
シーモアさんと、
大人のための人生入門

2014 / アメリカ / 1h21 

イーサン・ホーク
シーモア・バーンスタイン / イーサン・ホーク

©2015 Risk Love LLC©Universal Studios.

12/3 - 12/912/3 - 12/16

ベストセラー
編集者パーキンズに捧ぐ

ブリジット・ジョーンズの日記
ダメな私の最後のモテ期

モンスターストライク 
THE MOVIE

2015 / イギリス /1h44

マイケル・グランデージ
コリン・ファース / ジュード・ロウ

©Genius Film Productions Limited 2015

高慢と偏見とゾンビ

2016 / アメリカ / 1h48

バー・スティアーズ
リリー・ジェームズ / サム・ライリー

©2016 PPZ Holdings, LLC

11/26 - 12/2 11/26 - 12/2

「天使よ故郷を見よ」などで知られ
る米国の偉大な小説家、トマス・ウ
ルフ。彼の登場の陰にはある編集
者の存在があった―。天才作家とカ
リスマ編集者、文学に全てを捧げた
２人の濃密な友情の日 を々、コリン・
ファース＆ジュード・ロウ＆ニコール・
キッドマンの超豪華出演陣で描く。

アスファルト
©2015 La Camera Deluxe - Maje Productions - Single Man Productions - Jack Stern Productions - 

Emotions Films UK - Movie Pictures - Film Factory

11/26 - 12/2

2015 / フランス / 1h40
イザベル・ユペール/ジュール・ベンシェトリ

サミュエル・ベンシェトリ

太陽のめざめ
©2015 LES FILMS DU KIOSQUE - FRANCE 2 CINEMA - WILD BUNCH - RHONE 

ALPES CINEMA – PICTANOVO

12/3 - 12/9

女性判事フローランスは、10 年前母
親に置き去りにされた少年マロニー
と再会する。感情を抑えられず非行
を繰り返す彼に、同じ境遇から更生
したヤンを教育係につけるのだが…。
どんな境遇でもすべての命に祝福を。
もがき苦しみながら生きる少年が、本
当の愛に出会うまでの感動作。

2015 / フランス / 1h59
カトリーヌ・ドヌーヴ / ロッド・パラド

エマニュエル・ベルコ

永い言い訳

2016 / 日本 / 2h04
本木雅弘 / 竹原ピストル / 深津絵里 / 池松壮亮

©2016「永い言い訳」製作委員会

11/26 - 12/9

西川美和

人気作家・衣笠幸夫は不慮の事故
で妻を失ってしまう。既に失われてい
た妻への想いから涙ひとつ出ない事
実に戸惑いつつも、悲しみを装うこと
しかできない。そんなある日、幸夫は
同じ事故で妻を亡くした陽一とその子
供たちに出会う。西川監督最新作は
喪失から生まれる新しい愛の物語。

2016 / イギリス / 2h03

シャロン・マグアイア
レニー・ゼルウィガー / コリン・ファース

ヘレン・フィールディング

行き詰まりを感じていたイーサン・
ホークは84歳のピアノ教師シーモア
と出会い、彼の漂わせる安心感やピ
アノ演奏に魅了されドキュメンタリー
映画を撮ることを決意。ピアニスト
としての活動をやめ、以後の人生を

「教える」ことに捧げた彼の、決して
平穏ではなかった人生が語られる。

恋愛小説の金字塔「高慢と偏見」
に謎のゾンビウイルスをプラスして全
米で大ベストセラーとなった小説の
映画化。18世紀イギリス。片田舎に
住むベネット家の５人姉妹は、裕福
な人との結婚を夢見ながらゾンビと戦
う毎日。ある日、隣に大富豪で高潔
な騎士ダーシーが引っ越してきて…。

2016 / イギリス / 1h51

スティーヴン・フリアーズ
メリル・ストリープ / ヒュー・グラント

絶対 “舌 ” 感を持つ朝永蘭丸は、
放浪の末に辿り着いた村の温泉で溺
れてしまう。しかし助けてくれた女医
に一目惚れしてその村で働くことに。
するとあんな事件やこんな事件が
次 と々起きちゃって…！？サスペンス、
ちょいエロ、ギャグ、ラブなどなどなん
でもござれ！娯楽映画の決定版！

2016 / 日本 / 1h45
向井理 / 木村文乃 / 佐藤二朗 / 木村多江

堤幸彦

ふたりの桃源郷
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。

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

ナレーション：吉岡秀隆佐々木聰

© 山口放送

11/26 - 12/2

12/3 -

RANMARU 神の舌を持つ男
～（中略）～ 鬼灯デスロード編

©2016 RANMARU とゆかいな仲間たち

エレベーターの壊れたフランス郊外
の寂れた団地。車いす生活を送る
冴えない中年男、訳ありそうな夜勤
の美人看護師ら、６人の孤独を抱え
る者たちに予期せぬ出逢いと奇跡が
訪れる。団地という灰色の箱からそ
れぞれの人生が色鮮やかにあふれ
だす、ユーモラスで詩的な群像劇。

神様の思し召し

2015 / イタリア / 1h28

エドアルド・ファルコーネ
マルコ・ジャリーニ / アレッサンドロ・ガスマン

©Wildside 2015

12/3 - 12/9

傲慢な天才外科医のトンマーゾは、長
男が神父になりたいと言い出したことか
ら調査を開始。その原因が前科者で
型破りなピエトロ神父にあると睨み教
会に潜入するが…。正反対の二人の出
会いが最高の奇跡を生む！イタリアか
ら届いた、笑いあり涙ありの人生讃歌。

第 28 回東京国際映画祭 観客賞 受賞

ピートと秘密の友達

2016 / アメリカ / 1h43

デヴィッド・ロウリー
オークス・フェグリー / ブライス・ダラス・ハワード

©2016 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.©mixi, lnc. All rights reserved.

12/10 - 12/23 -

累計利用者数 3500万人突破！日本の
みならず世界中で大人気のゲームアプ
リ「モンスターストライク」がまさかの映
画化！動画サイトで配信中のアニメを軸
に、行方知れずの父を追い求める少年
レンの記憶をたどる物語が展開。映画
では人気キャラ「アーサー」が大活躍！？
モンストユーザーは絶対に見逃せない！

深い森で暮らしてきたピートには誰に
も言えない秘密の友達 “エリオット”
がいた。森の中での２人きりの生活
は、毎日がわくわくする冒険の連続だっ
た。しかしある日、伝説でしかなかった
エリオットの存在が人間たちに知られ
てしまい…。待ち受ける試練、２人は
幸せを取り戻すことができるのか！？

マダム・フローレンス！
夢見るふたり

©2016 Pathe Productions Limited. All Rights Reserved

12/1 -

歌唱力に致命的な欠陥があるこ
とに気づかず、ソプラノ歌手になる
夢を追い続けるフローレンス。夫
は愛する妻に夢を見続けさせる
ため献身的に奔走してきたが…。
伝説と語り継がれる、1944年の

カーネギーホールのステージを映
画化。いま、笑いと涙に包まれた奇
跡の公演の幕が上がる。

ＰＫ

2014 / インド / 2h33

ラージクマール・ヒラニ
アーミル・カーン / アヌシュカ・シャルマ

©RAJKUMAR HIRANI FILMS PRIVATE LIMITED

12/10 - 12/16

インドのテレビ局に勤める女性が「神
様を探している」という謎の男 “ＰＫ”
と出会う。興味を抱いた彼女は取
材を始めるが、ＰＫはどんな常識も
通じない“無邪気すぎる変人”で…。
ボリウッドの至宝、『きっと、うまくい
く』の主演・監督コンビが贈る笑い
も涙も120% 増量の珠玉作！

ジュリエッタ

2016 / スペイン / 1h39

ペドロ・アルモドバル
エマ・スアレス / アドリアーナ・ウガルテ

1966 / フランス / 1h44

クロード・ルルーシュ
ジャン＝ルイ・トランティニャン / アヌーク・エーメ

©El Deseo

©1966 Les Films 13

12/10 - 12/16

12/3 - 12/9

アリス・マンロー

突然の娘の失踪から12年、ジュリエッ
タは「あなたの娘を見かけた」という
知人の言葉に衝撃を受ける。よみが
える娘への想い。彼女は封印した過
去と向き合い、行方知れずの娘に手
紙を書き始める…。女性映画の巨匠
アルモドバルの最新作は、運命に翻
弄された母と娘を描く激情のドラマ。

夫と死別したアンヌと、妻に自殺された
ジャン。次第に惹かれあう２人の恋の
行方を、流麗なカメラワークと大胆な
モンタージュ、Ｆ・レイの甘美なメロディ
で描き出す。その映像と音楽の見事な
シンクロが今なお鮮やかな感動を呼
び起こす、Ｃ・ルルーシュ稀代の傑作。

男と女
製作50周年記念デジタル・リマスター版

第 19 回カンヌ国際映画祭 パルムドール受賞

ある天文学者の恋文

2016 / イタリア / 2h02

ジュゼッペ・トルナトーレ
ジェレミー・アイアンズ / オルガ・キュリレンコ

©COPYRIGHT 2015 - PACO CINEMATOGRAFICA S.r.L.

12/10 - 12/16

恋人である天文学者エドの突然の
訃報を受けたエイミー。だが彼女の
元には、エドからのユーモアあふれ
た手紙や贈りものが届き続ける。夜
空に輝く星 の々ように、命が尽きても
愛は大切な人を照らし続けることが
できるのか。壮大でロマンに満ちた
名匠トルナトーレ監督最新作。

いきなり先生になったボクが
彼女に恋をした

2016 / 日本 / 1h38

朝原雄三
イェソン / 佐々木希 / 佐藤正宏 / ふせえり

©2016「いきなり先生」製作委員会

12/3 - 12/16

韓国語を習得しなければ仕事を失う
さくらは、外国語学校の教師ヨンウン
に個人レッスンを頼む。なりゆきで先
生になったばかりのヨンウンは、小さな
息子のために一生懸命なさくらに惹
かれてゆくが…。佐々木希とSUPER 
JUNIOR のイェソン共演で贈る、笑っ
て泣いて元気が出るラブストーリー。

恋に仕事に奮闘してきたブリジットもア
ラフォーとなり、今や TV 局の敏腕プ
ロデューサー。しかし恋愛の方は、か
つて愛したダニエルは事故で他界、
マークは他の女性と結婚と、未だ幸
せを模索中。そんな彼女のもとに新た
なイケメンが現れ…。12 年振りとなる
女性支持 No.1シリーズ最新作！

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED

上映中

『ハリー・ポッター』新シリーズ！
今 度の主 人 公は優 秀なのに
おっちょこちょいの魔 法 動物学
者・ニュート。ある時、彼の不
思議なトランクに入っている魔
法動物たちが逃げ出してしまった

ことで街は前代未聞の大パニック
に！この冬、人間界を巻き込んだ
壮大なドラマの幕が開ける！

岸本卓

2016 / 日本 / 1h38

江崎慎平
坂本真綾 / Lynn / 木村珠莉 / 村中知

海賊とよばれた男
©2016「海賊とよばれた男」製作委員会 © 百田尚樹／講談社

12/10 -

舞台は激動の明治･大正･昭和。
名もなき一青年から身を興し、石
油事業を通じて世界中を敵に回
し、やがて戦後の日本に勇気と
希望を与える大事業を成し遂げ
る男・国岡鐵造の奇跡の物語。

実話を元にした大ベストセラー小説
を、『永遠の 0』の岡田准一×山崎
貴監督の再タッグで映画化。

2016 / アメリカ / 2h13

デイビット・イェーツ
エディ・レッドメイン / キャサリン・ウォーターストン

J.K. ローリング

ぼくは明日、昨日のきみとデートする
©2016「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」製作委員会

12/17 -

2016 / 日本 / 1h50

三木孝浩 
福士蒼汰 / 小松菜奈 / 山田裕貴 / 清原果耶 / 東出昌大

七月隆文

美大生の高寿は電車で出会っ
た女性・愛美に一瞬で心を奪
われる。意気投合し交際を始め
た二人だが、初めてのことがある
たびなぜか涙を流す愛美。そし
て初めてキスをした日、大きな秘

密を明かされる…。京都の風光明
媚な景色を背景に、かけがえのな
い一瞬をみずみずしく映し出す。

2016 / 日本 / 2h10 予定

宮藤官九郎三池崇史
生田斗真 / 堤真一 / 仲里依紗 / 瑛太

土竜の唄  香港狂騒曲

©2016「土竜の唄」製作委員会 © 高橋のぼる・小学館

12/23 -

日本一凶悪な犯罪組織に潜り
込んだ潜入捜査官（モグラ）・菊
川玲二が帰ってくる！今回は舞
台を香港に移し、瑛太、本田翼、
菜々緒、古田新太ら強烈な個性
の新キャストたちが前作キャラと

火花を散らす！三池崇史×宮藤官
九郎が描く、超ハイテンションムー
ビーについてこれるか！！

2016 / 日本 / 2h25

山崎貴
岡田准一 / 吉岡秀隆 / 堤真一 / 綾瀬はるか

百田尚樹

エブリバディ・ウォンツ・サム!! 
世界はボクらの手の中に

2016 / アメリカ / 1h57
ブレイク・ジェナー / ゾーイ・ドゥイッチ

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

12/10 - 12/16

リチャード・リンクレイター

少年の12 年間を追った『６才のボ
クが、大人になるまで。』のリンク
レイターが、今回描くのは “ 大学入学
前の３日間 ”！パーティ！音楽！女の
子！誰もが感じる新生活のワクワク
感。何にも縛られない大人になる前
の自由を、数々の名曲で彩る青春グ
ラフィティ・ムービーの傑作が誕生！

映画 妖怪ウォッチ
空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン！

©LEVEL-5 ／映画「妖怪ウォッチ」プロジェクト 2016

12/17 -

さくらニュータウンに突如現れた
空飛ぶ巨大クジラ。「ホゲェー！」
と響き渡る鳴き声と共にケータや
妖怪たちに訪れたのはなんと実
写の世界！アニメと実写の世界
を行ったり来たりしながら原因を

探ることに―。劇場版第３弾！ダブ
ルの世界で描かれるありえニャイ
大冒険がはじまるニャン！

2016 / 日本 / 1h37 予定

ウシロシンジ
戸松遥 / 関智一 山﨑賢人 / 斎藤工

レベルファイブ

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


