小学生には助言・指導が必要です

1/31 -

© 2019 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

上映中

© 2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

キャッツ CATS
1981年のロンドンでの初演以来、
世界中の人々を魅了し続ける傑

れるたった一匹の猫を選ぶ特別な

作ミュージカル『キャッツ』。
『レ・

舞踏会が幕を開ける。

化。年に一度、新たな人生を生きら

ミゼラブル』のトム・フーパーが

トム・フーパー

監督、スピルバーグが製作総指
揮をそれぞれ務め待 望の映 画

2019 / イギリス - アメリカ / 1h49

© 2019 映画「AI 崩壊」製作委員会

バッドボーイズ フォー・ライフ

AI 崩壊

ウィル・スミスとマーティン・ローレ

2030 年。人々は AI によって生活を
支えられていた。しかし突然 A I が暴

ンス演じる刑事コンビの活躍を描い

2/14 - 2/27

カツベン！

© 2019「カツベン！」製作委員会

映画にまだ音がなかった時代、その

18 歳以上がご覧になれます

2/14 - 2/27

© 2019 映画「殺さない彼と死なない彼女」製作委員会

殺さない彼と死なない彼女

語り口で映画を彩る活動弁士（カツ

Twitter 発の人気コミックを若手人
気俳優陣で映画化。無気力な男子
高生・小坂れいとリストカット常習犯・

た大人気シリーズ待望の続編！引

走！年齢、遺伝子情報、犯罪歴など

ベン）たちがいた。幼い頃からカツベ

退を真剣に考えているマーカスに対

から命の価値を選別し “ 価値の無い

ンになることを夢見る青年・俊太郎

鹿野ななを中心に「きゃぴ子」
「君

して、マイクがコンビとして最後の共

人間 ”と判断した人々の殺戮を開始

が辿り着いたのは客もまばらな小さ

が代ちゃん」のエピソードを加えた、

同捜査を依頼。もしや最強コンビは

した。A I を暴走させたテロリストと
して容疑をかけられたのは A I 開発

な町の映画館。期待に胸膨らませる

不器用で純粋な少年少女の物語が

これで見納めになってしまうのか！？

彼の前には個性的すぎる曲者たち

描かれる。タイトルの本当の意味が

痛快アクションコメディ第３弾！

者の桐生。決死の逃亡劇が始まる！

と様々な騒動が待ち受けていて…。

明かされる感涙のラストは必見。

アディル・エル・アルビ/ビラル・ファラー

フランチェスカ・ヘイワード/ジュディ・デンチ

1/31 -

15 歳以上がご覧になれます

ウィル・スミス / マーティン・ローレンス
2020 / アメリカ / 1h53

入江悠

周防正行

大沢たかお/賀来賢人/広瀬アリス/岩田剛典
2019 / 日本 / 2h11

小林啓一

成田凌 / 黒島結菜 / 永瀬正敏 / 高良健吾
2019 / 日本 / 2h07

世紀末

奥華子

間宮祥太朗/桜井日奈子/恒松祐里/堀田真由
2019 / 日本 / 2h03

◆第

回アカデミー賞 ノミネート作
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2/7 - 2/20

2/14 - 2/27

2/7 - 2/20

2/28 - 3/5

2/28 - 3/12
Motion Picture Artwork

© 2019 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

2/21 - 2/27

© 2018 National Geographic Partners, LLC. All rights reserved.

アイリッシュマン

マリッジ・ストーリー

２人のローマ教皇

失くした体

ナイブズ・アウト

第二次大戦後のアメリカ裏社会。F・
シーランは全米トラック運転手組合

妻で女優のニコールと、夫で脚本家の

カトリック教会における歴史的転換

ピザの配達人ナウフェルの切断された

点の裏 側を描いた、実 話に基づく

右手が、自分の失くした体を探し求め

NY 郊外の豪邸。作家の誕生日パー
ティーの翌朝、彼が遺体となって発見

身体を支えるロープや安全装置を一

チャーリー。二人の結婚生活は徐々

の幹部として活動する傍ら、ブファ

にすれ違い、離婚を決意する。円満な

物語。ベネディクト教皇役に名優ア

パリの街を彷徨う。その手が何かに触

された。匿名で調査依頼を受けた名

フリーソロ・クライミングの若きスー
パースター、アレックス。2017 年に難

リーノ・ファミリーと共に犯罪行為

離婚協議を望むも、積年の憤りが噴

にも手を染めていた…。実在の殺し

出し、弁護士を立てるほど泥沼化し

屋が見た無法者たちの生き様を、巨

てしまう。
『フランシス・ハ』などの名

匠スコセッシが描き出す。

匠ノア・バームバックが描く感動作。

第 92 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞 他 10 部門ノミネート

第 92 回 アカデミー賞
作品賞／主演男優賞 他６部門ノミネート

マーティン・スコセッシ
ロバート・デ・ニーロ/アル・パチーノ/ジョー・ペシ
2019 / アメリカ / 3h29

上映中

© 2020『サヨナラまでの 30 分』製作委員会

サヨナラまでの 30 分

ノア・バームバック

ランディ・ニューマン

スカーレット・ヨハンソン / アダム・ドライバー
2019 / アメリカ / 2h16

上映中

© 2019「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 © 堀越耕平／集英社

僕のヒーローアカデミア

THE MOVIE ヒーローズ：ライジング

名探偵と刃の館の秘密

フリーソロ

切使わずに危険な断崖絶壁を登る

ンソニー・ホプキンス、フランシス

れるたび、温かな子ども時代の思い出

探偵ブノワ・ブランは家族や看護師ら

コ教皇役に『天才作家の妻』のジョ

と、淡い恋心がよみがえり…。多くの

曲者たちを取り調べてゆくが…。観客

攻不落のエル・キャピタンを制覇し

ナサン・プライスを迎え、２人の対

伏線が張り巡らされた物語と、巧みな

を翻弄する脚本と豪華キャストの競演

た挑戦の全貌を、余すところなくカメ

話を描く。

映像術で描かれた至高のアニメ映画。

で贈るアガサ・クリスティーの現代版！

ラに収めた傑作ドキュメンタリー！

第 92 回 アカデミー賞
主演男優賞 他３部門ノミネート

フェルナンド・メイレレス『シティ・オブ・ゴッド』
アンソニー・ホプキンス/ ジョナサン・プライス
2019 /イギリス-イタリア-アルゼンチン-アメリカ/ 2h05

2/7 - 2/20

© 2019 日本すみっコぐらし協会映画部

映画 すみっコぐらし
とびだす絵本とひみつのコ

第 92 回 アカデミー賞
長編アニメーション賞 ノミネート
ジェレミー・クラパン

ライアン・ジョンソン

ハキム・ファリス / ビクトワール・デュボワ
2019 / フランス / 1h21

2/21 - 2/27

第 92 回 アカデミー賞
脚本賞 ノミネート

ダニエル・クレイグ / クリス・エヴァンス
2019 / アメリカ / 2h11

© Meta_Spark&Karnfilm_AB_2018

2/21 - 3/5

Why Not Productions, Les Films du Fleuve, British Broadcasting
© Sixteen SWMY Limited,Corporation,
France 2 Cinema and The British Film Institute 2019

第 91 回アカデミー賞
長編ドキュメンタリー賞 受賞

エリザベス・チャイ・ヴァサルヘリィ/ジミー・チン
アレックス・オノルド/トミー・コールドウェル
2018 / アメリカ / 1h40

2/21 - 3/5

ボーダー 二つの世界

家族を想うとき

“ 樹木希林 ” を生きる

© NHK

メジャーデビューを目前に解散したバ

世界を席巻する人気コミック“ヒロア

「喫茶すみっコ」の地下室で、古びた

人間の悪意を察知する能力を持つ税

イギリスの地方都市。父はフランチャ

樹木希林さんに初めて長期密着取材し、

ンド ECHOLL 。1 年後、見知らぬ大学

カ”待望の劇場最新作 !! 出久たち雄英

とびだす絵本に吸い込まれてしまっ

関職員のティーナは、
醜い容姿が災い

イズの宅配ドライバーとして、母は介護

生 ･ 颯太が現れ再結成を迫る。実は

校外ヒーロー活動のた
高校1年 A 組は、

たすみっコたち。絵 本の世 界で出

し孤独に暮らしていた。あるとき、怪し

福祉士として朝から晩まで働いている。

昨年９月に放送されたNHK の同名ドキュ
メント番組に未公開映像を加えて映画版

颯太の中身は 1 年前に死んだボーカ
ルのアキだった！偶然拾ったアキの

め南の離島・那歩島を訪れていた。そ

会ったのは、どこからきたのか、自分

げな旅行者ヴォーレと出会い、本能

過酷な労働条件に振り回され、多感

として再編集。
『万引き家族』
『モリのい

こに、突如謎の敵＜ヴィラン＞たちが

がだれなのかもわからない、ひとり

的に惹かれるものを感じるが…。善

な時期の子どもたちとも疎遠になっ

る場所』など撮影現場でのやりとりは映

カセットテープを颯太が再生する 30

襲来する！指揮するのはシリーズ史上

ぼっちのひよこだった。
「このコのお

悪、美醜、性別、国籍…いったい誰が

ていくが…。効率優先の社会システ

画ファンには嬉しいシーン。希林さんが

分だけ、２人は入れ替わる。出会うは

最凶の敵・ナイン。果たして出久たちは

うちをさがそう！」新しい仲間のため

この世界の境界線を引いたのか。北欧

ムに蝕まれる労働者の姿を真っ向か

何気なく発する言葉や仕草。何度でも観

ずのない２人の 30 分の奇跡の物語。

島の人々を守ることができるのか― !?

に、すみっコたちの冒険が始まった。

映画の新時代を予感させる衝撃作！

ら描く巨匠ケン・ローチ監督最新作。

たい宝物のような時間がここにあります。

萩原健太郎

長崎健司

新田真剣佑 / 北村匠海 / 久保田紗友 / 葉山奨之

山下大輝 / 岡本信彦 / 今田美桜 / 井上芳雄

2020 / 日本 / 1h54

総監修：堀越耕平

2019 / 日本 / 1h44

2/21 - 3/5

© 2019 Focus Features LLC and Perfect Universe Investment Inc.

2/21 - 3/5

まんきゅう

サンエックス

ナレーション：井ノ原快彦 / 本上まなみ
2019 / 日本 / 1h05

© 2019 AMAZON CONTENT SERVICES LLC.

ケン・ローチ

アリ・アッバシ
エヴァ・メランデル / エーロ・ミロノフ
2018 /スウェーデン - デンマーク/ 1h50

2/21 - 3/5

© 2019 CJ ENM CORPORATION, HAEGRIMM PICTURES. CO., Ltd ALL RIGHTS RESERVED

2/28 - 3/5

© 37Seconds filmpartners

ポール・ラヴァティ

クリス・ヒッチェン / デビー・ハニーウッド
2019 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h40

2/28 - 3/12

2019 / 日本 / 1h48

2/28 - 3/12

ペット・セメタリー

© Mars Media Entertainment, Amedia, Russia One, Trite Studio 2018
レジェンド・オブ・ウォー
ダイナミック完全版

たった４人の捕虜が１両の戦車 T-34
でナチスの軍勢に立ち向かう―。練ら

イントゥ・ザ・スカイ

エクストリーム・ジョブ

37 セカンズ

ゴールデングローブ賞に輝いた英国

19 世紀のロンドン。気象学者のジェー
ムズは気象予報の研究のため、気球

成果を挙げられず解散危機の麻薬
取締班が、張り込みのため麻薬組織

出生時に 37 秒間呼吸をしていなかっ
たために脳性麻痺となったユマ。ゴー

最高の S・キング映画の 1 作とも評さ
れる悲哀なる禁忌ホラーが遂に日本

傑作ドラマが映画化！歴史ある重厚

渡辺政男

© 2018 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

ダウントン・アビー

気球で未来を変えたふたり

語り：木寺一孝
樹木希林

T - 34

な屋敷で豪華絢爛な衣装を纏い、彼

操縦士アメリアの気球に同乗するこ

アジト前のフライドチキン店を買い

ストライターとしての自分にも、心配

上陸。裏に謎めいた動物墓地がある

れた脚本と大迫力の戦車アクション

らがスクリーンに帰ってくる！シー

とに。２人が乗った気球は前人未到

取って偽装営業することに。ところが

性な母親にも息苦しさを感じ、自立

新居に越したルイスと家族。飼い猫

が話題を呼び、日本でも驚きの大ヒッ

ズン６の数年後、ロイヤルファミリー

の高度に到達するが…。
『博士と彼

そのチキンがまさかの大ヒット！お店

への一歩を踏み出した。ひとりの女性

が事故にあい墓地の奥の森に埋葬

。気になる後日談
トを放った『 T-34』

の訪問に沸き立つクローリー邸。情

女のセオリー』のＦ・ジョーンズ＆Ｅ・

が大繁盛で捜査どころじゃなくなっ

の人生が大きく羽ばたく瞬間を瑞々

するが翌日凶暴な姿に豹変し現れる。

をはじめとした計 26 分のシーンが

熱、ロマンス、傷心、スキャンダルが

レッドメイン夢の再共演で贈る劇場

た !? アゲるのはチキンか犯人か？韓

しく描き、ベルリン国際映画祭で絶

ある日、娘が交通事故で帰らぬ人に。

追加され、ますますダイナミックに進

うごめく中、歴史的な一日が始まる。

体感型エンターテインメント！

国メガヒットのお仕事奮闘コメディ!!

賛された HIKARI 監督の初長編！

果たしてルイスの取った行動とは…。

軍する完全版がついに全国公開！

マイケル・エングラー
ヒュー・ボネヴィル / ジム・カーター
2019 / イギリス - アメリカ / 2h02

2/28 - 3/12

© Walk Home Productions LLC 2018

トム・ハーパー
フェリシティ・ジョーンズ/エディ・レッドメイン
2019 / イギリス / 1h41

2/28 - 3/12

© 2019「宮本から君へ」製作委員会

イ・ビョンホン

HIKARI

リュ・スンリョン / イ・ハニ / チン・ソンギュ
2019 / 韓国 / 1h51

3/6 - 3/19

© 2020「嘘八百

ケビン・コルシュ / デニス・ウィドマイヤー

佳山明 / 神野三鈴 / 大東駿介 / 渡辺真起子
2019 / 日本 - アメリカ / 1h55

3/6 京町ロワイヤル」製作委員会

永遠の門 ゴッホの見た未来

宮本から君へ

嘘八百 京町ロワイヤル

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2020

ジェイソン・クラーク / エイミー・サイメッツ
2019 / アメリカ / 1h41

3/6 -

© 2020「Fukushima 50」製作委員会

アレクセイ・シドロフ
アレクサンドル・ペトロフ/イリーナ・ストラシェンバウム
2018 / ロシア / 2h19

3/6 -

映画ドラえもん
のび太の新恐竜

Fukushima 50

仮面病棟

© 2020 映画「仮面病棟」製作委員会

パリで評価を得られないゴッホは、

不器用だが人一倍正義感の強い熱

目利き・腕利きなのにくすぶっている

のび太が恐竜博の発掘体験で見つけ

ゴーギャンの助言に従い南仏のアルル

血営業マン宮本浩は、仕事仲間の中

古美術商と陶芸家のコンビが痛快な

た化石。タイムふろしきで元の状態に

2011年３月11日、巨大地震と津波によ
り甚大な被害を受けた福島第一原発。

された。閉じ込められたのは、一夜限

へやってきた。
そこで彼との共同生活を

野靖子と恋に落ちる。だが靖子がある

騙し合いを繰り広げた人気コメディ、

戻すと生まれたのは双子の恐竜！し

全電源を失い、メルトダウンの危機が

りの当直医と怪我をした女子大生。

通し、お互いを刺激し合いながら創作

事件に巻き込まれ、怒りと不甲斐なさ

待望の続編！とある京美人に頼まれ、

かし恐竜が現代で生きていくには限

迫る中、最後まで闘い続けた約 50人の

脱出を試みる２人は病院の不可解な

活動にのめり込んでいくのだが…。新

に打ち震える宮本は絶対に負けられ

古田織部の幻の茶器にまつわる人助

界がきてしまう。さぁ２匹を元の時代

現場作業員がいた。多くの関係者への

異変に遭遇する。この病院、何か変

たなアプローチで、ゴッホが見ていた

ない喧嘩に挑むが…。血と汗と涙にま

けに乗り出すが…。有名古美術店、

に返すため 6600 万年前へ旅立とう！

取材を基に書かれたノンフィクションを

だ。病院の仮面がはがれた時、衝撃

世界を描き出した感動の伝記ドラマ。

みれ感情をむき出しにする主演二人

大御所鑑定家、テレビ局に国家機関

ドラえもん 50 周年を記念した完全オ

映像化。
あの時、本当は何が起きていた

の真実が。謎を解くまで逃れられない

の熱演が心を打つ極限の愛の物語。

まで巻き込んだ大騒動の結末は !?

リジナルストーリーで描く大冒険！

のか？映画だから語れる、
真実の物語。

究極のノンストップ脱出ミステリー。

第 75 回ヴェネチア国際映画祭
最優秀男優賞 受賞
ジュリアン・シュナーベル

ウィレム・デフォー / オスカー・アイザック
2019 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h51

真利子哲也

新井英樹

池松壮亮 / 蒼井優 / 井浦新 / 一ノ瀬ワタル
2019 / 日本 / 2h09

武正晴

今井雅子 / 足立紳

中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 広末涼子 / 友近
2020 / 日本 / 1h46

今井一暁

川村元気

水田わさび / 大原めぐみ / 木村昴 / 関智一
2020 / 日本 / 時間未定

若松節朗

門田隆将

佐藤浩市 / 渡辺謙 / 吉岡秀隆 / 安田成美
2020 / 日本 / 2h02

その日、病院は仮面の凶悪犯に占拠

木村ひさし

知念実希人

坂口健太郎 / 永野芽郁 / 内田理央 / 高嶋政伸
2020/ 日本 / 時間未定

