小学生には助言・指導が必要です

4/26 -

アベンジャーズ

© 2019 MARVEL

エンドゲーム

最恐最悪の敵・サノスによりア

5/3 -

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

名探偵ピカチュウ

15 歳以上がご覧になれます

5/24 -

空母いぶき

18 歳以上がご覧になれます

© かわぐちかいじ・惠谷治・小学館／「空母いぶき」フィルムパートナーズ

世界を救えるか―。2008 年の『ア
イアンマン』から始まった『アベン

幼い頃ポケモントレーナーを夢

葉で話す名探偵ピカチュウだった！

ベンジャーズのメンバーを含む

みていたティムは、事件に巻き込

かつて父親の相棒だったというピ

20XX 年。日本の最南端沖で起
こった国籍不明の軍事勢力によ

ない一日を迎える。豪 華キャスト

全宇宙の生命の半分が一瞬で

ジャーズ』シリーズ、ついに完結。

まれた父親を探すため人間とポケ

カチュウと大事件に立ち向かう！

る突然の発砲。日本領土の一部

で描く感動のクライシス超大作。

滅ぼされてしまった…。絶望の
淵 に突き落とされた残された
ヒーローたちは再び立ち上がり、

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
ロバート・ダウニー・Jr. /クリス・エヴァンス
2019 / アメリカ / 3h01

モンが共存する街・ライムシティへ
と向かう。そこで出会ったのは、
自分にしか聞こえない人間の言

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

が占領され緊張が走る中、政府
は航空機搭載型護衛艦「いぶき」
を中心とする護衛隊群を現場に

2019 / アメリカ / 1h40 予定

上映中

© 原泰久／集英社 © 2019 映画「キングダム」製作委員会

5/24 -

© 2019「貞子」製作委員会

貞子
“ 撮ったら、死ぬ ”とある投稿動

5/31 -

© 2019「パラレルワールド・ラブストーリー」製作委員会 © 東野圭吾／講談社

パラレルワールド・ラブストーリー

遂に登場。SNS 全盛の現代を舞台
に繰り広げられる容赦ない恐怖の

東野圭吾の異色恋愛小説がつい

する崇史の前に現れる世界をつな

画をきっかけにその呪いは始まっ

に実写化！脳を研究する会社で

ぐ謎の暗号。目覚めるたびに変わる

た…。原作・鈴木光司／監督・

数々にあなたは耐えられるか？

働く崇史が迷い込んだ２つの世

世界で、真実にたどりつけるのか ! ?

中田 秀 夫という最 強にして最
恐なタッグで送る伝説のジャパ
ニーズホラームービー最新作が

上映中

© 2019 青山剛昌 / 名探偵コナン製作委員会

名探偵コナン

中田秀夫

界。１つは愛する麻由子と自分が

鈴木光司

池田エライザ/塚本高史/清水尋也/姫嶋ひめか
2019 / 日本 / 1h39

上映中

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2019

恋人同士。しかし、もう一方は真
由子が親友・智彦の恋人に。混乱

上映中

© 2019 映画「翔んで埼玉」製作委員会

森義隆

一雫ライオン

2019 / 日本 / 1h48

上映中

かわぐちかいじ

西島秀俊 / 佐々木蔵之介 / 藤竜也 / 村上淳
2019 / 日本 / 2h14

上映中

© 2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

シャザム！

中国春秋戦国時代、天下の大将軍を

ある日突然スーパーヒーローにな

夢見る戦災孤児・信と玉座を奪われた

れる力を手に入れた思春期の少年・

若き王・政。二人の少年は 500 年に渡

ビリーが無 邪 気さと悪ノリ全 開で

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

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。

挑む。累計 3600 万部の大ヒット漫画
を壮大なスケールで描く、山﨑賢人

目はオトナ、中身はコドモの 超 絶

主演歴史エンターテイメント超大作！

“ ピュア ” ヒーローが誕生する！

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

© 2019「君は月夜に光り輝く」製作委員

若松節朗

キングダム

東野圭吾

玉森裕太 / 吉岡里帆 / 染谷将太 / 筒井道隆

向かわせる。日本は、かつて経験の

5/10 - 5/23

魔法の言葉「シャザム！」で、見た

デヴィッド・F・サンドバーグ
ザッカリー・リーヴァイ/アッシャー・エンジェル
2019 / アメリカ / 2h12 予定

© 映画「少年たち」製作委員会

5/24 - 6/6

© 赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 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

翔んで埼玉

コナン最新作の舞台となるのは、初

野原一家はオーストラリアの秘境で

心に深い傷を持ち、それぞれの事情

二十歳を過ぎてもクズでニートで童貞

いまさら初めての新婚旅行を満喫。

1982 年発表の魔夜峰央の同名コミッ
クを、二階堂ふみ＆ GACKT の競演で

不治の病・発光病を患う、まみずと

の海外シンガポール！世界最大のブ

出会った卓 也は、病 院から出られ

を抱えて少年刑務所に収監された少

の６つ子が、完全新作劇場版で帰っ

ルーサファイア“紺青の拳”を巡って、

しかしある夜、突然ひろしが消えた。

映画化。かつて東京都民から迫害を

ない彼女の願いを代わりに実行し、

年たち。自由を制限された刑務所の

てくる！高 校の同窓 会で社 会 人に

対峙する怪盗キッドと最強の空手

探しに出たしんのすけ達を待って

受け、埼玉県民はひっそりと暮らし

感想を伝える【代行体験】を行うこ

中で、明日への一歩を踏み出してい

なった同級生たちと再会し、ごまかし

家・京極真。そして、強制的にシンガ

いたのは、仮面族に花婿としてさらわ

ていた。ある日、東京都知事の息子・

とに。代行をくり返すうちに二人は

く成長と再生をオリジナル楽曲に乗

きれずに冴えない自分たちの現状を

ポールに連れてこられたコナンの命

れたひろしを救い出すモーレツにデ

壇ノ浦百美は、アメリカ帰りの容姿

惹かれあうが、別れのときが近づい

せて描く、日本発ミュージカル・エン

曝されてしまったおそ松たち。やさぐ

運は !? 真実 vs 奇術 vs 蹴撃！三位

ンジャラスな大冒険。果たして無事

端麗な転校生・麻実麗に恋をするが、

ていた…。儚くも美しい命の輝きを

タテイメント。伝説の舞台を東西ジャ

れて酒をあおり、眠ってしまった彼ら

一体バトルミステリーの幕が開ける！

に春日部に帰ることができるのか！

実は彼は埼玉県の出身だった…！

描いた、青春純愛映画。

ニーズ Jr. 揃い踏みでついに映画化！

が翌朝目覚めて目にした光景とは ! ?

紺青の拳（フィスト）

永岡智佳

青山剛昌

橋本昌和

高山みなみ/山口勝平/山崎育三郎/河北麻友子

武内英樹

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

2019 / 日本 / 1h50

上映中 - 5/9

2019 / 日本 / 1h47

4/26 - 5/9

2018 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED, WARNER BROS.
©ENTERTAINMENT
INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

スパイダーマン
スパイダーバース

魔夜峰央

二階堂ふみ/ GACKT /伊勢谷友介/京本政樹

5/10 - 5/23

© 2018 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

君は月夜に光り輝く

月川翔

佐野徹夜

永野芽郁 / 北村匠海 / 甲斐翔真 / 松本穂香
2019 / 日本 / 1h41

5/10 - 5/23

© 2018 FOCUS FEATURES LLC, ALL RIGHTS RESERVED.

映画

少年たち

本木克英

ジャニー喜多川

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

5/10 - 5/23

© 2018 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC.

運び屋

バイス

ブラック・クランズマン

ビリーブ

未来への大逆転

えいがのおそ松さん

藤田陽一

松原秀

赤塚不二夫

櫻井孝宏 / 中村悠一 / 神谷浩史 / 福山潤
2019 / 日本 / 1h48

5/10 - 5/23

愛がなんだ

© 2019「愛がなんだ」製作委員会

マイルス・モラレスは名門私立校に通

事業に失敗し金に困っていた孤独

大統領を操り強大な権力をふるった

５か月前にマモルに一目惚れして以

な老人アール・ストーンは、車を運

悪名高きバイス（副大統領）、ディッ

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

女性は仕事を選べないなど、様々な男

う中学生で、スパイダーマンだ。
しかし、

女差別が根強く横行していた 70 年代

来、テルコの生活はマモル中心。仕

その力を上手く扱えずにいた。
そんなあ

転するだけの簡単な仕事を持ちかけ

ク・チェイニー。彼はいかにホワイト

人一役を演じる大胆な作戦で白人至

のアメリカで、史上初の男女平等裁

事も友達もそっちのけでマモル一筋

る日、何者かにより時空を歪められる大

られる。だが、
トランクには大量の麻

ハウスの権力を掌握し、その後の世

上主義団体 KKK への潜入捜査を試

判に挑んだ弁護士がいた。彼女の名

だけど、マモルはテルコが好きじゃな

事故が起こる。その衝撃により集めら

薬があった。知識を駆使して麻薬捜

界情勢に影響を与える政策を行っ

みるが…。ブラック・ムービーの礎を

れたのは、異なる次元＝ユニバースで

査局の目をかいくぐり、巨額の報酬

たのか。徹底したリサーチとクリス

築いてきた鬼才スパイク・リーが現代

はルース・ギンズバーグ。
「100% 負
ける」
と言われた裁判に彼女はどう立

みずしくも濃密な片思い小説を、“ 正

活躍する様々なスパイダーマンだった！

を得た実在の運び屋を、クリント・

チャン・ベールの驚異的な役作りで、

のアメリカに放つ痛烈なメッセージ。

ち向かい、大逆転を成し遂げたのか。

解のない恋の形 ” を模 索し続ける

イーストウッド監督・主演で映画化。

現代米国政治史に切り込む野心作。

時代を変えた感動実話を映画化！

恋愛映画の名手・今泉力哉が描く。

第 91 回 アカデミー賞
長編アニメーション賞 受賞

ボブ・ペルシケッティ/ピーター・ラムジー/ロドニー・ロスマン
小野賢章 / 宮野真守 / 悠木碧
2018 / アメリカ / 1h57

5/17 - 5/30

ブラッドリー・クーパー/ローレンス・フィッシュバーン
2018 / アメリカ / 1h56

© 2018 Hunter Killer Productions, Inc.

ハンターキラー

クリント・イーストウッド

潜航せよ

アダム・マッケイ
クリスチャン・ベール / エイミー・アダムス
2018 / アメリカ / 2h12

5/17 - 5/23

© 2018 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All Rights Reserved.

ビール・ストリートの恋人たち

ロシア国防大臣が自国の大統領を監

アメリカ黒人文学を代表する作家

禁し、クーデターを画策していること

ジェイムズ・ボールドウィンの原作

5/17 - 5/23

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

第 91 回 アカデミー賞
脚色賞 受賞
スパイク・リー

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

5/24 - 6/6

© 2017 - Filmgalerie 451, Alfama Films, Opus Film

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

5/24 - 6/6

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

い…。直木賞作家・角田光代のみず

今泉力哉

角田光代

岸井ゆきの / 成田凌 / 深川麻衣 / 若葉竜也
2019 / 日本 / 2h03

5/24 - 5/30

© 2018 Koichi Onishi

バジュランギおじさんと、
小さな迷子

ちいさな独裁者

記者たち 衝撃と畏怖の真実

津軽のカマリ

声を出せない迷子の少女を保護し

第二次大戦末期、敗戦色濃厚のドイ

たインド人青年パワン。ところが少

ツ軍を脱走した一兵卒のヘロルトは

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

ような音色を追求した盲目の三味線

故郷・津軽のカマリ
（匂い）が湧き出る

が判明。緊急事態を回避すべく、アメ

小説を『ムーンライト』でアカデミー

女はインドと激しく対立するパキス

ナチス将校の軍服を手に入れる。借

いた。大手マスコミは大統領の発言

演奏家・高橋竹山のドキュメンタリー。

リカ政府は原子力潜水艦「ハンター

作品賞に輝いたバリー・ジェンキン

タン人だった！それでも底 抜けに

り物の威光に味を占めた彼は、総統

通りに報道を続けたが、とある地方

現存する映像や彼を知る人々の言

キラー」に水中兵器ひしめく絶対不

お人よしなパワンは彼 女を故 郷ま

からの指令と偽り特殊部隊を結成。

紙の記者たちは疑問を抱き、独自の

葉から、その心模様を呼び覚ます。ま

可侵のロシア海域に潜航するよう極

ス監督が映画化。70 年代ニューヨー
クのハーレムで懸命に生きる、若い

で送り届けることに。波 乱 万 丈の

巧みに嘘を重ね、怪物的な独裁者に

取材を展開。そして驚くべき事実を突

た、二代目竹山を襲名した女性は、

秘命令を下す。ダイナミックな進化を

黒人カップルの愛と信念が描かれる。

ふたり旅の行方は… ! ? 温かな笑い
と涙満載の珠玉のインド映画。

変貌を遂げていくが…。権力構造の

き止めるが…。国家ぐるみの嘘に立

彼女を認めない者も多い中で青森市

闇を容赦なく抉り出す驚愕の実話。

ち向かった記者たちの信念の実話。

で初の単独コンサートに臨むが…。

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

第 76 回ゴールデングローブ賞
助演女優賞 受賞
バリー・ジェンキンス

ジェイムズ・ボールドウィン

キキ・レイン/ステファン・ジェームス/レジーナ・キング
2018 / アメリカ / 1h59

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

ロベルト・シュヴェンケ
マックス・フーバッヒャー / ミラン・ペシェル
2017 / ドイツ - フランス - ポーランド / 1h59

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

大西功一
高橋竹山（初代）/ 高橋竹山（二代目）
2018 / 日本 / 1h44

