
2015 / イギリス - アメリカ / 2h08

アシフ・カパディア『アイルトン・セナ  音速の彼方へ』
エイミー・ワインハウス / マーク・ロンソン

2016 / 日本 /  2h15

堤幸彦『天空の蜂』
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子

葛城事件 かつらぎじけん

2016 / 日本 / 2h00

赤堀雅秋
三浦友和 / 南果歩 / 新井浩文 / 若葉竜也

©2016『葛城事件』製作委員会

10/22 - 11/4

美しい妻と二人の息子に恵まれた葛
城清は理想の家庭を築いたはずだっ
た。だが、それぞれの鬱屈した不満は
やがて爆発し、次男が無差別殺人事
件を起こす。ごく普通の家庭はなぜ
崩壊し、死刑囚を生み出してしまった
のか。『その夜の侍』の赤堀雅秋監督
が、家族の歪みを丁寧に炙り出す。

セトウツミ

2016 / 日本 / 1h15

大森立嗣『さよなら渓谷』
池松壮亮 / 菅田将暉 / 中条あやみ / 宇野祥平

© 此元和津也（別冊少年チャンピオン）2013 ©2016 映画「セトウツミ」製作委員会

10/15 - 10/28

此元和津也

若手俳優の中でも抜群の演技力を
誇る池松壮亮と菅田将暉が “クール
なインテリの内海”と“ちょっとおバ
カな瀬戸”という高校生に扮し、漫才
のように絶妙な間の関西弁でひたす
ら無駄話を繰り広げる。“ 喋るだけ”
なのにクスッと笑えてなぜかちょっぴ
り切なくなる、新しい形の青春映画。

2015 / イギリス / 1h36

ポール・アンドリュー・ウィリアムズ
マーティン・フリーマン / アンソニー・ラパリア

©Feelgood Films 2014 Ltd.

10/22 - 11/4

1961年、イスラエルで開かれたナチ
ス戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判。
112人の証言により明らかになるホ
ロコーストの実態をテレビで放送し
ようと若きプロデューサーが立ち上
がった。政治の壁や技術的な問題を
乗り越え、真実の報道に奔走したテ
レビマンの信念に迫る衝撃の実話。

アイヒマン・ショー
歴史を映した男たち

何者
©2016 映画「何者」製作委員会

10/15 -

HiGH&LOW THE RED RAIN
©2016「HiGH&LOW」製作委員会

10/8 -

インフェルノ
10/28 -

「EXILE TRIBE」のメンバーが総
出演し、この夏話題をさらった青
春アクション映画『HiGH&LOW 
THE MOVIE』の第２弾が早くも
登場。これまで登場していなかっ
た雨宮兄弟の長男・尊龍に斉藤

工を迎え、雨宮３兄弟の過去と今
が明かされる。最高で最強のキズナ
を描いた涙と感動の青春巨編。

就活の情報交換のために集まっ
た、22 歳の大学生５人。お互い
の思いや悩みをツイートで吐き出
しながら就活に励むが、やがて

「内定者」が現れたとき、これま
で隠されていた本音や妬みが露

になって…。演劇界の鬼才・三浦
大輔が『桐島、部活やめるってよ』
作者の直木賞受賞作を、映画化。

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！

2016 / 日本 / 時間未定

企画プロデュース：EXILE HIRO山口雄大
TAKAHIRO /登坂広臣/斎藤工

2016 / アメリカ / 2h01 予定

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

2016 / アメリカ / 1h36

クリント・イーストウッド 
トム・ハンクス / アーロン・エッカート

ハドソン川の奇跡 怒り
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved ©2016 映画「怒り」製作委員会

9/24 - 上映中

2009年１月、マンハッタン上 空で制
御不能となった飛行機をハドソン川
に不時着させ、乗客全員を生還させ
たサレンバーガー機長。だが、奇跡
の生還劇の裏側では、その判断をめ
ぐり厳しい追及が行われていた。英
雄とも容疑者ともされた機長の人間
性を描く、巨匠イーストウッド監督作。

八王子で起きた夫婦殺人事件。現
場に “ 怒 ” の血文字を残し、顔を整
形し、全国に逃亡を続ける犯人。一
年後。千葉・東京・沖縄に素性の知
れない３人の男が現れる。愛したあ
の人は殺人犯なのか？信じたいとい
う切なる思いは、脆くも崩れ去ってゆ
く…。ヒューマンミステリーの傑作。

2016 / 日本 / 2h22

李相日 『悪人』
渡辺謙 / 森山未來 / 松山ケンイチ / 綾野剛

坂本龍一

ふたりの桃源郷風の波紋
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。

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

© カサマフィルム

10/29 - 11/4

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

© 山口放送

11/5 - 11/11

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h37

ファーガル・ライリー / クレイ・ケイティス
坂上忍 / りんか＆あんな

©2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All rights reserved.

10/1 -

全世界30億ダウンロードのゲーム
アプリが『怪盗グルーの月泥棒３D』
のスタッフによって映画化！飛べない
鳥たちが暮らす島・バードアイランド
を舞台に、怒りんぼうのレッドたちが
奪われたタマゴをめぐって大冒険を
繰り広げる！ふわっふわでキュートな
鳥たちの勇気と絆の感動アニメ！

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

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

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。

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！

ヤング・アダルト・ニューヨーク
©2014 InterActiveCorp Films, LLC.

10/22 - 11/4

まだまだ若いつもりだが仕事も生
活もマンネリ気味な 40代夫婦。あ
る日出会った 20代カップルの自由
なライフスタイルに刺激を受け、生
き生きした日 を々取り戻していくが…。

『フランシス・ハ』のノア・バームバッ
ク監督のヒップなセンスが光るジェ
ネレーションギャップ・コメディ！

2014 / アメリカ / 1h37

ノア・バームバック『イカとクジラ』
ベン・スティラー / ナオミ・ワッツ

ニュースの真相
©2015 FEA Productions, Ltd. All Rights Reserved.

10/15 - 10/28

2004年、CBSの報道番組が再選
を目指すブッシュ大統領の軍歴詐称
をスクープ。ところが、その報道の証
拠に偽造の疑いが浮上し…。ケイト・
ブランシェットとロバート・レッドフォー
ドの名優競演が実現。21世紀最大
のジャーナリズム・スキャンダルを当
事者の目線から描いた実録ドラマ。

2015 / オーストラリア - アメリカ / 2h05
ケイト・ブランシェット / ロバート・レッドフォード

ジェームズ・ヴァンダービルト

エクス・マキナ

2015 / イギリス / 1h48

アレックス・ガーランド
ドーナル・グリーソン / アリシア・ヴィキャンデル

©Universal Pictures

10/22 - 11/4

プログラマーのケイレブは社長から山間
の別荘に招待される。そこで待ってい
たのは、美しい女性型ロボット・エヴァ
に搭載された人工知能の実験だった。
人間は何をもって人間たり得るのか。
人間と人工知能の主従関係を巡り、三
人の思惑が交錯する心理サスペンス。

第 88 回アカデミー賞 視覚効果賞 受賞

帰ってきたヒトラー
©2015 Mythos Film Produktions GmbH & Co. KG Constantin Film Pro duktion GmbH 

Claussen & Wobke & Putz Filmproduktion GmbH

10/15 - 10/28

なぜかタイムスリップして現代に甦っ
たアドルフ・ヒトラー。モノマネ芸人
と勘違いされてＴＶに出演するとたち
まち大ブレイク。当時のままの過激
な演説が、真理を突いていると話題
になり、迷える大衆の心を掴むのだ
が…。ブラックすぎる風刺の連続に
世界が騒然とした笑撃的問題作！

2015 / ドイツ / 1h56

デヴィッド・ヴェンド
オリヴァー・マスッチ / ファビアン・ブッシュ

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ『ミート・ザ・ペアレンツ』
ブライアン・クランストン / ダイアン・レイン

Photo: Hilary Bronwyn Gayle©2015 Trumbo Productions, LLC. ALL RIGHTS RESERVED

10/8 - 10/21

AMY エイミー

©2015 Universal Music Operations Limited. ©Rex Features

10/1 - 10/7

スキャンダラスな孤高の歌姫として
27歳で急逝した天才シンガー、エ
イミー・ワインハウス。彼女の未公
開プライベート映像や歌詞等によ
り、音楽を愛した一人の女性として
の素顔を解き明かしていく。世界中
が絶賛した傑 作ドキュメンタリー！

第 88 回アカデミー賞 
長編ドキュメンタリー賞 受賞

ブルックリン

2015 / アイルランド - イギリス - カナダ / 1h52

ジョン・クローリー『ダブリン上等 !』 
シアーシャ・ローナン / ジュリー・ウォルターズ

©2015 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

10/1 - 10/14

1950年代、アイルランドの閉鎖的な
町から、単身ブルックリンに渡ったエ
イリシュ。都会の生活に戸惑いなが
らも、恋を機に洗練されたニューヨー
カーへと変わってゆくが…。故 郷と
新天地の間で揺れながら人生を選
択する主人公の機微を、シアーシャ・
ローナンが情緒豊かに演じきる。

真田十勇士
©2016『真田十勇士』製作委員会

上映中

天下の名将・真田幸村は、容姿と強
運だけが取り柄の凡人だった。実物と
虚像の差に悩む幸村と出会った猿飛
佐助は、彼を天下一の武将に仕立て
上げることを決意。一癖も二癖もある
仲間を集め、圧倒的に不利な徳川軍
との戦いに挑む！大胆な発想で十勇
士の活躍を描く壮大な歴史絵巻！

2016 / 日本 / 1h49

森達也
佐村河内守

2016 / 日本 / 1h37

三浦大輔『愛の渦』 朝井リョウ
佐藤健 / 有村架純 / 二階堂ふみ / 菅田将暉

ボクの妻と結婚してください。

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

©2016「ボクの妻と結婚してください。」製作委員会

11/5 -

樋口卓治

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…？

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

1950年代、赤狩りの標的となった
脚本家ダルトン・トランボはハリウッド
を追放されてしまう。しかし偽名を使
用して『ローマの休日』など、数々の
名作を世に送り出した。家族や映画
関係者に支えられ、言論や思想の
自由を貫き、偽名でアカデミー賞を
２度も受賞した男の感動の実話。

©2014 LOMA NASHA FILMS - VENDREDI FILM - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - 
UGC IMAGES -FRANCE 2 CINEMA - ORANGE STUDIO

10/8 - 10/21

パリ郊外の高校で落ちこぼれクラス
の担任になったアンヌは、歴史コン
クールへの参加を生徒たちに提案
する。「アウシュヴィッツ」という難解
なテーマに生徒たちは反発するが、
壮絶な歴史の真実が彼らに変化を
もたらしてゆく。フランスの教室で実
際に起こった奇跡の実話。

奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ

2014 / フランス / 1h45
アリアンヌ・アスカリッド / アハメッド・ドゥラメ

マリー＝カスティーユ・マンション＝シャール

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）

FAKE フェイク

©2016 ｢Fake｣ 製作委員会

10/15 - 10/28

ゴーストライター騒動で世間を騒がせ
た佐村河内守。“ 現代のベートーベ
ン”と呼ばれた男は何故誕生したのか。

『A』『A2』以来15 年ぶりの新作とな
る森達也がその素顔に迫る。真実と
は、虚偽とは何か。時代の病をあぶり
だしながら、なだれ込む衝撃のラスト
12 分間、誰にも言わないでください。

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』

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


