事、

雑な感情を心に秘めながら人気コラ

二の死を背負って生きる２人は偶

に入れるべくルパンたちは奔走する。

にやってきて…。ま、まさか、これは

だものを手に入れるために蛮行を重

セックスを繰り返し、かつての日常に

ムニストとして活躍するが…。正邪

然再会するが…。銀杏ボーイズの楽

数々のヒット作を生み出す山崎 貴

おとぎ話のはじまり !? 絶対にバレて

ねていく２人の少年を描く。ペドロ・

身をゆだねる二人を待つものとは…。

併せ持つ両親との壮絶な自叙伝を、

曲をもとに、恋の喜びと切なさ、かけ

監 督が３DCG アニメーションを駆

はいけない、ハラハラ＆ドキドキのリ

アルモドバルがプロデュースを務め、

白石一文原作の官能ドラマを、柄本

『ショートターム』のコンビで映画化。

がえのない友情を描いた青春映画。

使し新たなルパン三世を描き出す！

アル・シンデレラ LOVE ストーリー！

妖しい美しさに目が眩む青春犯罪劇。

佑と瀧内公美の熱演で映画化。

デスティン・ダニエル・クレットン
ブリー・ラーソン / ウディ・ハレルソン
2017 / アメリカ / 2h07

菅原伸太郎

岡田惠和

峯田和伸

古舘佑太郎/石橋静河/和久井映見/光石研
2019 / 日本 / 1h54

山崎貴

モンキー・パンチ

栗田貫一/小林清志/浪川大輔/ 沢城みゆき
2019 / 日本 / 1h33

新城毅彦

みきもと凛

片寄涼太/橋本環奈/眞栄田郷敦/八木アリサ
2019 / 日本 / 時間未定

ルイス・オルテガ
ロレンソ・フェロ / チノ・ダリン
2018 / アルゼンチン - スペイン / 1h55

恋人と再会する。彼女は結婚を間近

荒井晴彦

白石一文

柄本佑 / 瀧内公美
2019 / 日本 / 1h55

