小学生には助言・指導が必要です
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上映中
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15 歳以上がご覧になれます

© Shayne Laverdiere, Sons of Manual

18 歳以上がご覧になれます

3/31 -

たかが世界の終わり

ムーンライト

© 2016 A24 Distribution, LLC

動物だけが暮らす世界で、オンボロ劇

『セッション』で旋風を巻き起こしたＤ・
チャゼル監督最新作。夢を追いかける

人気作家のルイが 12 年ぶりに帰郷
する。自分の死期が近いことを家族に

マイアミの貧困地域。育児放棄され、

場支配人のコアラが復活を賭けて歌

ジャッキー ／ファーストレディ 最後の使命

唱オーディションを開催！ゾウ、ゴリ

人々が集う街、ロサンゼルス。女優の

告げるためだったが、ぎこちなく流れて

の支えである男友達に特別な好意を抱

ラ、ヤマアラシ、ブタ、
ネズミ…様々な

卵と不遇なジャズピアニストの恋を、

ゆく再会の時間は、やがてそれぞれが

くように。その想いは誰にも打ち明けら

ケネディ大統領が永遠に人々の心

Ｎ・ポートマンを筆頭に賞レースを席

動物たちが人生を変えるため参加す

往年の名作を彷彿とさせるゴージャ

抑圧してきた感情の渦に呑み込まれて

れずにいたが…。主人公の成長を３つ

に生き続けることになった陰には、

巻した珠玉の伝記ドラマ。

ることに！レディー・ガガやザ・ビート

スでロマンチックな歌とダンスで描く。

いき…。
「愛と葛藤」を描き続ける若き

の時代にわたって描き、胸の張り裂け

ルズなど 65 曲以上のヒットソングが

本年度最注目の傑作ミュージカル！

天才グザヴィエ・ドランの渾身作。

るような感動が押し寄せる愛の名作。

3/31 -

© 2016 Jackie Productions Limited

妻ジャッキーの知られざる闘いが
あった。暗殺された最愛の夫を過
去の人にさせないために彼女が挑
んだ “ 最後の使命 ”を描き、主演

4/1 -

© 2016 STX FINANCING, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

第 73 回 ヴェネツィア国際映画祭
脚本賞 受賞

彩る『ミニオンズ』スタッフ最新作！

パブロ・ラライン

ガース・ジェニングス

ナタリー・ポートマン / ピーター・サースガード
2016 / アメリカ - チリ- フランス / 1h 39

4/1 - 4/14

© 2015 UNIVERSAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESREVED.

マシュー・マコノヒー/リース・ウィザースプーン
2016 / アメリカ / 1h 48

4/1 - 4/14

Movie, LLC and TSG
© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation, Demolition
Entertainment Finance LLC.

エイミー、エイミー、エイミー！
こじらせシングルライフの抜け出し方

雨の日は 会えない、
晴れた日は君を想う

見知らぬ研究施設で目覚め、事故で

子供時代の経験のせいで真剣な恋愛

激しく損傷した自分の肉体がサイボー

から逃げてきたエイミー。ある男性と

グ化されているのを知ったヘンリー。

ハードコア

第 89 回 アカデミー賞
監督賞／主演女優賞他 全６部門受賞
デイミアン・チャゼル

ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン
2016 / アメリカ / 2h08

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞
グザヴィエ・ドラン

ギャスパー・ウリエル / レア・セドゥ
2016 / カナダ - フランス / 1h39

4/8 - 4/28

4/1 - 4/14

© TOTSU、Solid Feature、DAIZ、SHAIKER、BBmedia、geek sight

学校ではいじめられている少年が、心

第 89 回アカデミー賞
作品賞／脚色賞／助演男優賞 受賞
バリー・ジェンキンス

トレヴァンテ・ローズ / マハーシャラ・アリ
2016 / アメリカ / 1h51

4/8 - 4/21

息の跡

ブルーハーツが聴こえる

バーフバリ 伝説誕生

交通事故で妻を亡くしたエリート銀

東日本 大 震 災の津 波で流されてし
まった陸前高田市の住宅兼 店舗の

結成 30 周年記念！世代を超えて愛
されるブルーハーツの名曲が映画化 !!

巨大な滝の下で育った青年が、滝の

行員のデイヴィス。一滴の涙も出な

の出会いをきっかけに、
これまでの

い無 感 覚の自分に気づいた彼は、

種苗店を、自力で立て直して営業を

「ハンマー (48 億のブルース )」
「人

謎の組織にさらわれた妻を救うため、

生き方を見つめ直すことになるが…。

失った感情を取り戻すため、身の回

再開した佐藤貞一さん。独学で身に

にやさしく」
「ラブレター」
「少年の詩」

頂上に広がる大地を目指す。そこは邪
悪な暴君が支配する王国で、囚われ
の王妃が実の母であること、自分が王

超人的な能力を発揮して敵に立ち向

ＮＹ版こじらせ女子の恋の行方は !?

りのあらゆる物を破壊し始めるが…。

つけた英語や中国語で自身の体験を

「情熱の薔薇」
「1001 のバイオリン」

子バーフバリであることを知る―。イン

かう！全編が主人公の主観映像で構

人 気コメディエンヌのエイミー・

大きな空虚を抱えた男の再生に向け

書き続け、津波被害の歴史を調べ続

を、６人の個性派監督が自由な解釈

ド映画史上最大のヒットを記録！伝説

成された究極の体感アクションムー

シューマーが贈る迷走ラブコメディ！

た心の旅路を、ジェイク・ギレンホー

ける佐藤さんの日々を、映像作家・小

で物語として描き上げる。豪華キャス

の戦士の数奇な運命を壮大なスケー

ビー。驚愕の映像革命を目撃せよ！

豪華カメオ出演者も見逃さないで！

ルが繊細に演じたヒューマンドラマ。

森はるかが記録したドキュメンタリー。

トが集結したオムニバスドラマ。

ルで描くアクション超大作 !!

イリヤ・ナイシュラー
シャールト・コプリー / ダニーラ・コズロフスキー
2016 / ロシア- アメリカ / 1h36

ジャド・アパトー

エイミー・シューマー

エイミー・シューマー / ビル・ヘイダー
2015 / アメリカ / 2h05

ジャン＝マルク・ヴァレ
ジェイク・ギレンホール / ナオミ・ワッツ

4/15 - 4/28

愛という名前のふたり

お嬢さん

アシュラ

レンガ職人のリチャードは恋人のミ

日本統治下の朝鮮半島。支配的な

ルドレッドの妊娠を機に生涯を共に

叔父と暮らす令嬢・秀子のもとに、新

することを決意する。しかし1958 年
当時、バージニア州では異人種間の

ラビング

© 2016 Big Beach, LLC. All Rights Reserved.

飯塚健 / 下山天 /井口昇/清水崇 /工藤伸一/ 李相日
尾野真千子/市原隼人/斎藤工/優香/永瀬正敏/豊川悦司

2015 / アメリカ / 1h 41

4/15 - 5/4

4/15 - 5/5

小森はるか
2016 / 日本 / 1h33

© 2016 CJ E&M CORPORATION, MOHO FILM, YONG FILM ALL RIGHTS RESERVED

© 2016 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved

2017 / 日本 / 2h39

4/15 - 4/28

© Bangkok Nites Partners 2016

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
2015 / インド / 2h18

4/15 - 4/28

© 2016 Studiocanal S.A. TF1 Films Production S.A.S.All Rights Reserved

4/15 - 4/21

© 2016 All Governments Lie Documentary Productions INC.

バンコクナイツ

フレンチ・ラン

すべての政府は嘘をつく

刑事のドギョンは街を牛耳る市長の

家計のために働くバンコクの娼婦ラッ

革命記念日前夜のパリで爆弾テロが

悪事の後始末を請け負ってきたが、

クと、元恋人のオザワ。５年ぶりに再

発生。その濡れ衣を着せられた天才

かつて米国人ジャーナリストの I.F. ス
トーンは「すべての政府は嘘をつく」

しいメイドがやってくる。彼 女は一

市長逮捕に燃える検事が彼を脅迫し

会した２人は彼女の故郷のタイ東

スリのマイケルは、無実を証明するた

と喝破し、地道な調査報道で次々と

家の財産を狙う詐欺師の手先だった

たことから、欲と憎悪をむき出しにし

北部に向かうことになるが…。
『サウ

めにＣＩＡのアウトロー捜査官ブライ

政府の嘘を明らかにした。大手メディ

結婚は法律で禁じられており、二人

が、美しく純真な秀子に惹かれてゆ

た苛烈な闘争になだれ込む。悪人たち

ダーヂ』などで注目を集める映像制

アーとコンビを結成！凶悪なテロ犯

アが権力の欺瞞を追及しない現代に

はワシントンで結婚を果たすが…。

き…。箱庭で繰り広げられる暴力と

の地獄絵図に光は射すのか。容赦な

作集団 “空族”が放つ群像ロードムー

の行方を追って、前代未聞の破天荒

あって、彼の理念を受け継いで闘う

アメリカを変えたラビング夫妻の深

愛憎を自在に操り、観客を混沌へと

い暴力描写から破滅に突き進む男た

ビー。現地の息遣いを感じさせる映

コンビが縦横無尽にパリを駆け巡る

フリージャーナリストたちの活動を

く静かな愛が胸を打つ珠玉の一本。

誘う映像作家パク・チャヌクの野心作。

ちの哀愁が漂う究極の韓国ノワール。

像とパワフルな語り口に圧倒される。

破壊的バディ・アクション・ムービー！

追った必見のドキュメンタリー。

ジェフ・ニコルズ
ジョエル・エドガートン / ルース・ネッガ
2016 / イギリス - アメリカ / 2h02

4/22 - 5/12

哭声

© 2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

コクソン

パク・チャヌク

サラ・ウォーターズ

キム・ミニ / キム・テリ / ハ・ジョンウ
2016 / 韓国 / 2h25

4/22 - 5/5

富田克也

キム・ソンス
チョン・ウソン / チュ・ジフン
2016 / 韓国 / 2h13

スベンジャ・ポンコン/スナン・プーウィセット
2016 / 日本 -フランス-タイ-ラオス/ 3h03

4/22 - 5/5

© Voyage of Time UG (haftungsbeschränkt). All Rights Reserved.

4/22 - 5/5

2016

第３の愛

ボヤージュ・オブ・タイム

© 2016 Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH

人類遺産

ジェームズ・ワトキンス

フレッド・ピーボディ

イドリス・エルバ / リチャード・マッデン

ノーム・チョムスキー / マイケル・ムーア

2016 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h32

4/22 - 5/5

© 2017「スレイブメン」製作委員会

オリヴァー・ストーン

2016 / カナダ / 1h32

4/29 - 5/19

© 2016 CG Cinema ・ Arte France Cinema ・ DetailFilm ・ Rhone-Alpes

スレイブメン

未来よ こんにちは

韓国のとある小さな村。得体の知れな

大財閥の御曹司チージョンは、飛行

『ツリー・オブ・ライフ』のテレンス・

『いのちの食べかた』のニコラウス・ゲ

冴えない青年が謎の通り魔に襲われ

ナタリーはパリの高校の哲学教師。

い “ よそ者 ” がやってきて以来、村人

機の中で大 粒の涙を流す美しい女

マリック監督が、宇宙創成と生命の歩

イハルター監督最新作。福島原発事

るが、偶然が重なって、運命を変え

あるとき、夫からは離婚を切り出され、

が家族を虐殺する事件が続発する。

性から目が離せなかった。その後、何

みを誰も見たことがない圧巻の映像

故被災地や軍艦島を含む世界 70 ヶ

る能力を持ったヒーロー “ スレイブメ

世話をしていた母も他界。充実した

村の警官は、殺人を犯した者に共通

度も偶然の再会を繰り返した２人は、

で描いたドキュメンタリー。宇宙の歴

所以上の廃墟を撮影し、人間不在の

ン ” として復活。愛する少女の運命

日々から一転して“お一人様 ”になって

する特徴を自分の娘に見つけてしま

奇跡に導かれるまま運命の恋に落ち

史は我々の命にどんな神秘をもたらし

“ 棄てられた風景 ” の声に耳を傾ける

を変えるために奮闘するが…。鬼才・

しまったナタリーの未来は再び輝ける

い…。國村隼が謎だらけの男を怪演！

ていく。しかしチージョンには、父親

たのか？我々はどう生き残り、進化し、

異色ドキュメンタリー。その幻想的なま

井口昇監督がどんでん返しに次ぐど

のか？大女優イザベル・ユペールの

『哀しき獣』のナ・ホンジン監督による

が決めた婚約者がいて…。様々な困

現在に至ったのか？宇宙と生命を巡

での映像美、現実離れした現実の存

んでん返しで “ 世界一ロマンティッ

新たな代表作というべき傑作ドラマ。

難が待ち受ける２人の愛の結末は？

る探求の旅が始まる―。

在感にひたすら圧倒される。

クなヒーロー映画 ” を目指す！

韓国土着ミステリの衝撃作。
ナ・ホンジン
クァク・ドウォン / ファン・ジョンミン / 國村隼
2016 / 韓国 / 2h36

4/29 - 5/12

© 2016 Man Down, LLC. All Rights Reserved

イ・ジェハン
ソン・スンホン / リウ・イーフェイ
2016 / 中国 / 1h53

4/29 - 5/12

© 2016 A&E Television Networks, LLC. All Rights Reserved.

テレンス ･ マリック
ナレーション：ケイト・ブランシェット

ニコラウス・ゲイハルター
2016 / オーストリア - ドイツ - スイス / 1h34

2016 / フランス - ドイツ - アメリカ /1h30

4/29 - 5/12

© 『標的の島 風かたか』製作委員会

井口昇

ミア・ハンセン＝ラヴ

中村優一 / 奥田佳弥子 / 味岡ちえり / 津田寛治
2016 / 日本 / 1h27

4/29 - 5/12

© This Beautiful Fantastic UK Ltd 2016

4/29 - 5/12

第 69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

© 2016 AWD FILM LLC, ALL RIGHTS RESERVED.

イザベル・ユペール / アンドレ・マルコン
2016 / フランス - ドイツ / 1h42

5/5 Photo by Sabrina Lantos

© 2016 GRAVIER PRODUCTIONS, INC

標的の島 風（かじ）かたか

マイビューティフルガーデン

ウィーナー

オーウェンは自閉症で２歳のときから

沖縄県民の抵抗を無視して強行され

不器用で引っ込み思案のベラ。植物

性的スキャンダルで辞職した元下院

映画業界の有力者である叔父を頼っ

一言も発しなくなった。それから数年

る辺野古の米軍新基地建設、高江

恐怖症でもある彼女は庭を荒れ放題

議員アンソニー・ウィーナーが、起死

てハリウッドにやって来た青年ボビー。

しかしそこにはまるで別世界のように

後、オーウェンが大好きなディズニー

のヘリパッド建設、そして先島諸島

にしていたため、アパートの退去を

回生をかけてＮＹ市 長 選に出馬！

叔父の秘書ヴェロニカに心を奪われ

荒廃した街が広がっていた。家族の身

アニメの台詞を口にしていることに気

の自衛隊配備・ミサイル基地建設。

勧告されてしまう。困り果てて偏屈な

ところが密着ドキュメンタリーであ

ながら、次第に煌びやかな社交界の

マン・ダウン 戦士の約束

ぼくと魔法の言葉たち

米海兵隊員のガブリエルは過酷な戦
場から家族の待つ母国に帰還する。

懲りない男の選挙ウォーズ

カフェ・ソサエティ

に、世界に、何があったのか？必死に

づいた父が、ディズニーキャラになり

それらが意味しているものとは何か？

園芸家の隣人に助けを求めるが…。

る本作の撮影中、まさかの疑惑が浮

妻と子 供を探すガブリエルだった

きって話しかけると…。子供を愛し抜

『標的の村』『戦場ぬ止み』に続き、

庭を愛することは人生を愛すること。

上し…。選挙戦を舞台に繰り広げら

熱狂に陥ってゆく。1930 年代黄金期
のハリウッドを舞台に、可笑しくてほ

が…。衝撃のラストが待ち受けるシャ

く両親の姿とアニメの力に思わず涙す

三上智恵監督が沖縄の基地問題の

ガーデニングの本場イギリスから届

れる悲喜こもごもの人間劇場。まさに

ろ苦い人生の皮肉を軽快なタッチで

イア・ラブーフ主演の戦争ドラマ。

る奇跡のドキュメンタリー！

現実を告発するドキュメンタリー。

いた心温まるヒューマンドラマ。

事実はフィクションよりも奇なり！

描くウディ・アレン監督最新作。

ディート・モンティエル
シャイア・ラブーフ / ジェイ・コートニー
2015 / アメリカ / 1h31

ロジャー・ロス・ウィリアムズ

三上智恵

オーウェン・サスカインド / ロン・サスカインド

ナレーション：三上智恵

2016 / アメリカ / 1h31

2017 / 日本 / 1h59

サイモン・アバウド
ジェシカ・ブラウン・フィンドレイ/トム・ウィルキンソン
2016 / イギリス / 1h32

ジョシュ・クリーグマン / エリース・スタインバーグ
アンソニー・ウィーナー/フーマ・アベディン
2016 / アメリカ / 1h36

ウディ・アレン
ジェシー・アイゼンバーグ/クリステン・スチュワート
2016 / アメリカ / 1h36

