
友だちのパパが好き

2015 / 日本 / 1h45

山内ケンジ
吹越満 / 岸井ゆきの / 安藤輪子 / 石橋けい

ひつじ村の兄弟

ヘリオス 赤い諜報戦

2015 / 中国 / 1h58

リョン・ロクマン / サニー・ルク
ジャッキー・チュン / ニック・チョン

ライチ☆光クラブ

2015 / 日本 / 1h54
野村周平 / 古川雄輝 / 中条あやみ / 間宮祥太朗

不屈の男 アンブロークン

2014 / アメリカ / 2h17
ジャック・オコンネル / ドーナル・グリーソン

©2015 Media Asia Film International Limited, Wanda Media Co., Limited, Sun 
Entertainment Culture Limited, Sil-Metropole Organisation Limited All Rights Reserved.

©2015『ライチ☆光クラブ』製作委員会

©2014 UNIVERSAL STUDIOS

©2015 GEEK PICTURES

©2015 Netop Films, Hark Kvikmyndagerd, Profile Pictures

みんなのための資本論

2013 / アメリカ / 1h29

ジェイコブ・コーンブルース
ロバート・ライシュ / ビル・クリントン

©2013 Inequality for All,LLC

内藤瑛亮

2015 / アメリカ / 2h10

アダム・マッケイ
クリスチャン・ベール / ブラッド・ピット

ジョエル・コーエン / イーサン・コーエンアンジェリーナ・ジョリー

2/13 - 2/26

1/30 - 2/12 1/30 - 2/12

2/20 - 3/3

2/27 -

3/5 - 3/18

古屋兎丸

女子大生の妙子は、親友のマヤから
「あなたのパパが好き」と打ち明けら
れる。あきれる妙子をよそに、暴走す
るマヤの純愛は周囲の人々を次 と々
巻き込んでいき…。人間関係の常識
を揺さぶる恋愛狂騒コメディ。娘の
親友に猛アタックされる中年男を吹
越満が絶妙のリアリティで演じる。

アメリカにおける急速な経済格差の
拡大をいち早く予見し、資本主義の
暴走に警鐘を鳴らしてきた経済学者
のロバート・ライシュ氏。変革の必要
性を鋭く訴える氏が、身近な問題を
糸口にして、格差社会の構造をわか
りやすく解説した経済ドキュメンタ
リー。今や日本も他人事ではない！

超小型核兵器を巡る、香港警察、
中国政府、韓国政府、そして犯罪
組織「ヘリオス」の攻防を、『コー
ルド・ウォー』のコンビ監督が、
ジャッキー・チュン、ニック・チョ
ン、チャン・チェン、ショーン・
ユー、チェ・シウォンら超豪華キャ
ストで描くサスペンス！

９人の少年たちが結成した秘密基地
“ 光クラブ ”。醜い大人を憎み、永遠
に美しい14歳であることを望む彼ら
は、ある目的のために人造人間 “ ラ
イチ” を作り上げるのだが…。旬な若
手俳優の競演で古屋兎丸のカルトコ
ミックを実写化。少年たちの愛憎と裏
切りを耽美的に描く青春残酷物語。

第２次世界大戦で日本軍の捕虜と
なったオリンピック選手が、過酷な収
容所生活に不屈の精神で立ち向かう
姿を描く。脚本コーエン兄弟、撮影ロ
ジャー・ディーキンス、音楽アレクサ
ンドル・デスプラなど、超一流スタッ
フが結集し、アンジェリーナ・ジョ
リーが監督を務めた戦争ドラマ。

ニューヨーク
眺めのいい部屋売ります

©2014 Life Itself, LLC ALL Rights Reserved

2/13 - 2/26

2015 / 日本 / 1h46

永江二朗
平山あや / 榎木孝明 / 長谷川初範 / テツ＆トモ

あべ美佳

いしゃ先生
©2015「いしゃ先生」製作委員会

2/13 - 2/26

昭和10年から37年まで、山形県大
井沢村（現・西川町）で生涯を医療
に捧げた志田周子とはどんな人物
だったのか。村民の生活を守るため
人生の全てをかけた彼女の、知られ
ざる一人の女性として葛藤を女優・
平山あやが演じる。全編山形ロケで
描く、感動のヒューマンドラマ。

LIVE! LOVE! SING! 
生きて愛して歌うこと 劇場版

2015 / 日本 / 1h40

井上剛
石井杏奈 / 渡辺大知 / 木下百花 / 柾木玲弥

©2015 NHK

2/27 - 3/4

神戸の女子高に通う朝海のもとに、故
郷福島に留まる同級生からメールが届
く。「立入禁止区域の母校に埋めたタ
イムカプセルを掘り出そう」。同じ誘い
を受けたクラスメイトと共に長い旅路
に出るのだが…。思春期の少年少女
の心の揺れを「あまちゃん」の監督が
リアルに描いた青春ロードムービー。

ザ・ウォーク
©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

2015 / アメリカ / 2h03

ロバート・ゼメキス
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

1/23 -

犯罪芸術という言葉をご存知だろう
か？1974年、当時世界一の高さを
誇ったビルの道なき空間をワイヤー
ロープ１本でつなぎ、命綱なしで空
中闊歩に挑んだ男がいた。はたして
これは芸術か、犯罪か。ロバート・
ゼメキス監督が描く、まるでその場
にいるかのような圧倒的映像！

アンジェリカの微笑み

2010 / ポルトガル - スペイン - フランス - ブラジル / 1h37

マノエル・ド・オリヴェイラ
リカルド・トレパ / ピラール・ロペス・デ・アジャラ

©Filmes Do Tejo II, Eddie Saeta S.A., Les Films De l’Apres-Midi,Mostra Internacional de 
Cinema 2010

1/30 - 2/12

偉大なる映画作家オリヴェイラが101
歳のときに発表した傑作長編、待望
の公開。死んでいるはずの美女に微
笑みかけられた青年が、どうしようも
なく彼女に心を奪われていくさまを、
瑞々しく豊穣なイメージで紡いでい
く。生と死、現実と幻の合間を華麗に
さまよう不可思議な愛の幻想譚。

俳優 亀岡拓次

2015 / 日本 / 2h03

横浜聡子
安田顕 / 麻生久美子 / 新井浩文 / 染谷将太

©2016『俳優 亀岡拓次』製作委員会

1/30 -

戌井昭人

見たことはあるけれど名前は分から
ない、そんな脇役一筋の俳優・亀岡拓
次の地味な毎日に転機が！ロケ先で
出会った居酒屋の女将への恋。そし
て世界的な巨匠からもオーディショ
ンの声がかかり…。鬼才・横浜聡子監
督の待望の最新作はヤスケンファン
ならずとも必見のミラクルコメディ！

2014 / アメリカ / 1h32

リチャード・ロンクレイン
モーガン・フリーマン/ダイアン・キートン

結婚生活40年。ブルックリンを一望
できる住み慣れた部屋を売ろうと決
意した夫婦。だが内覧会当日、トラブ
ルが続発し、事態は思わぬ方へと転
がってゆく。原作は「ほとんど完璧」
と評された全米ロングセラー小説。
名優２人が長年連れ添った夫婦の
心の機微を軽やかな演技で魅せる。

2015 / アイスランド - デンマーク / 1h33

グリームル・ハゥコーナルソン
シグルヅル・シグルヨンソン / テオドル・ユーリウソン

アイスランド辺境の村に暮らす羊飼
いの老兄弟グミーとキディー。40 年
間絶縁状態の彼らは、ある事件を機
に、重大な秘密と罪を共有することに
なる。皮肉とユーモアの絶妙な配分で
描かれる人間の意地と、あまりに突飛
な兄弟愛の顛末をとくとご覧あれ。

2015 年カンヌ国際映画祭「ある視点部門」グランプリ

ベテラン

2015 / 韓国 / 2h03

リュ・スンワン
ファン・ジョンミン / ユ・アイン / ユ・ヘジン

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.

2/27 - 3/11

熱血漢のベテラン刑事率いる広域
捜査隊の５人。ある事件の背後に巨
大財閥の御曹司が絡んでいること
を突き止めた彼らは、捜査妨害に遭
いながらも巨大権力に立ち向かって
ゆくが…。韓国の財閥タブーをエン
ターテインメントに昇華させ、痛快爽
快に一刀両断する活劇アクション！

禁じられた歌声

2014 / フランス = モーリタニア / 1h37

アブデラマン・シサコ
イブラヒム・アメド・アカ・ピノ / トゥルゥ・キキ

©2014 Les Films du Worso©Dune Vision

2/20 - 3/3

マリ共和国の古都ティンブクトゥ。い
つしか町はイスラム過激派の兵士た
ちに占拠され、慎ましく暮らしていた
人々は恐怖に支配された。息をひそ
めて生きる者、抵抗を試みる者。繰り
返される悲劇と不条理な懲罰を少
女の目を通して描き、自由を圧殺す
る時勢に警鐘を鳴らす一大叙事詩。

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン
ジュディ・デンチ / マギー・スミス

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

3/4 -

悠々自適な隠居生活を求めてインド
にやってきたイギリス人シニアたち
の群像劇『マリー・ゴールドホテル
で会いましょう』の続編。５人の男女
が若き支配人の結婚と、謎めいた宿
泊客の登場に翻弄されてゆく。色鮮
やかなインドを舞台に、人生を豊か
にするヒントが詰まった感動作。

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

メニルモンタン
２つの秋と３つの冬 広河隆一 人間の戦場

あの頃エッフェル塔の下で

2015 / フランス / 2h03

アルノー・デプレシャン
マチュー・アマルリック / カンタン・ドルメール

©JEAN-CLAUDE LOTHER - WHY NOT PRODUCTIONS

2/6 - 2/19

ある出来事をきっかけに、心にしまっ
ていた初恋を追憶するポール。遠く離
れて暮らす彼女と、幾千もの愛の言
葉を手紙で交わしたあの日々…数十
年ぶりに読み返し、初めて気づいた真
実とは―。『そして僕は恋をする』から
20年、名匠デプレシャン監督が贈る、
一生に一度の身を焦がすような恋。

独裁者と小さな孫

2014 / ジョージア - フランス - イギリス - ドイツ /1h59

モフセン・マフマルバフ
ミシャ・ゴミアシュビリ / ダチ・オルウェラシュビリ

2/13 - 2/26

とある独裁国家で大規模なクーデ
ターが勃発。長く国民を虐げてきた独
裁者は報復を恐れ、幼い孫とともに変
装して国外逃亡を図ることに。その道
中、自らの圧政で苦しんできた人 と々
出会うことになるのだが…。名匠モフ
セン・マフマルバフが平和への祈りと
洞察を込めたヒューマンドラマ。

クリムゾン・ピーク

2015 / アメリカ / 1h59

ギレルモ・デル・トロ
ミア・ワシコウスカ / ジェシカ・チャステイン

©Universal Pictures.

2/13 - 2/26

20世紀初頭。死者の魂と通じ合う力
を持つ作家のイーディスは、父親が
謎の死をとげた後、ゴシック建築の
豪華な屋敷に暮らすトーマスと結婚
し、一緒に暮し始めるのだが…。心
理的な戦慄とオペラ的な優美さでつ
むぐ、ギレルモ・デル・トロ監督作品
史上、最も美しい暗黒のおとぎ話。

完全なるチェックメイト

2015 / アメリカ / 1h55

エドワード・ズウィック
トビー・マグワイア / リーブ・シュレイバー

©2014 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Tony Rivetti Jr.

2/6 - 2/26

米ソ冷戦下、1972年に開催された
チェス世界王者決定戦は、両国の威
信をかけた“ 知 ” の代理戦争として
世界中の注目を集めていた。宿敵二
大国家の大統領が影のセコンドに
ついた、究極の頭脳戦。チェス界の
モーツァルトが苦悩と狂気の果てに
生み出した、まさかの[ 一手]とは…。

ネコのお葬式

2014 / 韓国 / 1h47

イ・ジョンフン
カンイン / パク・セヨン

2015 / 日本 / 1h38

長谷川三郎
広河隆一

リザとキツネと恋する死者たち

2014 / ハンガリー / 1h38

ウッイ・メーサーロシュ・カーロイ
モーニカ・バルシャイ / デヴィッド・サクライ

2013 / フランス / 1h30

セバスチャン・ベベデール
ヴァンサン・マケーニュ / モード・ウィラー

©2015 aureo©ENVIE DE TEMPETE PRODUCTIONS2013

©Indieplug All Rights Reserved.

2/13 - 2/26

3/5 - 3/113/5 - 3/18 3/5 - 3/18

１匹の子猫が結んだドンフンとジェ
ヒの恋だったが、些細なすれ違いか
ら別れてしまう。１年後、その猫が亡
くなったことがきっかけで２人は再会
するが…。“SUPER JUNIOR ” のカ
ンインと次世代の注目女優パク・セ
ヨンの共演で贈る、切なさが胸をか
きむしる等身大のラブ・ストーリー。

反骨のフォトジャーナリスト、広河隆
一。イスラエル軍によるパレスチナ
難民虐殺事件や、チェルノブイリの
放射能汚染を告発してきた彼は、そ
のような人間の尊厳が奪われている
場所を「人間の戦場」と呼ぶ。『ニッ
ポンの嘘』の長谷川三郎監督が広河
氏の活動を追ったドキュメンタリー。

1970 年代のブダペスト。孤独なリザ
の心の支えは日本の恋愛小説と、彼
女にしか見えない日本人歌手の幽霊・
トミー谷だけ。そんな彼女の周囲で、
奇妙な殺人事件が相次いで起きるの
だが…。強烈なキャラとヘンテコな昭
和歌謡がクセになる！ハンガリー発
の新感覚ファンタジー・コメディ!!

美大を出たものの無職のまま33 歳
を迎えたアルマンが、偶然出会ったア
メリに一目惚れ。その日暮らしの冴え
ないアルマンと男運のないアメリ、２
人の恋の行方は…？パリのはずれメ
ニルモンタンで繰り広げられる、小さ
な恋の物語。ヴァンサン・マケーニュ
の愛すべきダメ男っぷりが見事！

猫なんかよんでもこない。

2015 / 日本 / 1h43
風間俊介 / つるの剛士 / 松岡茉優 / 市川実和子

©2015「猫なんかよんでもこない。」製作委員会

1/30 -

山本透 杉作

崖っぷちボクサーのミツオは犬派に
もかかわらず、兄が拾ってきた２匹の
子猫と暮らすことに。気ままな猫に振
り回される毎日だったが、夢が破れ
た日も、泣きたい夜も、ずっとそば
にいてくれたのはそんな猫たちだっ
た…。かわいすぎる猫とのかけがえ
ない日々を綴った猫映画の決定版！

X- ミッション

2015 / アメリカ / 1h54

エリクソン・コア
エドガー・ラミレス / ルーク・ブレイシー

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

2/20 -

元アスリートのFBI 捜査官が、エクス
トリームスポーツ界のカリスマが率い
る超一流チームへの潜入捜査を命じ
られた。彼らにはそのスキルを用いた、
前代未聞の犯罪を実行している疑い
があったのだ。CG なしの生身のスタ
ントで、名作『ハートブルー』をリメイ
クした極限のサスペンス・アクション！

ア・フィルム・アバウト・コーヒー

2014 / アメリカ / 1h06

ブランドン・ローパー
アイリーン ･ ハッシ ･ リナルディ / 大坊勝次

©2014 Avocados and Coconuts.

2/20 - 3/3

普段何気なく飲んでいるコーヒーに
ついて考えたことがありますか？ど
の国から、どんな想いが込められて、
どのような行程を経て我々のもとに
やってくるのか…。この映画は、目の
前のコーヒーが辿った壮大な冒険
を追ったドキュメント。きっと、コー
ヒーがより好きになれるでしょう。

サウルの息子

2015 / ハンガリー / 1h47

ネメシュ・ラースロー
ルーリグ・ゲーザ / モルナール・レヴェンテ

©2015 Laokoon Filmgroup

2/27 - 3/18

1944年アウシュヴィッツ。同胞のユダヤ
人をガス室に送りこむ〈ゾンダーコマン
ド〉のサウルは亡き息子を正しく埋葬
しようと極限状態の中、奔走する。カン
ヌを震撼させた撮影法と演出、無名の
新人監督の衝撃のデビュー作。人間の
尊厳をかけた１人の男の魂の２日間！

第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

ドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2/27 - 3/11

ダニエル・リー

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの衰え
知らずの立ち回りと、砂嵐のなか繰り
広げられる戦闘シーンが圧巻。

マネー・ショート 華麗なる大逆転

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

3/4 -

2005年のある日、金融トレー
ダーのマイケルは金融市場が危
うい状況にあることに気付く。政
府や銀行、投資家たちに訴えた
が誰にも相手にしてもらえない。
そこで彼は逆転の発想を思いつ

き…。世界的金融危機を予見し、そ
れを利用して大儲けした４人の男た
ちの実話に基づく金融ドラマ。

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


