
キング・オブ・エジプト

2016 / アメリカ / 2h07

アレックス・プロヤス
ブレントン・スウェイツ / ジェラルド・バトラー

©2016 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.

9/9 -

神 と々人間が共存する古代エジプ
ト。王を殺して王位を奪った暴君セ
トに抵抗するため、王の息子ホルス
と人間の盗賊ベックは王座を左右
するアイテム「神の目」を探す冒険
の旅に出る。襲いかかる大 蛇やス
フィンクスなどアクション満載！ド迫
力の臨場感で描く歴史スペクタクル！

ふたりの桃源郷 映画 聲の形（こえのかたち）

2016 / 日本 / 時間未定

山田尚子
入野自由 / 早見沙織 / 悠木碧 / 松岡茉優

風の波紋

めぐりあう日 或る終焉 （あるしゅうえん）

四月は君の嘘

©2015 – GLORIA FILMS – PICTANOVO

©2016 映画「四月は君の嘘」製作委員会

© 大今良時・講談社／映画聲の形製作委員会

真田十勇士 闇金ウシジマくん Part３

©2016『真田十勇士』製作委員会 ©2016 真鍋昌平・小学館／映画「闇金ウシジマくん３」製作委員会

9/10 -

9/17 -

9/22 - 9/22 -

10/1 - 10/7

花、香る歌フラワーショウ！

2014 / 日本 / 1h27

塚本晋也 大岡昇平
リリー・フランキー / 中村達也 / 森優作

野火 Fires on the Plain

©SHINYA TSUKAMOTO / KAIJYU THEATER

9/3

大今良時 

第二次大戦末期のフィリピン・レイテ
島。空腹と孤独、暑さと絶望の果て
に、原野を彷徨う田村一等兵が見
たものとは…。昨夏公開され大きな反
響を呼んだ傑作『野火』が、塚本監
督トーク付きで1日限りの特別上映！

9/3（土）12:20- 上映後トーク
前売券：一般 1,000 円／学生 500 円

元天才ピアニスト有馬公生は母の
死を境にピアノが弾けなくなる。ある
日、自由奔放なヴァイオリニスト宮園
かをりと出会い再びピアノと向き合い
始めるが、かをりはある秘密を抱え
ていた―。今最も旬な広瀬すず×山
﨑賢人が音楽に導かれる高校生を
瑞 し々く演じた切ない青春ストーリー。

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。14 年前に東京から移
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。

数々の漫画賞に輝いたベストセラー
コミックを『映画 けいおん』の京都
アニメーションが映画化。ガキ大将
だった将也は、聴覚障害の転校生・
硝子との “とある出来事 ” をきっかけ
に周囲から孤立する。５年後、心を
閉ざしたまま高校生になった将也は、
ある決意を胸に硝子の元を訪れ…。

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！

あの問題作『闇金ウシジマくん』が
帰ってくる！10日５割という超暴利の
闇金融を経営する丑嶋（うしじま）ら
回収者と、様々な事情を抱えた負債
者たちの人間模様を描いた人気シ
リーズが、この秋Part３、Finalと２ヶ
月連続公開で遂に完結！ダークヒー
ロー・ウシジマの最後を見逃すな！

引退した登山家オム・ホンギルのもと
に、ヒマラヤ下山中の後輩ムテクが遭
難死したと報せが入る。誰もが遺体回
収を諦めるなか、ホンギルはかつての
仲間たちを集め、山頂付近に眠る亡
骸を探す過酷な遠征に挑む。実話に
基づいた 77日間の軌跡を、実際の
遠征隊さながらのリアリティで描く。

自分の庭で世界を変えたい！と有
名デザイナーの下で働くメアリーは、
上司にデザインを盗まれた挙句にク
ビになってしまう。しかし世界最高峰
の「チェルシー・フラワーショー」への
出場権を勝ち取り夢へと一歩前進！
ライバルは元上司とチャールズ皇太
子 ?! 雑草魂で金メダルを目指す！

朝鮮王朝末期。母を亡くした少女
チェソンは伝統芸能パンソリの物語
に感銘を受ける。自身も唄い手にな
ることを決意するが、当時、女性が
唄うことは固く禁じられていた。諦め
きれない彼女は性別を偽り門下生
となるが…。女性初の唄い手となった
チン・チェソンの波乱の生涯を映画化。

自身の出生を調べるため帰 郷した
理学療法士のエルザ。なかなか手
がかりが掴めなかったが、患者として
出会った中年女性に不思議な親近
感を覚えるようになり…。『冬の小鳥』
で鮮烈なデビューを飾ったウニー・
ルコント監督が、再会する母娘の揺
れる想いを丁寧に描く長編第二作。

妻子と別れた看護師のデヴィッドは、
末期がんの患者から安楽死の幇助を
頼まれる。患者への深い思いと、自身が
抱える暗い過去との狭間で苦悩しなが
ら下した壮絶な決断とは。看護師と患
者の「親密なる他人」の関係に静謐な
筆致で迫り、人生の終末を問いかける。

SCOOP!
©2016「SCOOP ！」製作委員会

10/1 -

レッドタートル ある島の物語

9/17 -

2016 / 日本 - フランス - ベルギー / 1h21

マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット
高畑勲

嵐の中、荒波に放りだされた男が
たどり着いた無人島。脱出を試
みる男の前に、一人の女が現れ
た…。2001年アカデミー短編ア
ニメーション賞を受賞したマイケ
ル監督が名匠・高畑勲に師事し、

８年の歳月をかけて完成させた、
フランス発スタジオジブリ最新作！

数々のスキャンダルをモノにしてき
たカメラマンの都城静。今は芸能
スキャンダルのパパラッチとして自
堕落な生活を送っていたが、写真
週刊誌「SCOOP!」の新人記者と
タッグを組む中で、次第に日本中

が注目する事件に巻き込まれていく…。
福山雅治主演、『モテキ』『バクマン。』
の大根仁監督待望の最新作！

スーサイド・スクワッド
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

9/10 -

2016 / アメリカ - カナダ / 2h03

デヴィッド・エアー 
ウィル・スミス / ジャレッド・レト

『バットマン vs スーパーマン』に
続くDC フィルムズ 第２弾。今
作の主役はヒーローではなく悪
党！獄中で死を待つのみだった
彼らが、減刑と引き換えにスーサ
イド・スクワッド（自殺部隊）へ

入隊し、命がけの危険な任務に挑
む！この秋、強烈な個性が揃った
史上最狂チームが誕生する！

2016 / 日本 / 2h01

新城毅彦
広瀬すず / 山﨑賢人 / 石井杏奈 / 中川大志

新川直司

ダーク・プレイス
家族三人を殺害したとして、長男が
逮捕された。逮捕のきっかけとなる
証言をした当時８歳の三女リビー
は、28年後に再び事件と向き合う
ことになる。現在と過去が絶妙にシ
ンクロし、じわじわと明かされる心
の闇。『ゴーン・ガール』原作者に
よる衝撃のサスペンスを映画化。

©2014 DAMSELFISH HOLDINGS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

9/10 - 9/16

2015 / イギリス - フランス - アメリカ / 1h53
シャーリーズ・セロン / クロエ＝グレース・モレッツ

ジル・パケ＝ブランネール

ロング・トレイル！
引退後の平凡な毎日に退屈していた
紀行作家のビルは、全長 3500 キロ
の自然歩道 “ アパラチアン・トレイル ”
の踏破に挑戦することに。40年前に
ケンカ別れした悪友を相棒に出発す
るも、大自然の驚異と体力の衰えが
厳しくて…。２人の冒険はどうなる？！
実話に基づく人生応援ムービー。

©2015 BIG WALK PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED.

9/10 - 9/16

2015 / アメリカ / 1h44

ケン・クワピス ロバート・レッドフォード
ニック・ノルティ / エマ・トンプソン

2015 / 日本 / 1h30

小林茂
小暮茂夫 / 松本英利 / 天野季子 / 倉重徳次郎

© カサマフィルム

9/12 - 9/16

田中寅夫 / 田中フサコ / 矢田恵子 / 矢田安政
2016 / 日本 / 1h27

吉岡秀隆佐々木聰

© 山口放送

9/12 - 9/16

BFG
ビッグ・フレンドリー・ジャアント

ヒマラヤ　
地上 8,000 メートルの絆

2016 / アメリカ / 1h58

スティーヴン・スピルバーグ
マーク・ライランス / ルビー・バーンヒル 

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.

9/17 -

ロアルド・ダール

『チャーリーとチョコレート工場』で知
られる児童文学作家ロアルド・ダー
ルの名作を巨匠スピルバーグが最
新のＣＧ技術を駆使して映画化。心
優しい巨人 BFG（ビッグ・フレンド
リー・ジャイアント）と孤独な少女
ソフィーとの心温まる友情と奇想天外
な冒険を描いたファンタジー超大作。

2015 / 韓国 / 2h04

イ・ソクフン
ファン・ジョンミン / チョンウ

©2015 CJ E&M Corporation, All Rights Reserved.　

9/17 - 9/23

2015 / 韓国 / 1h49

イ・ジョンピル
スジ / リュ・スンリョン / ソン・セビョク

©2015 CJ E&M CORPORATION,ALL RIGHTS RESERVED

10/1 - 10/7
©2014 Crow's Nest Productions

10/1 - 10/7

2014 / アイルランド / 1h40
エマ・グリーンウェル / トム・ヒューズ

ヴィヴィアン・デ・コルシィ

© Lucia Films-Videocine-Stromboli Films-Vamonos Films-2015 ©Credit photo ©Gregory Smit

10/1 - 10/7

2015 / メキシコ - フランス / 1h34
ティム・ロス / サラ・サザーランド

ミシェル・フランコ

2016 / アメリカ / 2h04

クリストファー・ラウズ ポール・グリーングラス
マット・デイモン / アリシア・ヴィキャンデル

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

©2015 STUDIOCANAL S.A. ALL RIGHTS RESERVED.

9/17 - 9/23

1960年代のロンドン裏社会を、頭脳
と暴力で支配していた一卵性双生
児のクレイ兄弟。政治家やセレブと
親交を深め一大帝国を築くが、兄に
恋人ができたことから不協和音が生
じ始める。ダークサイドを駆け抜けた
双子の栄光と没落を、トム・ハーディ
が圧倒的な存在感で演じ分ける。

トランボ
ハリウッドに最も嫌われた男

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
を追放される。だが、偽名を使用し
て脚本を執筆。『ローマの休日』を
はじめ数 の々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いたトランボの
不屈の精神に心を揺さぶられる。

2015 / アメリカ / 2h04

ジェイ・ローチ
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

9/17 - 9/30

アングリーバード

2016 / アメリカ / 1h17

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 / アメリカ / 1h39

デニス・ガンゼル
ジェイソン・ステイサム / トミー・リー・ジョーンズ

9/24 -

鍛え上げられた肉体。冴えわたる頭脳。
精密機械のように任務を遂行する『メ
カニック』が再び帰って来る！暗殺稼
業から足を洗った殺し屋ビショップのも
とに現れたかつての兄弟子。その出会
いが彼を新たな戦いへと巻き込んで
いく…。J.ステイサムが魅せる熱い肉弾
戦、激しい銃撃戦に大興奮間違いなし！

メカニック ワールドミッション

ハドソン川の奇跡
©2016 Warner Bros. All Rights Reserved

9/24 -

2016 / アメリカ / 時間未定

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

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
を描くイーストウッド監督作。

2016 / 日本 / 1h59
福山雅治 / 二階堂ふみ / 吉田羊 / 滝藤賢一

2016 / 日本 / 時間未定

堤幸彦
中村勘九郎 / 松坂桃李 / 大島優子

2016 / 日本 / 2h11

山口雅俊
山田孝之 / 綾野剛 / 本郷奏多 / 白石麻衣

真鍋昌平

2015 / フランス / 1h44
セリーヌ・サレット / アンヌ・ブノワ

ウニー・ルコント

第68回カンヌ国際映画祭  脚本賞 受賞

ナレーション
アーティスティック・プロデューサー

ジェイソン・ボーン
©2016UNIVERSAL STUDIOS

10/7 -

アクション映画の金字塔『ボー
ン』シリーズが､ ポール ･ グリー
ングラス＆マット･ デイモンの黄
金コンビで復活！暗殺者の記憶
を取り戻し、姿を消したジェイソ
ン・ボーン。しかし、突如CIA の

機密情報にハッキングを仕掛け、再
び追われる身となる｡ 取り戻した記憶
が覆された時、新たな戦いが始まる!

第 69 回カンヌ国際映画祭
「ある視点」部門特別賞受賞

大根仁

©ME2 Productions, Inc. 2016

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


