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新型コロナウィルスの影響により、劇場営業・
上映スケジュールが急遽変更となる場合がございます。

エネルギーに溢れ、躍動感に満ちた最盛期のトーキング・
ヘッズのライブを捉えた、伝説的なコンサート・フィルム。
監督は、後に『羊たちの沈黙』を撮るジョナサン・デミ。
監督：ジョナサン・デミ/出演：トーキング・ヘッズ
1984/アメリカ/88分/boid

ストップ・メイキング・センス4/30(金)～5/6(木)

ロック映画の最高傑作をリバイバル上映！

©1984 TALKING HEADS 
FILMS.  ALL RIGHTS RESERVED

かつての天才詩人ムーンドッグは、アメリカの“楽園”フロ
リダ州で、悪友たちとどんちゃん騒ぎの日々を送ってい
た。しかしある事件から一文無しのホームレスになり…!?
監督：ハーモニー・コリン/出演：マシュー・マコノヒー、スヌープ・ドッグ
2019/アメリカ/95分/R15+/キノシネマ

ビーチ・バム まじめに不真面目5/7(金)～

監督:ハーモニー・コリン×主演:マシュー・マコノヒー

movie.kinocinema.jp/works/beachbum
©2019 BEACH BUM FILM HOLDINGS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

監督：スパイク・リー/出演：デイヴィッド・バーン、ジャクリーン・アセヴェド
2020/アメリカ/107分/パルコ

元トーキング・ヘッズのフロントマン、デイヴィッド・バー
ンと11人の仲間たちによる圧倒的なパフォーマンス！幻
となった伝説のブロードウェイ・ショーを完全映画化。

アメリカン・ユートピア americanutopia-jpn.com ©2020 PM AU FILM, LLC AND RIVER 
ROAD ENTERTAINMENT, LLC ALL RIGHTS RESERVED近日公開

デイヴィッド・バーン×スパイク・リー!!極上のライブ映画

監督：佐々部清/出演：三浦貴大、知英、比嘉愛未
2020/日本/108分/ショウゲート

鹿児島県薩摩川内市に420年続く伝統の祭り、川内大綱引。
その祭りに青春をかける鳶の跡取りと診療所に勤務する
韓国人研修医の恋と、2人を取り巻く家族模様を描く。

ohzuna-movie.jp
©2020「大綱引の恋」フィルムパートナーズ大綱引の恋5/7(金)～

『チルソクの夏』佐々部清監督の遺作

脚本・演出：ばんたくや/出演：渡部将之、憲俊、渡辺一正、山口雅也
日本/90分/円盤ライダー

大型商業施設の屋外駐車場を舞台に、車内から観劇する新
しい演劇「ドライブインステージ」を映画化。とある町役場
で立ちあがった映画企画に右往左往する人々を描く。

©Enban Rider・Wonder Creators All right reservedざ☆ロードショー5/14(金)～5/20(木)

苦境の演劇界での新たな挑戦を映像化

監督：トーマス・ハイゼ
2019/ドイツ、オーストリア/218分/サニーフィルム

旧東ドイツ出身の映画監督、トーマス・ハイゼ。彼の家族が
19世紀後半から保管してきた手紙や日記、音声記録を用い
自らのモノローグで語られる、全5章218分の家族史。

※特別料金　　一般 :2,300 円　学生・シニア :2,000 円　会員・サービスデー :1,800 円

sunny-film.com/100years
©ma.ja.de filmproduktions / Thomas Heiseハイゼ家  百年5/14(金)～5/27(木)

家族の遺品からドイツ激動の百年を語るドキュメンタリー

監督：鈴木健太郎/声の出演：若林直美、堀江由衣、たみやすともえ
2021/日本/角川ANIMATION

2012年にアニメ化され、大好評を博した「リトルバスター
ズ！」の劇場長編スピンオフ作品。主人公・直枝理樹と能
美クドリャフカの2人の関係を主軸に描かれる。

劇場版  クドわふたー5/14(金)～

人気恋愛AVG、ファン待望の劇場アニメ化

kud-wafter.jp
©VISUAL ARTS / Key

監督：大森研一/出演：伊藤淳史、内山理名、吉岡秀隆、橋爪功
2021/日本/112分/スターキャット

砥部焼の若手陶芸家・竜青は、聖火台デザインコンペを勝
ち抜き、「磁器製の聖火台」の制作に挑むことに。しかし、そ
れには絶縁していた父や窯元たちの技術が必要だった。

mirakata.com
©2021「未来へのかたち」製作委員会未来へのかたち5/7(金)～

焼き物で巨大な聖火台をつくる、家族の再生物語

誰にも言えない想いを抱える環と、言葉では想いを伝え
られないマリア。人とうまく繋がれない少女達が、和太鼓
を叩くことで“音”によって繋がる瞬間を瑞々しく描く。
監督：奥秋泰男/出演：紺野彩夏、久保田紗友、筒井真理子、 吹越満
2021/日本/117分/アンプラグド

藍に響け5/21(金)～

和太鼓で繋がる少女たちの青春ストーリー

ainihibike.com
©すたひろ／双葉社 ©2021「藍に響け」製作委員会

閉鎖された鉱山、デットロック。百万ドルの入ったスーツケ
ースを巡って男たちの闘いが始まる…。ニュー・ジャーマン・
シネマの影に葬られた伝説のカルト映画をリバイバル！
監督：ローラント・クリック/出演：マリオ・アドルフ、アンソニー・ドーソン
1970/ドイツ/85分/オンリー・ハーツ、アダンソニア

デッドロック5/15(土)～5/27(木)

タランティーノ絶賛！白昼夢クライム・アクション

deadlock.movie.onlyhearts.co.jp
© Filmgalerie451

監督：石井裕也/出演：尾野真千子、和田庵、オダギリジョー、永瀬正敏
2021/日本/144分/R15+/フィルムランド、朝日新聞社、スターサンズ

7年前に理不尽な交通事故で夫を亡くした良子は、アルバイ
トと夜の仕事を掛け持ちして中学生の息子を育てるが…。社
会の歪みを浮き彫りにする、激しくも切ない人間ドラマ。

akaneiro-movie.com
©2021『茜色に焼かれる』フィルムパートナーズ茜色に焼かれる5/21(金)～

尾野真千子を主演に迎えた、石井裕也監督最新作

監督：内田伸輝/出演：篠原ゆき子、倉科カナ、高畑淳子
2021/日本/97分/シネメディア、チームオクヤマ

学童保育所で働く美咲は、娘に当たり散らす母の介護をし
ていた。あるとき、唯一心の拠り所である養蜂家の親友・香
織が突然命を絶ち、彼女の心は決壊寸前を迎えるが…。

onnatachi.official-movie.com
©『女たち』製作委員会女たち5/21(金)～

キャストが女優としての凄みを爆発させた人間ドラマ

監督：吉田秋生/出演：福本莉子、中河内雅貴、本仮屋ユイカ、竹中直人
2020/日本/93分/BS-TBS

「東宝シンデレラ」オーディションでグランプリを受賞した福
本莉子映画単独初主演。果実和菓子に魅せられた少女が、自分
のデザインした和菓子を作る夢を叶えようと奮闘する。

shiawasenomuscat.com
©「しあわせのマスカット」製作委員会しあわせのマスカット5/21(金)～

フルーツ王国・岡山県を舞台にした少女の成長物語

監督：アンドレス・カイザー/出演：エクトル・イリャネス
2018/メキシコ/98分/TOCANA

焼け跡から発見されたビデオに映っていたのは、獣のよう
に野生化した子どもたちだった！メキシコに伝わる禁断の
実話を基に、ドキュメンタリー・タッチで描かれる問題作。

nora-ningen.com
©CINE FERAL, S DE RL DE CV野良人間  獣に育てられた子どもたち5/21(金)～

人か？獣か？メキシコの山奥で捉えられた衝撃の事件

監督：ジョン・クラシンスキー/出演：エミリー・ブラント
2021/アメリカ/97分/東和ピクチャーズ

音に反応して人々を襲う“何か”の襲来で崩壊した世界を舞台
に、避難場所を探して旅する家族を描くサバイバルホラー。新
たな謎と脅威に溢れる外の世界で彷徨う一家の運命は!?

quietplace.jp ©2019 Paramount 
Pictures. All rights reserved.クワイエット・プレイス 破られた沈黙5/28(金)～

音を立てたら即死！社会現象級大ヒットホラーの続編

監督：瀬々敬久/出演：菅野美穂、高畑充希、尾野真千子 　
2021/日本/124分/KADOKAWA、WOWOW

住む場所も家庭環境も違うが、同じ「石橋ユウ」という名の
息子を持つ3人の母親。それぞれの幸せな生活が些細な事
で崩れはじめたとき、「3つの石橋家」の行き着く先は…。

movies.kadokawa.co.jp/ashitanoshokutaku
©2021「明日の食卓」製作委員会明日の食卓5/28(金)～

瀬々敬久監督が描く、母と子のリアルで壮絶な物語

監督：ロベール・ゲディギャン/出演：アリアンヌ・アスカリッド
2016/フランス/107分/キノシネマ

父との最期の日々を過ごすために、海辺の家に集う3人の子
供たち。それぞれの胸に秘めた過去と向き合う時間を、入江
に漂着した難民の子供たちが思わぬ希望に変えていく…。

movie.kinocinema.jp/works/lavilla
© AGAT FILMS & CIE ‒ France 3 CINEMA ‒ 2016海辺の家族たち5/28(金)～

“フランスのケン・ローチ”と称えられる監督の集大成

2021.04.27 発行/2021.04.29改定

監督：橋本一/出演：柳楽優弥、田中泯、永山瑛太、阿部寛
2020/日本/129分/S･D･P

誰もが知る“あの波”を生み出した天才絵師、葛飾北斎。幼
き日から90歳で命燃え尽きるまで生涯を通して絵を描き
続けた彼の人生が、170年の時を経て初めて描かれる。

hokusai2020.com
©2020 HOKUSAI MOVIEHOKU S A I5/28(金)～

豪華キャストで贈る、孤高の絵師の生き様

監督：ジャスティン・カーゼル/出演：ジョージ・マッケイ、ニコラス・ホルト
2019/オーストラリア他/125分/PG12/アット エンタテインメント

19世紀オーストラリアで“ケリー・ギャング”を結成し、国中
に名を轟かせたネッド・ケリー。英雄として語られる男を、
苦悩し闘う1人の若者として描いた同名小説を映画化。

kellygangjp.com ©PUNK SPIRIT HOLDINGS PTY LTD, CHANNEL FOUR TELEVISION 
CORPORATION, ASIA FILM INVESTMENT GROUP LTD AND SCREEN AUSTRALIA 2019トゥルー・ヒストリー・オブ・ザ・ケリー・ギャング6/18(金)～

権力と差別に立ち向かった、史上最もパンクな反逆者

教会で行われたライブを収録し、史上最高のゴスペル・ア
ルバムとして今も尚輝き続ける「AMAZING GRACE」。その
感動的な夜が、49年を経て遂に映像で蘇る!!
監督：シドニー・ポラック/出演：アレサ・フランクリン
2018/アメリカ/91分/ギャガ

gaga.ne.jp/amazing-grace
2018©Amazing Grace Movie LLCアメイジング・グレイス／アレサ・フランクリン5/28(金)～

ソウル史上屈指のライブ・ドキュメンタリー

監督：篠原利恵/出演：竹中直人、山田孝之、齊藤工
2021/日本/イオンエンターテイメント

平穏だった蒲郡で起こる数々のハプニング。超豪華キャスト・
スタッフによる一筋縄ではいかない制作現場。映画のために
寄せ集まった“裏と表”の人々を映画公開直前まで追う。

zokki.jp/ura.html
©2020「裏ゾッキ」製作委員会裏ゾッキ5月

映画『ゾッキ』の舞台裏を描いたドキュメンタリー

監督：平尾隆之/声の出演：清水尋也、小原好美、大谷凜香
2021/日本/90分/角川ANIMATION

映画製作アシスタントの青年・ジーンは、敏腕プロデューサ
ーのポンポさんから次回作の監督に指名され…。『この世界
の片隅に』のスタッフが贈る、夢と狂気渦巻く人間ドラマ。

pompo-the-cinephile.com ©2020 杉谷庄吾【人間プラモ】／
KADOKAWA／ 映画大好きポンポさん製作委員会映画大好きポンポさん6/4(金)～

映画製作現場を舞台にした長編アニメーション

俳優、佐藤二朗が主宰する演劇ユニット「ちからわざ」の
舞台を、佐藤自ら監督を務め映画化。架空の島の売春宿で
死んだ様に生きる男女の、壮絶な物語を描く。
監督：佐藤二朗/出演：山田孝之、仲里依紗、佐藤二朗
2020/日本/113分/R15+/AMGエンタテインメント

はるヲうるひと6/4(金)～

佐藤二朗が放つ豪華キャスト陣による狂演

haru-uru.com
©2020「はるヲうるひと」製作委員会

佐藤二朗 監督より直筆コメントをいただきました→裏面

売れない写真家の小山田は読者モデルのユカと出会う。次第
に距離を縮めるが、ユカが体を許すことはなかった。そんな
中、小山田が撮った彼女の写真が運命を変えることになる。
監督：児山隆/出演：金子大地、石川瑠華、栁俊太郎
2019/日本/122分/R15+/ラビットハウス

猿楽町で会いましょう6/4(金)～

嘘だらけのヒロインを描く衝撃のラブストーリー

sarugakuchode.com
©2019 オフィスクレッシェンド

監督：ウィリアム・ニコルソン/出演：アネット・ベニング、ビル・ナイ
2018/イギリス/100分/キノシネマ

もうすぐ結婚29周年ながら突然「家を出ていく」と妻グレー
スに告げたエドワード。グレースと息子のジェイミーは耳
を疑うが、自身の生き方や人間関係を見つめ直していく。 

movie.kinocinema.jp/works/hopegap
©Immersiverse Limited 2018幸せの答え合わせ6/4(金)～

実力派俳優たちによる、家族の物語

監督：セルジュ・ゲンズブール/出演：ジェーン・バーキン
1975→2019/フランス/90分/R18+/セテラ・インターナショナル

クラスキーは男の子かと見間違うほどのショートカットの女
の子ジョニーと出会う。次第に２人は意気投合するが、実はク
ラスキーはゲイだった。それでも惹かれ合う２人だが…。

cetera.co.jp/jetaime4K ©1976 STUDIOCANAL 
- HERMES SYNCHRON All rights reservedジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ 4K完全無修正版6/11(金)～24(木)

永遠のカリスマ ジェーン・バーキン主演

監督：ニコラ・ブドス/出演：ダニエル・オートゥイユ、ギョーム・カネ
2019/フランス/115分/R15+/キノフィルムズ

冴えない毎日を送るヴィクトルは息子から、客の戻りたい過去
をセットに再現する“タイムトラベルサービス”を贈られる。彼
は「運命の女性と出会った年」をリクエストするが…。

lbe-movie.jp ©2019-LES FILMS DU KIOSQUE-PATHÉ FILMS-ORANGE 
STUDIO-FRANCE 2 CINÉMA-HUGAR PROD-FILS-UMEDIAベル・エポックでもう一度6/12(土)～

仏映画界の至宝が共演したロマンチック・コメディ

監督：ホン・サンス/出演：キム・ミニ、ソ・ヨンファ
2020/韓国/77分/ミモザフィルムズ

5年間そばを離れたことのない夫の出張中に、3人の女友達
を訪ねたガミ。穏やかで親密な会話の中に隠された本心を
通して、彼女の中で少しずつ何かが変わっていく…。

nigetaonna-movie.com
©2019 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved逃げた女6/11(金)～

名匠ホン・サンス監督×主演キム・ミニ最新作

第二次大戦後、ヒトラーと東條英機は実はガーナで生き延
びていた!!現地の人々を制圧し世界征服を目論む独裁者た
ちに、最強武闘会で地元のカンフー青年が立ち向かう!!
監督：セバスチャン・スタイン、 ニンジャマン/出演：エリーシャ・オキエレ
2020/ガーナ、ドイツ、日本/84分/R15+/トランスフォーマー

transformer.co.jp/m/akfn ©2020 BUSCH 
MEDIA GROUP. ALL RIGHTS RESERVEDアフリカン・カンフー・ナチス6/12(金)～

前代未聞のポリティカル・カンフー・アクション!?

監督：川口潤/出演：葛西純、佐々木貴、藤田ミノル
2021/日本/107分/PG12/SPACE SHOWER FILMS

凶器アリ・反則ナシの特殊ルールで行われる究極のプロレ
ス“デスマッチ”。そこで「カリスマ」と称され、過酷なリング
に20年以上身を捧げてきた葛西純の壮絶な半生を追う。

kyoen-movie.com
©2021 Jun Kasai Movie Project.狂猿  きょうえん6/18(金)～

本邦初のデスマッチドキュメンタリー！！

監督：マイケル・ウィンターボトム/出演：スティーヴ・クーガン
2019/イギリス/104分/PG12/ツイン

ファストファッション・ブランドの悪名高き経営者・マクリ
ディ卿は、自らのイメージ回復を目論んでパーティを計画す
るが…。栄華と衰退の軌跡を辿った男の仰天人生を描く。

greed-japan.com ©2019 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, 
INC. AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATIONグリード ファストファッション帝国の真実6/18(金)～

強欲資本主義が生んだ怪物が魅せるブラックエンタメ 

監督：チョ・チョルヒョン/出演：ソン・ガンホ、パク・ヘイル
2019/韓国/110分/ハーク

朝鮮第4代国王・世宗は、朝鮮独自の文字を作ることを決意し、
低い身分ながら何カ国もの言語に詳しいシンミを呼び寄せる。
逆境や葛藤の中、彼らは新たな文字作りに突き進んでいく。

hark3.com/hangul ©2019 MegaboxJoongAng PLUS 
M,Doodoong Pictures ALL RIGHTS RESERVED.王の願い  ハングルの始まり6/25(金)～

『パラサイト 半地下の家族』のソン・ガンホ主演

監督：ロバート・エガース/出演：ウィレム・デフォー、ロバート・パティンソン
2019/アメリカ/109分/R15+/トランスフォーマー

W・デフォーとR・パティンソンのW主演作。孤島にやって
来た2人の灯台守が、外界から遮断され、狂気と幻想によ
る極限状態に陥る姿を恐ろしくも美しい映像で描く。

transformer.co.jp/m/thelighthouse © 2019 A24 Films LLC. All Rights 
Reserved.Layout & design © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.ライトハウス7/9(金)～

A24製作×『ウィッチ』ロバート・エガース監督最新作

監督：フェデリコ・ボンディ/出演：カロリーナ・ラスパンティ
2019/イタリア/94分/ザジフィルムズ

快活で社交的なダウン症の女性・ダフネは両親と平穏に暮
らしていたが、ある日突然母のマリアに死が訪れる。塞ぎ
込む父・ルイジに、彼女はトスカーナへの旅を提案する。

zaziefilms.com/dafne
©2019, Vivo film - tutti i diritti riservatiわたしはダフネ7/9(金)～

父と娘の、喪失を乗り越えるためのかげがえのない旅

ホラーサスペンス大賞を受賞した小説が、ドラマシリーズを
経て映画化。夫像、結婚像、家庭像に少女のような憧れを持つ
リカが、“運命の男性”にピュアな愛情を炸裂させる…。
監督：松木創/出演：高岡早紀、市原隼人、内田理央、水橋研二
2021/日本/99分/PG12/ハピネットファントム・スタジオ

リカ ～自称28歳の純愛モンスター～6/18(金)～

高岡早紀が怪演するラブ・サイコ・スリラー！

rika-28.com ©2021映画『リカ ～自称
28歳の純愛モンスター～』製作委員会

美しき魔女・哀川ショコラが作るのは食べるだけで願いが叶
うチョコレート。しかしその代償として“一番大切なもの”を
奪われる…!?不思議なチョコを巡るファンタジーホラー。
監督：森脇智延/出演：山口真帆、岡田結実
2021/日本/イオンエンターテイメント

ショコラの魔法6/18(金)～

人気少女漫画を原作に、山口真帆が映画初主演

themagicofchocolate-movie.com
©2021 みづほ梨乃・小学館／映画「ショコラの魔法」製作委員会

越谷オサムのベストセラー青春小説を、青森出身の横浜聡
子監督が映画化。津軽三味線が得意だが内気な少女いとが、
津軽メイド喫茶で働き出したことで大きく変わっていく。
監督：横浜聡子/出演：駒井蓮、豊川悦司、黒川芽以、横田真悠
2021/日本/116分/アークエンタテインメント

いとみち6/25(金)～

オール津軽ロケ！青森愛あふれる津軽弁ムービー

itomichi.com
©2021「いとみち」製作委員会

監督：シルヴァン・ショメ/出演：ジャン＝クロード・ドンダ、ミシェル・ロバン
2002/フランス他/80分/チャイルド・フィルム

手描き表現にこだわり、NY映画批評家協会賞はじめ数々の受
賞を果たした長編アニメ。人生経験と知恵そしてユーモアと
愛で数々の難局を乗りきるおばあちゃんたちの奮闘記！

child-film.com/Belleville ©Les Armateurs / Production Champion 
Vivi Film / France 3 Cinéma / RGP France / Sylvian Chometベルヴィル・ランデブー7/9(金)～

フランス・アニメーションの傑作をリバイバル上映

ダンサーになる夢を実現するため、家族の反対を押し切り
上京したユメ。先の見えない夢と現実の狭間でもがきなが
ら、たくさんの人たちと出会い、ダンスを続けていくが…。
監督：フィル・メッキー/出演：仲万美、髙嶋政宏、麿赤兒、黒田育世
2021/日本、カナダ/124分/DOF

ドリームズ・オン・ファイア5/15(土)～

日本人トップダンサー、仲万美の初主演映画

dreamsonfirefilm.com


