
森山中教習所

2016 / 日本 / 1h43
野村周平 / 賀来賢人 / 岸井ゆきの / 麻生久美子

2016 / 日本 / 1h48
武田梨奈 / 小林豊 / 内藤剛志 / 吉行和子

園子温という生きもの

2016 / 日本 / 1h37

大島新
園子温 / 染谷将太 / 二階堂ふみ / 神楽坂恵

ひそひそ星

2015 / 日本 / 1h40

園子温
神楽坂恵 / 遠藤賢司 / 池田優斗 / 森康子

祈りのちから

2015 / アメリカ / 2h00

アレックス・ケンドリック
Ｔ・Ｃ・スターリングス / プリシラ・シャイラー

オマールの壁

2013 / パレスチナ / 1h37

ハニ・アブ・アサド
アダム・バクリ / リーム・リューバニ

レジェンド 狂気の美学

2015 / イギリス - フランス / 2h11

ブライアン・ヘルゲランド
トム・ハーディ / エミリー・ブラウニング

2014 / アメリカ - ドイツ / 1h54
エドワード・スノーデン / グレン・グリーンウォルド

シークレット・アイズ

2015 / アメリカ / 1h51

ビリー・レイ
キウェテル・イジョフォー / ジュリア・ロバーツ / ニコール・キッドマン

海すずめ

©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

©Praxis Films ©Laura Poitras

©2015 STX Productions,LLC.All rights reserved.

© 真造圭伍／小学館 ©2016「海すずめ」製作委員会

©2016「園子温という生きもの」製作委員会 ©SION PRODUCTION

ふきげんな過去

2016 / 日本 / 2h00

前田司郎
小泉今日子 / 二階堂ふみ / 高良健吾 / 板尾創路

©2016「ふきげんな過去」製作委員会

7/9 - 7/9 - 7/22

7/16 - 7/29 7/16 - 7/297/9 - 7/22

7/23 - 8/127/16 - 7/29 7/23 - 8/5

7/23 - 8/5

7/30 - 8/12

2015 / イギリス / 1h37

ジュリアン・ジャロルド
サラ・ガドン / ベル・パウリー

©GNO Productions Limited

7/30 - 8/19

豊島圭介 大森研一

ローラ・ポイトラス

マイペースな大学生の清高と、その同
級生でネクラなヤクザの轟木。無免
許運転する轟木の車にひかれた清高
は、事故もみ消しのため、そのまま轟
木と“ 非公認教習所” に通わされる
ことに…。風変わりなひと夏の友情を
描く青春コメディ。映画の世界を表現
した星野源の主題歌にも注目！

愛媛県宇和島市。図書館自転車課の
雀の仕事は、自転車で本を配達する
こと。そのころ町は伊達家の宇和島藩
開藩400年に沸いていたが、記念祭の
目玉衣装復刻に必要な書物の紛失が
発覚！この大ピンチに奔走する雀た
ち自転車課だったが…。本と自転車が
時代を繋ぐ、歴史＋青春ムービー！

一見幸せだが、実はある問題を抱え
ていたトニーとエリザベス夫妻。顧
客の老婦人にそれを見抜かれたエ
リザベスは、彼女に勧められるまま

「祈り」を捧げることに。すると不思
議な出来事が起き始めて…。クリス
チャン映画３作品の最後を飾る、祈
りをテーマにしたヒューマンドラマ。

日本映画のトップランナー、園子温
監督の１年間に密着したドキュメンタ
リー。新作『ひそひそ星』の撮影舞台
裏の他、絵画制作や路上パフォーマ
ンスなど様々な表現活動に打ち込む
姿を追いかける。その知られざる素
顔の証言者として染谷将太・二階堂
ふみ、妻で女優の神楽坂恵も登場。

人口が激減し、機械が宇宙を管理す
る遠い未来。ある日、宅配用アンドロ
イドの鈴木洋子は “ひそひそ星” に配
達に行く。その星では大きな音を立
てると人間が死ぬ恐れがあり…。「風
化する記憶や時間への焦燥を撮り
たい」—鬼才・園子温が剥き出しの作
家性をぶつけた構想25年の野心作。

イスラエルが建設した“分離壁”で自
治区内を分断されたパレスチナ、その
過酷な現実を告発する社会派ドラマ。
パレスチナに暮らす青年オマールは、
恋人に会うにも危険な壁を越えなけれ
ばならなかった。しかしある日、イスラ
エルの秘密警察に捕まってしまい…。

退屈な毎日を過ごす高校生の果子
のもとに、18年前に死んだはずの伯
母が帰ってくる。図々しく居候する伯
母との同居生活に苛立つ果子だった
が、退屈だった日常は特別なものに
変わっていき…。異才の劇作家・前田
司郎が小泉今日子＆二階堂ふみＷ主
演で贈る、ほろ苦いひと夏の物語。

国民に対するアメリカ政府の違法な監
視活動を暴露した“スノーデン事件”。
NSA・CIAの元職員エドワード・スノー
デンと本作監督の接触から始まるこの
映画は、世界を震撼させた告発事件の
全貌をリアルタイムで記録した前代未
聞のドキュメンタリーである。必見 ! !

1960年代のロンドンで様々な犯罪に
手を染める双子のクレイ兄弟。裏社
会で勢力を伸ばし、やがて一大帝国
を築きあげるが…。実在した双子ギャ
ングの伝説を映画化したクライムド
ラマ。対照的な性格の双子をトム・
ハーディが１人２役で演じ分ける。そ
の演技力・存在感はまさに圧倒的！

エリザベス女王が19歳の王女だった
1945年５月の英国。国民が長きにわ
たった戦争の勝利を祝う夜、非公式
の外出を認められたエリザベスは、最
初で最後の自由な一夜を過ごすた
めロンドンの街中に繰り出す―。史実
に基づいて描かれる、『ローマの休日』
を思わせるような胸躍る王室秘話。

検察局捜査官ジェスの娘が殺される
事件が発生。しかし犯人逮捕には至
らなかった。それから13年、事態は急
展開を迎える。当時捜査に当たった
レイとクレア、そしてジェスがたどり着
く衝撃の真相とは !? アカデミー賞
受賞サスペンス『瞳の奥の秘密』を
ハリウッドスター競演でリメイク。

2016 / 日本 / 2h05

宮藤官九郎
長瀬智也 / 神木隆之介 / 尾野真千子 / 森川葵

©2016 Asmik Ace, Inc. / TOHO CO., LTD. / J Storm Inc. / PARCO CO., LTD. / AMUSE INC. 
/ Otonakeikaku Inc. / KDDI CORPORATION / GYAO Corporation

6/25 - 

突然の事故で死んでしまった高校生
の大助がたどり着いたのはなんと地
獄！大好きなひろ美ちゃんに告白も
せずに死ぬなんて…。そんな大助の
前に現れた、地獄の赤鬼ロッカー・キ
ラーK。鬼特訓のもと、蘇りを賭けた
地獄巡りが始まる！クドカン×豪華
キャストで贈る、爆笑地獄コメディ！

TOO YOUNG TO DIE!
若くして死ぬ

ターザン：REBORN

2016 / アメリカ / 1h50

デヴィッド・イェーツ 
アレクサンダー・スカルスガルド / マーゴット・ロビー

©2016 EDGAR RICE BURROUGHS, INC., WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE 
ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

7/30 -

アクション映画の原点『ターザン』を
『ハリー・ポッター』の監督がリメイ
ク。生後まもなくジャングルで動物に
育てられた過去を持つ英国貴族の
ターザンが、さらわれた妻を救うた
めに己の野性を呼び覚ます！大迫力
の最新技術でアクションと動物たち
を描いたアドベンチャー・ムービー! !

見えない目撃者

2015 / 中国 - 韓国 / 1h52

アン・サンフン
ヤン・ミー / ルハン / ワン・ジンチュン

©2015 New Clues Film Co., Ltd. All rights reserved.

7/9 - 7/22

盲目の元警察官候補生シャオシンが
交通事故に遭遇。彼女の証言で警察
の捜査が進む中、もう１人の目撃者
の青年が現れる。徐々に犯人へと迫
るが、２人の命も狙われていて…。韓
国映画『ブラインド』を中国でリメ
イクしたスリリングな犯罪サスペン
ス。ルハンの歌唱シーンにも期待！

LOVE ３D

2015 / フランス - ベルギー / 2h15

ギャスパー・ノエ 
カール・グルスマン / アオミ・ムヨック

©2015 LES CINEMAS DE LA ZONE . RECTANGLE PRODUCTIONS . WILD BUNCH 
. RT FEATURES . SCOPE PICTURES .

7/16 - 7/29

ある電話をきっかけに、マーフィー
はかつて恋人と過ごした日々を別れ
からさかのぼるように振り返る。い
つまでも続くはずだった愛の時間は、
どのように終わり、育まれ、そして
始まったのか…。映画界の異端児
ギャスパー・ノエが、３Ｄを駆使して
情熱的で感傷的な “ 愛 ” を激写する。

創造と神秘の
サグラダ・ファミリア

2012 / スイス / 1h34

ステファン・ハウプト
ジャウマ・トーレギタル

©Fontana Film GmbH, 2012

7/16 - 7/22

あとたった10年で完成?! 年間300
万人を超える世界中の観光客を魅了
するバルセロナの世界遺産、サグラ
ダ・ファミリア。完成まで300年かか
るとされていたアントニ・ガウディ世
紀の一大プロジェクトは、いかにして
2026年完成予定となったのか？その
秘密を解き明かすドキュメンタリー。

神様メール

2015 / ベルギー - フランス / 1h55

ジャコ・ヴァン・ドルマル 
ブノワ・ポールヴールド / カトリーヌ・ドヌーヴ

王の運命（さだめ）
歴史を変えた八日間

2015 / 韓国 / 2h05

イ・ジュニク
ソン・ガンホ / ユ・アイン

©2015 - Terra Incognita Films/Climax ilms/Apres le deluge/Juliette Films Caviar/ORANGE 
STUDIO/VOO et Be tv/RTBF/Wallimage©2015 SHOWBOX AND TIGER PICTURES ALL RIGHTS RESERVED

7/23 - 8/57/16 - 7/29

神様はベルギーのブリュッセルに家
族と一緒に住んでいて、パソコンで面
白半分に世界を支配している。そん
な父に憤慨した10歳の娘エアが、あ
る日神様のパソコンから人々に余命
を知らせるメールを送ったから、さあ
大変！欧州各国で大ヒットした痛快
でハッピーなミラクル・コメディ！

朝鮮国王・英祖（ヨンジョ）は、優秀
な後継者に育たなかった息子の世子

（セジャ）への失望と怒りに震えてい
た。世子もまた自分のやり方を認め
ない父王への憎しみを募らせており、
ついには暗殺にまで思いを至らせる
が…。朝鮮王朝史に刻まれる悲劇を
描いた、待望のソン・ガンホ主演作。

ノーマ、世界を変える料理

2015 / イギリス / 1h39

ピエール・デュシャン
レネ・レゼピ

Photo by Pierre Deschamps©2015 DOCUMENTREE FILMS LTD

7/30 - 8/12

カブの器に入った花の蜜の食前酒、
花束のような野菜に蟻が歩きまわる
ソースなど、自然を凝縮したかのよう
な料理で魅了するデンマークの人気
レストラン「noma」。斬新なアイディ
アで美食の常識を塗り替え、北欧料
理を創造したオーナーシェフ、レネ・レ
ゼピの４年間を追うドキュメンタリー。

太陽

2016 / 日本 / 2h09

入江悠
神木隆之介 / 門脇麦 / 古川雄輝 / 古舘寛治

©2015「太陽」製作委員会

7/9 - 7/22

前川知大

バイオテロでウイルスが蔓延した世
界。人類は、高度に進化したが太陽の
下では生きられない新人類と、新人
類に支配される旧人類に分かれてい
た。ある旧人類の青年が憧れの新人
類への転換手術を希望するが…。生
きることの意味を問う劇団イキウメの
傑作舞台を、入江悠監督が映画化。

孤独のススメ

2013 / オランダ / 1h26

ディーデリク・エビンゲ
トン・カス / ルネ・ファント・ホフ

©2013, The Netherlands. Column Film B.V. All rights reserved.

7/9 - 7/22

妻に先立たれ、息子とも音信不通のフ
レッドは、人付き合いを避けて単調な
毎日を送っていた。ところがある日、
素性の知れない無口な男がやってき
て家に居ついてしまう。謎の男がもた
らした不思議な共同生活はフレッド
の人生を少しずつ変えてゆくが…。
オランダ発の静かで優しい感動作。

第 66 回カンヌ映画祭
「ある視点」部門 特別審査員賞受賞

第 87 回アカデミー賞
長編ドキュメンタリー賞 受賞

獣は月夜に夢を見る

2014 / デンマーク - フランス / 1h25

ヨナス・アレクサンダー・アーンビー
ソニア・ズー / ラース・ミケルセン

©2014 Alphaville Pictures Copenhagen ApS

7/30 - 8/12

閉鎖的な村で両親と暮らす19歳のマ
リー。職場で出会ったダニエルと惹
かれ合うが、その頃から彼女の身体
には奇妙な変化が現れ始める。そこ
にはある抗えない秘密が隠されてい
た…。デンマークの美しい自然を背景
に、恐ろしくも儚い少女の愛と覚醒を
詩的な映像で綴った北欧ミステリー。

カルテル・ランド

2015 / アメリカ - メキシコ / 1h40

マシュー・ハイネマン
ホセ・ミレレス

©2015 A&E Television Networks, LLC

7/30 - 8/12

麻薬カルテルの抗争が激化し、一般
市民まで巻き込んだ殺戮が続くメキ
シコ。政府も警察も当てにならない状
況に立ち上がったひとりの町医者が、
市民たちと自警団を結成するが…。麻
薬戦争の最前線に迫る命懸けのド
キュメンタリー。どんなフィクション
よりも衝撃的な現実に言葉を失う。

バンクシー・ダズ・ニューヨーク

2014 / アメリカ / 1h21
クリス・モーカーベル

7/23 - 7/29

１ヶ月間、毎日１点の作品を路上のど
こかに残し、場所を明かさずに公式
サイトに投稿。人々はSNSを駆使し
て作品探しに奔走する—。そんなユ
ニークな展示を仕掛けたのは、正体
不明のアーティスト“ バンクシー”。
ニューヨーク中を巻き込んだ作品捜
索の熱狂を追うドキュメンタリー。

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.

7/23 - 8/5

1961年。ホロコーストに関わったナ
チス将校アドルフ・アイヒマンの裁判
をテレビ中継しようと、ひとりのテレ
ビマンが立ち上がる。ナチスによる
ユダヤ人迫害の恐るべき事実を世界
に知らせるため、中継実現に向けて
奔走するが…。歴史的な裁判中継の
裏側で闘った男たちの熱きドラマ。

アイヒマン・ショー
歴史を映した男たち

ロイヤル・ナイト
英国王女の秘密の外出

シチズンフォー 
スノーデンの暴露 ディストラクション・ベイビーズ

2016 / 日本 / 1h48

真利子哲也
柳楽優弥 / 菅田将暉 / 小松菜奈 / 村上虹郎

©2016「ディストラクション・ベイビーズ」製作委員会

7/23 - 8/5

野獣のように喧嘩に明け暮れて生き
る泰良に、「あんた、すげえな！オレと
おもしろいことしようや」と裕也は声
をかける。２人が始めたのは、無差
別に通行人に暴行を加える危険な
遊びだった—。国内外でカルト的人
気を誇る真利子哲也監督が、若者の
欲望と乾いた狂気を描いた衝撃作。

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

7/30 - 8/12

美しい妻と２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。

2016 / 日本 / 1h30
中村里砂 / 風間俊介 / 森野美咲 / 武瑠

少女椿
©2016「少女椿」フィルム・パートナーズ

6/25 - 7/8

TORICO 真造圭伍丸尾末広

丸尾末広のカルトコミックがまさか
の実写化！“ 赤猫サーカス団 ” で辛
い目に遭いながらも下働きに励む孤
児のみどり。新入りの奇術師にも心を
惹かれるが、それがさらなる悲劇の
幕開けとなり…。毒々しくも美しい映
像と意表を突くエログロ演出で、少女
を見舞う悪夢のような運命を描く。

知らない、ふたり

2015 / 日本 / 1h46

今泉力哉
レン / 青柳文子 / ミンヒョン / 韓英恵 /JR

©2015 NIKKATSU, So-net Entertainment, Ariola Japan

7/30 - 8/5

互いの “想い” を知らない男女７人
が織り成す、すれ違いの恋愛群像
劇。等身大の若者たちの複雑な恋模
様を日韓混成キャストで描き出すの
は、新鋭・今泉力哉監督。「日本のホ
ン・サンス」と評されるのも納得の、
軽妙でユーモラスで、でも痛くて、苦
くて、切ない物語が繰り広げられる。

向井秀徳

君がくれたグッドライフ

2014 / ドイツ / 1h35

クリスティアン・チューベルト
フロリアン・ダーヴィト・フィッツ / ユリア・コーシッツ

©2014 Majestic Filmproduktion GmbH / ZDF

7/16 - 7/29

ALS（筋萎縮性側索硬化症）を宣告
されたハンネスは、友人たちとの自
転車旅行で尊厳死が認められている
ベルギーを目指す。それぞれが複雑
な思いを抱えながら、いつものように
楽しく時間は過ぎてゆくが…。道中で
起こる悲喜交々の人間ドラマを通じ
て、生きることの意味を問いかける。

向井秀徳

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


