
2015 / 日本 / 1h30

小林茂『阿賀に生きる』撮影
小暮茂夫 / 松本英利 / 天野季子 / 倉重徳次郎

金メダル男

2016 / 日本 / 1h47
内村光良 / 知念侑李（Hey! Sey! JUMP）/ 木村多江

©「金メダル男」製作委員会

10/22 -

内村光良

内村光良と知念侑李がまさかの二人
一役 !? 2011年に上演された一人芝
居「東京オリンピック生まれの男」をも
とに、あらゆるジャンルで１等賞に輝くこ
とだけを生きがいにする男・秋田泉ー
の全力すぎる七転び八起き人生を描
く。内村光良原作・脚本・監督・主
演の抱腹絶倒エンターテインメント！

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

樋口卓治

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

11/5 - 11/18

クロード・ルルーシュ

インドを訪れたアントワーヌは、フラ
ンス大使の妻アンナと出会い、すぐに
意気投合してしまう。そして巡礼の旅
に出るアンナを追ってアントワーヌも
駅のホームに現れて…。男女の心の
機微をさりげない会話や視線に忍
ばせた大人のための恋愛映画。名作

『男と女』のルルーシュ監督最新作。

アンナとアントワーヌ
愛の前奏曲（プレリュード）

永遠のヨギー
ヨガをめぐる奇跡の旅

シング・ストリート 未来へのうた

©2015 Cosmo Films Limited. All Rights Reserved

10/29 - 11/11

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！

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『はじまりのうた』

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

デスノート Light up the NEW world

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

10/29 -

オーバー・フェンス
©2016「オーバー・フェンス」製作委員会

10/29 - 11/11

ジャック・リーチャー NEVER GO BACK

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

11/11 -

永い言い訳
©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

キラとＬの対決から 10 年後。死
神が地上に６冊のデスノートを
ばらまき、世界は大混乱に。捜
査官の三島とＬの後継者・竜崎
が捜査に当たる中、キラを信奉
するサイバーテロリスト紫苑が現

れ…。３人の最強若手俳優、東出
昌大・池松壮亮・菅田将暉が繰り
広げる壮絶なデスノート争奪戦！

トム･ クルーズが一匹狼の元軍
人ジャック・リーチャーに扮し、
生身のド迫力アクションを魅せ
た『 アウトロー』の続編。今作
では、リーチャーと元同僚が
軍内部の不審な動きを突き止

め、真相解明に乗り出す…。法が
裁かなくても、俺が裁く！最も危
険なアウトロー ･ ヒーロー再び！

不倫中に不慮の事故で妻を亡く
した人気作家の衣笠。しかし、
すでに妻への愛はなく涙一つ出
ない。そんなある日、衣笠は妻
とともに亡くなった親 友の遺 族
と出会う…。ひとを愛することの

「素晴らしさと歯がゆさ」を描ききっ
た、西川美和監督の集大 成と呼
べる、かつてないラブストーリー。

孤高の作家・佐藤泰志原作に
よる『海炭市叙景』『そこのみに
て光輝く』に続く函館三部作の
最終章。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、限りない慈
しみを込めて描いた傑作。

2016 / アメリカ / 1h58

エドワード・ズウィック『ラスト サムライ』
トム・クルーズ / コビー・スマルダース

ミュージアム
© 巴亮介／講談社 ©2016 映画『ミュージアム』製作委員会

11/12 -

『るろうに剣心』大友啓史監督×小
栗旬主演の最強タッグ作！雨の日だ
けに発生する連続猟奇殺人事件。
犯人はカエルのマスクを被り、見つけ
られることを前提に刑を執行する…。
数 の々謎と罠、先読みが出来ない全
編クライマックス級の展開が観る者
を引きずり込む衝撃のスリラー！

©Universal Studios.

12/3 - 12/16

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！

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

12/3 - 12/16

「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。

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

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

西川美和『ゆれる』『ディア・ドクター』

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『天然コケッコー』 佐藤泰志

お父さんと伊藤さん

2016 / 日本 / 1h59

タナダユキ『ふがいない僕は空を見た』
上野樹里 / リリー・フランキー / 藤竜也

© 中澤日菜子・講談社／ 2016 映画「お父さんと伊藤さん」製作委員会

11/12 - 11/25

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 - 12/2

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。

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

堤幸彦『天空の蜂』

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々
と起きちゃって…！？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！ちなみに米沢が舞台！

巴亮介

2016 / 日本 / 2h12

大友啓史
小栗旬 / 尾野真千子 / 野村周平

ボクの妻と結婚してください。
©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

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…？

インフェルノ

ふたりの桃源郷風の波紋
© 山口放送© カサマフィルム

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

10/28 -

11/5 - 11/1810/29 - 11/4

数々の謎を解き明かしてきたラングドン
教授は、生物学者ゾブリストが人類増
加問題の解決策として強力なウイルスを
発明したことを知る。ダンテの地獄篇〈イ
ンフェルノ〉になぞらえた計画を阻止する
ため、そこに隠された暗号に挑むが…。
トム・ハンクス続投の『ダ・ヴィンチ・
コード』『 天 使と悪 魔 』に続く第３弾！

新潟県の豪雪地帯・越後妻有。き
びしい自然のもたらす恵みは豊かだ
が、茅葺きや稲刈り、そして雪かきな
ど、力を合わせなければ生きていく
ことはできない。東京から移り住ん
だ小暮夫妻を中心に、自然とともに
生きる里山の暮らしを丁寧に追った
愛おしい傑作ドキュメンタリー。

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。

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

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

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

12/3 - 12/9

小さな工場を営む鈴岡家に、父の旧
い知人・八坂が現れる。父は男に職
と住まいを提供するが、ある日、八坂
は一家に残酷な爪痕を残して姿を消
した。家族という共同体の脆さと、善
悪に分けられない人間の底知れない
闇を鋭く切り取る衝撃の人間ドラマ。

第 69回 カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門審査員賞受賞

2016 / 日本 - フランス / 1h59

深田晃司『さようなら』
浅野忠信 / 筒井真理子 / 古舘寛治 / 太賀

12/3 -
©2016 RANMARU とゆかいな仲間たち

RANMARU 神の舌を持つ男
～（中略）～ 鬼灯デスロード編

自由気ままに暮らす彩は、20歳年上
の伊藤さんと狭いアパートで同棲中。
ある日、息子夫婦の家を追い出され
た彩のお父さんが転がり込んできて、
穏やかな生活は一変。ぎこちない共
同生活が始まるが…。綺麗ごとだけで
は済まされない父と娘の関係をユー
モラスに描くタナダユキ監督最新作。

きっと、うまくいく

2009 / インド / 2h50

ラージクマール・ヒラーニ
アーミル・カーン / カリーナ・カプール

2014 / アメリカ / 1h27

パオラ・デ・フロリオ / リサ・リーマン 
パラマハンサ・ヨガナンダ / ディーパック・チョープラー

©Vinod Chopra Films Pvt Ltd 2009. All rights reserved ©2015 Self-Realization Fellowship,All rights reserved.
Photo courtesy of Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California, U.S.A.

11/19 - 11/25 11/26 - 12/2

2013 年に上映され大ヒットを記録
したインド映 画が再上映！インド屈
指のエリート理系大学 ICE を舞台
に、“３バカトリオ ” が大騒動を引き
起こす。笑い、涙、そしてもちろんミュー
ジカルと喜怒哀楽のすべてを詰め
込んだ娯楽映画。合言葉は「Aal 
Izz Wel l！（きっと、うまくいく）」

ザ・ビートルズやスティーブ・ジョブ
ズら多くの著名人に影響を与えたと
されるヨガの伝道師ヨガナンダの生
涯に迫ったドキュメンタリー。資料に
基づいて創作されたストーリーを中
心に、自身の貴重な映像や著名人
による証言などを交えながら、その
人生と教えを紐解いていく。

あなた、その川を渡らないで

韓国のとある美しい小さな村で、仲良
く暮らす結婚76年目の98歳のおじ
いさんと89歳のおばあさん。２人は
いつもおそろいの服を着て、手をつ
ないで出かけていく。笑顔が絶えな
い幸せな老夫婦だが、やがて来る
別れの時を意識し始めていた。世界
中が涙した感動のドキュメンタリー。

©2014 ARGUS FILM ALL RIGHTS RESERVED.

11/26 - 12/2

2014 / 韓国 / 1h26
チョ・ビョンマン / カン・ゲヨル

チン・モヨン

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

12/3 - 12/9

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。

ヒップオペレーション・クルー

はじまりはヒップホップ
ニュージーランド在住の世界最高齢
ダンスチーム（平均年齢 83歳！）が、
なんとヒップホップダンスに挑戦 !? エ
ンタメの本場ラスベガスで開かれる
世界最大のヒップホップダンス選手
権出場に向けたチームの奮闘を追う
ドキュメンタリー。まぶしすぎる人生
の輝きに、誰もがきっと笑顔になる！

2014 / ニュージーランド / 1h34

ブリン・エヴァンス

©2014 Rise And Shine World Sales / Inkubator Limited / photo_Ida Larsson

11/19 - 11/25

ヒメアノ～ル

2016 / 日本 / 1h39
森田剛 / 濱田岳 / 佐津川愛美 / ムロツヨシ

© 古谷実・講談社／ 2016「ヒメアノ～ル」製作委員会

𠮷田恵輔

11/26 - 12/2

清掃会社で働く岡田は、同級生の森
田と再会する。学生時代に過酷ない
じめを受けていた森田が、カフェの女
性店員をストーキングしていることを
知り、不穏な気持ちを募らせるが…。
若者の平凡な日常と、人生に絶望し
た殺人鬼の狂気が交錯する古谷実
の同名コミックがついに映画化！

古谷実

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


