
シビル・ウォー  キャプテン・アメリカ

©2015 Marvel

4/29 -

幾度も世界の危機を救ってきた
アベンジャーズ。しかし政府は
彼らのその力を恐れ、無許可
での活動を禁止した。アイアン
マンはそれに従うことにするが、
キャプテンは疑問を抱く。そん

な中起きた事件により２人は対立
することに。それはチームを二分す
る禁断の戦いの始まりだった !!

2016 / 日本 / 1h50

中島かずき三池崇史
伊藤英明 / 武井咲 / 山下智久 / 山田孝之

貴家悠 / 橘賢一

2016 / アメリカ / 2h26

アンソニー・ルッソ / ジョー・ルッソ
クリス・エヴァンス / ロバート・ダウニー・Jr.

フィフス・ウェイブ

2016 / アメリカ / 1h52

J・ブレイクソン『アリス・クリードの失踪』
クロエ・グレース・モレッツ / ニック・ロビンソン

4/23 -

突如飛来した知的生命体「アザーズ」
の４度に渡る攻撃で人類の99％が死
滅した地球。生き残ったキャシーは、
人類を滅亡に導く最後の攻撃 “フィ
フス・ウェイブ” を防ぐため、彼らの
秘密を探り始めるのだが…。現代の
CG 技術を駆使した驚異の映像で描
かれるSF サバイバルミステリー。

4/29 -

競技かるたに情熱を懸ける幼なじみ
の３人、千早・太一・新を始めとした
高校生たちのまぶしいほどに熱い夏
が遂に始まる！原作者に「完璧」「原
作を超えている」「悔しい」とまで
言わしめた、友情・恋愛・成長と思
春期のすべてが詰まった新時代の青
春ドラマの金字塔、いよいよ完結！

ちはやふる - 下の句 -

©2016 映画「ちはやふる」製作委員会 © 末次由紀／講談社

2016 / 日本 / 1h42

小泉徳宏『カノジョは嘘を愛しすぎてる』
広瀬すず / 野村周平 / 真剣佑 / 松岡茉優

リリーのすべて
©2015 Universal Studios. All Rights Reserved.

5/21 - 6/3

テラフォーマーズ
© 貴家悠・橘賢一／集英社 ©2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

4/29 -

スノーホワイト 氷の王国

©Universal Pictures

5/27 -

21世紀。人類は火星移住を夢見
て“火星地球化計画” を進めるた
め、まずはコケと《ある生物》を
火星へと放った―。それから500
年後、異常進化して凶暴になって
しまった《ある生物》を駆除する

ため火星へ15人の日本人が送り込
まれる！人類史上最悪の敵〈テラ
フォーマー〉との戦いが、今始まる！

世界初の性別適合手術で男性
から女性に生まれ変わった画家
リリー・エルベの実話を、『レ・ミ
ゼラブル』の監督が映画化。Ａ・
ヴィキャンデルが性別違和の夫
を揺るぎない愛で受け止めた妻

に扮し、見る者の心を撃ち抜くその演
技で本年度のアカデミー賞を獲得！

グリム童話の名作「白雪姫」を
大胆にアレンジして話題となっ
た映画『スノーホワイト』が更
なる進化を遂げて帰ってくる！前
作で白雪姫とハンターのエリッ
クに滅ぼされたラヴェンナ女王

だったが、彼女にはさらに強力な
魔力を持つ “ 氷の女王 ” の妹がい
たことを誰も知らなかった…。

レヴェナント  蘇えりし者

©2016 Twentieth Century Fox

上映中

世界から猫が消えたなら
©2016 映画『世界から猫が消えたなら』製作委員会

5/14 -

2016 / 日本 / 1h42

永井聡『ジャッジ !』
佐藤健 / 宮﨑あおい / 濱田岳 / 奥田瑛二

小林武史

余命わずかの僕の前に自分と同
じ姿の悪魔が現れ、大切なもの
を消すことと引き換えに１日の命
を与えると告げられる。失われて
いく世界の中で触れる、かつての
恋人、親友、父、亡き母の想い。そ

して人生最後の日、僕はある決断を
する…。今年最も泣けると話題の川
村元気のベストセラーが映画化。

ディカプリオ悲願のアカデミー賞
受賞作！仲間の裏切りで最愛の息
子の命を奪われたヒュー。激しい怒
りと共に死の淵から蘇った男は、大
自然の猛威の中300キロにおよぶ
復讐の旅に出る。実話を基に臨場

感を極めた圧倒的スケールの映像で
描かれる壮絶なサバイバル・ドラマ。

2015 / アメリカ / 2h37

アレハンドロ・Ｇ・イニャリトゥ
レオナルド・ディカプリオ / トム・ハーディ

坂本龍一

第 88 回 アカデミー賞 
助演女優賞 受賞

高台家の人々

2016 / 日本 / 1h50 予定

土方政人『映画 謎解きはディナーのあとで』
綾瀬はるか / 斎藤工 / 水原希子 / 間宮祥太朗

©2016　フジテレビジョン　東宝　集英社 © 森本梢子／集英社

6/4 -

口下手で不器用な平野木絵の特技
は妄想。そんな彼女に惹かれたイケ
メンエリートの高台光正。それにはあ
る理由があった。実は高台家は心が
読める一族だった!! 妄想女子とテレ
パス王子の２人の恋の行方は…？『ご
くせん』『デカワンコ』の森本梢子によ
る人気ラブコメ漫画を実写映画化！

2016 / 日本 / 1h52

三木康一郎
岩田剛典（EXILE ／三代目 J Soul Brothers）/ 高畑充希

©2016「植物図鑑」製作委員会

6/4 -

有川浩

平凡なOLのさやかはある日、マン
ションの前で倒れていた謎の青年・
樹と出会い、半年間という期限付き
で共同生活をする事になる。家事万
能で野草に詳しい樹と毎日過ごすう
ちに惹かれていくさやかだったが･･･。

『図書館戦争』などのベストセラー作
家・有川浩による恋愛小説を映画化。

植物図鑑
運命の恋、ひろいました

2016 / アメリカ / 1h54

セドリック・ニコラス＝トロイヤン
クリス・ヘムズワース / シャーリーズ・セロン

スポットライト 世紀のスクープ

Photo by Kerry Hayes © 2015 SPOTLIGHT FILM, LLC

5/21 - 6/3

2002年、米国の新聞「ボストン・
グローブ」が《スポットライト》
という名の特集記事でカトリッ
ク教会の不祥事を公表した。記
者達は、いかにして教会という
タブーに切り込み、暗闇の中の

真実を照らしたのかー。実話の内
幕を描いた、社会派ドラマの傑作。

2015 / アメリカ / 2h08

トム・マッカーシー『扉をたたく人』
マーク・ラファロ / マイケル・キートン

2015 / イギリス - ドイツ - アメリカ / 2h00

トム・フーパー『英国王のスピーチ』
エディ・レッドメイン / アリシア・ヴィキャンデル

© 臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2016

上映中

「みたい夢をみることができる」夢の世
界にやってきたカスカベ防衛隊。風間
くんは政治家、ネネちゃんはアイドル、
ボーちゃんは石？しんのすけの夢はな
んと…！？劇場版シリーズ24作目のクレ
ヨンしんちゃんは、夢が舞台の大冒険！
小説家・映画監督とマルチに活躍する

「劇団ひとり」がアニメ脚本に初挑戦！

映画 クレヨンしんちゃん
爆睡！ユメミーワールド大突撃

2016 / 日本 / 1h37

高橋渉
矢島晶子 / ならはしみき / 藤原啓治 / こおろぎさとみ

臼井儀人劇団ひとり

©2016 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

上映中

『名探偵コナン』劇場版第20弾！宿敵
「黒の組織」の内部が初めて明かさ
れる！日本警察から機密データを持
ち出そうとしたスパイが高速道路か
ら転落。翌日、記憶喪失の女性を発
見したコナンは、記憶が戻る手助け
をしたのだが…。裏切りと因縁を巡
る頂上決戦！聖域の扉が今、開く！

名探偵コナン
純黒の悪夢（ナイトメア）

2016 / 日本 / 1h51

櫻井武晴静野孔文
高山みなみ / 山崎和佳奈 / 小山力也 / 林原めぐみ

青山剛昌

ズートピア

2016 / アメリカ / 1h49
上戸彩 / サバンナ高橋茂雄 / Dream Ami

©2016 Disney. All Rights Reserved.

バイロン・ハワード / リッチ・ムーア

4/23 -

動物たちが共存する文明社会ズート
ピアで、ウサギとして初の警察官に
なったジュディ。詐欺師のキツネ・
ニックとともに、ある事件の捜査に
あたるが、そこにはズートピアを狙
う陰謀が隠されていた。半人前の
ジュディと、夢を忘れてしまったニッ
クの友情を描く冒険ファンタジー。

ジョン・ラセター

2016 / アメリカ / 1h48

ティム・ミラー
ライアン・レイノルズ / モリーナ・バッカリン

ルーム デッドプール
©Element Pictures/Room Productions Inc/Channel Four Television Corporation 2015 ©2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

6/4 - 6/17 6/1 -

閉じ込められた部屋で暮らす母と息
子。突然の監禁から７年の時が経ち、

「部屋」しか知らない息子に本当の世
界を見せるため、母は全てを賭けた脱
出を決意する。スリリングな脱出劇と、
息子の成長を見守る母親の愛。世界の
映画賞を席巻した慟哭の感動作！

マーベルコミック原作の異色ヒー
ローがついに実写化！末期ガンで死
を宣告された傭兵ウェイドが、人体
実験によって驚異的な治癒能力と
不死の体を手に入れ “デッドプール”
となり蘇る！毒舌全開でコミカルな
デッドプールがスクリーンで暴れま
わるヴァイオレンス・アクション！！

モヒカン故郷に帰る
©2016「モヒカン故郷に帰る」製作委員会

5/7 - 5/20

売れないバンドマンの永吉は、
恋人の妊娠を機に７年ぶりに帰
郷。久々の一家団らんかと思いき
や、父のガンが発覚。永吉たちは
右往左往しながらも離れていた
時間を埋めてゆくのだが…。家

族が集まれば、最高で最強！『南極
料理人』の沖田修一監督が家族の
悲喜こもごもを描いたホームドラマ。

2016 / 日本 / 2h04
松田龍平 / 柄本明 / 前田敦子 / もたいまさこ

沖田修一

マリーゴールド・ホテル
幸せへの第二章

2015 / イギリス - アメリカ / 2h03

ジョン・マッデン『恋におちたシェイクスピア』
ジュディ・デンチ / マギー・スミス

©2014 Twentieth Century Fox. All Rights Reserved.

5/21 - 6/3

悠々自適な隠居生活を求めてインド
にやってきたイギリス人シニアたち
の群像劇『マリー・ゴールドホテル
で会いましょう』の続編。５人の男
女が若き支配人の結婚と、謎めいた
宿泊客の登場に翻弄されてゆく。色
鮮やかなインドを舞台に、人生を豊
かにするヒントが詰まった感動作。

2015 / アイルランド - カナダ / 1h58

レニー・アブラハムソン
ブリー・ラーソン / ジェイコブ・トレンブレイ

エマ・ドナヒュー

2015 / アメリカ / 1h50

ガス・ヴァン・サント『永遠の僕たち』
マシュー・マコノヒー / 渡辺謙 / ナオミ・ワッツ

追憶の森
©2015 Grand Experiment, LLC.

4/29 -

ガス・ヴァン・サント監督×マ
シュー・マコノヒー×渡辺謙競
演。磁石が狂い、魔の空間と言
われる富士の樹海で運命的に出
会った二人の男。二人はなぜ樹
海に向かったのか、そして彷徨

う二人の辿り着く先は？全ての謎
が解けた時、温かな涙が溢れる感
動のスピリチュアル・ミステリー。

主題歌：細野晴臣

オオカミ少女と黒王子

2016 / 日本 / 1h56

廣木隆一『ストロボ・エッジ』
二階堂ふみ / 山﨑賢人 / 鈴木伸之 / 門脇麦

© 八田鮎子／集英社 ©2016 映画「オオカミ少女と黒王子」製作委員会

5/28 -

八田鮎子

恋愛経験がないのに架空の彼氏との
話を吹聴する女子高生・篠原エリカ。
嘘がバレそうになり、同級生の佐田
恭也が偽装カップルを演じてくれるこ
とになるが、人気者の彼の本性は腹
黒でドＳの「黒王子」だった！演技派・
二階堂ふみと若手人気 NO.１の山﨑
賢人が贈る青春ラブストーリー！

さざなみ

2015 / イギリス / 1h35

アンドリュー・ヘイ
シャーロット・ランプリング / トム・コートネイ

©The Bureau Film Company Limited, Channel Four Television Corporation and The British 
Film Institute 2014©Agatha A. Nitecka

6/4 - 6/17

ある一通の手紙をきっかけに、結婚45
周年を迎える夫婦の信頼関係が崩れて
いく様子を、男女の愛や結婚観の違いを
交えつつ描いた人間ドラマ。伝説的俳優
シャーロット・ランプリングとトム・コー
トネイが夫婦の心の機微を繊細に演じ
た、結婚についての恐ろしいまでの考察。

第 88 回 アカデミー賞 
主演男優賞／監督賞／撮影賞 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
作品賞／脚本賞 受賞

第 88 回 アカデミー賞 
主演女優賞 受賞

第 65 回 ベルリン国際映画祭
銀熊賞（女優賞・男優賞）ダブル 受賞

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


