
2018 / 日本 / 1h45

足立紳 / 今井雅子武正晴
中井貴一 / 佐々木蔵之介 / 友近 / 森川葵

スリー・ビルボード

2017 / イギリス - アメリカ / 1h56

マーティン・マクドナー
フランシス・マクドーマンド/ウディ・ハレルソン

©2017 Twentieth Century Fox

上映中

ある田舎町で、娘を殺害された母親が、
事件を解決できない警察を批判する
３枚の巨大看板を立てる。警察や住民
との対立が激しくなっても彼女は屈し
なかったが、事態は思わぬ方向に転が
り出し…。時代を撃ち抜くドラマ性が高
評価を博すアカデミー賞有力候補作。

第 75 回ゴールデングローブ賞 
作品賞／主演女優賞／助演男優賞／脚本賞 受賞

嘘八百
©2018「嘘八百」製作委員会

上映中 - 3/9

茶と商人の街、堺。イカサマ古物商と
落ちぶれた陶芸家の冴えない骨董コ
ンビが“幻の利休の茶器”で一発逆転
の大勝負を仕掛ける。家族や大御所
鑑定士も巻き込んだ騙し合いは思わ
ぬ大騒動に発展し…。『百円の恋』監
督・脚本家が中井貴一＆佐々木蔵之
介主演で贈る初笑い開運コメディ！

はじめてのおもてなし

2016 / ドイツ / 1h56

サイモン・バーホーベン
センタ・バーガー/ハイナー・ラウターバッハ

3/3 - 3/9

妻の突然の宣言により、難民の青年
を受け入れたハートマン夫妻。だが、
文化の違いや偏見から大騒動に発展
してしまう。壊れかけの家族と、天涯
孤独の青年は平和な明日を手に入れ
ることができるのか。難民問題に揺れ
るドイツの実情をユーモアたっぷりに
描くハートフルコメディ。

©2016 WIEDEMANN & BERG FILM GMBH & CO. KG / SENTANA FILMPRODUKTION GMBH 
/ SEVENPICTURES

人生はシネマティック！

2016 / イギリス / 1h57

ロネ・シェルフィグ
ジェマ・アータートン / サム・クラフリン

©BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016

3/3 - 3/9

第二次大戦中のロンドン。英政府は
国民を鼓舞するため、ダンケルクの戦
いを描いたプロパガンダ映画を企画。
脚本を任されたのは、執筆経験ゼロ
のコピーライター秘書だった。軍部の
検閲や政府の要望に応えながら、映
画の完成に奮闘するが…。愛とユー
モアに満ちた感動の映画讃歌！

ベロニカとの記憶

2015 / イギリス / 1h48

リテーシュ・バトラ
ジム・ブロードベント/シャーロット・ランプリング

©2016 UPSTREAM DISTRIBUTION, LLC

3/3 - 3/9

ジュリアン・バーンズ

引退生活を送るトニーは、初恋の女
性ベロニカの母からある日記を託さ
れる。若くして自殺した親友や、初恋
の秘密。青春時代を懐かしく振り返
るトニーだが、日記を読み進めるうち、
思い出だと信じていたものが揺らぎ
始める。老いと記憶をめぐる心の旅
路を静謐な筆致で描いた感動作。

女の一生

2016 / フランス / 1h59

ステファヌ・ブリゼ
ジュディット・シュムラ/ジャン＝ピエール・ダルッサン

©TS PRODUCTIONS (PHOTO MICHAEL CROTTO) -AFFICHE NUITDECHINE

3/3 - 3/9

ギィ・ド・モーパッサン

男爵家の清純で世間知らずな一人
娘ジャンヌは、親の勧めで子爵のジュ
リアンと結婚。だが、度重なる夫の浮
気や母の死、息子の裏切りに、ジャン
ヌの人生に対する夢は打ち砕かれて
いく。格調高い古典文学の名作を見
事に現代に蘇らせた、『母の身終い』
のステファヌ・ブリゼ監督作。

ミッドナイト・バス

2017 / 日本 / 2h37

竹下昌男
原田泰造/山本未來/小西真奈美/長塚京三

©2017「ミッドナイト・バス」ストラーダフィルムズ／新潟日報社

3/10 - 3/16

伊吹有喜

新潟の深夜バス運転手・利一には、
16年前に別れた妻、離れて暮らす子
供たちがいた。元妻との偶然の再会
や、仕事を辞めた息子の帰郷をきっ
かけに、バラバラになった家族が再出
発に向けて歩み始める。『四十九日の
レシピ』の原作者・伊吹有喜の直木
賞候補作を原田泰造主演で映画化。

はじまりの街

2016 / イタリア-フランス/ 1h47

イヴァーノ・デ・マッテオ
マルゲリータ・ブイ/ヴァレリア・ゴリーノ

3/10 - 3/16

暴力をふるう夫から逃れるため、アン
ナは13歳の息子を連れてローマから
トリノに移り住む。しかし見知らぬ土
地での新生活は思うようにいかず、
親子の間にはすれ違いが生まれてき
て…。人生の再スタートに奮闘する母
子と彼らを温かく支える周囲の人々
を描き、深い感動を誘う人間ドラマ。

謎の天才画家ヒエロニムス・ボス

2016 / スペイン - フランス / 1h30

ホセ・ルイス・ロペス＝リナレス
ラインダー・ファルケンブルグ/オルハン・パムク

©Museo Nacional del Prado ©Lopez-Li Films

3/17 - 3/23

ブリューゲルなどにも多大な影響を与
えた中世の画家、ヒエロニムス・ボス。
しかし現存する作品はわずかで、人
物像も生年月日も不明。そんな謎に
包まれたボスの最高傑作、グロテス
クな奇想に満ちた三連祭壇画「快楽
の園」を、プラド美術館全面協力のも
と徹底解析するドキュメンタリー。

ルージュの手紙

2017 / フランス / 1h57

マルタン・プロヴォ
カトリーヌ・ドヌーヴ / カトリーヌ・フロ

©CURIOSA FILMS – VERSUS PRODUCTION – France 3 CINEMA ©photo Michael Crotto

3/17 - 3/23

クレールの前に継母ベアトリスが30
年ぶりに現れる。クレールは父を捨て
た彼女を許せずにいたが、自由を謳
歌するその生き方を見て人生の歓び
や愉しみに気づいていく。そして新た
な絆も芽生え始めるが…。フランスを
代表する２人のカトリーヌ、ドヌーヴ＆
フロ競演による母娘のドラマ。

曇天に笑う

2018 / 日本 / 1h34

本広克行
福士蒼汰 / 中山優馬 / 古川雄輝 / 東山紀之

©映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

3/21 -

唐々煙

｢どんな時でも笑っていられる強い男
になれ !｣が信条のお調子者、曇天火。
曇３兄弟の長男にして曇神社14代当
主であり、最強の男として村を守って
いた。300年に1度の伝説のオロチ（大
蛇）復活がささやかれる中、明治政府
転覆を目論む大闘争に巻き込まれてし
まう。運命に挑む男たちの胸熱ドラマ。

レッド・スパロー

2017 / アメリカ / 時間未定

フランシス・ローレンス 
ジェニファー・ローレンス / ジョエル・エドガートン

©2018Twentieth Century Fox Film Corporation

3/30 -

事故によってバレエの道を閉ざされ
たドミニカが、美貌と心理操作で標
的を誘惑する女スパイ“スパロー”と
なってゆく―。アカデミー賞女優ジェ
ニファー・ローレンスが、『ハンガー・
ゲーム』の監督と再びタッグを組ん
だ、欲望・策略・裏切りが渦巻く予測
不能のスパイ・アクション！

リバーズ・エッジ

2018 / 日本 / 1h58

行定勲
二階堂ふみ / 吉沢亮 / 上杉柊平 / SUMIRE

©2018 映画「リバーズ・エッジ」製作委員会／岡崎京子・宝島社

3/24 - 4/5

岡崎京子

高校生のハルナはいじめに遭ってい
る山田から、河原に放置された死体
の存在を打ち明けられる。宝物として
死体を共有している摂食障害のこず
えも加わり、特異な友情を築いていく
が…。青春の欲望と孤独を描く岡崎
京子の傑作が、新時代を担う若手俳
優たちにより待望の映画化！

トレイン・ミッション

2018 / アメリカ - イギリス / 1h45

ジャウム・コレット＝セラ
リーアム・ニーソン / ヴェラ・ファーミガ

©STUDIOCANAL S.A.S.

3/30 -

闘う父親と言えばこの人、リーアム・
ニーソン最新作！突然のリストラに
遭い失意のマイケルは、走行中の通
勤電車で、「乗客の中からある人物を
探してほしい」と見知らぬ女に持ちか
けられる。高額な報酬に目がくらみ引
き受けたものの、巨大な陰謀が巧妙
に仕掛けられていた！

2018 / アメリカ / 時間未定

ローアル・ユートハウグ 
アリシア・ヴィキャンデル/ドミニク・ウェスト

トゥームレイダー
ファースト・ミッション

3/21 -

世界的人気のゲームに、新たな主人
公『リリーのすべて』のアリシア・ヴィ
キャンデルを迎え映画化。冒険家の
父親が遺した使命を果たすべく、幾
重にも仕掛けられた罠、次々に降り
かかる謎を解き、果たしてララ・クラ
フトは誰よりも早く“幻の秘宝”にた
どり着くことが出来るのか！？

©2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER
PICTURES INC.

2018 / 日本 / 1h58

瀧本智行
岩田剛典 / 斎藤工 / 山本美月 / 浅見れいな

中村文則

去年の冬、きみと別れ
©2018 映画「去年の冬、きみと別れ」製作委員会

3/10 -

結婚を間近に控えた新進気鋭のルポ
ライター耶雲恭介は、盲目の美女が
巻き込まれた謎の焼死事件を追い、
その容疑者の天才写真家・木原坂雄
大に出会う。彼の写真も、周囲の人間
も何かがおかしい…。事件の真相に
近づくにつれ、耶雲は抜けることので
きない深みに飲み込まれていく…。

2017 / アメリカ / 2h22

キャスリン・ビグロー
ジョン・ボイエガ / ウィル・ポールター

デトロイト
©2017 SHEPARD DOG, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/3 - 3/16

1967年、デトロイト。黒人市民と警察
が対立し、街は戦場と化す。このアメ
リカ史上最大級の暴動のさなか、“戦
慄の一夜”に起きた恐るべき事件と
は… !?『ハート・ロッカー』『ゼロ・
ダーク・サーティ』のキャスリン・ビグ
ロー監督最高傑作！圧倒的な臨場感
で襲いかかる極限サスペンス!!

マーク・ボール

2018 / アメリカ / 時間未定

ライアン・クーグラー
チャドウィック・ボーズマン/ルピタ・ニョンゴ

ケヴィン・ファイギ

2017 / アメリカ / 1h45

マイケル・グレイシー
ヒュー・ジャックマン / ザック・エフロン

グレイテスト・ショーマン
©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

上映中

『レ・ミゼラブル』で世界を酔わせたヒュー・
ジャックマンが新たに贈るミュージカル映
画の登場！『ラ・ラ・ランド』でアカデミー
賞を受賞したチームによるゴージャスな
音楽を背景に、「地上で最も偉大なショー
マン」と呼ばれた実在の人物 P・T・バー
ナムの波瀾万丈な人生が描かれる。

第 75 回ゴールデングローブ賞 
最優秀主題歌賞 受賞

2017 / アメリカ / 1h56

ジョシュ・シンガースティーヴン・スピルバーグ
メリル・ストリープ / トム・ハンクス

ペンタゴン・ペーパーズ
最高機密文書

©Twentieth Century Fox Film Corporation and Storyteller Distribution Co., LLC.

3/30 -

1971年、ある機密文書がスクープさ
れた。それは政府がひた隠しにして
きた、ベトナム戦争の真実。新聞社
は全貌を公表しようとするが、大統
領があらゆる手段で記事を差し止め
ようとするのは明らかだった。政府を
敵に回してまで、報道の自由を守る
のか、決断の時が迫っていた…。

アバウト・レイ 16 歳の決断

2015 / アメリカ / 1h32

ゲイビー・デラル 
エル・ファニング / ナオミ・ワッツ

©2015 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

3/17 - 3/23

16歳となり、身も心も本当の男性とし
て生きたいとカミングアウトしたレイ。
動揺しながらも、“本当の自分”に近
づき、生き生きとしていくレイの姿を
見て、母親のマギーは別れた夫に治
療の同意書のサインをもらいに行く
決心をするのだが…！？不器用だけ
れど、愛おしい家族の物語。

2016 / カナダ - イギリス / 1h48

アレクサンドル・アジャ
ジェイミー・ドーナン/エイダン・ロングワース

ルイの９番目の人生
©2015 Drax (Canada) Productions Inc./ Drax Films UK Limited.

3/17 - 3/29

リズ・ジェンセン

毎年必ず生死の境をさまよう大事故
に遭ってきた少年ルイ・ドラックスは、
９歳の誕生日に崖から転落し昏睡状
態に陥ってしまう。担当医が尽力する
なか、彼を取り巻く人々に奇妙な出
来事が起こるようになり…。少年の数
奇な運命に隠された謎を解き明かす、
極上の心理サスペンス。

2018 / 日本 / 2h06

滝田洋二郎
吉永小百合 / 堺正人 / 篠原涼子 / 佐藤浩市

北の桜守
©2018「北の桜守」製作委員会

3/10 -

1945年、ソ連軍の侵攻により樺太から
網走に逃げ延びた江蓮てつは、女手
一つで幼い息子たちを育て上げた。
時が経ち、アメリカで成功を収めた次
男が帰国する。年老いた母の姿に、と
もに札幌で暮らすことを決めるが…。
30年にわたる親子の軌跡を、吉永小
百合主演で描く人間ドラマ。

映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ

2017 / 日本 / 1h48

石井裕也 
石橋静河 / 池松壮亮 / 松田龍平 / 市川実日子

©2017「映画　夜空はいつでも最高密度の青色だ」製作委員会

3/3 - 3/9

最果タヒ

昼は看護師、夜はガールズバーで働く
美香と、建設現場の日雇い労働者・慎
二。偶然の出会いと再会を重ねた２人
はやがて心を通わせ合うようになり…。
最果タヒの詩集をドラマ化し、孤独な
都会で懸命に生きる若者の姿を鮮烈
に描き出した石井裕也監督・脚本作。

第 91 回キネマ旬報ベスト・テン
日本映画部門第１位 受賞

ロング，ロングバケーション

2017 / イタリア / 1h52

パオロ・ヴィルズィ
ヘレン・ミレン / ドナルド・サザーランド

©2017 Indiana Production S.P.A.

3/17 - 3/23

元文学教師でアルツハイマー進行中
のジョンと、末期がんの妻エラの結婚
生活は半世紀を過ぎていた。子供た
ちが独立した今、夫婦水入らずで心
残りを遂げる旅に出る。行先はジョン
が大好きな作家ヘミングウェイの家。
共に歩んできた人に向かい合い、南を
目指す二人の旅はやがて…。

DearGirl Stories THE MOVIE３
the United Kingdom of KOCHI 
前編「六人の龍馬編」・後編「青の継承編」

内田浩之

©2017 文化放送エクステンド

神谷浩史 / 小野大輔 / 諏訪勝 / 八木橋淳

3/10 - 3/16

人気ラジオ番組「神谷浩史・小野大輔
のDearGirl Stories」から生まれた
実写映画の第３弾が前・後編の２部
作で公開！海外ロケと言われて辿り着
いたのは小野の出身地でもある高知県
だった。高知が海外か海外じゃないか
で意見が一致しない２人だったが…？
※前編・後編それぞれ別料金です。

前編：2017 /日本 / 1h50　後編：2018 /日本 / 1h50

バーフバリ 王の凱旋

2017 / インド / 2h21

S・S・ラージャマウリ 
プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

3/24 - 3/30

自らが王子であることを知ったバーフ
バリは、父のかつての家臣からなぜ父
が殺され、母が長年幽閉され、自分が
滝の麓の村で育つことになったのか
を知らされる。完結編となる今作は、
バーフバリの祖父からつながる３代
の英雄の物語。前作より更にスケー
ルアップしたアクション超大作！

バーフバリ 伝説誕生

2015 / インド / 2h18

S・S・ラージャマウリ
プラバース / ラーナー・ダッグバーティ

3/24 - 3/30

巨大な滝の麓の村で育った青年が、
滝の上に広がる大地を目指した。そ
こは邪悪な暴君が支配する王国が広
がっていた。そして彼は自分が前の国
王の息子バーフバリであることを知
り…。インド映画史上最大のヒット！
伝説の戦士の数奇な運命を、壮絶な
スケールで描いたアクション超大作！

©ARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.

映画 しまじろう
まほうのしまの だいぼうけん

2018 / 日本 / 時間未定

川又浩 / ヒロ高島
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ / 杉本沙織

©Benesse Corporation 2018

3/9 -

迷子のポムポムをかえすためにしまじ
ろうが出かけたのは、春が来ない魔法
の島。いたずら３兄弟にイジワルされ
ても、しまじろうはみんなと協力して
春を呼ぼうとがんばります！歌や踊り
や応援も参加できる仕掛けがいっぱ
いの30周年記念作品。
一般 1,500円／中学生以下 1,000円

ブラックパンサー
©2017 MARVEL

3/1 -

最新テクノロジーが発達した超
文明国ワカンダ。そこには、世界
を揺るがす秘密が隠されていた。
その秘密が今、悪しき者たちに暴
かれようとしていた。守るのは若
き国王ティ・チャラ。またの名を、

ブラックパンサー。＜２つの顔＞を
持つマーベル史上最も謎を秘めた
新ヒーロー登場！

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


