
ナラタージュ

2017 / 日本 / 2h20

行定勲
松本潤/有村架純/坂口健太郎/市川実日子

©2017「ナラタージュ」製作委員会

10/7 -

島本理生

孤独に苛まれていた高校生の泉、そ
んな泉を救った高校教師の葉山。教
師と生徒として出会った二人には誰
にも言えない秘密があった。時が経ち
大学２年生の春、泉のもとに再び葉
山が現れる。それは決して許されない
恋の始まりだった。忘れられない恋を
したすべての人に捧ぐ、衝撃の純愛。

ベイビー・ドライバー

2017 / アメリカ / 1h53
アンセル・エルゴート / リリー・ジェームズ

10/11 - 10/27

エドガー・ライト

日頃から耳鳴りに悩むベイビーは、
音楽を聴くことで覚醒し天才的なド
ライバーに変貌する。闇の組織の運
転手として働いていたが、恋人の存
在を組織に知られてしまい…。ギア
チェンジ、車の排気音、銃撃音、クラッ
シュまでもが “音楽”とシンクロする
カーチェイス・シーンは必見！

©2017 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.©2017 TRISTAR PICTURES, INC. ALL RIGHTS RESERVED

俺たちポップスター

2016 / アメリカ / 1h26
アンディ・サムバーグ

©2016 UNIVERSAL STUDIOS

10/11 - 10/20

アキヴァ・シェイファー/ヨーマ・タコンヌ

ヒップホップバンドからソロデビュー
し、ファーストアルバムが大成功を
収めたコナー。調子に乗って自分の
ドキュメンタリー映画の製作まで始
めるが…。“ 薄っぺらい音楽ドキュメ
ンタリー”の皮肉たっぷりなパロディ
をベースに、ポップスターの転落ぶ
りを茶化しまくった爆笑コメディ！

ジャド・アパトー

裁き

2014 / インド / 1h56

チャイタニヤ・タームハネー
ヴィーラー・サーティダル/ヴィヴェーク・ゴーンバル

10/11 - 10/20

ある下水清掃人の死体が発見され、
年老いた民謡歌手カンブレが逮捕さ
れる。容疑は、自殺へと駆り立てる扇
動的な歌を歌ったという不条理なも
のだった。一つの「裁き」を巡る法廷
の攻防と、彼の運命を握る人々の私
生活を対比させ、鋭い洞察力でイン
ド社会のいまを描く異色の法廷劇。

幼な子われらに生まれ

2017 / 日本 / 2h07

三島有紀子
浅野忠信/田中麗奈/宮藤官九郎/寺島しのぶ

©2016「幼な子われらに生まれ」製作委員会

10/11 - 10/20

重松清

バツイチ子持ちで再婚した田中信は、
妻の二人の連れ子とも仲良くやろう
と努力していた。だが、妻の妊娠を機
に長女が本当の父に会いたいと主張
し、信は自暴自棄になっていく。血の
つながりを超えた家族の姿を模索す
る人間たちを、豪華俳優陣のアンサン
ブルで描く人間ドラマ。

夜明けの祈り

2016 / フランス - ポーランド / 1h55

アンヌ・フォンテーヌ
ルー・ドゥ・ラージュ / アガタ・ブゼク

©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM / ANNA WLOCH

10/11 - 10/20

1945年のポーランドで、ソ連兵の暴
行を受けて身ごもった修道女たちが
いた。赤十字で働く女医マチルドは
激務の合間を縫って修道院へ通い、彼
女たちの希望となってゆく。信仰は、
医療は、人を救済することができるの
か。確固たる信念のもと人道を貫いた
フランス人医師の真実の物語。

残像

2016 / ポーランド / 1h39

アンジェイ・ワイダ
ボグスワフ・リンダ / ゾフィア・ヴィフワチ

10/11 - 10/20

第二次大戦後のポーランド。前衛画
家のストゥシェミンスキは、芸術の政
治利用を進める政府に真っ向から反
発。苛烈な弾圧を被るも、芸術に希
望を失うことはなく信念を貫き通し
た。ポーランド史の証人アンジェイ・
ワイダがその生涯をかけて追及した
テーマを凝縮した渾身の遺作。

©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 - Lodz Miasto Kultury, Narodowy 
Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage-Fundacja Tumult All Rights Reserved.

猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー）

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

10/13 -

いよいよ地球は猿の惑星へ！前作か
ら２年。リーダーとしての使命感と、家
族を奪われた復讐心の狭間で葛藤す
るシーザー。そして彼の抹殺をもくろ
む人類。極限の怒りが交錯し、“聖戦”
が遂に始まる。新たに登場する謎めい
た少女ノバの存在、誰も知らなかった
クライマックスから目が離せない！

2017 / アメリカ / 2h20

マット・リーヴス
アンディ・サーキス/ウディ・ハレルソン

劇場版 「Fate/stay night [Heaven's Feel ] 」
 I.presage flower

2017 / 日本 / 時間未定

須藤友徳
杉山紀彰 / 下屋則子 / 神谷浩史 / 川澄綾子

©TYPE-MOON・ufotable・FSNPC  ©TYPE-MOON

10/14 -

奈須きのこ/TYPE-MOON

手にした者の願いを叶えるという「聖
杯」をめぐり、魔術師たちが英霊を召喚
して戦う「聖杯戦争」を描いたヴィジュ
アルノベルゲーム『Fate/stay night』。
その３つ目のルート［Heaven's Feel］
が全三章で映画化。主人公の士郎を
慕う間桐桜を通じて明らかになる、聖
杯戦争の真実とは？

恋と嘘

2017 / 日本 / 1h46

古澤健 
森川葵 / 北村匠海 / 佐藤寛太 / 浅川梨奈

©2017「恋と嘘」製作委員会 ©ムサヲ／講談社

10/14 -

「超少子化対策法」により、国民の遺
伝子情報を分析し、政府によって最
良の結婚相手が選ばれる世界。まも
なく16 歳を迎える葵は運命の相手
を楽しみにしていたが、誕生日直前
に幼なじみに告白され気持ちが揺れ
動く。大人気漫画「恋と嘘」が、原作
と異なる物語として実写映画化！

ボンジュール、アン

2016 / アメリカ / 1h32
ダイアン・レイン / アルノー・ヴィアール

©American Zoetrope，2016

10/14 - 10/20

エレノア・コッポラ

夫の仕事仲間とともにカンヌからパ
リへと向かうことになった映画プロ
デューサーの妻アン。美味しい食事
や美しい景色、機知に富んだ会話を
味わううち、生きることの喜びを取り
戻してゆく…。Ｆ・Ｆ・コッポラの妻エ
レノアが実体験をもとに80歳にして
監督デビューを果たした人間ドラマ。

ヒトラーへの285枚の葉書

2016 / ドイツ-フランス-イギリス/ 1h43

ヴァンサン・ペレーズ
エマ・トンプソン / ブレンダン・グリーソン

10/28 - 11/3

「総統は私の息子を殺した。あなたの
息子も殺されるだろう」。戦勝に湧く
1940年のベルリン。息子を失い悲し
みに暮れる夫婦は、ヒトラー政権への
怒りを記した葉書を街中に置いた。
実話を基に、イデオロギーとは無縁の
平凡な市民による孤独な闘いを、静
かな畏敬の念を込めて映し出す。

©X Filme Creative Pool GmbH / Master Movie / Alone in Berlin Ltd /
 Pathe Production / Buffalo Films 2016

静かなる情熱
エミリ・ディキンスン

2016 / イギリス - ベルギー / 2h05

テレンス・デイヴィス
シンシア・ニクソン/ジェニファー・イーリー

©A Quiet Passion Ltd/Hurricane Films 2016. All Rig hts Reserved.

11/4 - 11/10

55 年の生涯を閉じたエミリ・ディキ
ンスンの部屋から見つかった1800篇
もの未発表の詩。瑞 し々い感性で紡
がれたそれらは、世界中の人々に愛
され、多くの芸術家に影響を与えてき
た。約20篇の詩を織り込みながら、
孤独と向き合い創作を拠りどころに
したエミリの半生を綴る伝記的作品。

少女ファニーと運命の旅

2016 / フランス - ベルギー / 1h36

ローラ・ドワイヨン
レオニー・スーショー/セシル・ドゥ・フランス

10/21 - 10/27

1943年、ナチスドイツ支配下のフラ
ンス。13歳のユダヤ人少女ファニー
は児童施設に匿われていたが、密告
により子供ばかり９人でスイスを目指
すことに。勇気と機転でいくつもの窮
地を乗り越えてゆくが…。二転三転
する逃避行と、子どもたちの命の輝き
を焼きつけた実話に基づく感動作。

©ORIGAMI FILMS / BEE FILMS / DAVIS FILMS / SCOPE PICTURES / FRANCE 2 CINEMA 
/ CINEMA RHONE-ALPES / CE QUI ME MEUT - 2015

2017 / アメリカ / 1h55

デヴィッド・リーチ
シャーリーズ・セロン/ジェームズ・マカヴォイ

アトミック・ブロンド
©2017 COLDEST CITY, LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

10/20 -

ベルリンの壁崩壊前夜、M I 6 の捜査
官が殺害され極秘リストが紛失。奪
還を命じられた女性敏腕エージェン
トのロレーンは、機密に群がる各国の
スパイを相手に壮絶な闘いに身を投
じていく。『デッドプール２』にも抜擢
されたデヴィッド・リーチ監督による
スタイリッシュアクション！

バリー・シール
アメリカをはめた男

©Universal Pictures

10/21 -

1970年代、天才パイロットとして活
躍後、CIAからスカウトされ極秘任
務に参加、さらに麻薬の密輸で巨額
の富を得た天才的“運び屋”バリー・
シールの衝撃の実話を映画化。トム・
クルーズがキャリア史上最高のワル
を演じ、スリル、アクション、コメディ
など、エンタメ要素全開で描く！

2017 / アメリカ / 1h55 予定

ダグ・リーマン
トム・クルーズ / ドーナル・グリーソン

ミックス。

2017 / 日本 / 1h59

古沢良太 石川淳一
新垣結衣 / 瑛太 / 広末涼子 / 瀬戸康史

©2017『ミックス。』製作委員会

10/21 -

「リーガルハイ」などの人気脚本家・古沢
良太待望の最新作はなんと“卓球 ”が
テーマ！男を寝取られ仕事も投げ出し
た元天才卓球少女と、夢に破れ家族にも
見放された元プロボクサー。欠点だらけ
のふたりが、偶然の出会いから卓球の男
女混合ダブルス（＝ミックス）に挑戦する、
笑いと感動のロマンティックコメディ。

斉木楠雄のΨ難

2017 / 日本 / 1h37

福田雄一
山崎賢人 / 橋本環奈 / 新井浩文 / 吉沢亮

© 麻生周一／集英社・2017 映画「斉木楠雄のΨ難」製作委員会

10/21 -

麻生周一

生まれながらにとんでもない超能力
を与えられた高校生・斉木楠雄。文
化祭を無事にやり過ごしたいだけの
斉木だが続 と々災難がふりかかり、地
球滅亡の危機に陥ってしまう?! やっ
かいな恋と友情、そして超能力が吹
き荒れる！笑いが全てを吹き飛ばす、
学園エンタテインメント超大作！

コードギアス
反逆のルルーシュ I  興道

2017 / 日本 / 時間未定

谷口悟朗
福山潤 / 櫻井孝宏 / ゆかな / 小清水亜美

©SUNRISE ／ PROJECT L-GEASS Character Design　©2006-2017 CLAMP・ST

10/21 -

2006年にテレビシリーズ第 1 期
を放送し、今でも根強い人気を誇る

『コードギアス』が全 3 章劇場総集
編としてスクリーンに帰ってくる！
どんなことでも相手に命令を遂行さ
せられる絶対の力「ギアス」を得た
ルルーシュ＝「ゼロ」の壮絶な物語
はネクストステージへ突入！！　

2017 / 日本 / 1h53

岡田麿里三木孝浩
生田斗真 / 広瀬すず / 竜星涼 / 森川葵

河原和音

先生！
、、、好きになってもいいですか？

© 河原和音 / 集英社 ©2017 映画「先生！」製作委員会

10/28 -

ちょっと不器用な高校生・響(ひびき)
の生まれて初めての恋。その相手は
口ベタだけど生徒想いな世界史の
先生だった―。生田斗真と広瀬すず
を主演に迎え、少女コミックの名作
を実写化！かつて恋に涙したことが
ある人たちへ贈る、教師と生徒のま
ぶしいほど純粋なラブストーリー！

劇場版 Fate/kaleid liner
プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い

2017 / 日本 / 1h30

大沼心
杉山紀彰 / 名塚佳織 / 門脇舞衣 / 花江夏樹

10/28 - 11/10

『Fate/stay night』の人気キャラク
ター、イリヤをヒロインに描く劇場版。

「プリズマ☆イリヤ ドライ!!」最終回
で、親友・朔月美遊の義兄を名乗る
衛宮士郎を助け、真の敵ジュリアン・
エインズワースを退けたイリヤたち。
士郎の口から美遊とエインズワース
家の因縁が明かされる。

マイティ・ソー バトルロイヤル

2017 / アメリカ / 時間未定

タイカ・ワイティティ
クリス・ヘムズワース / トム・ヒドルストン

©Marvel Studios 2017

11/3 -

『マイティ･ソー』シリーズ第３弾。ソー
の前に突如現われた“死の女神”ヘ
ラ。彼女はソーの武器ムジョルニアを
いとも簡単に破壊し、アスガルドへ攻
撃を始めた。ヘラの復讐と野望を知っ
たソーは、盟友ハルク、女戦士ヴァル
キリー、そして宿敵ロキと型破りの
チームを組み極限のバトルに挑む！

特別版 Free !  Take Your Marks

2017 / 日本 / 時間未定

河浪栄作
島崎信長 / 鈴木達央 / 代永翼 / 平川大輔 

©2017 おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部 TYM

10/28 -

おおじこうじ

高校卒業を控えた遙たちはそれぞれ
の未来へ歩み出す準備を始めてい
た。一方、水泳部を託された渚たちは
寂しさを感じつつも新たな部の始動
に気を引き締める。そんな彼らの早
春は穏やかに過ぎていくはずだった
が…!?心あたたまる話から、熱く激し
い水泳勝負まで、新作４篇の物語。

氷菓

2017 / 日本 / 1h54

安里麻里
山崎賢人/広瀬アリス/本郷奏多/小島藤子

©2017「氷菓」製作委員会

11/3 -

米澤穂信

「無駄なことはしたくない」“省エネ主
義”がモットーの高校生、折木奉太
郎。ひょんなことから古典部に入部
した奉太郎はそこで出会った美少
女、千反田えると共に学園に潜む謎
を次 と々解き明かしていくのだが…。
人気作家・米澤穂信の青春ミステ
リー、待望の実写映画化。

2017 / 日本 / 2h06
二宮和也/西島秀俊/綾野剛/宮崎あおい / 竹野内豊

ラストレシピ 麒麟の舌の記憶

11/3 -

1930年代の満州で、天皇の料理番
が考案した幻のフルコース。それを
再現する使命を負ったのは、天才的
な味覚を持つ料理人だった。歴史に
消えたレシピを追ううち、次 と々知ら
れざる事実が明らかになり、壮大な
愛へとつながってゆく。『おくりびと』
の滝田洋二郎監督、待望の最新作！

©2017 映画「ラストレシピ　麒麟の舌の記憶」製作委員会©2014 田中経一／幻冬舎

滝田洋二郎 田中経一 秋元康

ダンサー、セルゲイ・ポルーニン
世界一優雅な野獣

2016 / イギリス - アメリカ / 1h25

スティーヴン・カンター
セルゲイ・ポルーニン/イーゴリ・ゼレンスキー

©British Broadcasting Corporation and Polunin Ltd. / 2016

10/28 - 11/3

天才ダンサー、セルゲイ・ポルーニン。
“ヌレエフの再来”と謳われ、19 歳で
英ロイヤル・バレエ団のトップに上り
詰めるが、わずか２年後に退団してし
まう。本人や家族へのインタビュー
を通して、圧倒的な才能と繊細な魂を
抱えて彷徨するポルーニンの素顔に
肉薄したドキュメンタリー。

ギフト 僕がきみに残せるもの

2016 / アメリカ / 1h51
スティーヴ・グリーソン/ミシェル・ヴァリスコ

©2016 Dear Rivers, LLC

11/4 - 11/10

難病ALSを発症したアメフトの元ス
ター選手スティーヴ・グリーソン。限
られた時間の中、生まれてくる子供に
何を残せるのか？自問自答の末、彼は
我が子に贈るビデオダイアリーを撮
り始める―。グリーソン自らが４年に
わたって撮影した映像を中心に構成
した「家族」のドキュメンタリー。

荒井晴彦

ムサヲ

海辺の生と死

2017 / 日本 / 2h35

越川道夫
満島ひかり / 永山絢斗 / 井之脇海

©2017 島尾ミホ／島尾敏雄／株式会社ユマニテ

10/14 - 10/20

昭和19年、奄美。教員のトエは新た
に駐屯してきた海軍特攻艇の隊長・
朔中尉と出会う。子供たちに慕われ、
軍歌より島唄を歌いたがる朔に惹か
れていくトエ。しかし朔に出撃の日が
やってきて…。「死の棘」で知られる
作家夫婦、島尾敏雄・ミホの小説を
原作とした鮮烈な恋の物語。

島尾ミホ / 島尾敏雄

ハイドリヒを撃て！
「ナチの野獣」暗殺作戦

2016 /チェコ-イギリス-フランス/ 2h00

ショーン・エリス
キリアン・マーフィ / ジェイミー・ドーナン

©2016 Project Anth LLC All Rights Reserved.

10/21 - 11/3

第二次大戦下、英政府と亡命チェコ
政府は、ユダヤ人虐殺を主導するナ
チス第三の実力者ラインハルト・ハイ
ドリヒの暗殺を計画する。チェコに潜
入したヨゼフとヤンは襲撃の機を窺
い実行に移すが、その代償はあまりに
も大きかった。壮絶な事件の顛末を
オールプラハロケで映画化。

©2017 ひろやまひろし・TYPE-MOON ／ KADOKAWA ／
「劇場版プリズマ☆イリヤ」製作委員会

ひろやまひろし /TYPE-MOON

クレイ・トゥイール

スイス・アーミー・マン

2016 / アメリカ / 1h37

ダニエル・シャイナート /ダニエル・クワン（ダニエルズ）
ポール・ダノ / ダニエル・ラドクリフ

©2016 Ironworks Productions, LLC.

11/4 - 11/10

遭難して無人島で途方に暮れていた
ハンクは、浜に打ち上げられた死体
からガスが出ていることに気づき、そ
の死体に乗って(!?)島を脱出しよう
と思いつくが…。ダニエル・ラドクリフ
がその「死体」役ということでも話題。
数々の映画賞を受賞している理由を
観て、お確かめください！

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


