
黄金のアデーレ 名画の帰還

©THE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / ORIGIN PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

12/26 - 1/15

第２次大戦中にナチスに略奪さ
れ、今はオーストリアの美術館
が所蔵するクリムトの名画〈黄
金のアデーレ〉。これを正当な所
有者である自分に返してほしい
と、米国在住の82 歳の女性が

政府を相手に訴訟を起こすが…。
名画と主人公が辿った数奇な運命
に深い感動を誘われる実話ドラマ。

2015 / 日本 / 1h40

高橋滋春 / ウシロシンジ
戸松遥 / 悠木碧 / 小桜エツコ / 関智一

2015 / アメリカ - イギリス / 1h49

サイモン・カーティス
ヘレン・ミレン / ライアン・レイノルズ

シーズンズ ２万年の地球旅行

©2015 Galatee Films - Pathe Production - France 2 Cinema - Pandora Film - Invest Image 3 - Rhone-Alpes Cinema - Winds - Pierre et Vacances

1/15 -

アメリカン・ドリーマー 理想の代償

©2014 PM / IN Finance.LLC.

1/23 - 2/5

アクトレス  女たちの舞台

©2014 CG CINEMA - PALLAS FILM - CAB PRODUCTIONS - VORTEX SUTRA - ARTE France Cinema - ZDF / ARTE - ORANGE STUDIO - RTS RADIO TELEVISION SUISSE - SRG SSR

1/9 - 1/15

恋人たち
© 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ

1/30 - 2/5

敏腕マネージャーと二人三脚で
仕事をこなす大女優のマリアに
とある舞台へのオファーが舞い
込む。だがその役柄はかつて演
じた美女ではなく、彼女に翻弄さ
れる中年女性の役だった。フラン

スの若き巨匠オリヴィエ・アサイヤ
スと豪華女優陣が、きらびやかな世
界で生きる孤独と葛藤を描く。

『オーシャンズ』のジャック・ペ
ラン監督が、地球上の生命を撮
り上げたネイチャードキュメン
タリー。氷河期が終わり、生命
が躍動し始めた２万年前から現
在、そして未来へと至る地球の

歩みを、最先端の撮影方法を駆使
し、動物の視点から描き出す。
小学生以下500円（保護者同伴時のみ）

通り魔事件で妻を失った男、平
凡な主婦、同性愛者のエリート
弁護士。心に傷を抱えながらひ
たむきに生きる彼らは、もがき
苦しみながら人とのつながりに
光を見出していく。『ぐるりのこ

と。』以来７年ぶりとなる橋口亮輔
監督作は、不条理に満ちた世界を
慈しみ肯定する人間ドラマの傑作。

犯罪が多発する1981 年のニュー
ヨークで、クリーンなビジネスを
信条に石油会社を起業した夫
妻。しかし、事業に全財産を投入
した直後、石油を強奪されるなど
トラブルが連続する。全てを賭け

た夢は今にも崩れ落ちようとしてい
たが…。アメリカン・ドリームの裏側
を重厚に描き出したドラマ。

©LEVEL-5 ／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2015

007 スペクター
SPECTRE ©2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., Danjaq, LLC and Columbia Pictures 

Industries, Inc. All rights reserved

上映中 上映中12/19 -

日本中を熱狂させた妖怪たちが再び
スクリーンに帰ってくる！５つのエピ
ソードからなる第２弾の本作では、
主人公のケータが幽霊にされてしま
う驚きの展開に！？よりパワーアップし
た世界観で、映画初登場となるＷ主
人公・イナホや、新たなアイドル妖怪
としてＵＳＡ（うさ）ピョンも登場！

高校２年生の菜穂のもとに10 年後の
自分から手紙が届く。そこには転校生
の翔を好きになること、そして翔が１
年後には死んでしまうことが書かれて
いた。初めはいたずらだと思った菜穂
だったが、手紙を信じ、未来を変える
決意をする…。土屋太鳳＆山崎賢人
共演で贈る珠玉の青春ファンタジー。

“ スカイフォール” で焼け残った写
真を受け取ったボンドは、写真に隠
された謎に迫るべく単独でメキシコ
そしてローマへと赴く。そこで悪名高
い犯罪者の未亡人ルチア・スキアと
出逢い、悪の組織スペクターの存在
をつきとめるのだが…。果たして、そ
の正体は？シリーズ最高傑作！

杉原千畝 スギハラチウネ

©2015「杉原千畝」製作委員会

上映中

第２次大戦下、多くのユダヤ難民を救
う命のヴィザを発行し続け “ 日本のシ
ンドラー ”と呼ばれた杉原千畝。彼は
実は稀代の “インテリジェンス・オフィ
サー（諜報外交官）” であったことは、
あまり知られていない。戦後70年の
ときを経て明かされる、杉原千畝の
知られざる姿を描いた感動作。

ロッキーのもとを、かつての好敵手
で親友だったアポロ・クリードの息
子アドニスが訪れた。トレーナー就
任を要請されたロッキーは、一度
は断るものの、彼にアポロと同じ熱
いものを感じ、共に世界の頂点を目
指すことを決意する。今、歴史的
傑作の新章のゴングが鳴り響く！

白鯨との闘い
©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC ALL RIGHTS RESERVED.

1/16 -

1819年、銛ひとつで何頭もの鯨
を仕留めてきた一等航海士オー
ウェンたちを乗せ、捕鯨船エセッ
クス号は太平洋を目指した。しか
し、それは名著「白鯨」の原点と
もなった海難事故に…。大海原

を舞台に一体何が起きたのか？巨
大な鯨との死闘、そして生還までの
壮絶な旅。実話を基に描いた力作！

人生の約束
©2016「人生の約束」製作委員会

1/9 -

2016 / 日本 / 2h00

吉本昌弘石橋冠
竹野内豊 / 江口洋介 / 松坂桃李 / 西田敏行

かつての親友の死をきっかけに、
仕事人間だった男が親友の想い
を叶えるために奔走する…。『池中
玄太80キロ』や『点と線』など幾
多の名作を世に送り出してきたテ
レビドラマ界の巨匠･ 石橋冠が、

第２のふるさととして愛してやまない
富山県新湊を舞台に、人と人とのつ
ながりを描いた至極の人間ドラマ。

2015 / フランス / 1h37

ジャック・ペラン / ジャック・クルーゾ
日本語版ナレーター : 笑福亭鶴瓶 / 木村文乃

母と暮せば
©2015「母と暮せば」製作委員会

上映中

作家・井上ひさしが戯曲『父と暮せ
ば』と対になる形で構想していた物
語を山田洋次監督が映画化。1948
年、長崎。伸子の前に３年前原爆で死
んだ息子の亡霊が現れる。その日か
ら母と子の奇妙だが幸せな時間が始
まる…。終戦70年、平和への祈りを込
めた山田洋次監督初のファンタジー。

2015 / 日本 / 2h10

山田洋次
吉永小百合 / 二宮和也 / 黒木華 / 浅野忠信

2014 / アメリカ / 2h05

J･C チャンダー『オール・イズ・ロスト』
オスカー ･ アイザック / ジェシカ ･ チャステイン

2015 / 日本 / 2h19

橋本光二郎
土屋太鳳 / 山崎賢人 / 竜星涼 / 山崎紘菜

高野苺

orange  - オレンジ -

©2015「orange」製作委員会 © 高野苺／双葉社前

2015 / イギリス - アメリカ / 2h28

サム・メンデス『アメリカン・ビューティー』
ダニエル・クレイグ / クリストフ・ヴァルツ

I  LOVE スヌーピー 
THE PEANUTS MOVIE

映画 妖怪ウォッチ
エンマ大王と５つの物語だニャン！

2015 / アメリカ / 1h28

スティーブ・マーティノ
鈴木福 / 芦田愛菜 / 小林星蘭 / 谷花音

©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Peanuts ©2014 
Peanuts Worldwide LLC

上映中

チャールズ・M・シュルツ

世界中の人々に愛されているスヌー
ピーが３DCG アニメーションになっ
て映画化！空想好きなスヌーピーが
パイロットとなってアトラクション
感いっぱいに大活躍！そして親友の
チャーリー･ブラウンも壮大な冒険の
旅に出る。お馴染みのキュートなキャ
ラクター達にきっと心が躍りだす！

2015 / 日本 / 2h20
篠原篤 / 成嶋瞳子 / 池田良 / 安藤玉恵

橋口亮輔『ハッシュ！』

2015 / 日本 / 2h19

チェリン・グラック
唐沢寿明 / 小雪 / ボリス・シッツ

2015 / アメリカ / 2h13

ライアン・クーグラー
シルベスター・スタローン/ マイケル・B・ジョーダン

クリード チャンプを継ぐ男

©2015 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

12/23 -

2014 / フランス - スイス - ドイツ / 2h04

オリヴィエ・アサイヤス『夏時間の庭』
ジュリエット・ビノシュ / クリステン・スチュワート

2015 / アメリカ / 2h02

ロン・ハワード『アポロ 13』
クリス・ヘムズワース / ベンジャミン・ウォーカー

パディントン
©2014 STUDIOCANAL S.A. TF1 FILMS PRODUCTION S.A.S Paddington Bear TM, Paddington TM AND PB TM are trademarks of Paddington and Company Limited

1/15 -

ジャングルからイギリスへやって
きた１匹の小さなクマ。通行人
に話しかけてもクマであるため
誰にも相手にされずにいたが、
親切なブラウン家の屋根裏に泊
めさせてもらえることになり…。

40か国語以上で翻訳され、世界中
で愛されている児童小説「くまのパ
ディントン」を実写映画化。

2014 / イギリス / 1h35

ポール・キング
松坂桃李 / 木村佳乃 / 古田新太 / 斉藤由貴

マイケル・ボンド

スター・ウォーズ　フォースの覚醒

©2015 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved

上映中

2015 / アメリカ / 2h15

J・J・エイブラムス『スター・トレック』
ハリソン・フォード / キャリー・フィッシャー

あのスター・ウォーズが新たなる
３部作で登場！家族を知らず砂
漠の惑星で孤独を生きるヒロイ
ン、レイを中心に進むストーリー
は、新型ドロイド BB -８、フォー
スの暗黒面の担い手カイロ・レン

などの登場により銀河を賭けた戦
いへと導かれていく！果たして、真
のフォースに目覚める者は誰か—？

ザ・ウォーク
©2015 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

1/23 -

1974年当時世界一の高さを誇っ
たワールド・トレード・センター。
高さ 411m 地上110 階の空間に
僅か 2.2cm のワイヤーロープを
繋ぎ、命綱なしの空中闊歩に挑
んだ男がいた！美しい犯罪とも

アートとも言われた衝撃の実話を
巨匠ゼメキス監督が圧倒的映像で
描く。手に汗握るラスト20分 ! !

2015 / アメリカ / 2h03

ロバート・ゼメキス
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット

2015 / 日本 / 1h46

永江二朗
平山あや / 榎木孝明 / 長谷川初範 / テツ＆トモ

あべ美佳

いしゃ先生
©2015「いしゃ先生」製作委員会

上映中

昭和10年から37年まで、山形県大
井沢村（現・西川町）で生涯を医療
に捧げた志田周子とはどんな人物
だったのか。村民の生活を守るため
人生の全てをかけた彼女の、知られ
ざる一人の女性として葛藤を女優・
平山あやが演じる。全編山形ロケで
描く、県民必見のヒューマンドラマ。

2014 / アメリカ / 1h58

ダン・ギルロイ
ジェイク・ギレンホール / レネ・ルッソ

ナイトクローラー
©2013 BOLD FILMS PRODUCITONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

1/30 - 2/5

刺激的な映像を撮るためには手
段を選ばなくなっていくナイトク
ローラー（報道スクープを狙う
映像パパラッチ）の狂気を描い
たサスペンスドラマ。視聴率至
上主義に侵されたＴＶ業界など、

報道社会のおぞましい暗部を照ら
し出す。ジェイク・ギレンホールの
徹底した役作りが鳥肌ものだ。

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


