
We Are X

2016 / イギリス-日本‐アメリカ / 1h36

スティーヴン・キジャック
YOSHIKI / Toshi /ジーン・シモンズ /PATA

五日物語 
-３つの王国と３人の女 -

2015 / イタリア-フランス / 2h13

マッテオ・ガローネ
サルマ・ハエック / ヴァンサン・カッセル

©2015 ARCHIMEDE S.R.L. - LE PACTE SAS

©2016 PASSION PICTURES LTD.

3/3 -

3/18 - 3/24

2016 / アメリカ / 2h08

デイミアン・チャゼル
ライアン・ゴズリング / エマ・ストーン

ラ・ラ・ランド
Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. 

Photo courtesy of Lionsgate. ©2016 Summit Entertainment, LLC.

上映中

『セッション』で 一躍注目を集めた
デイミアン・チャゼル監督最新作。
舞台は夢を追いかける人々が集う
街、ロサンゼルス。女優志望のミ
アとジャズピアニスト・セバスチャ
ンの恋を、ゴージャスでロマンチッ
クな歌とダンスで描く。

グリム童話の原型とも言われる世界
最初のおとぎ話「ペンタメローネ」に
収められた３編の物語を再構成した
ダークファンタジー。３つの王国で暮
らす３人の悩める女たちの、欲望の
果てに待ち受ける残酷な運命とは…。
ゴヤからインスピレーションを得たと
いう狂気に満ちた映像美が圧巻。

未来を花束にして

2015 / イギリス / 1h46

サラ・ガヴロン
キャリー・マリガン / ヘレナ・ボナム＝カーター

©Pathe Productions Limited, Channel Four Television Corporation and The British Film 
Institute 2015. All rights reserved.

3/11 - 3/17

1912年、ロンドン。洗濯工場で働き
ながら夫と幼子と暮らすモードは、
参政権を求めて活動する女性たちと
出会う。これまでの生き方に初めて
疑問を持った彼女は、周囲から反発
を受けながらも自ら運動に参加する
ようになるが…。未来のために立ち上
がった女性たちの姿を描く感動作！

スノーデン

2016 / アメリカ - ドイツ - フランス/ 2h15

オリバー・ストーン
ジョセフ・ゴードン＝レヴィット / シャイリーン・ウッドリー

©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

3/11 - 3/17

世界中のメールや通話は米国政府に
監視されている―。元ＣＩＡ職員が国
家の最大機密を暴露し、世界を震撼
させた “スノーデン事件”。スノーデ
ンはなぜ政府を裏切ったのか。彼は
英雄か、犯罪者か。社会派エンタテ
インメントの巨匠オリバー・ストーン
監督が真実に肉薄した実録ドラマ。

素晴らしきかな、人生

2016 / アメリカ / 1h34

デヴィッド・フランケル
ウィル・スミス / エドワード・ノートン

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

2/25 -

６歳の娘を亡くし、人生どん底の男
ハワード。そんな彼を救ったのは、
突然現れた３人の奇妙な舞台俳優
だった―。彼らが教えてくれた、悲
しみを乗り越える「ヒント」とは…？

『プラダを着た悪魔』の監督最新作
にアカデミー賞俳優が集結！この
冬、愛が見つかるギフトをあなたに。

きょうのキラ君

2017 / 日本 / 1h49

中川千英子川村泰祐
中川大志 / 飯豊まりえ / 葉山奨之 / 平祐奈

©2017「きょうのキラ君」製作委員会

2/25 -

みきもと凜

クラスの人気者キラに恋をしたニノ。
でも彼女は他人と関わることが苦手
だった。しかし、彼の重大な秘密を
知ってしまい、それがきっかけで距離
を縮めていく２人。初めての恋にとま
どいながらも、キラを笑顔にするため
奮闘するニノ。彼女の初恋の結末は
…？大ヒットコミック待望の映画化！

ブルーに生まれついて 
BORN TO BE BLUE

2015 / アメリカ - カナダ -イギリス/ 1h37
イーサン・ホーク/カルメン・イジョゴ

©2015 BTB Blue Productions Ltd / BTBB Productions SPV Limited. ALL RIGHTS 
RESERVED.

2/25 - 3/3

ロバート・バドロー

1950年代、黒人アーティストが主流
のジャズ界で一世を風靡したチェッ
ト・ベイカー。麻薬に溺れどん底ま
で転落するも、一人の女性と出会
い再生への道を歩み出す。比類な
き哀切の響きで聴衆を魅了したトラ
ンペット奏者に新たな息吹を与えた
イーサン・ホーク入魂の演技は必見！

MILES AHEAD
マイルス・デイヴィス 空白の５年間

3/4 - 3/17

常に前進し、新たな音楽を生み出し
続けたジャズの帝王マイルス・デイ
ヴィスにも、表舞台から姿を消した時
期があった。主演・監督・脚本・製
作を務めたドン・チードルが、史実と
想像を織り交ぜながらマイルスの空
白の５年間に迫る。超一流ミュージ
シャンが集ったライブシーンも必見！

2015 / アメリカ / 1h41
ユアン・マクレガー/エマヤツィ・コーリナルディ

ドン・チードル

2016 / 韓国 / 1h52
リュ・スンボム / イ・ウォングン / イ・ウヌ

©2016 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

2/25 - 3/3

舟が故障し国境を越えてしまった北
朝鮮の漁師チョルは、スパイ容疑で
韓国の警察に拘束されてしまう。非
情な取り調べを耐え抜くが、さらなる
苛酷な運命に翻弄されていき…。朝
鮮半島の分断がもたらした悲哀と、
そこから生まれた現代社会の闇を直
視するキム・ギドク監督渾身の１本。

The NET 網に囚われた男

キム・ギドク

ジャスティン・カーゼル
マイケル・ファスベンダー / マリオン・コティヤール

©2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

3/3 -

全世界で圧倒的な人気を誇るゲーム
が映画化！記憶を失った死刑囚の
男が、遺伝子操作によって祖先のア
サシン（暗殺者）としての記憶を追体
験し、ルネサンス期のスペインでテン
プル騎士団に立ち向かう！現在と過
去を行き来して描かれる、数世紀に
わたる壮大なミステリーアクション！

アサシン クリード

2016 /イギリス - フランス - アメリカ 他 / 1h55 2017 / 日本 / 1h41

高橋敦史
水田わさび / 大原めぐみ / 浅田舞 / 織田信成

© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2017

3/4 -

藤子・F・不二雄

2017年の映画ドラえもんは、氷に包
まれた神秘の世界「南極」が舞台！
巨大な氷山から氷漬けになっている
不思議なリングを見つけたのび太た
ち。その正体を探していく中で、南
極の下に閉ざされた巨大都市遺跡を
発見するのだが…。S（すこし）・F（ふ
しぎ）が満載のシリーズ 37作目！

映画 ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

2015 / イギリス / 1h42

ギャヴィン・フッド
ヘレン・ミレン / アーロン・ポール

©eOne Films (EITS) Limited

3/4 - 3/10

現代の戦争は会議室で起きている―。
英米の遠隔操作ドローンを駆使した
テロリスト殺害作戦で、民間人が巻き
添えに遭う可能性が浮上。現地から
数万キロ離れた指揮官たちはミサイ
ル発射を強行しようとするが…。知
られざる戦争の実態を暴き、鋭くモ
ラルを問う衝撃の軍事サスペンス。

アイ・イン・ザ・スカイ
世界一安全な戦場

劇場版しまじろうのわお !
しまじろうとにじのオアシス

2017 / 日本 / 1h00

平林勇
南央美 / 高橋美紀 / 山崎たくみ

©Benesse Corporation 2017

3/10 -　

砂漠にやってきたしまじろうたち。そ
こで元気な女の子ココと出会い、は
ぐれてしまったお母さんを一緒に探
すことになります。上映中は照明を明
るめで途中休憩を挟み、小さなお子
様の映画館デビューを応援します。
歌やダンスを楽しみながらしまじろう
たちと冒険の旅に出発しましょう。

X JAPANの栄光から解散、HIDEと
TAIJIの死、そしてバンドの再生に至
るまで、波乱の活動を描いたドキュメ
ンタリー。想像を絶するような過去
30年の歴史を記録している。監督
はストーンズのドキュメンタリーなど
で知られるスティーヴン・キジャック。

2016年サンダンス映画祭 
最優秀編集賞 受賞

チア☆ダン 女子高生がチアダンスで
全米制覇しちゃったホントの話

2017 / 日本 / 2h01

河合勇人
広瀬すず / 中条あやみ / 山崎紘菜 / 福原遥

©2017 映画「チア☆ダン」製作委員会

3/11 -

福井県の商業高校のチアリーダー
部が全米チアダンス選手権大会で
優勝した—。この奇跡のような実話
をもとに、軽い気持ちで入部したフ
ツーの女の子が鬼教官のもとチーム
の支えによって成長し、たった３年で
全米大会制覇をする、誰も観たこと
のない青春ミラクルストーリー！

3/11 - 3/17

2016 / アメリカ / 1h48

ガース・ジェニングス
内村光良 / 長澤まさみ / 大橋卓弥 / 斎藤司

劇場版 黒子のバスケ
LAST GAME

2017 / 日本 / 時間未定

多田俊介
小野賢章 / 小野友樹 / 木村良平 / 小野大輔

© 藤巻忠俊／集英社・劇場版「黒子のバスケ」製作委員会

3/18 -

藤巻忠俊

TVアニメ、映画、舞台など様々なジャ
ンルで人気の『黒子のバスケ』。その
続編『EXTRAGAME』に原作者が描
き下ろした新エピソードを加え、完全
版として映画化！２年生になった黒子
テツヤと火神大我、そして「キセキの
世代」が最強のドリームチームを結
成し、アメリカの強豪チームと対決!!

ひるなかの流星

2017 / 日本 / 時間未定

新城毅彦
永野芽郁 / 三浦翔平 / 白濱亜嵐 / 山本舞香

©2017 フジテレビジョン 東宝 集英社 © やまもり三香／集英社

3/24 -

やまもり三香

田舎育ちの女子高生・与謝野すずめ
は、上京初日に迷子になっていたのを
助けてくれた担任教師・獅子尾に恋
をする。そんななか、すずめはクラスで
隣の席に座る“女子が苦手”なはずの
馬村から告白されて…。大人気コミッ
クを映画化！誰もが経験する「初恋」
のすべてが詰まったラブストーリー！

パッセンジャー

2016 / アメリカ / 1h56

モルテン・ティルドゥム
ジェニファー・ローレンス/クリス・プラット

3/24 -

宇宙でたった２人だけという大胆かつ
壮絶な設定を、今最も旬な２大スター
競演で描いたSFロマン。20XX年、
新たな居住地を目指し地球を後にした
宇宙船アヴァロン号。乗客5000人は
目的地までの120年間を冬眠装置で
眠るはずだったが、なぜか２人の男女
だけが90年も早く目覚めてしまい…。

キングコング 髑髏島の巨神

ジョーダン・ボート＝ロバーツ
トム・ヒドルストン / ブリー・ラーソン

©2016 WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC., LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS, 
LLC AND PATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC.

3/25 -

未知の生物を探索する調査隊が派
遣されたのは、幻の存在とされてきた
髑髏島。骸骨が散らばり、巨大な手
跡が残る不気味な島で彼らの前に現
れたのは島の巨神＝キングコング！
隊員は為す術もなく、巨大生物から
逃げ惑うのだが…。巨大なる絶対王
者の暴走アドベンチャー超大作！

PとJK

2017 / 日本 / 2h04

廣木隆一
亀梨和也 / 土屋太鳳 / 高杉真宙 / 玉城ティナ

©2017「PとJK」製作委員会

3/25 -

三次マキ

仕事にまじめな警察官（P）とピュア
でまっすぐな女子高生（JK）が恋をし
た！そんな二人が一緒にいる方法は
ただひとつ…「結婚しよう！」まわりに
は絶対内緒の二人の結婚生活が始
まる!! 大人気コミックが待望の実写
化。K（亀梨和也）とTT（土屋太鳳）
で贈る超絶ピュアラブストーリー！

サクラダリセット 前篇

2017 / 日本 / 1h43

深川栄洋
野村周平 / 黒島結菜 / 平祐奈 / 加賀まりこ

©2017 映画「サクラダリセット」製作委員会

3/25 -

河野裕

｢記憶保持｣ 能力を持つ高校生、浅
井ケイは、｢リセット｣の能力を持つ
春埼美空と共に、２年前に死んだ、
相麻菫をよみがえらせるため、様々
な能力を組み合わせた作戦に挑む。
時制が錯綜する緊迫のミステリーで
あると同時に、刹那のときめきと哀し
みが胸打つ青春ラブストーリー。

ジャッキー 
ファーストレディ 最後の使命

2016 / アメリカ-チリ-フランス / 1h39

パブロ・ラライン
ナタリー・ポートマン/ピーター・サースガード

©2016 Jackie Productions Limited

3/31 -

ジョン・F・ケネディ元大統領の妻と
して、ファーストレディー、世界中の
ファッションアイコンとしても有名な
ジャクリーン・ケネディ。1963 年に
ダラスで起きた、大統領暗殺事件
の直後にフォーカスを当て、悲しみ
の中でも大切なものを守り抜く姿を
描いた、彼女の自伝的物語。

©The LEGO Group.TM & ©DC Comics.©2016 Warner Bros. Ent.

4/1 -

ゴースト・イン・ザ・シェル

2017 / アメリカ / 時間未定

ルパート・サンダース
スカーレット・ヨハンソン / ビートたけし

©MMXVI Paramount Pictures and Storyteller Distribution Co. All rights Reserved.

4/7 -

士郎正宗

押井守のアニメ映画などで知られ、
世界的人気を誇るSF漫画「攻殻機
動隊」がついに実写化！脳だけを残し
機械の体を持つ主人公が、サイバー
テロ事件の捜査をきっかけに自らの
存在を揺るがす過去の記憶を取り戻
していく―。ハリウッドならではの圧
巻の映像美と超絶アクションは必見！

© 森見登美彦・KADOKAWA ／ナカメの会

4/7 -

ひるね姫 
～知らないワタシの物語～

2017 / 日本 / 時間未定

神山健治
高畑充希 / 満島真之介 / 古田新太 / 釘宮理恵

©2017 ひるね姫製作委員会

3/18 -

父親と二人暮らしをしている平凡な
女子高生ココネ。唯一得意なことは
昼寝をすること。そんな彼女の父親が
ある日突然逮捕されてしまう。原因を
探るうち、その鍵が昼寝でいつも見る
不思議な夢にあることに気付く。昨
年から続く上質なアニメ作品の系譜
に連なるオリジナルファンタジー。

レゴ® バットマン ザ・ムービー

2017 / アメリカ / 1h45

クリス・マッケイ
山寺宏一 / 小島よしお / オカリナ / ゆいP

世界中で大人気のスーパーヒーロー
「バットマン」がレゴ®になった！カ
ラフルで楽しいブロックの世界で繰
り広げられるアクションとギャグ満
載の大冒険！宿敵ジョーカーの魔
の手からゴッサムシティを守るため、
一匹狼のバットマンが仲間たちと力
を合わせて悪に立ち向かう!!

息の跡

小森はるか

岩手県陸前高田にある一軒の種苗店
「佐藤たね屋」。主人の貞一さんは、
自力で店の営業を再開させる一方で、
震災で体験したことを英語で綴り、自
費出版している。なぜ不自由な外国語
で書き続けるのか？ふわりとした、けれ
ど、確かなまなざしで、忘れられない
風景を記録した傑作ドキュメンタリー。

2016 / 日本 / 1h33

夜は短し歩けよ乙女

2017 / 日本 / 1h40 予定

湯浅政明
星野源 / 花澤香菜 / 神谷浩史 / 秋山竜次

森見登美彦

クラブの後輩“黒髪の乙女”に思いを
寄せる“先輩”は日々、彼女の目にと
まるよう努力する。京都の街で個性
豊かな仲間達が次々に巻き起こす珍
事件に巻き込まれながら、先輩の思
いはどこへ向かう！？ベストセラー恋
愛小説を、ＴＶアニメ「ピンポン」の
湯浅政明監督が映像化した注目作。

第89回アカデミー賞 
作品賞他 最多14ノミネート

LION ／ライオン 
25年目のただいま

2016 / オーストラリア / 1h59

ガース・デイヴィス
デヴ・パテル / ルーニー・マーラ

©2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and Screen Australia

4/7 -

1986年インド。５歳のサルーは、仕事
を探しにでかけたカルカッタ市内の
電車の中で迷子になる。やがて養子
に出されオーストラリアで成長する
サルー。それから25年後、おぼろげ
な記憶とGoogleEarthを頼りに故郷
を探す試みを始めるのだった。

SING ／シング
©2016 UNIVERSAL STUDIOS

3/17 -

動物だけが暮らす世界で、オンボ
ロ劇場支配人のコアラが復活を
賭けて歌唱オーディションを開
催！ゾウ、ゴリラ、ヤマアラシ、ブ
タ、ネズミ…様々な動物たちが人
生を変えるため参加することに！

レディー・ガガやザ・ビートルズな
ど65曲以上のヒットソングが彩る

『ミニオンズ』スタッフ最新作！

第89回アカデミー賞 
作品賞他 ６部門ノミネート

2017 / アメリカ / 1h58

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


