
永遠のヨギー
ヨガをめぐる奇跡の旅

永い言い訳
©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

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。

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 - 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

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

©2015 Self-Realization Fellowship,All rights reserved.
Photo courtesy of Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California, U.S.A.

11/26 - 12/2

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

聖（さとし）の青春
©2016「聖の青春」製作委員会

上映中

幼少期より腎臓の難病を患い、
29 歳で早世した実 在の棋士・
村上聖。命を削りながら将棋を
指した壮絶な一生を、師弟愛、
家族愛、仲間との友情を通して描
く。役作りのため 20キロ以上も

増量し、精神・肉体両面の徹底的
な役作りで挑んだ松山ケンイチの臨
場感あふれる対局シーンは必見！

映画 妖怪ウォッチ
空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！

©LEVEL-5 ／映画「妖怪ウォッチ」プロジェクト 2016

12/17 -

さくらニュータウンに突如現れた
空飛ぶ巨大クジラ。「ホゲェー！」
と響き渡る鳴き声と共にケータや
妖怪たちに訪れたのはなんと実
写の世界！ケータたちはアニメと
実写の世界を行ったり来たりしな

がら原因を探ることに―。劇場版第
３弾！ダブルの世界で描かれるあ
りえニャイ大冒険がはじまるニャン！

土竜の唄 香港狂騒曲

©2016「土竜の唄」製作委員会 © 高橋のぼる・小学館

12/23 -

日本一凶悪な犯罪組織に潜り
込んだ潜入捜査官（モグラ）・菊
川玲二が帰ってくる！今回は舞
台を香港に移し、瑛太、本田翼、
菜々緒、古田新太ら強烈な個性
の新キャストたちが前作キャラと

火花を散らす！三池崇史×宮藤官
九郎が描く、超ハイテンションムー
ビーについてこれるか！！

2016 / 日本 / 2h10 予定

宮藤官九郎三池崇史
生田斗真 / 堤真一 / 仲里依紗 / 上地祐輔

第 69回 カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門審査員賞受賞

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

12/10 - 12/16

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も通
じない “ 無邪気すぎる変人” で…。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

バイオハザード  ザ・ファイナル

12/23 -

2016 / 日本 / 2h04

森義隆『宇宙兄弟』
松山ケンイチ / 東出昌大 / 染谷将太 / 安田顕

大崎善生

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。

ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ

ぼくは明日、昨日のきみとデートする
©2016「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」製作委員会

12/17 -

2016 / 日本 / 1h50

三木孝浩『ソラニン』
福士蒼汰 / 小松菜奈 / 山田裕貴 / 清原果耶 / 東出昌大

七月隆文

京都の美大に通う南山高寿は、
ある日電車で見かけた福寿愛美
に一瞬で心を奪われてしまう。そ
の後順調に交際が始まったが、
初めてキスをした日、高寿は愛
美からある大きな秘密を明かさ

れる…。京都の風光明媚な景色の
中、この冬人気出演陣が贈るたった
≪３０日間≫の運命の恋の物語。

©2016 CTMG. All Rights Reserved. 

映画 聲の形
© 大今良時・講談社／映画聲の形製作委員会

12/3 - 12/16

数々の漫画賞に輝いたベストセ
ラーコミックを『映画 けいお
ん！』の京都アニメーションが
映画化。ガキ大将だった将也は、
聴覚障害の転校生・硝子との
“ とある出来事 ” をきっかけに周

囲から孤立する。５年後、心を閉ざ
したまま高校生になった将也は、あ
る決意を胸に硝子の元を訪れ…。

2016 / 日本 / 2h09

山田尚子
入野自由 / 早見沙織 / 松岡茉優

大今良時 

奇蹟がくれた数式

2015 / イギリス / 1h48

マシュー・ブラウン
デヴ・パテル / ジェレミー・アイアンズ

©2015 INFINITY COMMISSIONING AND DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 
©Richard Blanshard

12/3 - 12/9

第一次大戦直前の英国。数学者ハー
ディ教授のもとに1 通の手紙が届く。
その中に驚くべき “ 数学的発見 ” を
見つけた教授は、手紙の送り主であ
るインドの青年を呼び寄せることに
するのだが…。天才数学者ラマヌ
ジャンと、彼を見出したハーディ教授
による、歴史を揺るがす奇跡の実話。

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

『ハリー・ポッター』新シリーズ！
今 度の主 人 公は優 秀なのに
おっちょこちょいの魔 法 動物学
者・ニュート。ある時、彼の不
思議なトランクに入っている魔
法動物たちが逃げ出してしまった

ことで街は前代未聞の大パニック
に！この冬、人間界を巻き込んだ
壮大なドラマの幕が開ける！

2016 / アメリカ / 2h13

デイビット・イェーツ
エディ・レッドメイン / キャサリン・ウォーターストン

J.K. ローリング

2016 / アメリカ / 時間未定

ポール・W・S・アンダーソン 
ミラ・ジョヴォヴィッチ / アリ・ラーター / ローラ

人類の大半がアンデッドと化し、
始まりの場 所ラクーンシティへ
戻ったアリス。だがそこでは、全
ての元 凶アンブレラ社が最 終
決戦に向けて全勢力を結集さ
せていた。華 麗なアクションと

壮大なスケールで世界中を熱 狂
させてきた『バイオハザード』シリー
ズ、ついに最終章！

2016 / 日本 / 1h37 予定

ウシロシンジ
山﨑賢人 / 斎藤工 / 武井咲 / 黒島結菜

レベルファイブ

モンスターストライク THE MOVIE 

©mixi, lnc. All rights reserved.

12/10 -

累計利用者数 3500万人突破！日
本のみならず世界中で大人気の
ゲームアプリ「モンスターストライク」
がまさかの映 画化！動画サイトで
配信中のアニメを軸に、行方知れ
ずの父を追い求める少年レンの記

憶をたどる物語が展開。映画では人
気キャラ「アーサー」が大活躍！？モン
ストユーザーは絶対に見逃せない！

岸本卓

2016 / 日本 / 1h38

江崎慎平
坂本真綾 / 村中知 / Lynn / 水樹奈々

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。

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

堤幸彦『天空の蜂』

RANMARU 神の舌を持つ男 ～（中略）～ 
鬼灯デスロード編

©2016 RANMARU とゆかいな仲間たち

12/3 -

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 と々起き

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です！

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


