小学生には助言・指導が必要です

3/4 - 3/10

3/4 - 3/10

3/11 -

3/11 - 3/24

15 歳以上がご覧になれます

3/11 - 3/24

18 歳以上がご覧になれます

3/11 - 3/24

キム・ソンダル

大河を売った詐欺師たち

© 2017 映画「チア☆ダン」製作委員会
チア☆ダン 女子高生がチアダンスで
全米制覇しちゃったホントの話

王様のためのホログラム

未来を花束にして

スノーデン

『４ヶ月、
３週と２日』
『汚れなき祈り』

仲間たちと大胆不敵な詐欺を働き

高校に進学した友永ひかりは、軽い

突然の解雇により全てを失い IT 業

続けてきた詐欺師キム・ソンダルは、

気持ちでチアダンス部に入部する。

道を踏み外してでも娘を守ろうとする

私利私欲のために民さえも売る権力

だが待ち受けていたのは、全米大会

界へ転職したアラン。3D ホログラム
を売り込むためサウジアラビアに向

ロンドン。洗濯工場で働きな
1912 年、
がら夫と幼子と暮らすモードは、参政

アメリカ政府が秘密裏に構築したプ

のクリスティアン・ムンジウ監督が、

権を求めて活動する女性たちと出会

父を描いた緊迫のドラマ。娘エリザが

者と対立。
「誰のものでもない大河を

制覇を目標に掲げる鬼顧問と、過酷

かうが、彼を待っていたのは Wi-Fi

う。これまでの生き方に初めて疑問

話は監視されている。元 CIA 職員エ
ドワード・スノーデンの内部告発は

な練習だった！ 2009 年に全米チアダ
ンス選手権で優勝した福井商業高

もなければエアコンもない異文化の

を持った彼女は、周囲から反発を受

世界を震撼させた。国を愛する男は

嵐だった。ベストセラー小説をトム・

けながらも自ら運動に参加するように

なぜ命がけの告発に踏み切ったのか。

© Mobra Films - Why Not Productions - Les Films du Fleuve – France 3 Cinema 2016

エリザのために

© 2016 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.

© 2016 HOLOGRAM FOR THE KING LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Corporation and The British Film
© Pathe Productions Limited, Channel Four TelevisionInstitute
2015. All rights reserved.

© 2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ログラムにより、世界中のメールや通

暴漢に襲われ、
その動揺で卒業試験

売る」前代未聞の計画により、国家

に失敗することを案じた父親が、警察

をも敵に回しかねない大博打に出る

署長や試験官に温情を懇願するが…。

が…。韓国の有名な説話を大胆に

等学校をモデルに、普通の女子高生

ハンクス主演で映画化した、迷える

なるが…。未来のために立ち上がっ

社会派の巨匠オリバー・ストーン監

脚色した時代劇エンタテインメント！

たちの挑戦を描いた青春ドラマ！

全ての人を応援する人生讃歌！

た女性たちを描く感動のドラマ！

督がその苦悩と葛藤に肉薄する。

第 69 回 カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

クリスティアン・ムンジウ
アドリアン・ティティエニ / マリア・ドラグシ
2016 / ルーマニア-フランス-ベルギー / 2h08

3/11 - 3/24

© 2016, Space Rocket, Gaumont, Wild Bunch

ネオン・デーモン

パク・デミン
ユ・スンホ / コ・チャンソク / ラ・ミラン
2016 / 韓国 / 2h01

広瀬すず / 中条あやみ / 福原遥 / 天海祐希

© 東海テレビ放送

人生フルーツ

3/11 - 3/17

トム・ハンクス / アレクサンダー・ブラック

© 松竹ブロードキャスティング

3/11 - 3/17

© Novotny & Novotny Filmproduktion GmbH

東京ウィンドオーケストラ

エゴン・シーレ

オリバー・ストーン

キャリー・マリガン / ヘレナ・ボナム＝カーター
2015 / イギリス / 1h 46

2016 / アメリカ / 1h38

2017 / 日本 / 2h 01

3/11 - 3/24

サラ・ガヴロン

トム・ティクヴァ

河合勇人

死と乙女

3/11 - 3/17

ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー
2016 / アメリカ-ドイツ-フランス / 2h15

© 2014 all rights reserved by Navigator Film

グレート・ミュージアム
ハプスブルク家からの招待状

3/18 -

© 藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会
劇場版 黒子のバスケ
LAST G AME

トップモデルを夢見て都会へ出た16

『ヤクザと憲法』
『死刑弁護人』な

日本有数のオーケストラと間違えて

ど、多くの良質なドキュメンタリーを

アマチュア楽団を招いてしまった屋

28 歳の若さで早逝した異端の天才
画家エゴン・シーレの名画「死と乙

ハプスブルク家が蒐集した美術品を

歳のジェシーは、すぐにデザイナーや
カメラマンの心を掴む。そんな彼女

製作する東海テレビの劇場最新作。

久島の町役場職員・樋口。愕然とし

女」に秘められた愛の物語を綴る伝

州３大美術館に数えられるウィーン

にライバルたちは異常な嫉妬心を燃

ニュータウンの一隅で雑木林を育て、

ながらも、彼らを「本物」として騙し

美術史美術館の裏側に迫るドキュメ

やすが、やがてジェシーに眠る巨大

その自然の恵みを享けながら暮らす

通すことを決意するが…。作家主義

記ドラマ。16 歳でヌードモデルを務
めた妹ゲルティと、クリムトから紹介

ンタリー。創立 120 年目の大規模な

版として映画化！２年生になった黒子

な野心が目覚め…。美に取りつかれ

老建築家夫妻の温かな愛に満ちた日

×俳優発掘を掲げ、
『恋人たち』
『滝

されたモデルのヴァリとの濃密な愛

改装工事に密着し、芸術とビジネス、

テツヤと火神大我、そして「キセキの

た現代人の悪夢を、卓越した映像美

常を映し出す。本当の豊かさとは何

を見にいく』など傑作を生み出してき

の日々を通じて、芸術を追及し続け

伝統と革新の間で揺れる美術館ス

世代」が最強のドリームチームを結

と音で挑発するレフン監督最新作。

か、深い思索に心地よく誘われる。

た映画製作プロジェクトの第３弾！

るシーレの姿を赤裸々に炙り出す。

タッフたちの姿を生き生きと描き出す。

成し、アメリカの強豪チームと対決 !!

ニコラス・ウィンディング・レフン
エル・ファニング / キアヌ・リーヴス
2016 / アメリカ -フランス他 / 1h 58

3/18 -

© 2017 映画「3 月のライオン」製作委員会

伏原健之

ナレーション：樹木希林

津端修一 / 津端英子

坂下雄一郎

ディーター・ベルナー

中西美帆 / 小市慢太郎 / 松木大輔 / 星野恵亮

2016 / 日本 / 1h 31

2016 / 日本 / 1h15

3/18 -

© 2017 ひるね姫製作委員会

3/18 - 3/31

ノア・サーベトラ / マレシ・リーグナー
2016 / オーストリア-ルクセンブルク / 1h49

© 2016 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

3/18 - 3/24

© 2015-9294-9759 QUEBEC INC. (une filiale de Lyla Films Inc.)

収蔵し、ルーヴル、
プラドに並んで欧

ヨハネス・ホルツハウゼン
ザビーネ・ハーク / パウル・フライ
2014 / オーストリア / 1h38

3/18 - 3/24

映画、
舞台など様々なジャ
TV アニメ、
ンルで人気の『黒子のバスケ』。その
続編『EXTRA GAME』に原作者が描
き下ろした新エピソードを加え、完全

多田俊介

藤巻忠俊

小野賢章 / 小野友樹 / 木村良平 / 小野大輔
2017 / 日本 / 時間未定

© 2016 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

3/24 -

３月のライオン 前編

ひるね姫

～知らないワタシの物語 ～

マリアンヌ

天使にショパンの歌声を

ニュートン・ナイト
自由の旗をかかげた男

パッセンジャー

中学生でプロ棋士となった桐山零。幼

どこでも居眠りしてしまう高校生のコ

連合国軍の極秘作戦に参加し、戦

宇宙でたった２人だけという大胆かつ

コネは、近頃同じ夢ばかり見ていた。

後にロンドンで再 会した諜 報員の

1960 年代 、カナダ。経営難により閉
鎖の危機に直面した音楽学校。校

リンカーン大統領の奴隷解放宣言よ

い頃に両親を亡くし、父の友人に引

りも早く、肌の色で差別されることの

壮絶な設定を、今最も旬な２大スター

き取られたが、ある事情からひとりで

そんなある日、父が突然逮捕されて

マックスとレジスタンスのマリアンヌ。

長のオーギュスティーヌは世論を味

ない“自由州”を設立した白人がいた。

競 演で 描 いた S F ロマン。20XX 年、

暮らすことに。孤独を感じていた零

しまう。ココネは幼なじみのモリオと

二人の間には愛が芽生え穏やかな

方につけようと、音楽イベントの開

彼の名はニュートン・ナイト。南北

新たな居住地を目指し地球を後にした

だったが、川本家の三姉妹との出会

父を追って東京へと向かうが、いつ

結婚生活を手に入れるが、マリアン

催を計画するが…。ショパンやリス

戦争時代、真の自由を勝ち取るため

いが彼を成長させていく。そして零を

もの夢に両親の秘密が隠されている

ヌに「ある疑惑」が浮上する。過酷

トなどクラシックの調べにのせて、

に 500 人の奴隷や農民を率いて南軍

宇宙船アヴァロン号。乗客 5000 人は
目的地までの 120 年間を冬眠装置で

待ち受ける棋士達との壮絶な戦い！魂

ことに気づく。神山健治監督による

な運命の前に愛を試される男女をス

伝統と歴史に立ち向かう女性たちの

と戦った男の実話を、マシュー・マ

眠るはずだったが、なぜか２人の男女

がぶつかり合う感動の２部作の前編！

オリジナルアニメーション。

リリングに描いたラブストーリー。

姿を映し出すヒューマンドラマ。

コノヒー主演で描いた歴史ドラマ。

だけが 90 年も早く目覚めてしまい…。

大友啓史

岩下悠子

羽海野チカ

神木隆之介 / 有村架純 / 倉科カナ / 佐々木蔵之介
2017 / 日本 / 2h18

3/24 -

© 2017 フジテレビジョン 東宝 集英社 © やまもり三香／集英社

ひるなかの流星

神山健治

ロバート・ゼメキス

高畑充希 / 満島真之介 / 古田新太 / 釘宮理恵
2017 / 日本 / 時間未定

3/25 -

© 2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

レア・プール

ブラッド・ピット / マリオン・コティヤール
2016 / アメリカ / 2h 04

3/25 -

サクラダリセット 前篇

P とJK

セリーヌ・ボニアー / ライサンダー・メナード
2015 / カナダ / 1h43

© 2017「PとJK」製作委員会

3/25 -

© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 AG・東映 © BANDAI NAMCO Entertainment lnc.

仮面ライダー×スーパー戦隊

超スーパーヒーロー大戦

モルテン・ティルドゥム

ゲイリー・ロス
マシュー・マコノヒー / ググ・ンバータ＝ロー

3/25 -

LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS,
© 2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENTLLCINC.,
AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

キングコング

ジェニファー・ローレンス /クリス・プラット
2016 / アメリカ / 1h 56

2016 / アメリカ / 2h20

髑髏島の巨神

3/31 -

ジャッキー

© 2016 Jackie Productions Limited

ファーストレディ 最後の使命

田舎育ちの女子高生・与謝野すずめ

住民の半数が特殊能力を持つ街サク

神話として語られてきた髑髏島の実

ケネディ大統領が永遠に人々の心に生

ラダ。
「記憶保持」の能力を持つ高

とピュア
仕事にまじめな警察官（P）
が恋をし
でまっすぐな女子高生（JK）

「ゲームの世界」が「現実の世界」を

は、上京初日に迷子になっていたのを

総攻撃！エグゼイドとトッキュウジャー

在が判明し、未知の生物の探索を目

き続けることになった陰には、妻ジャッ

助けてくれた担任教師・獅子尾に恋

校生の浅井ケイは、３日分の時間を

た！そんな二人が一緒にいる方法は

の前に、
世界消滅の運命をかけた “ 死

的とした遠征隊が派遣される。あち

キーの知られざる闘いがあった。暗殺

をする。そんななか、すずめはクラスで

巻き戻せる「リセット」の能力を持つ

ただひとつ…「結婚しよう」
！まわりに

の闘技場 ”が立ちはだかる。歴代の

こちに散らばった骸骨や、巨大な手

された最愛の夫を過去の人にさせない
ために彼女が挑んだ “ 最後の使命 ”を

隣の席に座る “ 女子が苦手 ”なはずの

春崎美空とともに、２年前に死亡し

は絶対内緒の二人の結婚生活が始

仮面ライダー、スーパー戦隊が大乱

形を発見する隊員たち。そしてつい

馬村から告白されて…。大人気コミッ

た同級生の蘇生を試みるが…。河

まる !! 大人気コミックが待望の実写

戦！そして “あの”ヒーローたちの復

に、巨大な生物が姿を現した！トム・

描き、主演Ｎ・ポートマンを筆頭に賞

クを映画化！誰もが経験する「初恋」

野裕の青春ミステリー小説をイマジ

活とニューヒーローの登場！驚きと興

ヒドルストン主演でキングコング誕

レースを席巻した珠玉の伝記ドラマ。

のすべてが詰まったラブストーリー！

ネーション豊かに二部作で映画化。

化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

奮のコラボムービーが遂に誕生する！

生の起源を描くアクション超大作！

新城毅彦

やまもり三香

永野芽郁 / 三浦翔平 / 白濱亜嵐 / 山本舞香
2017 / 日本 / 時間未定

4/1 -

© The LEGO Group.TM & © DC Comics.© 2016 Warner Bros. Ent.

深川栄洋

河野裕

野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ
2017 / 日本 / 1h 43

4/1 - 4/7

© 2015 Emperor Film Production Company Limited All Rights Reserved

廣木隆一

三次マキ

亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ
2017 / 日本 / 2h04

4/1 - 4/7

金田治

石ノ森章太郎

飯島寛騎 / 岐洲匠
2017 / 日本 / 時間未定

4/7 -

© 森見登美彦・KADOKAWA ／ナカメの会

第 73 回ヴェネツィア国際映画祭
脚本賞受賞

ジョーダン・ボート＝ロバーツ

パブロ・ラライン

トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

ナタリー・ポートマン / ピーター・サースガード

2017 / アメリカ / 1h58

ダーレン・アロノフスキー

2016 / アメリカ - チリ- フランス / 1h 39

4/7 © MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.

4/7 -

© 2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

レゴ® バットマン ザ・ムービー

疾風スプリンター

息の跡

夜は短し歩けよ乙女

ゴースト・イン・ザ・シェル

LI O N ／ライオン

世界中で大人気のスーパーヒーロー

強豪自転車チームに加入したチウ・

東日本大震災の津波により流されて

京都の街を舞台に、冴えない主人公

押井守のアニメ映画などで知られ、

「バットマン」がレゴ® になった！ カ

ミンとティエン。二人はエースのチョ

しまった岩手県陸前高田市の住宅

“先輩”が、想いを寄せる “黒髪の乙

世界的人気を誇るSF 漫画「攻殻機

５歳のサルーは、仕事
1986 年インド。
を探しにでかけたカルカッタ市内の

ラフルで楽しいブロックの世界で繰

ン・ジウォンからその座を奪うため、

兼店舗の種苗店を、自力で立て直し

女”の目に留まろうと日々奮 闘する

動隊」がついに実写化！脳だけを残し

電車の中で迷子になる。やがて養子

り広げられるアクションとギャグ満

必死に努力を重ね固い絆で結ばれて

営業を再開した佐藤貞一さんを追っ

恋愛ファンタジー。“先輩 ”役は 星野

機械の体を持つ主人公が、サイバー

に出されオーストラリアで成長する

25 年目のただいま

載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔

いくが、資金難からチームは解散す

たドキュメンタリー。不得意な外国語

源。文化庁メディア芸術祭大賞を受

テロ事件の捜査をきっかけに自らの

サルー。それから25 年後、おぼろげ

の手からゴッサムシティを守るため、

ることになり…。自転車レースに全

で自身の体験を書き続け、津波被害

賞した「四畳半神話大系」スタッフ

存在を揺るがす過去の記憶を取り戻

一匹狼のバットマンが仲間たちと力

てを賭ける男たちを描く、本格ロー

の歴史を調べ続ける佐藤さんの思い

が 再集 結し、会話の端々や映像に

していく―。ハリウッドならではの圧

な記憶とGoogleEarthを頼りに故郷
を探す試みを始めるのだった。本年

を合わせて悪に立ち向かう!!

ドレース・エンターテインメント！

を、映像作家・小森はるかが紐解く。

センスが光る注目作に仕上げた。

巻の映像美と超絶アクションは必見！

度アカデミー賞ノミネートの感動作。

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP
2017 / アメリカ / 1h 45

ダンテ・ラム
エディ・ポン / チェ・シウォン / ショーン・ドウ
2015 / 香港 - 中国 / 2h05

小森はるか
2016 / 日本 / 1h33

湯浅政明

森見登美彦

星野源 / 花澤香菜 / 神谷浩史 / 秋山竜次
2017 / 日本 / 1h40 予定

ルパート・サンダース

士郎正宗

スカーレット・ヨハンソン / ビートたけし
2017 / アメリカ / 時間未定

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ
2016 / オーストラリア / 1h 59

