小学生には助言・指導が必要です

上映中

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

上映中

© 2018 Twentieth Century Fox

3/1 -

DISTRIBUTION CO.,
© 2018 UNIVERSAL STUDIOS AND STORYTELLER
LLC. All Rights Reserved.

3/1 -

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2019

15 歳以上がご覧になれます

3/1 -

© 松尾由美／双葉社 © 2019 映画「九月の恋と出会うまで」製作委員会

18 歳以上がご覧になれます

3/8 - 3/14

© 2018 WH Films Ltd

アリータ バトル・エンジェル

女王陛下のお気に入り

グリーンブック

映画ドラえもん
のび太の月面探査記

300 年前に失われたはずの最終兵
器であるサイボーグの少女・アリー

18 世紀初頭。英王室では病身な女王
アンの幼馴染サラが絶大な権力を振

1962 年。天才黒人ピアニストが、粗
野な白人の用心棒を雇い、黒人専用

月面探査機が捉えた白い影が大ニュー

引っ越したばかりのマンションで、

スとなり、のび太たちはひみつ道具

強盗殺人から自分を助けようとする

上に燦然と輝く巨星ホイットニー・

タ。
そんな彼女を破壊するために次々

るっていた。
そんな時、没落貴族のアビ

ガイドブック（グリーンブック）を頼り

を使って月の裏側にウサギ王国を作

未来の誰かの声を聞いた志織。相談

ヒューストン。48 歳の若さで不慮の死

と殺人サイボーグが送り込まれ…。

ゲイルが召使いとして雇われることに。

に、人種差別の色濃いアメリカ南部

ることに。転校生のルカや不思議な

を受けた隣人・平野は、タイムパラ

を遂げた彼女に何があったのか？膨

ジェームズ・キャメロンが長年映画

徐々に信任を得ていくアビゲイルだった

へのコンサートに繰り出す。
『メリー

子どもたちと出会いすっかり仲良く

ドックスが生じており、１年で彼女

大な映像記録を丹念にリサーチし、

化を夢見てきた日本発の伝説的 SF

が…。豪華絢爛な王室を舞台に、女た

に首ったけ』のピーター・ファレリー

なるが、謎の宇宙船がみんなの前

が消えてしまうことに気がつくが…。

初公開となるホームビデオやアーカ

コミック「銃夢（ガンム）」がハリウッ

ちの思惑と愛憎が乱れ合う宮廷絵巻。

監督が実話を映画化した人間ドラマ。

に現れて…。直木賞作家・辻村深月

多くの女性の共感を呼んだ同名小説

イブ映像、近親者の証言を紡ぎ合わ

の脚本で描くSF 冒険ファンタジー！

を映画化した奇跡のラブストーリー。

せ、
その素顔に迫るドキュメンタリー。

ド・アクション大作として登場！
ロバート・ロドリゲス

ジェームズ・キャメロン

ローサ・サラザール / クリストフ・ヴァルツ

ヨルゴス・ランティモス

3/8 - 3/14

© 日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団

オリビア・コールマン / エマ・ストーン

被災地に起（た）つ

3/15 -

第 76 回ゴールデングローブ賞
作品賞／脚本賞／助演男優賞 受賞
ピーター・ファレリー

2018 / アイルランド-イギリス-アメリカ/ 2h00

2019 / アメリカ / 2h02

Workers

第 76 回ゴールデングローブ賞
主演女優賞 受賞

© 赤塚不二夫／えいがのおそ松さん製作委員会 2019

えいがのおそ松さん

ヴィゴ・モーテンセン / マハーシャラ・アリ
2018 / アメリカ / 2h10

八鍬新之介

辻村深月

藤子・F・不二雄

水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 広瀬アリス

© 2019「まく子」製作委員会／西加奈子（福音館書店）

3/15 -

圧倒的な歌唱力を備え、ポップス史

山本透

松尾由美

高橋一生 / 川口春奈 / 浜野謙太 / 中村優子
2019 / 日本 / 1h45

2019 / 日本 / 1h51

3/15 -

九月の恋と出会うまで

ホイットニー

© 2019「君は月夜に光り輝く」製作委員

まく子

君は月夜に光り輝く

オールウェイズ・ラヴ・ユー

ケヴィン・マクドナルド
ホイットニー・ヒューストン/シシー・ヒューストン
2018 / イギリス / 2h00

3/15 -

© Benesse Corporation 2019

映画しまじろう
しまじろうとうるるのヒーローランド

3/21 -

©「PRINCE OF LEGEND」製作委員会 © HI-AX All Rights Reserved.

PRINCE OF LEGEND

気仙沼や亘理など東北被災地にお

二十歳を過ぎてもクズでニートで童貞

寂れた温泉街の旅館の息子、サトシ

不治の病・発光病を患う、まみずと出

発明家の女の子・うるるの作ったヒー

『HiGH ＆ LOW』の製 作 陣が映 画・

けるワーカーズコープの取り組みを

の６つ子が、完全新作劇場版で帰っ

は小学５年生。女好きの父ちゃんみ

会った卓也。病院から出られない彼

ローランドにやってきたしまじろうた

ドラマ・ライブ・ゲームなどを連動

記録したドキュメンタリー。ワーカー

てくる！高 校の同窓 会で社 会 人に

たいな大人になんてなりたくないの

女の、叶えられない願いを代わりに実

ち。あこがれのヒーローやヒロインに

し新たに展開する≪プリンスバトル

ズコープとは、働く人や市民が出資

なった同級生たちと再会し、ごまかし

に、否応なしに変化する自分の体に

行し、感想を伝える【代行体験】を行

会えて大喜びだったが、悪いロボット

プロジェクト≫。昨年放送されたテ

し、人と地域に役立つ仕事をおこす

きれずに冴えない自分たちの現状を

悩んでいた。そんなある日、美しい少

うことに。代行をすることで、次第に惹

が現れて大ピンチ ･･･。秘密の言葉

レビドラマシリーズのクライマックス

“協同労働”の協同組合。共生社会の

曝されてしまったおそ松たち。やさぐ

女コズエが転入してくる。彼女はとて

かれていく卓也。だが同時に、迫りく

クプルパーで力を合わせて助けよう！

が遂に描かれる！“３代目伝説の王

原点を見つめ直し、
「これから、どう

れて酒をあおり、眠ってしまった彼ら

も変で、なんでも「まく」ことが大好き

る死の恐怖が２人を襲う。儚くも美し

歌や踊りで参加できる親子映画。

子 ” を目指す14 人の魅力あふれる王

生きるか」という問いを投げかける。

が翌朝目覚めて目にした光景とは ! ?

で、信じがたい秘密を持っていた…。

い命の輝きを描いた、
青春純愛映画。

一般：1,500 円 / 中学生以下：1,000 円

子たちの激しいバトルの結末は！？

森康行

ナレーター：山根基世

2018 / 日本 / 1h29

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

3/22 -

Pictures. All Rights Reserved. HASBRO, TRANSFORMERS, and all related
© 2018 Paramountcharacters
are trademarks of Hasbro. © 2018 Hasbro. All Rights Reserved.

バンブルビー

3/22 - 3/28
茅野市尖石縄文考古館蔵

縄文にハマる人々

鶴岡慧子

西加奈子

山﨑光/新音/須藤理彩/草彅剛/つみきみほ
2019 / 日本 / 1h48

© 2017rtapikcar,inc

3/22 - 4/4

月川翔

佐野徹夜

永野芽郁 / 北村匠海 / 甲斐翔真 / 松本穂香

ミスター・ガラス

守屋健太郎

南央美/髙橋美紀/山崎たくみ/ももくろちゃんZ
2019 / 日本 / 1h00

2019 / 日本 / 1h41

© Universal Pictures All rights reserved.

河村貴光

3/22 - 4/4

© 2018 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All Rights Reserved.

ビール・ストリートの恋人たち

ダンボ

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

3/29 -

映画

１万年以上続いたとされる縄文時

シャマラン栄光時代の『アンブレイ

海辺の田舎町。父を亡くしたばかりの

代。土器や土偶などが、その時代の

カブル』
（00 年）、そして大ヒット＆

バリー・ジェンキンス監督最新作。

は、耳が大きな赤ちゃん象ダンボが

抱えて少年刑務所に収監された少年

少女チャーリーは廃車寸前の車と出会

文化や特色の一部を現代に伝えてい

完全復活作『スプリット』
（17 年）。

空を飛ぶのを目撃する。しかしそこ

たち。自由を奪われた刑務所の中で、

う。自宅に乗って帰ると、車が人型へと

るが、実はそのほとんどは謎のまま。

これら２作の続編という、ヒーロー

1970 年代のハーレムで幸せに暮ら
していたティッシュとファニー。だが

に目を付けた経営者は金儲けのた

明日への一歩を踏み出していく成長

変形 ! ボロボロな黄色い生命体に「バ

考古学や民俗学の専門家をはじめ、

映画ならいざ知らず、サスペンス映

白人警官の怒りを買いファニーが逮

めダンボと母親を引き離してしまう。

と再生をオリジナル楽曲に乗せて描

ンブルビー」と名付け、傷を抱えた二

文化人やアーティスト、縄文にハマっ

画のクロスオーバーという前 代 未

捕されてしまう…。若い恋人たちの

ダンボは母親を救うため、大きな決

かれる、
日本発ミュージカル・エンター

人は親友となる。しかし彼らの前には、

た人々への取 材を通して、縄 文の

聞の衝 撃 作が遂に上 陸！日本、い

愛と信念、今なお続く差別への抵抗

断をして…。ディズニー屈指の人気

テイメント。伝説の舞台を東西ジャ

予想もしない運命が待ち受けていた！

秘密と魅力に迫るドキュメンタリー。

や世 界の人々よ、これが映 画だ！

を詩情あふれる映像美で描きだす。

キャラ「ダンボ」の愛と勇気の物語。

ニーズ Jr. 揃い踏みで遂に映画化！

スティーヴン・スピルバーグ

ヘイリー・スタインフェルド / ジョン・シナ
2018 / アメリカ / 1h54

山岡信貴 ナレーション：コムアイ
小林達雄/佐藤卓/いとうせいこう/猪風来
2018 / 日本 / 1h43

3/29 - 4/11

© 2018 PinehouseFilm Co., Ltd. All Rights Reserved

3/29 - 4/4

HERNANDEZ y FERNANDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE
© 2016PRODUCCIONES
A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A.

M・ナイト・シャマラン
ブルース・ウィリス/サミュエル・L・ジャクソン
2019 / アメリカ / 2h09

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

3/29 - 4/4

- France 3 Cinema
© 2017 - Elephant Doc - Petit Dragon - Unbeldi Productions
© Fonds de Dotation Maria Callas

バーニング 劇場版

家（うち）へ帰ろう

私は、マリア・カラス

村上春樹の「納屋を焼く」を韓国の巨

ブエノスアイレスに暮らす 88 歳の仕

匠イ・チャンドン監督が大胆に脚色。

立て屋アブラハムは、単身ポーラン

20 世紀最高のオペラ歌手として音
楽史にその名を燦然と輝かせるマリ

カンヌ映画祭で歴代最高評価を獲得

ドへ向かう旅に出る。目的は第二次

した、
３人の男女が織り成す究極のミ

大戦中にナチスドイツから匿ってく

ステリー。幻想的な映像と、先の見え

3/29 - 4/11

© 大森藤ノ・SB クリエイティブ／劇場版ダンまち製作委員会

劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは

サーカス団で働くホルトの子供たち

少年たち

© 映画「少年たち」製作委員会

『トランスフォーマー』最新作！1987年、

トラヴィス・ナイト

『ムーンライト』で作品賞に輝いた

3/29 -

片寄涼太 / 飯島寛騎 / 塩野瑛久 / 鈴木伸之
2019 / 日本 / 1h31

ティム・バートン
コリン・ファレル / エヴァ・グリーン
2019 / アメリカ / 2h10 予定

4/5 -

© 2018 ANNAPURNA PICTURES, LLC. All rights reserved.

心に深い傷を持ち、
それぞれの事情を

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

4/5 - 4/11
2017

© Partner Media Investment - Left Field Ventures - Good Fortune Films

バイス

ともしび

第２期の制作も決定した TV アニメ
「ダンまち」の完全新作劇場版！迷

2000 年代、ブッシュ政権下、影で大統
領を操っていた悪名高きバイス
（副大

ベルギーの地方都市。アンナ夫婦の

ア・カラス。語りつくされたかに思わ

宮都市オラリオで女神アルテミスと出

統領）
、ディック・チェイニー。彼は、

よって少しずつ狂い始める。老境にさ

れていた彼女の伝説に、没後 40 年に
して数々の驚くべき事実が見つかっ

会った冒険者ベルは、古代に大精霊た

いかにして米国史上類を見ない強大

しかかった女性の不安と孤独をシャー

れた親友に最後のスーツを手渡す

ちがモンスターを封印したエルソスの

な権力を手にしたのか。本人そっくりに

ロット・ランプリングが見事に体現。業を

ない展開…。そして原作にはない衝

こと。ドイツを通過することを拒み四

た。未完の自叙伝、プライベートの手

遺跡を目指し、大陸の果てへ仲間と共

扮したキャストと、徹底したリサーチに

背負いながら生き直しを図るまでの悲

撃のラストは、
あなたの想像を絶する。

苦八苦するが、道中で出会う女性た

紙や映像、音源を元に、誰も知らな

に旅立つ。封印が解かれた時、ダン

基づく社会派エンターテインメント。

しみと決意を追う、
珠玉の人間ドラマ。

ちに助けられ、心を解放させてゆく。

いマリア・カラスの真実の姿が甦る。

ジョンを越えた新たな冒険が始まる！

第 71 回カンヌ国際映画祭
国際批評家連盟賞／バルカン賞 受賞
イ・チャンドン

村上春樹

ユ・アイン/スティーブン・ユァン/チョン・ジョンソ
2018 / 韓国 / 2h28

4/5 - 4/11

ギルティ

© 2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

THE GUILTY

パブロ・ソラルス
ミゲル・アンヘル・ソラ / アンヘラ・モリーナ
2017 / スペイン - アルゼンチン / 1h33

4/5 - 4/11

© 2018 AMAZON CONTENT SERVICES LLC All Rights Reserved

サスペリア

トム・ヴォルフ
マリア・カラス

間違っているだろうか オリオンの矢

桜美かつし
ファニー・アルダン

2017 / フランス / 1h54

4/5 - 4/18

大森藤ノ

松岡禎丞/水瀬いのり/坂本真綾 / 内田真礼
2019 / 日本 / 1h22

4/5 - 4/18

第 76 回ゴールデングローブ賞
主演男優賞 受賞
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

© META FILM LONDON LIMITED 2017

4/5 - 4/11

© 2019「チワワちゃん」製作委員会

チワワちゃん

慎ましい生活は、夫が犯したある罪に

第 74 回ヴェネチア国際映画祭
女優賞 受賞
アンドレア・バラオロ

シャーロット・ランプリング/アンドレ・ウィルム
2017 / フランス - イタリア - ベルギー / 1h33

4/5 - 4/25

© 松竹株式会社

シネマ歌舞伎

フロントランナー

天才作家の妻 40 年目の真実

偉大なる作家ジョゼフと献身的な妻ジョー

「チワワ」と呼ばれていた若い女性が

深い桜の森で、王は姫君を守る仏像の

ン。穏やかな夫婦生活は、夫のノーベル文

バラバラ遺体で発見された。遊び仲

彫刻を三人の男に競わせる。やがて仏

野田版 桜の森の満開の下

救急車などの緊急搬送を遠隔手配

「決してひとりでは見ないでください」

するオペレーターが、今まさに誘拐さ

のコピーがあまりに有名なイタリア

1988 年、米国大統領選挙。最有力候
補＝フロントランナーとして躍り出

れているという女性の通報を受ける。

ン・ホラーの傑作が、
『君の名前で僕

たゲイリー・ハート上院議員は、ケネ

学賞受賞を機に静かに壊れ始める。華や

間たちはチワワの思い出を語り合う

像が完成するが、それぞれの思惑が交

電話の音だけを手掛かりに事件の解

を呼んで』のグァダニーノ監督の手

ディの再来と呼ばれ国民の期待を背

かな授賞式の場で、長年隠し続けた夫婦の

が、誰も彼女の本名すら知らなかっ

錯し…。坂口安吾の小説「桜の森の満

決に挑むが…。
『search ／サーチ』と

によって新たに生まれ変わる！憧れ

負っていた。しかしそんな時に出され

“秘密”が暴かれる時、２人の愛と憎しみの

た。チワワは何者？なぜ殺された？新

開の下」
と
「夜長姫と耳男」
を下敷きに、

並びサンダンス映画祭で観客賞に輝

の名門舞踊団に隠された恐るべき秘

た 1 つの報道により彼は輝かしい未

果てにあるものとは―。男女間の危機を

鋭・二宮健監督が岡崎京子の原作

奇才・野田秀樹が描き下ろした伝説

いた話題作。“ 耳で観る” 新感覚サ

密とは !? レディオヘッドのトム・ヨー

来を失ってしまう。裏切ったのはマス

見つめ深層心理を追求するサスペンス。

の戯曲が歌舞伎として生まれ変わる。

スペンスがあなたの想像力を試す！

クが手掛けた劇伴音楽にも注目。

コミか？国民か？それとも彼自身か？

を現代にアップデート。SNS 社会に
おける青春の爆発と終りを鋭く描く。

グスタフ・モーラー
ヤコブ・セーダーグレン/イェシカ・ディナウエ
2018 / デンマーク / 1h28

ルカ・グァダニーノ
ダコタ・ジョンソン / ティルダ・スウィントン
2018 / イタリア - アメリカ / 2h32

ジェイソン・ライトマン
ヒュー・ジャックマン / Ｊ.Ｋ. シモンズ
2018 / アメリカ / 1h53

第 76 回ゴールデングローブ賞
主演女優賞 受賞

ビョルン・ルンゲ
グレン・クローズ / ジョナサン・プライス
2017 /スウェーデン - アメリカ - イギリス/ 1h41

二宮健

岡崎京子

門脇麦 / 成田凌 / 寛一郎 / 玉城ティナ
2019 / 日本 / 1h44

一般：2,100 円 / 学生・小人：1,500 円
野田秀樹

坂口安吾

中村勘九郎 / 松本幸四郎 / 中村七之助
2017 / 日本 / 2h13

