小学生には助言・指導が必要です

8/23 -

© 2019「劇場版おっさんずラブ」製作委員会

劇場版おっさんずラブ
LOVE or DEAD

8/23 -

© 2019 映画「二ノ国」製作委員会

二ノ国

8/23 -

© 2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

8/30 -

© 2019「引っ越し大名！」製作委員会

ロケットマン

引っ越し大名！

8/30 -

15 歳以上がご覧になれます

© 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation

トールキン 旅のはじまり

18 歳以上がご覧になれます

8/30 -

© 暁なつめ・三嶋くろね／ KADOKAWA ／映画このすば製作委員会

この素晴らしい世界に祝福を！
紅伝説

独身ダメ男・春田創一と、理想の上

何者かに襲われたコトナを助けよう

英ロック界を牽引してきた稀代のエ

藩主の松平直矩は姫路から大分への

司・黒澤武蔵、イケメンでド S な牧凌

としたユウとハルは、不思議な世界

ンターテイナー、エルトン・ジョン。

国替えを言い渡される。江戸時代の

知られる作家 J・R・R・トールキン。

んなことから、女神のアクアを道づれに

12 歳で母を亡くした彼は孤児となり、
神父の援助を受けて名門校へ進学

に舞い上がるが仲間になったのは能力

「指輪物語」などの壮大な冒険物語で

ゲーム好きのひきこもり･カズマはひょ

太の三角関係を描いたラブコメディ

「二ノ国」へ迷い込んでしまう。そこ

愛情に恵まれなかった不遇の少年時

大名の引っ越しは、藩士とその家族全

ドラマ『おっさんずラブ』のその後を

は、現実の「一ノ国」と命が繋がる

代を経て才能を開花させた彼は、瞬く

員が移動する一大プロジェクト。人数

する。良き師や友人に恵まれるも、第

以外が残念な３人で、降りかかるのは

一次大戦が彼の運命を大きく変えて

厄介事ばかり。そんななか、仲間の故

ゆく…。知られざる半生と、創作の秘

郷を滅亡の危機から救うため、里帰り

密を解き明かす感動の伝記ドラマ。

の大冒険に繰り出すことになるが…。

描く劇場版。ハッピーエンドを迎え

もう一人の自分がいる魔法の世界。

間にスターダムを駆け上がってゆく。

たはずの男たちに新たなおっさん二

二人はコトナそっくりなアーシャ姫

その波乱万丈の半生を『ボヘミアン・

人が参戦したことで、五角関係のラ

と出会うが…。人気 RPG を日本を代

ラプソディ』で監督を引き継いだデ

10,000人、距離 600km、しかも予算
なし !? 大役を任された書庫番のひき
こもり侍・片桐春之介は一世一代の

ブ・バトルロワイヤルが開幕する！

表するクリエイターたちが映画化。

クスター・フレッチャーが映画化。

任務を成し遂げることができるのか！

瑠東東一郎

百瀬義行

田中圭 / 林遣都 / 内田理央 / 吉田鋼太郎

山﨑賢人/新田真剣佑/永野芽郁 /伊武雅刀

2019 / 日本 / 1h54 予定

日野晃博

久石譲

2019 / 日本 / 1h46

8/30 - 9/5

OPUS FILM Sp. z o.o. / Apocalypso Pictures Cold War Limited / MK Productions / ARTE France Cinema
©/ The
British Film Institute / Channel Four Televison Corporation /Canal+ Poland / EC1 Lodz / Mazowiecki

Instytut Kultury / Instytucja Filmowa Silesia Film / Kino Świat / Wojewodzki Dom Kultury w Rzeszowie

COLD WAR あの歌、２つの心

デクスター・フレッチャー

犬童一心

タロン・エガートン / ジェイミー・ベル

星野源 / 高橋一生 / 高畑充希 / 濱田岳

2019 / イギリス - アメリカ / 2h01

8/30 - 9/5

© 2018 ATELIER YAMANAMI

地蔵とリビドー

9/6 -

© 2019 映画『かぐや様は告らせたい』製作委員会 © 赤坂アカ／集英社

かぐや様は告らせたい
天才たちの恋愛頭脳戦

土橋章宏

2019 / 日本 / 2h00

ドメ・カルコスキ

金崎貴臣

ニコラス・ホルト / リリー・コリンズ

福島潤 / 雨宮天 / 高橋李依 / 茅野愛衣

2019 / アメリカ / 1h51

9/6 -

©

2018 Perfect Village Entertainment HK Limited Le Vision Pictures(Beijing)Co.,LTD
Shanghai Tencent Pictures Culture Media Company Limited ALL RIGHTS RESERVED

SHADOW 影武者

異世界へ転生する。憧れの冒険者生活

暁なつめ / 三嶋くろね

2019 / 日本 / 時間未定

9/6 -

© 暁佳奈・京都アニメーション／ヴァイオレット・エヴァーガーデン製作委員会

9/6 - 9/26

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝

台風家族

- 永遠と自動手記人形 -

© 2019「台風家族」フィルムパートナーズ

冷戦下のポーランド。歌手を夢見る女

滋賀県の「やまなみ工房」は独創的

名門私立校の生徒会会長・白銀御行

小国の沛では王を中心とする和平派

僕の人生は何もない。もし、唯一すば

とピアニストの男が恋に落ちるが、政

なアート作品を生み出す場として世

と副会長・四宮かぐやは互いに好意を

と、重臣・都督に従う開戦派に分か

らしいものがあるとすれば―。
「お客様

銀行から 2000 万円を強奪し行方を
くらました鈴木家の父と母。それか

府に監視されるようになった男はパリ

界的な注目を集めている。ここに通

持っていたが、プライドが高く自分から

れていた。都督は自由と引き換えに強

がお望みならどこでも駆けつけます。

ら 10 年が経ち、４人の子どもたちは

に亡命する。時代に翻弄されながら、

所するのは、知的障害や精神疾患を

告白したら
「負け」
と思い込んでしまって

国・炎の将軍との対決を影武者に命じ

自動手記人形サービス、ヴァイオレッ

仮想葬儀を行い財産分与のために

ふたりは別れと再会を繰り返すが…。

持つアーティストたちだ。ジャーナリ

いた。相手から告白させるため、二人の

る。一方、王は炎国に妹を嫁がせよう

ト・エヴァーガーデンです。
」相手の

実 家に集まるが…。ある家 族の真

ストや美術関係者へのインタビュー

天才による不器用な恋愛頭脳戦が幕

と画策していた。影武者を待つのは自

思いをすくい上げて言葉を紡ぐヴァ

夏の一日をブラックユーモアたっぷ

を交えながら、創作スタイルや表現

を開ける。今話題の若手俳優をキャス

由か、死か。武侠アクションの新境地

イオレットと新たな依頼主が送る、

りに描く、
『箱入り息子の恋』の市

欲求の根源を探るドキュメンタリー。

トに迎え、人気コミックを実写映画化。

に挑むチャン・イーモウ監督最新作！

心を揺さぶるもうひとつの愛の物語。

井昌秀監督のオリジナル脚本作。

『イーダ』の監督が果てしなく美しいモ
ノクロ映像で綴った恋愛映画の傑作。
第 71 回カンヌ国際映画祭
監督賞 受賞

パヴェウ・パヴリコフスキ
ヨアンナ・クーリク / トマシュ・コット
2018 / ポーランド-イギリス-フランス/ 1h28

9/6 - 9/12

© テレビ岩手

笠谷圭見

河合勇人

小出由紀子 / エドワード M. ゴメズ

平野紫耀 / 橋本環奈 / 佐野勇斗 / 池間夏海

2018 / 日本 / 1h02

9/6 - 9/12

Photo by Eric Zachanowich.

チャン・イーモウ

赤坂アカ

2019 / 日本 / 1h52 予定

Corporation
© 2018 Twentieth Century FoxAll Film
Rights Reserved

藤田春香

ダン・チャオ / スン・リー / チェン・カイ
2018 / 中国 / 1h56

9/13 -

LLC and Alibaba
© 2019 Storyteller Distribution Co., LLC, Walden Media,
Pictures Media, LLC.

市井昌秀

暁佳奈

石川由依

草彅剛 /MEGUMI / 中村倫也 / 尾野真千子

2019 / 日本 / 時間未定

9/13 -

© 2019「人間失格」製作委員会

2019 / 日本 / 1h48

9/13 - 9/19

© 2019 DPC SUB 1A1, LLC

9/13 - 9/19

© ELOKUVAOSAKEYHTIO SUOMI 2017

アンノウン・ソルジャー

山懐（やまふところ）に抱かれて

さらば愛しきアウトロー

僕のワンダフル・ジャーニー

人間失格 太宰治と３人の女たち

岩手県田野畑村に暮らす９人の大家

誰一人傷つけることなく、16 回の脱
獄と 90 回以上の銀行強盗を繰り返

最愛の飼い主に再び出会うため転生

クレイジーな言動と破天荒な私生活

女子高生が手に入れたレトロなポラ

並み居るハリウッド超大作を超えて

族・吉塚家が営むのは、山に牛を完

する犬ベイリーの物語『僕のワンダ

で文壇から煙たがられながらも、ベス

ロイドカメラ。しかしその被写体と

フィンランド史上最大動員を記録し

全放牧し、シバと自前の牧草で牛を

したフォレスト・タッカー。発砲せず、

フル・ライフ』続編。飼い主イーサン

トセラーを連発した天才作家・太宰

なった友人が次々と謎の死を遂げ

た映画がついに日本上陸！第２次大

育てる “ 山地酪農 ”。家族皆で山を切

暴力をふるわない紳士的な犯行ス

と再会し幸せに暮らしたベイリーは、

治。妻の美知子、文才に恵まれた静

る。悪夢の元凶がカメラにあると確

戦時にソ連と繰り広げられた苛烈な

り拓き、自然と向き合い、泣いて笑っ

タイルは、担当する刑事をも魅了して

孫娘 CJ のために生まれ変わることを

子、未亡人の富栄の３人の女性を愛

信するが、彼女自身も写真に写り込

戦いを、立場の異なる４人の兵士の

た 24 年間。美しくも厳しい岩手の山

いく。長年にわたり映画界を牽引して

誓う。大人へと成長していくCJ に寄

し苦悩した。蜷川実花監督が才気と

んでいて…。
『IT イット』製作陣とリ

目線で描く。北限の雪原や森林が戦

懐で、愛情いっぱいに育まれるその

きたロバート・レッドフォードが俳

り添い、様々な出来事を二人で乗り

色気溢れる新たな太宰像を艶やか

ブート版『チャイルド・プレイ』の監

場と化す様をリアルに再現。豊かなド

営みをカメラはやさしく見つめる。

優引退を宣言した最後の主演作。

越えてゆく感動のバディムービー。

に描く「人間失格」誕生秘話。

督が呪われたカメラの恐怖を描く。

ラマ性も備えた正統派の戦争映画。

遠藤隆 ＊９/６（金）舞台挨拶予定
吉塚公雄/吉塚登志子 / 浅野都 / 吉塚公太郎
2019 / 日本 / 1h43

9/13 - 9/19

© 2018 Annapurna Productions, LLC. and Why Not Productions. All Rights Reserved.

ゴールデン・リバー

デヴィッド・ロウリー

ゲイル・マンキューソ

ロバート・レッドフォード/ケイシー・アフレック
2018 / アメリカ / 1h33

Ｗ・ブルース・キャメロン

デニス・クエイド / キャスリン・プレスコット
2019 / アメリカ / 1h49

9/20 -

© 2019「見えない目撃者」フィルムパートナーズ © MoonWatcher and N.E.W.

9/20 -

蜷川実花

9/20 -

英雄なき戦場

アク・ロウヒミエス

ラース・クレヴバーグ

小栗旬/宮沢りえ/沢尻エリカ / 二階堂ふみ
2019 / 日本 / 2h00

© 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation

ポラロイド

キャサリン・プレスコット/グレイス・ザブリスキー
2019 / アメリカ / 1h28

© 2019「HELLO WORLD」製作委員会

9/20 - 9/26

エーロ・アホ / ヨハンネス・ホロパイネン
2017 / フィンランド / 2h12

© Menuet 2018

9/27 -

© 今野敏／ © 2019 映画「任俠学園」製作委員会

見えない目撃者

アド・アストラ

HELLO WORLD

Girl

時はゴールドラッシュ。凄腕の殺し屋兄

視力を失った元警察官・浜中なつめ

宇宙飛行士のロイ・マグブライドは、

社会奉仕がモットーの弱小ヤクザ

は車の接触事故に遭遇した際に、車

ンダーのララの夢はバレリーナ。必

“ 阿岐本組 ” は、経営不振の高校の

学者を追う。一攫千金を夢見る４人は

中から助けを求める少女の声を聞く。

16 年前に地球から32 億キロ離れた太
陽系の彼方で消息を絶った父が実は

10 年後からやってきた未来の自分
に頼まれ、事故死する運命の同級

男性の身体に生まれたトランスジェ

弟と連絡係が黄金の見分け方を知る化

生の瑠璃を救う手助けをすることに

死の努力で難関バレエ校に入るも、

立て直しを引き受けてしまう。彼ら

立場を超えて手を組むが、黄金を手に

誘拐と確信した彼女は独自に捜査を

生きていることを知らされる。地球外

なった男子高校生の直実。その過

様々な困難が彼女を襲う。ライバル

を待ち受けていたのは、無気力・無

した時、それぞれの内なる欲望が牙を

進めるが、やがて連続猟奇誘拐殺人

生命体の探求に人生を捧げた父の謎

程で直実は現実世界に隠された大

からの嫉妬や差別、成長による身体の

関心な高校生と、事なかれ主義の

むく…！名匠Ｊ・オーディアールと超豪

事件に辿りつく。2011 年の韓国映画
『ブラインド』をリメイクした、五感

を追うロイが宇宙の彼方で見たものと

いなる秘密を知ってしまう。世界が

変化…。命を燃やすように今を疾走

教師たちだった！義理と人情を武器

は。ブラッド・ピットが主演・製作を務

ひっくり返る、新機軸のハイスピー

する少女と懸命に支える父を描き、生

に、世のため人のために奮 闘する

める壮大なスペースアドベンチャー。

ド SF 青春ラブストーリー。

きる美しさが溢れ出す奇跡の映画。

世直しエンタテインメント。

華キャストが放つサスペンス西部劇。
第 75 回ヴェネチア国際映画祭
銀獅子賞 受賞
ジャック・オーディアール
ジョン・C・ライリー/ ホアキン・フェニックス
2018 / アメリカ - フランス他 / 2h02

9/27 -

© 押見修造／講談社 © 2019 映画「惡の華」製作委員会

を震撼させるノンストップスリラー。
森淳一

ジェームズ・グレイ

吉岡里帆/高杉真宙/國村隼/ 田口トモロヲ
2019 / 日本 / 2h09

ブラッド・ピット

トミー・リー・ジョーンズ / ルース・ネッガ
2019 / アメリカ / 時間未定

9/27 - 10/17

9/27 - 10/3
写真：岡本隆史

北村匠海 / 松坂桃李 / 浜辺美波 / 子安武人
2019 / 日本 / 1h35 予定

9/27 - 10/3

ルーカス・ドン

木村ひさし

ビクトール・ポルスター/アリエ・ワルトアルテ
2018 / ベルギー / 1h45

9/27 - 10/3

任侠学園

今野敏

西島秀俊 / 西田敏行 / 伊藤淳史 / 葵わかな
2019 / 日本 / 1h59

© 2018 Hearts Beat Loud LLC

9/27 - 10/3

industrie-Studiocanal-Tf1 Films
© 2018 -Tresor Films-Chi-Fou-Mi Productions-Cool Production-Artemis
Productions

黒金星（ブラック・ヴィーナス）
と呼ばれた男

道草

ハーツ・ビート・ラウド

2014 年の介護制度改正により、重度
の知的・精神障害者もヘルパー付き

元バンドマンで男手ひとつで娘を育

といった能の代表演目を、太鼓芸能集

1990 年代、北朝鮮の核開発の実態
を探るため、韓国は軍人のパクを工

ててきたフランクと、医者を目指し進

目にした「男子シンクロナイズドスイ

団「鼓童」の力強い太鼓の響きと融合

作員として北に潜入させた。徐々に北

で一人暮らしが出来る可能性が広

学する娘のサム。二人が一夜のセッ

ミングのメンバー募集」
。現状を変

クラスの問題児・仲村佐和から、内緒

させ、日本の美・幽玄の世界を描き出

の中枢に近づいたパクは最高権力

がった。そんな彼らの暮らしぶりは

ションで完成させた曲をサムに無断

えたい一心でチームに加入したもの

にする代わりに悪夢のような主従関

したコラボ作品。今作では演出、映像

者・金正日との面会にまで漕ぎつける

ユーモラスでシリアス。季節を闊歩

でアップロードすると、それがたちま

の、他のメンバーも冴えないおじさん

係を持ちかけられる…。キラキラした

編集・監修も勤めた玉三郎の舞台裏

が、祖国の“ 闇 ”と直面する事態が起

し、伝えがたい思いを抱えて叫ぶ日々

ち反響を呼んでしまい…。父と娘の

ばかりで…。目指すは世界選手権金

青春映画とは一線を画す、絶望の思

の様子も、特別映像として上映します。

こり…。絶好調の韓国映画界が放つ

を追いながら、誰もが共にある街の

数日間の出来事を絶妙なハーモニー

メダル !? フランスの実力派俳優が

春期を突き進む、超〈変態〉狂騒劇 !!

一般・シニア：2,100 円 / 学生：1,500 円

衝撃の実録ポリティカル・サスペンス。

未来を模索するドキュメンタリー。

で描く愛すべき音楽映画の佳作。

贈る笑いと感動のヒューマンドラマ！

惡の華

シネマ歌舞伎 特別編

中学２年の春日高男は放課後、憧れ

坂東玉三郎が
「羽衣」
「道成寺」
「石橋」

のクラスメイトの体操着を見つけ衝
動的に盗んでしまう。それを見ていた

井口昇

押見修造

伊藤健太郎/玉城ティナ/秋田汐梨/飯豊まりえ
2019 / 日本 / 2h07

幽玄

坂東玉三郎
太鼓芸能集団 鼓童 / 花柳壽輔
2019 / 日本 / 2h01

工作
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伊藤智彦

ガール

ユン・ジョンビン
ファン・ジョンミン/イ・ソンミン/チョ・ジヌン
2018 / 韓国 / 2h17

たびだちのうた

宍戸大裕
岡部亮佑 / 桑田宙夢 / 中田裕一朗
2018 / 日本 / 1h35

ブレット・ヘイリー
ニック・オファーマン / カーシー・クレモンズ
2018 / アメリカ / 1h37

シンク・オア・スイム

ひきこもりのニート中年ベルトランが

イチかバチか俺たちの夢

ジル・ルルーシュ
マチュー・アマルリック / ギヨーム・カネ
2018 / フランス / 2h02

