
モン・ロワ
愛を巡るそれぞれの理由

2015 / メキシコ - フランス / 1h28

ホナス・キュアロン
ガエル・ガルシア・ベルナル/ジェフリー・ディーン・モーガン

2015 / フランス / 2h06

マイウェン
ヴァンサン・カッセル/エマニュエル・ベルコ

2015 / カナダ - ラオス / 1h28
ロッシフ・サザーランド / サラ・ボッツフォード

世界でいちばん美しい村

2016 / 日本 / 1h48

石川梵
ナレーション：倍賞千恵子

スウィート17 モンスター

2016 / アメリカ / 1h44

ケリー・フレモン・クレイグ
ヘイリー・スタインフェルド/ウディ・ハレルソン

残されし大地

グッバイエレジー

2016 / 日本 / 1h58

三村順一
大杉漣 / 石野真子 / 藤吉久美子 / 吉田栄作

メットガラ
ドレスをまとった美術館

2016 / アメリカ / 1h31

アンドリュー・ロッシ
アナ・ウィンター / ウォン・カーウァイ

作家、本当の J.T.リロイ

2016 / アメリカ / 1h51

ジェフ・フォイヤージーク
ローラ・アルバート/ブルース・ベンダーソン

PARKS  パークス

2017 / 日本 / 1h58

瀬田なつき
橋本愛 / 永野芽郁 / 染谷将太

人生タクシー

2015 / イラン / 1h22

ターシャ・テューダー
静かな水の物語

2017 / 日本 / 1h45

松谷光絵
ターシャ・テューダー / セス・テューダー

スプリング、ハズ、カム

2017 / 日本 / 1h42

吉野竜平 
柳家喬太郎 / 石井杏奈 / 朴路美 / 角田晃広

光

2017 / 日本 - フランス - ドイツ / 2h17

河瀨直美
永瀬正敏 / 水崎綾女 / 神野三鈴 / 小市慢太郎

武曲  MUKOKU

2017 / 日本 / 2h05

藤沢周熊切和嘉 
綾野剛／村上虹郎／前田敦子／小林薫 

パリが愛した写真家
ロベール・ドアノー ＜永遠の３秒＞

2016 / フランス / 1h20

クレモンティーヌ・ドルディル
ロベール・ドアノー/フランシーヌ・ドルディル

逆行ノー・エスケープ
自由への国境

©2016 MB Productions, LLC

©2017 本田プロモーション BAUS

©2015 Jafar Panahi Productions

©Richard W Brown

©「スプリング、ハズ、カム」製作委員会

©2017「武曲　MUKOKU」製作委員会 ©2016/Day For Productions/ARTE France/INA ©Atelier Robert Doisneau

©2016 STX Financing, LLC. All Rights Reserved.

©2015 / LES PRODUCTIONS DU TRESOR - STUDIOCANAL

©2015 APOCALYPSE LAOS PRODUCTIONS LTD.

©Bon Ishikawa

©MMXVI STX Productions, LLC. All Rights Reserved. ©CVB / WIP /TAKE FIVE - 2016 - Tous droits reserves

©2017「グッバイエレジー」製作委員会

5/5 -

5/6 - 5/19

5/6 - 5/19

5/20 - 5/26

5/13 - 6/2 5/6 - 5/12

5/6 - 5/19

5/20 - 6/2

5/13 - 5/25

5/20 - 6/2

5/20 - 6/2

5/27 - 6/16

5/20 - 6/2

5/27 - 6/3 - 6/3 - 6/16

2017 / アメリカ / 2h10

ビル・コンドン
エマ・ワトソン / ダン・スティーヴンス

美女と野獣
©2017 Disney. All Rights Reserved.

上映中

アルフォンソ・キュアロン ジェイミー・Ｍ・ダグ

ジャファル・パナヒ  

トクマルシューゴ

ディズニー・アニメの名作『美女と
野獣』がついに実写化！世界中の
女性たちが憧れるヒロイン “ ベル ”
を演じるのは『ハリー・ポッター』
シリーズのエマ・ワトソン。さらに、『ド
リームガールズ』の監督がメガホン
を取り、最大の魅力であるミュージカ
ルパートを現代に蘇えらせる！

家族に会うためにメキシコから米国へ
の不法入国を試みる移民たちに、突
如銃弾が襲い掛かる。襲撃者の正体
は不明。水も武器もない50℃の砂漠
から生還できるのか!?Ｇ・Ｇ・ベルナ
ルが主演、『ゼロ・グラビティ』のキュ
アロン父子が監督・製作を務めた究
極のサバイバル・サスペンス！

事故で重傷を負った女性弁護士ト
ニーはリハビリに励みながら、深く愛
し、傷ついたジョルジオとの日々に思
いを馳せる。10 年に及ぶ嫉妬と官能、
そしてすれ違い。ジョルジオという男
は一体何者だったのか。愛の様々な
局面を真正面から描いた傑作。

東南アジアのラオスで NGO の医療
活動を行っていたアメリカ人のジョ
ン。ある夜、襲われていた女性を助け
るために、誤って人を殺してしまう。
言葉も常識も通じない異国で指名手
配されたジョンは必死の逃避行を
繰り広げるが…。魂を揺さぶる結末が
待つヒューマンサスペンスの秀作。

中学時代の親友の死をきっかけに、
数十年ぶりに故郷に戻ってきた映画
監督の晄。懐かしい思い出をたどりな
がら、時代を熱く駆け抜けた親友の人
生に触れた晄は、彼を主人公にした脚
本を書き始める―。昭和の香り漂う北
九州を舞台に繰り広げられる、映画愛
に溢れたヒューマンドラマ。

昨年 3 月に起きたベルギー連続テロ事
件で亡くなった映画音響技師ジル・ロー
ランは、原発事故後の福島に生きる人び
とを取材していた。故郷に残る者、故郷
に戻る者、戻らない者、淡 と々進む日常の
中でそれぞれが語る自然体の言葉から
見える、故郷を失った人たちの今とこれ
から。映画はプロデューサーや監督の
同僚たちの手によって完成した。

2015年に大地震に見舞われたネパー
ルのラプラック村。一見悲惨にも思
われた村だが、雄大な自然に囲まれ、
貧しくとも笑顔を絶やさずに懸命に
復興を目指す光景は、まさに “世界
でいちばん美しい村 ”だった。写真
家・石川梵が長期取材を敢行し、映
画初監督を務めたドキュメンタリー。

家族が嫌い、大人が嫌い、自分のこと
もたぶん嫌い。口が悪くて自己チュー
な思春期ど真ん中のネイディーンは、
唯一の救いだった親友が兄と付き
合っていることを知り、途方に暮れ
ていて…。孤独な世界をもがく主人
公の痛々しさが古傷に沁みてくる！
ほろ苦くて愛おしい青春映画。

反体制的な活動を理由に、政府から
“20 年間の映画監督禁止令”を受けて
いるイランの名匠ジャファル・パナヒ
監督､待望の最新作。監督自らタクシー
運転手に扮し、厳しい情報統制下にあ
るテヘランに暮らす乗客たちの人生模
様を描きだした奇跡の人生賛歌。

井の頭公園の近くに住む女子大生の
純は、ひょんなことから高校生のハル、
音楽スタジオで働くトキオと出会う。
50 年前にハルの亡き父が歌声を吹き
込んだオープンリールテープを発見
した３人は、その曲を完成させようと
奔走するが…。若手監督・俳優の瑞々
しい感性が光る青春音楽映画。

『プラダを着た悪魔』のモデルとも言
われるヴォーグ誌編集長アナ・ウィ
ンターがＮＹメトロポリタン美術館を
舞台に手がけ、豪華セレブが集結す
る巨大ファッションイベント“メット
ガラ ”。この華麗なる美の祭典の舞
台裏を赤裸々に映し出したファッショ
ン＆アートドキュメンタリー。

衝撃的な過去を綴った自伝で一躍
時の人となった美少年作家、J.T.リ
ロイ。第２作「サラ、いつわりの祈り」
は映画化もされたが、彼は実在する
人物ではなかった！その正体はロー
ラという名の 40 代の女性だという
が…。世界を騒がせたスキャンダルの
真相に迫る驚きのドキュメンタリー。

忙しすぎて心が迷子になってない？
様々な草花が咲き誇る庭で、ゆった
りとお茶を楽しむ女性が問いかけ
る。92 歳までバーモントの山奥で創
作活動を続けた絵本作家ターシャ・
テューダーを10 年に渡って追い続
けたドキュメンタリーが、秘蔵映像を
加えた完全版として甦る。

男手ひとつで育てた一人娘が、大学
入学のため上京することに。父と娘は
部屋を探して東京の街を歩き回る―。
別れを間近に控えたたった一日の東
京小旅行が、かけがえのない思い出に
なる。父親を演じたのは人気落語家
の柳家喬太郎。飾らない好演が胸に
沁みる、愛すべき家族のドラマ。

視覚障害者向けの映画音声ガイド制
作を仕事にする美佐子が、カメラマン
の雅哉と出逢う。彼は命よりカメラを
大事にするほど写真にのめり込んで
いたが、次第に視力を失ってゆく運
命にあり…。日本中を感動で包んだ

『あん』の河瀨直美監督と永瀬正敏
が生み出した至高のラブストーリー。

研吾は剣道５段。師であった父を植物
状態にしてしまい酒に溺れていたが、
ラップに夢中の高校生・融と出会い、
彼に父と同じ素質を見て…。侍の精
神と現代人の感覚を融合させた原作
の世界感を、鬼才・熊切和嘉が描く。
役作りで体脂肪７％まで鍛え上げた
綾野剛の本気度も必見。

世界中の誰もが憧れるパリ。そのイ
メージは、1950 年に LIFE 誌に掲載
された「パリ市庁舎前のキス」などの、
ロベール・ドアノーによって撮影され
た写真が形作ったと言っても過言で
はない。貴重な資料映像や関係者の
証言を通して、ドアノーの生涯と創作
の秘密に迫るドキュメンタリー。

メッセージ
5/19 -

ある日、突如として巨大な球体型宇
宙船が地球上に降り立つ。目的は不
明。謎の知的生命体との意思疎通
をはかるため、言語学者のルイーズ
は “彼ら”が人類に何を伝えようと
しているのかを探っていく。全く

新しい【未知との出遭い】を描く、すべ
ての人の胸を打つ感動の SF 超大作。

未来よ こんにちは

2016 / フランス - ドイツ / 1h42

ミア・ハンセン＝ラブ
イザベル・ユペール / アンドレ・マルコン

4/29 - 5/18

ナタリーはパリの高校の哲学教師。
あるとき、夫からは離婚を切り出され、
世話をしていた母も他界。充実した
日々 から一転して“お一人様 ”になって
しまったナタリーの未来は再び輝ける
のか？大女優イザベル・ユペールの
新たな代表作というべき傑作ドラマ。

第69 回カンヌ国際映画祭
グランプリ受賞

©2016 CG Cinema・Arte France Cinema・DetailFilm・Rhone-Alpes Cinema

2016 / ベルギー / 1h16
ジル・ローラン　配給プロデューサー：奥山和由

2016 / アメリカ / 1h56
エイミー・アダムス / ジェレミー・レナー
ドゥニ・ヴィルヌーヴ テッド・チャン

ミス・サイゴン
25周年記念公演 in ロンドン

2016 / イギリス / 3h07

ブレット・サリヴァン
ジョン・ジョン・ブリオネス/エバ・ノブルザダ

©2016 CML

5/6 - 5/19

名作ミュージカル「ミス・サイゴン」の
25周年記念公演をスクリーンで上映！
1970 年代ベトナム戦争末期、サイゴンの
ナイトクラブで働く少女とアメリカ兵が恋
に落ちる。だがこの出会いが互いの人生を
大きく狂わせていくことになり…。特別
ゲストとしてオリジナルキャストも登場！
　特別料金：2,500 円均一

第 65 回ベルリン国際映画祭
金熊賞受賞

©2016 A&E Television Networks and RatPac Documentary Films, 
LLC. All Rights Reserved.

第89 回アカデミー賞
音響編集賞 受賞

はらはらなのか。

2017 / 日本 / 1h40

酒井麻衣 
原菜乃華／松井玲奈／吉田凛音／水橋研二 

©2017『はらはらなのか。』製作委員会

5/13 - 5/26

劇中歌・主題歌： チャラン・ポ・ランタン 

子役出身の少女が、本格女優を目指
すも、オーディションに合格できずに
いて…。雑誌モデルなどで活躍中の
原菜乃華が本人役で初主演。『いい
においのする映画』で注目の酒井
麻衣監督が、少女の繊細な気持ちを
描く。チャラン・ポ・ランタンが主題
歌と劇中歌を担当し、出演も！

おとなの事情

2016 / イタリア / 1h36

パオロ・ジェノヴェーゼ 
ジュゼッペ・バッティストン/アルバ・ロルヴァケル 

©Medusa Film 2015

5/20 - 6/9

友人同士の夕食の席で、かかってきた
電話やメールを公開するというゲー
ムをすることに。恋人や夫婦の秘密が
明かされて…。予想できる展開だけ
れど、予想を超えた深さのあるドラマ。
イタリアの映画賞で脚本賞を受賞し
ているのも納得。イタリアのスマホ
依存度は日本以上だとか！

美しい星

2017 / 日本 / 2h07
リリー・フランキー/亀梨和也/橋本愛/中嶋朋子

©2017「美しい星」製作委員会

5/26 -

三島由紀夫が自ら愛した異色のSF 小
説を、吉田大八が悲願の映画化。ある
日突然 “宇宙人”として覚醒した大杉
一家。美しい星・地球を救うという
使命を託された。彼らはそれぞれに
奮闘を重ねていくが…。彼らはなぜ
目覚めたのか、本当に目覚めたのか。
今、渾身の人間賛歌が鳴り響く！

光をくれた人

2016 /アメリカ-オーストラリア-ニュージーランド/ 2h13

デレク・シアンフランス
マイケル・ファスベンダー/アリシア・ヴィキャンデル

©2016 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC

5/26 -

子供に恵まれない灯台守の夫婦が暮
らす孤島に赤ん坊が流れ着く。２人
はその赤ん坊を我が子として育てる
ことを決意。幸せな日々が続いてい
たが、そこに実の母親が現れ…。『ブ
ルーバレンタイン』の監督がＭ・ファ
スベンダー＆Ａ・ヴィキャンデル競演
で描く、深い深い愛と葛藤の物語。

フリー・ファイヤー

2016 / イギリス - フランス / 1h30

ベン・ウィートリー
ブリー・ラーソン / アーミー・ハマー

©Rook Films Freefire Ltd / The British Film Institute / Channel Four Television
Corporation 2016 / Photo:Kerry Brown

5/27 - 6/16

マーティン・スコセッシ

場末の倉庫に集まってきた２組のギャ
ングたち。簡単な銃取引が行われるだ
けのはずが、あるトラブルがきっかけ
で壮絶な銃撃戦に発展し…。豪華ク
セ者キャストが 90 分間ノンストップ
で銃をぶっ放しまくる！生き残るのは
誰だ !? スコセッシ製作総指揮、最狂
の密室バトルロイヤルが開幕 !!

海辺のリア

2016 / 日本 / 1h45

小林政広
仲代達矢 / 黒木華 / 原田美枝子 / 小林薫 / 阿部寛

©「海辺のリア」製作委員会

6/3 -

認知症を疑われ、老人ホームに送ら
れた老優・兆吉。ある日、施設を脱走
して海辺をさまよっていたところ、
かつて妻とは別の女に産ませた娘
が現れて…。小林政広監督の『春と
の旅』『日本の悲劇』に続く仲代達
矢主演作。シェイクスピアの「リア王」
をモチーフに人間の業を描き抜く。

ゴールド 金塊の行方

2017 / アメリカ / 2h01

スティーヴン・ギャガン
マシュー・マコノヒー/エドガー・ラミレス

©BBP Gold, LLC

6/1 -

1988 年、アメリカ。ビジネスで失敗続
きのケニーは鉱山ビジネスに目を付
け、謎めいた地質学者マイクと手を組
む。そしてインドネシアの奥深いジャ
ングルで史上最大の金鉱脈を発見す
るのだが…。名優マシュー・マコノヒー
が製作＆主演を務め、体重18kg 増
量で挑んだ実話に基づく意欲作！

吉田大八 三島由紀夫

ヨーヨー・マと
旅するシルクロード

2015 / アメリカ / 1h35

モーガン・ネヴィル
ヨーヨー・マ / ジョン・ウィリアムズ

©2015, Silk Road Project Inc., All Rights Reserved

4/29 - 5/12

世界的チェロ奏者ヨーヨー・マが
2000年に「音の文化遺産」を発信す
べく立ち上げた「シルクロード・アンサ
ンブル」。異なる歴史的・民族的背景
を持つメンバーたちは演奏を通じて
アイデンティティを確立していく。国
境を越えた豊かなハーモニーが文化
の未来を照らすドキュメンタリー。

これは映画ではない

2011 / イラン / 1h15

ジャファル・パナヒ／モジタバ・ミルタマスブ 
ジャファル・パナヒ

©Jafar Panahi and Mojtaba Mirtahmasb

5/20 - 5/26

世界三大映画祭で受賞経歴を持つ
イランのジャファル・パナヒ監督は、
2010 年、反政府運動を扇動したとし
て逮捕された。数ヵ月後に釈放される
も、映画制作・出国・マスコミとの接
触を禁じられた彼は、自宅で自分を撮
り始める。傑作『人生タクシー』へと
繋がる、今、観るべき作品。

©2017 “RADIANCE” FILM PARTNERS / KINOSHITA、
COMME DES CINEMAS、Kumie

第 68 回カンヌ国際映画祭 
女優賞 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


