
2016 / 日本 / 1h52
オダギリジョー / 蒼井優 / 松田翔太 / 北村有起哉
山下敦弘 佐藤泰志

オーバー・フェンス

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

©2016「オーバー・フェンス」製作委員会

10/29 - 11/4

11/11 -

溺れるナイフ
© ジョージ朝倉 / 講談社 ©2016「溺れるナイフ」製作委員会

11/5 -

名作『海炭市叙景』『そこのみにて光
輝く』に続く、函館を舞台にした佐藤
泰志原作小説の映画化。妻に見放
され、職業訓練校に通いながら失
業保険で暮らす中年男と「鳥になりた
い」と願う風変わりなホステス。孤独
な男女の出会いと愛の行方を、山下
敦弘が限りない慈しみを込めて描く。

1985年。大不況が吹き荒れるアイ
ルランドに暮らす、14歳の冴えない
中学生コナー。ある日、街で見かけ
たイカした少女ラフィナに「僕らのバ
ンドのＰＶに出ないか」と誘ったからさ
あ大変！まずはバンドを組む所から
始めなきゃ！？80年代ブリティッシュ
音楽にのせて贈る青春音楽映画！

シング・ストリート
未来へのうた

ジャック・リーチャー
NEVER GO BACK

©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

10/29 - 11/11

2015 / アイルランド - イギリス - アメリカ / 1h46
フェルディア・ウォルシュ－ピーロ / ルーシー・ボイントン

ジョン・カーニー

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

1950年代、赤狩りの標的となった
脚本家ダルトン・トランボはハリウッド
を追放される。だが、偽名を使用し
て脚本を執筆。『ローマの休日』を
はじめ数 の々名作を世に送り出した。
家族や映画関係者に支えられ、言
論や思想の自由を貫いたトランボの
不屈の精神に心を揺さぶられる。

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ
ブライアン・クランストン / ダイアン・レイン

Photo: Hilary Bronwyn Gayle©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

10/29 - 11/4

コウノトリ大作戦！

2016 / アメリカ / 1h27 予定

ニコラス・ストーラー / ダグ・スウィートランド
日本語吹替：アンジャッシュ　渡部建 / 児嶋一哉

©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

11/3 -

弟が欲しい少年ネイトはコウノトリ宅
配便社の「赤ちゃん申込書」を見つ
け、大喜びで申し込む。実はコウノト
リ宅配便社では赤ちゃんお届けが
禁止となっていたが、手違いから赤
ちゃんが誕生！その可愛さにメロメロ
の配達人のジュニアは、会社に内緒
で赤ちゃんを届けることを決意する！

2016 / 日本 / 1h51

井土紀州山戸結希
小松菜奈 / 菅田将暉 / 重岡大毅/ 上白石萌音

都会から海と山に囲まれた浮雲町に
転校して来た人気モデルの夏芽は、
神様が住むという入り江で美しい少
年コウと出会った。その激しく自由な
振る舞いに翻弄されながらも、いつ
しか強烈に惹かれていき…。破裂し
そうな10代の恋と衝動を描いたベス
トセラーコミックが待望の映画化！

ボクの妻と結婚してください。

2016 / 日本 / 1h54

金子ありさ三宅喜重
織田裕二 / 吉田羊 / 原田泰造 / 高島礼子

©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

樋口卓治ジョージ朝倉

余命６ヶ月の宣告を受けた敏腕放送
作家が考えた奇想天外な「企画 」。
それは愛する家族の未来のために妻
の結婚相手を探すことだった。斬新
な設定、心温まる物語が支持され、
舞台･ドラマにもなった小説が織田
裕二主演でついに映画化！愛する人
に最後に残した優しい嘘とは…？

この世界の片隅に

シーモアさんと、
大人のための人生入門

2014 / アメリカ / 1h21 

イーサン・ホーク
シーモア・バーンスタイン / イーサン・ホーク

©2015 Risk Love LLC©Universal Studios.

© こうの史代・双葉社／「この世界の片隅に」製作委員会

11/12 -

12/3 - 12/912/3 - 12/22

18 歳のすずは広島県・呉市に暮らす
海軍勤務の文官のもとへお嫁に行く
ことに。生活に戸惑いながらも、工夫
を凝らし、暮らしていく。しかし、戦争
により次 と々大 切なものが失われ、
やがて昭和20年の夏がやってくる…。
主人公すずの声を演じるのは「あま
ちゃん」の能年玲奈改め、女優のん。

恋に仕事に奮闘してきたブリジットも
アラフォーとなり、今や TV 局の敏腕
プロデューサー。しかし恋愛の方は、
かつて愛したダニエルは事故で他界、
マークは他の女性と結婚と未だ幸せ
を模索中。そんな彼女のもとに新た
なイケメンが現れ…。12 年振りとなる
女性支持 No.1シリーズ最新作！

インフェルノ

10/28 -

トム・ハンクス主演『ダ・ヴィンチ・
コード』シリーズ第３弾！数々の謎を
解明してきたラングドン教授は、強
力なウィルスで人類増加問題を解
決しようとする生物学者の計画を知
る。ダンテの地獄篇〈インフェルノ〉
になぞらえたその計画を阻止すべ
く、隠された暗号の謎に挑むが…。

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved.

2016 / アメリカ / 2h01

ロン・ハワード
トム・ハンクス / フェリシティ・ジョーンズ

ダン・ブラウン

© 大場つぐみ・小畑健／集英社　©2016「DEATH NOTE」FILM PARTNERS

10/29 -

そのノートに名前を書かれた人間は死
ぬ—。キラとＬの対決から10年、再び
地上にデスノートがばら撒かれた！そ
の数は過去最大の６冊。同時多発的に
発生する大量の殺人事件。再び狂い始
めた世界で、宿命を背負う者たちによ
る壮絶な頭脳戦が始まる！“すべての
終り ” に名前を書かれるのは誰だ！？

デスノート
Light up the NEW world

2016 / 日本 / 2h15

佐藤信介
東出昌大 / 池松壮亮 / 菅田将暉 / 戸田恵梨香 

大場つぐみ・小畑健

2015 / フランス / 1h54
ジャン・デュジャルダン / エルザ・ジルベルスタイン

©2015 Les Films 13 - Davis Films - JD Prod - France 2 Cinema

11/19 - 11/25

クロード・ルルーシュ フランシス・レイ

『男と女』の監督・音楽コンビ、ル
ルーシュ＆レイが贈る大人のための
恋愛映画。遠い異国の地インドで
出会ったアンナとアントワーヌ。旅情
を誘う神秘的な風景のもと、互いに
パートナーがいながら惹かれ合って
いく２人の心の機微を、さりげない会
話や視線のやり取りで繊細に綴る。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

ベストセラー
編集者パーキンズに捧ぐ

ブリジット・ジョーンズの日記
ダメな私の最後のモテ期

2015 / イギリス /1h44

マイケル・グランデージ
コリン・ファース / ジュード・ロウ

©Genius Film Productions Limited 2015

高慢と偏見とゾンビ

2016 / アメリカ / 1h48

バー・スティアーズ
リリー・ジェームズ / サム・ライリー

©2016 PPZ Holdings, LLC

11/26 - 12/2 11/26 - 12/2

「天使よ故郷を見よ」などで知られ
る米国の偉大な小説家、トマス・ウ
ルフ。彼の登場の陰にはある編集
者の存在があった―。天才作家とカ
リスマ編集者、文学に全てを捧げた
２人の濃密な友情の日 を々、コリン・
ファース＆ジュード・ロウ＆ニコール・
キッドマンの超豪華出演陣で描く。

ジェーン

2015 / アメリカ / 1h38

ギャヴィン・オコナー
ナタリー・ポートマン / ユアン・マクレガー

©2015 SP JGAG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

11/19 - 11/25

アメリカ西部の荒野で平穏に暮らし
ていたジェーンとその家 族。だが、
夫が悪 党ジョン・ビショップに撃た
れ重傷を負ってしまう。追手の追跡
を逃れるため元恋人に助けを求めた
ジェーンは、自身も銃を手に戦うこと
を決意する。雄大な大地を舞台に、
一人の女性の愛と人生を描く西部劇。

生きうつしのプリマ
©2015 Concorde Filmverleih / Jane Betke

11/19 - 11/25

メトロポリタン・オペラのプリマドンナ
が亡き母にうりふたつであることを偶
然知った娘が、ドイツからニューヨー
クにやってくる。２人の関係を探るう
ちに、母の知られざるもうひとつの
顔が明らかになっていき…。『ハン
ナ・アーレント』の監督・主演コン
ビが贈る、母と娘のミステリー。

2015 / ドイツ / 1h41
カッチャ・リーマン / バルバラ・スコヴァ

マルガレーテ・フォン・トロッタ

ストリート・オーケストラ
©gullane

11/19 - 11/25

ブラジル名門楽団の選考に落ちた
ヴァイオリニストのラエルチは、生活
のためスラム街で教職に就くことに。
ある日、ギャングに演奏を披露し撃退
したことから子供たちも音楽に興味
を持ち始め…。クラシック音楽で逆境
と闘え！スラム街に子供たちの交響
楽団が誕生するまでの感動の実話。

2015 / ブラジル / 1h43
ラザロ・ハーモス / サンドラ・コルベローニ

セルジオ・マシャード

アスファルト
©2015 La Camera Deluxe - Maje Productions - Single Man Productions - Jack Stern Productions - 

Emotions Films UK - Movie Pictures - Film Factory

11/26 - 12/2

2015 / フランス / 1h40
イザベル・ユペール/ジュール・ベンシェトリ

サミュエル・ベンシェトリ

太陽のめざめ
©2015 LES FILMS DU KIOSQUE - FRANCE 2 CINEMA - WILD BUNCH - RHONE 

ALPES CINEMA – PICTANOVO

12/3 - 12/9

女性判事フローランスは、10 年前母
親に置き去りにされた少年マロニー
と再会する。感情を抑えられず非行
を繰り返す彼に、同じ境遇から更生
したヤンを教育係につけるのだが…。
どんな境遇でもすべての命に祝福を。
もがき苦しみながら生きる少年が、本
当の愛に出会うまでの感動作。

2015 / フランス / 1h59
カトリーヌ・ドヌーヴ / ロッド・パラド

エマニュエル・ベルコ

2016 / 日本 / 2h04

森義隆
松山ケンイチ / 東出昌大 / 染谷将太 / 安田顕

©2016「聖の青春」製作委員会

11/19 -

大崎善生

淵に立つ
©2016 映画「淵に立つ」製作委員会 /COMME DES CINEMA

11/19 - 11/25

郊外で小さな工場を営む鈴岡家のもと
に突然、夫 ･ 利雄の旧い知人で出所し
たばかりの男 ･ 八坂草太郎が現れる。
その場で雇い入れ自宅に住まわせるが、
ある時、八坂は一家に残酷な爪痕を残
して姿を消す…。圧倒的な人間描写で
“家族 ” を問い直す、衝撃の人間ドラマ。

第 69回 カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門審査員賞受賞

めぐりあう日
©2015 – GLORIA FILMS – PICTANOVO

11/19 - 11/25

自身の出生を調べるため帰 郷した
理学療法士のエルザ。なかなか手
がかりが掴めずにいたが、患者として
出会った中年女性に不思議な親近
感を覚えるようになり…。『冬の小鳥』
で鮮烈なデビューを飾ったウニー・
ルコント監督が、再会する母娘の揺
れる想いを丁寧に描く長編第２作。

2015 / フランス / 1h44
セリーヌ・サレット / アンヌ・ブノワ

ウニー・ルコント

ヤング・アダルト・ニューヨーク
©2014 InterActiveCorp Films, LLC.

11/19 - 11/25

まだまだ若いつもりだが仕事もプラ
イベートもマンネリ気 味な 40代の
夫婦。ある日出会った 20 代カップ
ルの自由なライフスタイルに刺激を
受け、生き生きした日々を取り戻して
いくのだが…。若者たちとのギャッ
プにクスッと笑えて最後にほろっとさ
せてくれる、大人たちの成長物語。

2014 / アメリカ / 1h37

ノア・バームバック
ベン・スティラー / ナオミ・ワッツ

永い言い訳

2016 / 日本 / 2h04
本木雅弘 / 竹原ピストル / 深津絵里 / 池松壮亮

©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

西川美和

人気作家・衣笠幸夫は不慮の事故
で妻を失ってしまう。既に失われてい
た妻への想いから涙ひとつ出ない事
実に戸惑いつつも、悲しみを装うこと
しかできない。そんなある日、幸夫は
同じ事故で妻を亡くした陽一とその子
供たちに出会う。西川監督最新作は
喪失から生まれる新しい愛の物語。

2016 / イギリス / 2h03

シャロン・マグアイア
レニー・ゼルウィガー / コリン・ファース

ヘレン・フィールディング

行き詰まりを感じていたイーサン・
ホークは84歳のピアノ教師シーモア
と出会い、彼の漂わせる安心感やピ
アノ演奏に魅了されドキュメンタリー
映画を撮ることを決意。ピアニスト
としての活動をやめ、以後の人生を

「教える」ことに捧げた彼の、決して
平穏ではなかった人生が語られる。

恋愛小説の金字塔「高慢と偏見」
に謎のゾンビウイルスをプラスして全
米で大ベストセラーとなった小説の
映画化。18世紀イギリス。片田舎に
住むベネット家の５人姉妹は、裕福
な人との結婚を夢見ながらゾンビと戦
う毎日。ある日、隣に大富豪で高潔
な騎士ダーシーが引っ越してきて…。

2016 / イギリス / 1h51

スティーヴン・フリアーズ
メリル・ストリープ / ヒュー・グラント

©2016 Pathe Productions Limited. All Rights Reserved

12/1 -

歌唱力に致命的な欠陥があることに
気づかず、ソプラノ歌手になる夢を追
い続けるフローレンス。夫は愛する妻
に夢を見続けさせるため献身的に奔
走してきたが…。伝説と語り継がれ
る、1944年のカーネギーホールのス
テージを映画化。いま、笑いと涙に
包まれた奇跡の公演の幕が上がる。

絶対 “ 舌 ” 感を持つ朝永蘭丸は、
放浪の末に辿り着いた村の温泉で溺
れてしまう。しかし助けてくれた女医
に一目惚れしてその村で働くことに。
するとあんな事件やこんな事件が
次 と々起きちゃって…！？サスペンス、
ちょいエロ、ギャグ、ラブなどなどなん
でもござれ！娯楽映画の決定版！

マダム・フローレンス！
夢見るふたり

将棋界の天才・羽生善治と互角の戦い
を演じた実在の棋士、村山聖。「東の
羽生、西の村山」と並び称されながら、
29歳にして亡くなった彼はネフローゼと
いう難病を患いながらも最高峰のタイト
ル「名人」になるため将棋を指し続ける。
しかし命の期限は刻一刻と迫っていた…。
早世の天才棋士を描いた奇跡の実話。

2016 / 日本 - フランス / 1h59

深田晃司
浅野忠信 / 筒井真理子 / 古舘寛治 / 太賀

2016 / 日本 / 1h45 予定
向井理 / 木村文乃 / 佐藤二朗 / 木村多江

堤幸彦

聖（さとし）の青春

ふたりの桃源郷
電気も水道もない山口県の山奥で
暮らす田中夫妻を 25 年にわたり追
いかけたドキュメンタリー。野菜を栽
培し、湧き水で風呂を沸かし、窯で
ご飯を炊く。そんなささやかな暮ら
しに、やがて老いが訪れる。二世代
の家族の葛藤と選択を通して、現代
の幸せのありかたを問いかける。

田中寅夫 / 田中フサコ / 矢田恵子 / 矢田安政
2016 / 日本 / 1h27

ナレーション：吉岡秀隆佐々木聰

© 山口放送

11/26 - 12/2

ニュースの真相
©2015 FEA Productions, Ltd. All Rights Reserved.

11/5 - 11/11

2004年、CBSの報道番組が再選を
目指すブッシュ大統領の軍歴詐称を
スクープ。ところが、その報道の証拠
に偽造の疑いが浮上し…。ケイト・ブ
ランシェットとロバート・レッドフォー
ドの名優競演が実現。21世紀最大
のジャーナリズム・スキャンダルを当
事者の目線から描いた実録ドラマ。

2015 / オーストラリア - アメリカ / 2h05
ケイト・ブランシェット / ロバート・レッドフォード

ジェームズ・ヴァンダービルト

2016 / アメリカ / 1h58

エドワード・ズウィック
トム・クルーズ / コビー・スマルダース

リー・チャイルド

12/3 -

RANMARU 神の舌を持つ男
～（中略）～ 鬼灯デスロード編

©2016 RANMARU とゆかいな仲間たち

2016 / 日本 / 2h06

片渕須直
のん / 細谷佳正 / 稲葉菜月 / 尾身美詞

こうの史代

エレベーターの壊れたフランス郊外
の寂れた団地。車いす生活を送る
冴えない中年男、訳ありそうな夜勤
の美人看護師ら、６人の孤独を抱え
る者たちに予期せぬ出逢いと奇跡が
訪れる。団地という灰色の箱からそ
れぞれの人生が色鮮やかにあふれ
だす、ユーモラスで詩的な群像劇。

ルール無用、あるのは正義だけ！最も
危険な “ アウトロー ” ジャック・リー
チャーが帰ってくる！ある事件をきっ
かけに、彼はかつて所属した軍内部
でうごめく陰謀を察知し、調査を始め
る—。法が裁かなくても、俺が裁く！ト
ム・クルーズが『ラストサムライ』の監
督と再タッグで挑む、本格アクション！

神様の思し召し

2015 / イタリア / 1h28

エドアルド・ファルコーネ
マルコ・ジャリーニ / アレッサンドロ・ガスマン

©Wildside 2015

12/3 - 12/9

傲慢な天才外科医のトンマーゾは、長
男が神父になりたいと言い出したことか
ら調査を開始。その原因が前科者で
型破りなピエトロ神父にあると睨み教
会に潜入するが…。正反対の二人の出
会いが最高の奇跡を生む！イタリアか
ら届いた、笑いあり涙ありの人生讃歌。

第 28 回東京国際映画祭 観客賞 受賞

小学生には助言・指導が必要です 15歳以上がご覧になれます 18歳以上がご覧になれます


