小学生には助言・指導が必要です

上映中 - 4/9

上映中 - 4/9

4/3 - 4/16

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

©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！

アトランタオリンピック開催中、爆破物

ベテラン詐欺師のロイが狙いを定め

の第一発見者から一転、容疑者として

たのは、夫を亡くしてまもない世間知

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

LIMITED, WARNER BROS. ENTERTAINMENT
© 2019 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI)
INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

リチャード・ジュエル

グッドライアー
偽りのゲーム

4/3 - 4/9

Audiovisual
© Rey de Babia AIE, Peliculas Pendelton SA, Morena Films SL, Telefonica
Digital SLU, RTVE

だれもが愛しいチャンピオン

15 歳以上がご覧になれます

4/3 - 4/9

© 2018 NEXT ENTERTAINMENT WORLD & ANNAPURNA FILMS. All Rights Reserved.

18 歳以上がご覧になれます

4/3 - 4/9

© OOO ≪ KinoKlaster ≫ ,2017r.

スウィング・キッズ

私のちいさなお葬式

プロのバスケコーチだったマルコは

朝鮮戦争中の捕虜収容所でタップダ

短気が災いして解任。しかも飲酒運

ンスチームが結成された！しかしメン

充実した老後を過ごしていた 73 歳
のエレーナは、突然「いつ死んでもお

疑われた警備員のリチャード・ジュ

らずの資産家ベティ。優しく近づき、

日本へタイムスリップしてしまった

転で事故を起こしてしまい、社会奉

バーは国籍も身分も異なる捕虜の寄

かしくない」と余命宣告を受けてしま

エル。捜査に疑問を抱いた弁護士と

徐々に信頼を獲得していくロイだっ

小学生ねこの「フク」。元の時代に戻

仕活動として知的障がい者のバスケ

せ集めで…。
『サニー 永遠の仲間た

う。離れて暮らす息子に迷惑をかけ

潔白を信じる母が立ち上がるが…。

たが、
事態は思いがけない方向へ―。

るため坂本龍馬と協力してさまざま

チームの指導を命じられる。はじめは

ち』の監督がダンスを通して生まれ

まいと、自分でお葬式の準備を始め

権力とメディア報道、便乗する世間の

人間誰しもが抱えている秘密と嘘。

な時 代を旅することに ! ? 卑 弥 呼、

困惑するばかりのマルコだったが…。

るが…。エレーナおばあちゃんがと

誹謗中傷。現代社会の問題に鋭く切

偽りに満ちた人生が暴かれるとき、

織田信長などの偉人（ねこ）達も登

スペイン発、実在するチームに着想

る絆を描いた感動作。EXO のD.O.ら
がジャズをはじめ様々な音楽に乗せ

り込むイーストウッド監督最新作。

至高のライアーゲームが始まる。

場！ねこ史上最大の冒険が始まる！！

を得た心温まるスポーツドラマ！

て渾身のタップを披露する！

たハートウォーミングな終活ドラマ。

クリント・イーストウッド
サム・ロックウェル / キャシー・ベイツ
2019 / アメリカ / 2h11

4/3 - 4/9

ビル・コンドン

河村友宏

ヘレン・ミレン / イアン・マッケラン
2019 / アメリカ / 1h49

© 子どもたちをよろしく製作運動体

ハビエル・フェセル

そにしけんじ

小林ゆう / 山下大輝 / 山寺宏一 / 佐藤二朗
2020 / 日本 / 1h13

4/3 - 4/9

© SRAB FILMS LYLY FILMS RECTANGLE PRODUCTIONS

4/3 - 4/9

カン・ヒョンチョル

ハビエル・グティエレス/フアン・マルガージョ
2018 / スペイン / 1h58

© 2018 Mars Town Film Limited

4/10 - 4/23

ウラジーミル・コット

D.O. /ジャレッド・グライムス / パク・ヘス
2018 / 韓国 / 2h13

© 2018FarmLore,LLC

4/10 - 4/23

© 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

4/10 - 4/23

© 2020「架空 OL 日記」製作委員会

レ・ミゼラブル

元文科省官僚の寺脇研、前川喜平の

小説「レ・ミゼラブル」で知られるパ

アメリカの文学界に突如現れた美少

愛犬の鳴き声が原因でＬＡのアパート

企画で製作された、子どもたちを取り

リ郊外の町モンフェルメイユ。少年の

年作家 J・T・リロイ。実は彼は、ロー

を追い出されたチェスター夫妻。体に

1980 年代アラバマ。“黒人であることが
罪”と言われるほど黒人差別が根強

巻く闇を描いた人間ドラマ。北関東の

起こした些細な事件を機に、権力に抑

ラとサヴァンナという２人の女性が

いい食べ物を育てるため郊外に移り

いこの地で、冤罪で死刑判決を受け

とある街に住む、とある人々の物語。

圧された民衆の怒りが爆発し取り返

創り上げた架空の人物だった…？

住む決意をした２人は、荒れ果てた土

た男を救うため、ひとりの弁護士が立

グは、鋭い観察眼によるリアル過ぎ

いじめや家庭内暴力、性的虐待など

しのつかない事態へと陥っていく。現

世界が騙されたこの一大スキャンダ

地を美しいオーガニック農場にすべく

ち上がった。しかし仕組まれた証言、

る日常が綴られ話題となった。後に

ベストセラー作家の裏の裏

黒い司法

マリーナ・ネヨーロワ/アリーサ・フレインドリフ
2017 / ロシア / 1h40

ふたりの J・T・リロイ

子どもたちをよろしく

ビッグ・リトル・ファーム

にかくチャーミング！ロシアから届い

理想の暮らしのつくり方

0％からの奇跡

架空 OL 日記

マルチな才能を発揮し続けるバカリ
ズム。３年間、銀行に勤める OL にな
りきり日々のあれこれを書いたブロ

にさらされる子どもたちが、追い詰め

代社会に潜む悲劇の連鎖を圧倒的

ルを、ローラに言われるままリロイを

奮闘を始める。自然の厳しさに翻弄さ

白人ばかりの陪審員、弁護士や証人

本人主演でドラマになり、今回待望

られた末にとる行動とは？彼らの叫

緊張感で描き、カンヌでセンセーショ

演じ続けたサヴァンナの視点から描

れながら夢を追い続けた８年間の軌

らに対する脅迫などに悩まされ…。

の映画化。リアルを追求したバカリ

びは、あなたの胸に届きますか？

ンを起こしたラジ・リ監督の初長編。

く。これは嘘から生まれた本当の話。

跡を描いた、感動のドキュメンタリー。

心揺さぶる奇跡の実話を映画化。

ズムワールドをぜひご堪能あれ！

隅田靖

寺脇研 / 前川喜平

鎌滝えり / 杉田雷麟 / 椿三期 / 村上淳
2019 / 日本 / 1h45

ラジ・リ

ジャスティン・ケリー

ダミアン・ボナール / アレクシス・マネンティ
2019 / フランス / 1h44

4/10 - 4/23

© 2018 CJ ENM CORPORATION, PERFECT STORM FILM ALL RIGHTS RESERVED

4/10 - 4/16

2018 / アメリカ / 1h48

© Channel 4 Television Corporation MMXIX

デスティン・ダニエル・クレットン

ジョン・チェスター

クリステン・スチュワート / ローラ・ダーン

モリー・チェスター / 愛犬トッド / 動物たち

2020 / アメリカ / 2h17

2018 / アメリカ / 1h31

4/10 - 4/16

© 2018 DIAPHANA FILMS-FRANCE 3 CINEMA-SCOPE PICTURES

住田崇

マイケル・Ｂ・ジョーダン/ジェイミー・フォックス

4/10 - 4/16

- Wild Bunch /
© 2018 Dangmai Films Co., LTD, Zhejiang Huace Film & TV Co., LTD ReallyLikeFilms

4/10 - 4/16

2020 / 日本 / 1h40

© 2019 PBF Movie, LLC. All Rights Reserved.

PMC ザ・バンカー

娘は戦場で生まれた

私の知らないわたしの素顔

ロングデイズ・ジャーニー

民間軍事会社（PMC）の傭兵たちが、
米 CIA の依頼で南北朝鮮の軍事境

泥沼の内戦が続くシリア。医師と結

50 代の大学教授クレールは年下の
恋人に捨てられたことがきっかけで、

父の死を機に 12 年ぶりに帰郷した男。
その地で死んだ幼馴染みや自分を捨

界線地下にある要塞
（バンカー）
に潜入

と名付けた娘のため、人々が生きた証

した。しかし策謀や裏切りなどによっ

を映像に残すことを誓う。死と隣り合

若い女に成りすまして SNS に登録。
若い男とのバーチャルな恋愛にのめ

て絶体絶命の窮地に陥ってしまう。

わせの中でも常にワアドが回し続け

り込んでいくが…。現代的な題材を

彼女の面影を追って現実と記憶と夢

な漁師のタイラーと出会い意気投合。

各国の思惑が交錯する中、傭兵たち

たカメラに映っているものとは―？全

もとに、一筋縄ではいかない人間心

が交錯する旅に出るが…。後半に仕

さらにはザックを探していた施設の

は敵の包囲網を突破して生還できる

世界が今見るべきドキュメンタリー。

理の綾を描出したジュリエット・ビノ

掛けられた３D ワンショットの 60 分。
夢幻の映画体験が待ち受ける！

看護師エレノアも巻き込んで、人生

のか！？緊迫の軍事サバイバル！
キム・ビョンウ
2018 / 韓国 / 2h05

名もなき生涯

第 72 回カンヌ国際映画祭
最優秀ドキュメンタリー賞 受賞

ワアド・アルカティーブ / エドワード・ワッツ

ハ・ジョンウ / イ・ソンギュン

4/17 - 4/30

婚して娘を授かったワアドは「サマ」

ワアド・アルカティーブ/サマ・アルカティーブ
2019 / イギリス - シリア / 1h40

© 2019 Twentieth Century Fox

4/17 - 4/23

© FISHERMAN FILMS LIMITED 2019

フィッシャーマンズ・ソング
コーンウォールから愛をこめて

シュ主演のヒューマン・サスペンス。
サフィ・ネブー

この夜の涯てへ【３D】

2019 / フランス / 1h41

KG ／ Pathe Films S.A.S.
© 2019 bombero international／GmbH&Co.
Warner Bros. Entertainment GmbH

屋根裏の殺人鬼
フリッツ・ホンカ

© 2019 GFC (CAPITAL) Limited & Upside SAS. All rights reserved

21 世紀の資本

フランスの経済学者、ピケティのベス

症のザックは、憧れていたプロレス

トセラー『21 世紀の資本』を映画化。

てた母を思い起こすと同時に、ある運

ラー養成学校に入るため施設を脱走

命の女が彼の心を捉えて離さない。

してしまう。やがて、兄が他界し孤独

700 ページを超え、完読が難しい原
作とは異なり、名作映画や小説など

4/17 - 4/23

一度きりの特別な旅に出ることに！
タイラー・ニルソン/マイケル・シュワルツ

ホアン・ジエ/タン・ウェイ/シルビア・チャン
2018 / 中国 - フランス / 2h18

4/17 - 4/23

ザ・ピーナッツバター・
ファルコン

4/10 - 4/16

老人養護施設で生活していたダウン

ビー・ガン

ジュリエット・ビノシュ / ニコール・ガルシア

バカリズム

夏帆 / 臼田あさ美 / 佐藤玲 / 山田真歩

シャイア・ラブーフ / ダコタ・ジョンソン
2019 / アメリカ / 1h37

© Bradley Waller

ロミオとジュリエット

をふんだんに使い、過去 300 年に渡
る世界各国の歴史を “ 資本 ” の観点
から切り取ってみせる。21 世紀を生
きる日本人必見の経済ムービー！！
ジャスティン・ペンバートン

トマ・ピケティ

ジョセフ・E・スティグリッツ
2019 / フランス - ニュージーランド / 1h43

4/17 - 4/23

© 松竹

シネマ歌舞伎

4/24 - 5/7

© THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

京鹿子娘二人道成寺

ジョン・F・ドノヴァンの死と生
人気俳優ジョン・F・ドノヴァンが 29 歳
の若さで謎の死を遂げた。10 年後、新
進俳優ルパートは彼との 100 通以上

〈きょうかのこむすめににんどうじょうじ〉

第二次大戦下のオーストリア。妻と３

英国コーンウォールの小さな港町。

歌舞伎舞踏の名作「娘道成寺」が、玉

地元の漁師たちが楽しそうに舟歌

1970 年代のハンブルク。フリッツ・
ホンカは醜い容貌で女性に見向きも

『キャッツ』のフランチェスカ・ヘイワー

人の娘と暮らすフランツはナチスドイ

ドなど英国ロイヤル・バレエ団のトッ

三郎の大胆な演出によって
「二人道成

ツによる従軍命令と、その軍門に降っ

を唄う様子を見て、上司にけしかけら

されない男だったが、無害な存在に

プダンサーによる傑作バレエ「ロミ

寺」
として生まれ変わり、歴史に新たな

た教会に従わず収監される。戦争に

れた音楽マネージャーのダニーは、

思われていた。しかしその裏では、娼

オとジュリエット」がスクリーンに！映

彼らをスカウトすることに。なんとか

婦を屋根裏部屋に連れ込んでは殺

画的なカメラワークとスピーディー

1 頁を加えた名舞台が、再びシネマ歌
舞伎としてスクリーンに甦る。玉三郎

に及ぶ秘密の書簡を公開するが…。

加担することを拒み、信念と家族へ
の愛に生き、36 歳で処刑された１人の
農夫の生き様を通じて、人間の尊厳

彼らを口説き落とし契約にこぎつけ

す凶行を繰り返していて…。名匠ファ

な演出により舞台とは異なるドラマ

が編集に参加し、映像ならではの工夫

たグザヴィエ・ドラン監督自身の思

るのだが…？嘘のような本当の話に

ティ・アキンが実在したシリアルキ

ティックな表現を実現。不朽の悲恋

も凝らされた幻想美をご堪能下さい。

い出をもとに、圧倒的な映像美でス

に迫るテレンス・マリック監督作品。

基づく笑いと涙のヒューマンドラマ。

ラーの日常を描くサスペンス・ホラー。

物語が新たな感動を呼び起こす。

特別料金：1,200 円均一

ターの光と影に迫る愛の物語。

テレンス・マリック
アウグスト・ディール / ヴァレリー・パフナー
2019 / アメリカ - ドイツ / 2h55

4/24 - 5/7

© 2019 Image Eleven Productions, Inc. All Rights Reserved.

クリス・フォギン

ファティ・アキン

ダニエル・メイズ / ジェームズ・ピュアホイ
2019 / イギリス / 1h52

4/24 - 5/7

マイケル・ナン 振付：ケネス・マクミラン

ヨナス・ダスラー / マルガレーテ・ティーゼル
2019 / ドイツ / 1h50

© 2017 Cape Wrath Films Ltd.

4/24 - 4/30

2019 / イギリス / 1h35

© Mamocita 2018

4/24 - 4/30

坂東玉三郎

グザヴィエ・ドラン

尾上菊之助

キット・ハリントン / ナタリー・ポートマン

2006 / 日本 / 1h11

2018 / カナダ - イギリス / 2h03

4/24 - 4/30

© 菊池真理子／秋田書店 © 2019 映画「酔うと化け物になる父がつらい」製作委員会

酔うと化け物になる
父がつらい

4/24 - 4/30

Candlelight Productions,
© 2018 Channel Four Television Corporation andLLC.
All Rights Reserved.

デッド・ドント・ダイ

イーディ、83 歳

小さな警察署で働くロバートソンた

夫の介護に30 年間を捧げてきた 83 歳

家族を顧みず仕事ばかりしていた老

『バーフバリ』のプラバース主演最新

サキの思い出は、いつも酒に酔った

厳格なユダヤ社会を飛び出したロ

ちは、他愛ない住人トラブルに対応

のイーディは、長年の夢だったスイル

美術商が見つけた、署名無き謎の肖

作。犯 罪 都 市を牛 耳っていた男が

父で塗りつぶされていた。やがて母

ニートと、故郷に留まり結婚したエス

するのが日課。だが突然、墓地から

ベン山の登山に挑戦することに。地

像画。名画だと確信した彼は、職業

殺された。跡目争いが勃発する中、

が家族の前から姿を消し、その後父

ティ。運命的な再会を果たした２人は、

死体が次々とゾンビとなって蘇って

元の登山用品店の青年から助言を受

体験のため仕方なく預かった孫と共

捜査を任されたのは伝説の捜査官

の病と、背負っていた借金が発覚す

かつての熱い想いを呼び覚まし…。信

きちゃったから大変！やむなく立ち

けつつ準備を進め、いよいよ登頂に

に作者を調べることに。やがてロシ

アショーク。彼は騒動のカギを握る

る。サキは抑えきれなくなった気持

仰と愛との間で葛藤する彼女たちが

向かうことに。独特のオフビート感と

向けて一歩を踏み出すのだが…。い

アの巨匠イリヤ・レーピンの絵画だ

“ ブラックボックス”を手に入れ、事件

ちを父にぶつけてしまい―。作者の

下した決断とは…？女性に自由の

ユーモアは今作でも健在。
詩情たっぷ

つだって人生に遅すぎることはない！

という確信を得るが…？老美術商と

を解決に導くことができるのか！？超

実体験を綴り、共感と大きな反響を

ない世界に対して “ 不服従 ” を貫こ

りに描くジャームッシュ監督最新作。

全ての世代を勇気づける人生賛歌。

彼の家族を描いたヒューマンドラマ。

絶スケールのクライム・アクション！

呼んだコミックエッセイが映画化。

うとする２人の女性の純愛を描く。

ジム・ジャームッシュ
ビル・マーレイ / アダム・ドライバー
2019 / スウェーデン - アメリカ / 1h44

はじめての山登り

ラスト・ディール

フランチェスカ・ヘイワード/ウィリアム・ブレイスウェル

少年時にディカプリオに手紙を送っ

美術商と名前を失くした肖像

サーホー

サイモン・ハンター

クラウス・ハロ

スジート

シーラ・ハンコック / ケヴィン・ガスリー

ヘイッキ・ノウシアイネン / ピルヨ・ロンカ

プラバース / シュラッダー・カプール

2017 / イギリス / 1h42

2018 / フィンランド / 1h35

2019 / インド / 2h49

片桐健滋

久馬歩

彼女たちの選択

菊池真理子

松本穂香 / 渋川清彦 / 今泉佑唯 /ともさかりえ
2019 / 日本 / 1h35

ロニートとエスティ

セバスティアン・レリオ
レイチェル・ワイズ/レイチェル・マクアダムス
2017 / イギリス / 1h54

