
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

12/30 -

第２次大戦中のロンドン。国民を勇気
づける映画として、ドイツ軍に囲まれ
たダンケルクの英軍兵士を救う姉妹
の物語が企画される。脚本家に抜擢
された執筆経験ゼロの女性たちは映
画の完成に向けて奮闘するが、製作
現場はトラブルの連続で…。愛とユー
モアに溢れた感動の映画賛歌！

オール・アイズ・オン・ミー

2017 / アメリカ / 2h17

ベニー・ブーム
ディミートリアス・シップ・Ｊｒ/カット・グレアム

©2017 Morgan Creek Productions, Inc.

12/29 -

伝説のラッパー、２PACことトゥパッ
ク・シャクールの波乱の生涯を描く
伝記ドラマ。トゥパックはスラムで生
まれ育ち、デビューするや瞬く間にス
ターとなる。しかし、ある日スタジオ
で強盗に襲撃される。九死に一生を
得た彼はノトーリアス・B.I.G.らライ
バルレーベルの犯行を疑うが…。

不都合な真実２
放置された地球

2017 / アメリカ / 1h38

ボニー・コーエン / ジョン・シェンク
アル・ゴア

©2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

12/30 -

環境問題に警鐘を鳴らし、社会現象
にまで発展したドキュメンタリー『不
都合な真実』の続編。前作から10年、
アル・ゴア元米国副大統領は環境保
護への取り組みを必死に訴え続けて
いたが、自然環境の悪化は深刻さを
増している。ゴア氏の闘いと、危機に
瀕した地球の現実に迫った必見作。

猫が教えてくれたこと

2016 / アメリカ / 1h19

ジェイダ・トルン
イスタンブールの猫たち

©2016 Nine Cats LLC

12/30 -

ヨーロッパとアジアの文化が交わっ
た美しい景観が残るトルコの古都イ
スタンブール。ここで自由気ままに
日々を暮らす７匹の個性豊かな野良
猫たちを主役に、猫と人の心温まる
触れ合いを優しく見つめていく。まる
で猫とイスタンブールに贈られたラブ
レターのようなドキュメンタリー。

キングスマン
ゴールデン・サークル

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

1/5 -

世界的麻薬組織の攻撃により壊滅し
た英国紳士スパイ機関キングスマン。
残されたエグジーらは、コテコテのア
メリカンな同盟機関ステイツマンと
合流し、敵の陰謀を阻止する事に―。
ノリノリでキレッキレの超過激スパイ
アクションが、超個性的な新キャラク
ターを加えて帰ってくる！

2017 / イギリス / 2h20

マシュー・ヴォーン
タロン・エガートン / コリン・ファース

THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY
リミット・オブ・スリーピング ビューティ

2017 / 日本 / 1h29

二宮健
桜井ユキ/高橋一生/古畑新之/佐々木一平

©2017 KingRecords

1/6 -

女優の夢が叶わず、小さなサーカス
団でマジシャンの助手を務めるアキ。
毎日ステージで催眠術にかかる演技
を続けるうちに、現実と妄想が曖昧に
溶け合っていき…。新進女優の桜井
ユキがヒロインを、高橋一生が恋人役
を演じる。注目の才能、二宮健監督の
挑発的な商業映画デビュー作。

ロダン
カミーユと永遠のアトリエ

©Les Films du Lendemain / Shanna Besson

1/13 -

名匠ジャック・ドワイヨンが、「考える
人」などで知られる“近代彫刻の父”
ロダンの創作と愛憎を描く伝記ドラ
マ。1880年代、大作「地獄の門」制作
に取り掛かるロダンのもとに、美しく
才能豊かなカミーユが弟子入り志願
に訪れる。内縁の妻がいながら彼女
に惹かれていくロダンだったが…。

2017 / フランス / 2h00

ジャック・ドワイヨン
ヴァンサン・ランドン / イジア・イジュラン

最低。

2017 / 日本 / 2h01

瀬々敬久
森口彩乃/佐々木心音/山田愛奈

©2017 KADOKAWA

1/6 -

紗倉まな

ＡＶ女優、紗倉まなの同名小説を、『64 
ロクヨン』の瀬々敬久監督が映画化。
平凡な日常に耐えきれずにいる主婦、
家族とそりが合わない専門学生、奔
放な母親に振り回される女子高生。
そんな境遇も性格も異なる３人の女
性たちの運命は、ＡＶとの関わりを通
じて動き始める…。

パーティで女の子に
話しかけるには

2017 / イギリス - アメリカ / 1h43

ジョン・キャメロン・ミッチェル 
エル・ファニング / アレックス・シャープ

©COLONY FILMS LIMITED 2016

1/13 -

ニール・ゲイマン

内気でパンクが好きな少年エンは、
パーティで不思議な少女ザンと出会
う。音楽やファッションの趣味で共感
した２人はパーティを抜け出すが、異
星人のザンが地球にいられるのはあ
と48時間だけで…。J・C・ミッチェル
監督が描く、70年代のサブカルチャー
で彩られた甘酸っぱい恋物語。

悪魔祓い、聖なる儀式

2016 / イタリア - フランス / 1h34
フェデリカ・ディ・ジャコモ

©MIR Cinematografica - Opera Films 2016

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

アランフエスの麗しき日々

2016 / フランス-ドイツ-ポルトガル/ 1h37

ヴィム・ヴェンダース
レダ・カテブ / ソフィー・セミン

©TS PRODUCTIONS (PHOTO MICHAEL CROTTO) -AFFICHE NUITDECHINE

©2016-Alfama Films -Production-Neue Road Movies

1/13 -

1/27 -

1/20 -

ギイ・ド・モーパッサン

ペーター・ハントケ

ある夏の昼下がり。パリを臨む小高い
丘のテラスで男と女が様々な話題を
語らう。夏について、思い出について、
男女の違いについて…。巨匠ヴィム・
ヴェンダースが『ベルリン・天使の詩』
の脚本家ペーター・ハントケの戯曲を
映画化。フランス語の麗しい響きに酔
いしれる豊潤な会話劇。

52Hzのラヴソング

2017 / 台湾 / 1h49

ウェイ・ダーション
リン・ジョンユー / ジョン・ジェンイン

坂本龍一
PERFORMANCE IN NEW YORK： async

2017 / アメリカ - 日本 / 1h05

スティーブン・ノムラ・シブル 
坂本龍一

オレの獲物はビンラディン

2016 / アメリカ / 1h32

ラリー・チャールズ
ニコラス・ケイジ / ラッセル・ブランド

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

©2017 52Hz Production ALL RIGHTS RESERVED.

©KAB America Inc./SKMTDOC, LLC

©2016 AOO Distribution, LLC. All rights Reserved©CURIOSA FILMS – VERSUS PRODUCTION – France 3 CINEMA ©photo Michael Crotto

1/20 -

1/27 -

1/20 -1/20 -

新世紀、パリ・オペラ座

2017 / フランス / 1h51

ジャン＝ステファヌ・ブロン
ステファン・リスナー/バンジャマン・ミルピエ

2/3 -

はじまりのボーイミーツガール

2016 / フランス / 1h29

ミシェル・ブジュナー
ジャン＝スタン・デュ・パック/アリックス・ヴァイヨ

©2016 GAUMONT-AJOZ FILMS-NEXUS FACTORY

1/27 -

パスカル・ルテール

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。

熱狂的な愛国者のアメリカ人ゲイリー
は突然受けた“神の啓示”に従い、
911テロの首謀者とされるビンラディ
ンの捕獲を計画。日本刀を携えて単身
パキスタンに乗り込もうとするが…!?

『ボラット』のラリー・チャールズ監督
が仕掛ける仰天の実話コメディ！ニ
コラス・ケイジが怒涛の怪演!!

バレンタインデーの台北。合同結婚
式に臨む幸せいっぱいのカップルが
いる一方で、恋人がいない者や別れを
考える者もいて…。『セデック・バレ』

『海角七号』のウェイ・ダーション監
督最新作は、全編を彩るポップなラ
ヴソングが様々な愛のカタチを描く
極上のハッピー・ミュージカル！

2017年４月、坂本龍一のアルバム「async」
発表記念ライブがニューヨークで開か
れた。わずか200名だけが体験できたこ
の幻のライブを映像化！留まることなく
進化を続けてきた坂本の音楽世界の最
新モード、その緻密に研ぎ澄まされた音
響空間が息を呑む臨場感で再現される。
特別料金：2,500 円均一

12 歳のヴィクトールは優等生のマ
リーが好きだけど全然相手にされな
い。でも最近なぜか急接近され、チェ
ロ奏者になる夢まで打ち明けてくれ
た！舞い上がるヴィクトールだった
が、彼女には誰も知らない秘密があっ
て…。フランスの人気青春小説を映画
化したピュアなハートフルコメディ！

バレエとオペラの殿堂、パリ・オペラ
座。ミルピエに代わりオレリー・デュ
ポンがバレエ団芸術監督に就任し、
超大作オペラ「モーゼとアロン」のリ
ハーサルも進められていたが、その舞
台裏では次 と々難題が浮上していた。
常に最高に挑み続けるオペラ座の新
時代を追うドキュメンタリー。

羊の木

2018 / 日本 / 2h06

吉田大八
錦戸亮 / 木村文乃 / 北村一輝 / 優香

©2018「羊の木」製作委員会 ©山上たつひこ いがらしみきお／講談社

2/3 -

山上たつひこ/いがらしみきお

さびれた港町に移住してきた見知ら
ぬ６人の男女。その受け入れを支援
する市役所職員・月末は、全員に殺人
歴があることを知ってしまう。彼らは
生活に馴染んでゆくが、ある事故を機
に町に波紋が広がっていく。善と悪、
普通と異常、人間の境界に深く踏み
込む吉田大八監督最新作。

希望のかなた
©SPUTNIK OY, 2017

1/13 -

シリア内戦で難民となった青年がヘル
シンキに流れ着く。難民申請は却下さ
れ、本国に送還されかけるが、救いの
手を差しのべてくれる人もいて…。人
として当たり前のささやかな善意と共
感が希望の灯をともす。不寛容の時代
に抵抗するカウリスマキの傑作ドラマ。

第 67 回ベルリン国際映画祭
銀熊賞（監督賞） 受賞

人間に取り憑いた悪魔を追い払う「エ
クソシスト」はフィクションだけの存
在ではなかった。シチリア島のある教
会には、“悪魔に憑かれた”人々が神
父に救いを求めて殺到している。現代
に実在する悪魔祓いの儀式、その実
像に迫った驚愕のドキュメンタリー。

第 73 回ヴェネチア国際映画祭 
オリゾンティ部門最優秀作品賞 受賞

19世紀のフランス。男爵家の清純な一
人娘ジャンヌは、夫の浮気によって幸
福な結婚生活を打ち砕かれてしまう。
その後、息子が誕生して一時は希望
を取り戻したが…。『母の身終い』のス
テファヌ・ブリゼ監督が卓越した演出で
文豪モーパッサンの代表作を映画化。

第 73 回ヴェネチア国際映画祭 
国際批評家連盟賞 受賞

ユダヤ人を救った動物園
アントニーナが愛した命

2017 / チェコ - イギリス - アメリカ / 2h07

ニキ・カーロ
ジェシカ・チャステイン/ダニエル・ブリュール

©2017 ZOOKEEPER’S WIFE LP. ALL RIGHTS RESERVED.

1/27 -

1939年９月、ドイツ軍によるポーラン
ド侵攻が始まった。多くのユダヤ人
が連行される中、動物園を営むヤン
とアントニーナは、彼らを救出し地下
の檻に匿うことに。しかし園内には常
にドイツ兵の監視の目が向けられて
いて…。深い愛と強い信念で300人
もの命を救った実在の夫婦の物語。

©2017 LFP-Les Films Pelleas - Bande a part Films - France 2 Cinema - Opera national de 
Paris - Orange Studio - RTS

花筐 （はながたみ）／HANAGATAMI

2017 / 日本 / 2h49
窪塚俊介/矢作穂香/常盤貴子/満島真之介

©唐津映画製作委員会／ PSC 2017

1/13 -

1941年春。佐賀県唐津の叔母の元
に身を寄せ、学友や女友達と青春を
謳歌する17歳の俊彦。しかし彼らの
純粋で自由な日常にも戦争の影が忍
び寄っていた…。大林宣彦監督がデ
ビュー作以前に書いていた幻の脚本
を映画化。『この空の花』『野のなな
なのか』に続く戦争三部作の最終作。

大林宣彦 檀一雄 

マンハント

2018 / 中国 - 香港 / 1h50

ジョン・ウー
チャン・ハンユー/福山雅治/チー・ウェイ

©2017 Media Asia Film International Ltd. All rights Reserved

2/9 -

西村寿行 

何者かの罠で殺人の濡れ衣を着せら
れ、逃亡する国際弁護士のドゥ・チウ。
追う刑事の矢村は捜査の過程で事件
の構図に違和感を抱き始めるが…。
ジョン・ウーが高倉健の『君よ憤怒の
河を渉れ』をチャン・ハンユー＆福山
雅治主演でリメイク。全編日本ロケの
サスペンス・アクション大作！

彼女が目覚めるその日まで

2016 / カナダ - アイルランド / 1h29

ジェラルド・バレット
クロエ・グレース・モレッツ/トーマス・マン

ゴーギャン タヒチ、楽園への旅

2017 / フランス / 1h42

エドゥアルド・デルック
ヴァンサン・カッセル / マリック・ジディ

©2016 On Fire Productions Inc.

©MOVE MOVIE - STUDIOCANAL - NJJ ENTERTAINMENT

1/20 -

1/27 -

スザンナ・キャラハン

ＮＹポスト紙の記者、21歳のスザンナ
の身体に異変が起きる。たびたび仕
事で失敗し、幻覚や幻聴にも悩まさ
れるように。検査では「異常なし」と
されるばかりだが、症状は日増しに
悪化していき…。原因不明の難病と
闘った女性の手記を、クロエ・グレー
ス・モレッツ迫真の熱演で映画化。

19世紀フランスを代表する画家、ポー
ル・ゴーギャンのタヒチ時代を描く伝
記ドラマ。1890年代、生活が困窮し、
画業も行き詰ったゴーギャンは、パリ
に見切りをつけて南太平洋のタヒチ
に渡る。その楽園のような島で、恋に
落ちた現地の美女をモデルとして精
力的に創作に打ち込むが…。

2017 / フィンランド / 1h38
シェルワン・ハジ / サカリ・クオスマネン

アキ・カウリスマキ

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

1/27 -

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。

否定と肯定

2016 / イギリス - アメリカ / 1h50

ミック・ジャクソン
レイチェル・ワイズ/トム・ウィルキンソン

©DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

1/6 -

デボラ・Ｅ・リップシュタット

ユダヤ人大量虐殺は無かったとするホ
ロコースト否定論者の著書を批判した
ユダヤ人歴史学者が、名誉毀損で提
訴された。裁判で勝つには強力な根
拠に基づいてホロコースト否定論を
崩さねばならない。世界が注目する
法廷闘争の行方は…。事実軽視の風
潮が強まる昨今、必見の実録ドラマ。

光

2017 / 日本 / 2h17

大森立嗣
井浦新 / 瑛太 / 長谷川京子 / 橋本マナミ

©三浦しをん／集英社 ©2017「光」製作委員会

1/6 -

三浦しをん

島で暮らす中学生の信之は、恋人の
美花を守るため男を殺してしまう。25
年後、信之は妻子と、美花は芸能界
で華やかに生きていたが、過去を知
る幼馴染みが現れたことで忌まわし
い記憶に翻弄されてゆく。日常に潜む
暴力を描いた三浦しをんの野心作を、
鬼才・大森立嗣監督が映画化。

恋とボルバキア

2017 / 日本 / 1h34
王子 / あゆ / 樹梨杏 / 蓮見はずみ 

©2017「恋とボルバキア」製作委員会

1/20 - 1/26

小野さやか

ボルバキアとは、宿主を性転換させる共
生バクテリア。LGBTやセクシャルマイノ
リティをオープンに話せるようになった
けれど、体の性、心の性、好きになる性、
表現する性…と、実はどんどん混沌とし
ている。この映画に登場する彼らが語る
恋の苦しさ。みんな違うけど同じってこ
とに気づける、色 な々恋のドキュメント。

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.

1/27 -

M・M・キーラヴァーニ

伝説の戦士バーフバリの壮大な物語
を描いた『バーフバリ 伝説誕生』の
続編。とんでもない世界観、想像を
超えるアクションの連続に熱狂的ファ
ンを生んだ前作。見逃した？そこはイ
ンド映画。大丈夫です！！『マッドマッ
クス』にハマった方に、次はコレ！と
自信を持ってお勧めします！

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


