
千年の一滴 だし しょうゆドラゴン・ブレイド

2014 / 中国 - 香港 / 1h43
ジャッキー・チェン / ジョン・キューザック

©2015 SPARKLE ROLL MEDIA CORPORATION HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION SHANGHAI FILM 
GROUP CO., LTD. SHENZHEN TENCENT VIDEO CULTURE COMMUNICATION LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

2/20 - 

ダニエル・リー『三国志』

前漢時代の中国。少数民族が小競り
合いを続けるシルクロードにローマ
帝国の大軍勢が攻め入ってくる。警備
隊長フォ・アンは、一致団結して戦う
ことを提案するが…。主演とアクショ
ン監督を兼任したジャッキーの立ち
回りと、砂嵐のなか繰り広げられる戦
闘シーンが圧巻の歴史アクション。

フランス組曲

2014 / イギリス - フランス - ベルギー / 1h47

ソウル・ディブ
ミシェル・ウィリアムズ / クリスティン・スコット・トーマス

©2014 SUITE DISTRIBUTION LIMITED

2/27 - 3/11

イレーヌ・ネミロフスキー

1940年、ドイツの支配下に置かれた
フランス。窮屈な生活を送っていた
リュシルと、彼女の屋敷に滞在するこ
とになったドイツ軍中尉のブルーノ
は、音楽を通じていつしか惹かれあ
い、かけがえのない存在となっていく
が…。60年の時を経て蘇った世界的
大ベストセラーがついに映画化！

ヴィオレット ‐ ある作家の肖像 ‐

2013 / フランス / 2h19

マルタン ･ プロヴォ『セラフィーヌの庭』
エマニュエル ･ ドゥヴォス / サンドリーヌ ･ キベルラン

©TS PRODUCTIONS - 2013

3/5 - 3/18

俳優 亀岡拓次

2016 / 日本 / 2h03
安田顕 / 麻生久美子 / 新井浩文 / 染谷将太

©2016『俳優 亀岡拓次』製作委員会

2/27 - 3/11

横浜聡子『ジャーマン + 雨』 戌井昭人

見たことはあるけれど名前は分から
ない、そんな脇役一筋の俳優・亀岡拓
次の地味な毎日に転機が！ロケ先で
出会った居酒屋の女将への恋。そし
て世界的な巨匠からもオーディショ
ンの声がかかり…。鬼才・横浜聡子監
督の待望の最新作はヤスケンファン
ならずとも必見のミラクルコメディ！

ラブ＆マーシー
終わらないメロディー

無音の叫び声
農民詩人 木村迪夫の牧野村物語 

ビーチ・ボーイズの中心人物ブライ
アン・ウィルソンの本人公認伝記ドラ
マ。病に蝕まれゆく心を抱えながら、
あの天国のようなメロディとサウンド
を生み出し続けた天才の真実に迫る。
２人１役で 60年代と 80年代のブラ
イアンに扮したポール・ダノとジョン・
キューザックの迫真の演技が必見。

2015 / アメリカ / 2h02

ビル・ポーラッド
ジョン・キューザック / ポール・ダノ

©2015 Malibu Road, LLC. All rights reserved.

2/27 - 3/11

ザ・ブリザード

2016 / アメリカ / 1h58

クレイグ・ギレスピー『ラースと、その彼女』
クリス・パイン / エリック・バナ

©Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

2/27 -

真冬の北大西洋でブリザードにより
真っ二つに裂けた巨大石油タンカー。
32名の生存者を救出するため、４人
の沿岸警備隊員が小型ボートで荒れ
狂う海へと向かった。実話「SS ぺン
ドルトン号の救出劇」をもとに、アメリ
カ沿岸警備隊史上もっとも困難を極
めた人命救助を迫力の映像で描く。

独裁者と小さな孫

2014 / ジョージア - フランス - イギリス - ドイツ /1h59

モフセン・マフマルバフ『カンダハール』
ミシャ・ゴミアシュウィリ / ダチ・オルウェラシュウィリ

3/5 - 3/18

イランの名匠モフセン・マフマルバフ
監督最新作。独裁政権が支配する国
でクーデターが起こり、老独裁者と幼
い孫は逃亡を余儀なくされる。民衆に
紛れ、海を目指すその旅で目にしたも
のは、自らの圧政が招いた暴力と憎し
みの連鎖だった。罪の深さを思い知っ
た男が旅の果てにみたものとは―。

© プロダクション・エイシア／ NHK

2014 / 日本 - フランス / 1h40
藤本ユリ / 三浦利勝さん一家

2/27 - 3/11

和食の基本「だし」をめぐる人々の営
みを追い、大自然から“うまみ” を享
受してきた日本人の知恵を描く第１
章。調味料の素となる麹カビを特殊
なミクロ映像でとらえた第２章。千
年の時をかけて築き上げられた独自
の食文化を通し、日本人と自然との
関わりを見つめたドキュメンタリー。

柴田昌平 語り：木村多江 / 奥貫薫

家族はつらいよ
©2016「家族はつらいよ」製作委員会

3/12 -

暗殺教室 - 卒業編 -

©2016 フジテレビジョン 集英社 ジェイ・ストーム 東宝 ROBOT © 松井優征／集英社

3/25 -

２学期を迎え、残された暗殺の
時間もあと半年。そんな中、１人
の暗殺者の登場により、殺せん
せーの驚愕の悲しき過去が判明
しＥ組は分裂してしまう。「暗殺」
か「救済」か、Ｅ組が導き出した

答えとは？地球の命運は？殺せん
せー最後の授業が始まる！最強の
殺し屋役で二宮和也が本格参戦！

50年以上にわたりその時代に生
きる“家族”を撮り続けてきた山
田洋次監督による、『男はつらい
よ』シリーズ以来20年ぶりとなる
喜劇作品。突然の熟年離婚騒動
に家族一同戸惑い、大慌て。これ

を機に家族会議が開かれることに
なるが…。『東京家族』で一家を演
じた豪華キャスト８人が再結集 !!

スティーブ・ジョブズ

2015 / アメリカ / 2h02

ダニー・ボイル『スラムドッグ $ ミリオネア』
マイケル・ファスベンダー / ケイト・ウィンスレット

©Universal Pictures ©Francois Duhamel

僕だけがいない街

2016 / 日本 / 2h00

平川雄一朗『ツナグ』
藤原竜也 / 有村架純 / 石田ゆり子 / 杉本哲太

©2016 映画『僕だけがいない街』製作委員会

3/12 - 3/25

3/19 - 

2016 / 日本 / 1h48

山田洋次
橋爪功 / 吉行和子 / 西村雅彦 / 夏川結衣

三部けい

身近に起こる事件 ･ 事故を止めなけ
れば、自動的に数分前に戻り、何度
でも同じ時間を繰り返す「リバイバル」
という現象に巻き込まれた悟。ある
日、悟の母が殺害されリバイバルが
起こるが、そこはなんと18年前だっ
た…。「マンガ大賞」などで話題の
SFミステリーがついに実写映画化！

猫なんかよんでもこない。

2015 / 日本 / 1h43
風間俊介 / つるの剛士 / 松岡茉優 / 市川実和子

©2015「猫なんかよんでもこない。」製作委員会

3/12 - 3/25

山本透『探検隊の栄光』 杉作

崖っぷちボクサーのミツオは犬派に
もかかわらず、兄が拾ってきた２匹の
子猫と暮らすことに。気ままな猫に振
り回される毎日だったが、夢が破れ
た日も、泣きたい夜も、ずっとそば
にいてくれたのはそんな猫たちだっ
た…。かわいすぎる猫とのかけがえ
ない日々を綴った猫映画の決定版！

2015 / アメリカ / 2h10

アダム・マッケイ
クリスチャン・ベール / ブラッド・ピット

マネー・ショート
華麗なる大逆転

©2015 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

4/2 - 4/15

世界経済を襲ったリーマンショックの
裏側でウォール街を出し抜いた4 人の
アウトローたちがいた！金融業界の仰
天実話を超豪華キャストでユーモラス
かつドラマチックに描く。ウォール街の
巨大金融機関の権威も常識も全て敵に
まわした男たちの痛快すぎる大勝負!!

©2016「エヴェレスト 神々の山嶺」製作委員会

3/12 -

2016 / 日本 / 2h03

加藤正人平山秀幸『太平洋の奇跡』
岡田准一 / 阿部寛 / 尾野真千子 / ピエール瀧

世界最高峰エヴェレストに魅せら
れた山岳カメラマン・深町誠と、
孤高の天才クライマー・羽生丈二。
１台の古いカメラによって運命的
に出会った２人の男は、呼吸すら
困難な極限領域で、前人未到の挑

戦に挑む。映像化不可能と言われた
夢枕獏の世界的ベストセラーを豪華
キャストで映画化した感動超大作！

完全なるチェックメイト

2015 / アメリカ / 1h55

エドワード・ズウィック『ラスト サムライ』
トビー・マグワイア / リーブ・シュレイバー

©2014 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved. Photo Credit: Tony Rivetti Jr.

3/19 - 4/1

エヴェレスト 神々の山嶺（かみがみのいただき）

2016 / 日本 / 2h00 予定

羽住英一郎『劇場版 MOZU』
山田涼介 / 二宮和也 / 桐谷美玲 / 菅田将暉

松井優征

サウルの息子

2015 / ハンガリー / 1h47

ネメシュ・ラースロー
ルーリグ・ゲーザ / モルナール・レヴェンテ

©2015 Laokoon Filmgroup

2/27 - 3/11

1944年アウシュヴィッツ。同胞のユダヤ
人をガス室に送りこむ〈ゾンダーコマン
ド〉のサウルは亡き息子を正しく埋葬
しようと極限状態の中、奔走する。カン
ヌを震撼させた撮影法と演出、無名の
新人監督の衝撃のデビュー作。人間の
尊厳をかけた１人の男の魂の２日間！

第88 回アカデミー賞 外国語映画賞ノミネート
第68回カンヌ国際映画祭グランプリ 受賞

あやしい彼女

2016 / 日本 / 2h05

水田伸生『舞妓 Haaaan!!!』
多部未華子 / 倍賞美津子 / 要潤 / 小林聡美

©2016「あやカノ」製作委員会 ©2014CJ E&M CORPORATION

4/1 -

73歳のばあちゃんが20歳に若返っ
ちゃった！？思えば女手一つで子育
てしてきて青春なんてなかった…と、
ばあちゃんは、せっかくだから楽し
むことに！天性のルックスと歌声、そ
して毒舌キャラが炸裂！韓国のヒッ
ト映画をリメイクした、笑えて泣ける
キュートなコメディの誕生です！

キャロル

2015 / アメリカ / 1h58

トッド・ヘインズ
ケイト・ブランシェット / ルーニー・マーラ

©2NUMBER 9 FILMS (CAROL) LIMITED / CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION 
2014  ALL RIGHTS RESERVED

3/26 - 4/8

パトリシア・ハイスミス

高級百貨店で働くテレーズは、娘のプ
レゼントを買いにきた女性キャロルに
一瞬にして心を奪われる。惹かれあう
二人だが、キャロルには自分を偽らな
ければならない理由があった。抑制さ
れた1950年代に、自分に正直に生きた
いと願った二人の女性の軌跡を描く。

第 88 回 アカデミー賞
主演女優賞／助演女優賞他 ６部門ノミネート

自身の生と性を赤裸々に綴り、文
壇に衝撃を与えた実在の女性作家
ヴィオレット・ルデュック。社会から拒
絶され苦悩する彼女が、プロヴァン
スの地に幸福を見出すまでを、ボー
ヴォワールとの関係を中心に描く。
当時の文学界や、新たな文化の胎動
を感じる戦後パリの姿も見どころ。

これはMac 誕生秘話でも伝記でもな
い―。ダニー・ボイル監督×『ソーシャ
ル・ネットワーク』の脚本家が描くのは
伝説となったジョブズのプレゼンテー
ション舞台裏！膨大なセリフと圧巻の
演技、そしてスタイリッシュな映像が生
み出す緊迫のエンターテインメント！

第 88 回 アカデミー賞
主演男優賞／助演女優賞 ノミネート

語り：余貴美子
2015 / 日本 / 2h02

原村政樹『天に栄える村』
語り：室井滋 　朗読：田中泯

天に栄える村

原村政樹『無音の叫び声』

© 桜映画社

3/5 - 3/11

福島第一原発から70キロ離れた福
島県天栄村では日本一おいしい米
作りを追求していた。しかし、原発
事故で放射能物質が散らばり田畑
は汚染されてしまう。農地を未来へ
引き継ぐため、科学的な調査のもと
に試行錯誤しながら放射能物質汚
染と闘う農家の人々の挑戦を追う。

バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生

©2015 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC AND RATPAC ENTERTAINMENT, LLC

3/25 -

その力で人々を救ってきた男
“スーパーマン”、その技で悪と戦っ
てきた人類最強の男 “ バットマ
ン ”。正義のために戦ってきた、
全世界で最も有名な DC コミッ
ク２大ヒーローが激突する！な

ぜ敵対するのか？戦いの果てに待
ち受ける本当の正義とは？いまヒー
ロー映画の概念が打ち破られる ! !

2016 / 日本 / 1h40 予定

八鍬新之介 主題歌：山崎まさよし
水田わさび / 大原めぐみ / かかずゆみ / 木村昴

映画ドラえもん  新・のび太の日本誕生
© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2016

3/5 -

映画ドラえもんシリーズ歴代
No.1 の動員を記録した『日本誕
生』があらたに生まれ変わって
帰ってくる！７万年前の太古の日
本を舞台にした大冒険と、時空
を超えた友情を描くシリーズ屈

指の感動巨編！子どもの頃にご覧
になられたお父さん世代も一緒に
“21世紀版 ” を体感しましょう！

2016 / アメリカ / 時間未定

ザック・スナイダー『マン・オブ・スティール』『300』
ベン・アフレック / ヘンリー・カヴィル

2013 / 日本 / 1h46

米ソ冷戦下の1972年。チェスの世
界王者決定戦で、アメリカの若きプ
レイヤー、ボビー・フィッシャーはソ
連の王者と対局する。一敗を喫した
フィッシャーが生み出した常軌を逸
した一手とは？天才にして変わり者
だったフィッシャーの半生と、手に
汗握るスリリングな試合模様を描く。

マッドマックス 怒りのデス・ロード

世界で、そして日本で観客を熱狂させ
た狂気のノンストップカーアクション！
勢いはとどまることを知らず、数々の
映画賞を受賞し、遂にはアカデミー賞
作品賞にもノミネートされる快挙を達
成。これを記念して再上映決定! !MAD
な世界をスクリーンで体感せよ！

2015 / オーストラリア / 2h00

ジョージ・ミラー
トム・ハーディ / シャーリーズ・セロン

©2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS(BVI) LIMITED

2/27 - 3/11

あの頃エッフェル塔の下で

2015 / フランス / 2h03

アルノー・デプレシャン『キングス&クイーン』
マチュー・アマルリック / カンタン・ドルメール

©JEAN-CLAUDE LOTHER - WHY NOT PRODUCTIONS

3/5 - 3/11

ある出来事をきっかけに、心にしまっ
ていた初恋を追憶するポール。遠く離
れて暮らす彼女と、幾千もの愛の言
葉を手紙で交わしたあの日々…数十
年ぶりに読み返し、初めて気づいた真
実とは―。『そして僕は恋をする』から
20年、名匠デプレシャン監督が贈る、
一生に一度の身を焦がすような恋。

3/5 - 3/18

上山市牧野で60年以上、戦後日本の
「農民の声にならない声」を紡ぎ続け
てきた詩人・木村迪夫さん。苦難を言
葉に変え、本当の豊かさを高らかに詠
う木村さんの創造の足跡から、地域
に根ざして生きる尊さや、大きなうね
りの只中で日本のあるべき姿を問い
かける山形発傑作ドキュメンタリー！

第 88 回アカデミー賞
作品賞／監督賞他 ５部門ノミネート

再上映

第 88 回 アカデミー賞
作品賞／監督賞他 10 部門ノミネート

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


