
最新話題作、人気作をリストアップいたしました。

119分 UIP 監督：サムメンデス

戦争と
平和

名作児童文学“ドリトル先生”シリー
ズをロバート・ダウニー・Ｊｒ主演で実写
映画化した冒険ファンタジー。動物と
話ができる変わり者の名医ドリトル先
生が、陰謀に巻き込まれて病に臥せ
る女王を救うため、個性豊かな動物
たちと繰り広げる大冒険を描く。

不朽の名作『若草物語』を現代的解釈で
映画化。19世紀後半のアメリカを舞台に、
女性の結婚と幸せを巡る四姉妹それぞれ
の人生模様を、小説家を目指す次女
ジョーの視点から瑞々しく綴る。

135分 SONY 出：エマワトソン

若草
物語

人とおもちゃの心温まる絆をユニークかつ濃
密なストーリーで描いたピクサーの人気シリー
ズ第４弾。新たな持ち主ボニーの元から逃げ
出したおもちゃを追って外の世界へと飛び出
したウッディらが、驚きと感動の冒険を繰り広
げる。

100分 ディズニー 日声：唐沢寿明

大ヒッ
ト新作

ファミリー
新作101分 UIP

出：ロバートダウニーJr,

※ディズニー作品のため広報と上映施設が限られます

吉永小百合と天海祐希共演による感
動ドラマ。家庭のために生きてきた主婦・
幸枝と仕事のために生きてきた女社長・
マ子。余命宣告を受けたふたりは、12歳
の少女の「死ぬまでに
やりたいことリスト」を実行
する旅に出る。

115分 WB 出：吉永小百合

大ヒット
邦画

第一次世界大戦の西部戦線を舞台に、
まるで全編ワンカット撮影かのような切れ
目のない驚異の映像で贈る戦争大作。
1600人の味方の命がかかった重要な指
令を届けるため、最前線へ向かって戦場
を駆け抜ける２人の若いイギリス人兵士
の姿を、圧倒的な臨場感
で描き出す。

トロール王国の“ハッピー"を取り戻せ!キラふ
わ虹色トロールたちのミュージック・アドベン
チャー!歌って、踊って、ヒットチューン満載!
思わず一緒に踊り、口ずさみたくなる。今
求められるハッピーでポジティブな、元気
が出ること間違いなしの
ミュージックアドベンチャー!

85分 UIP 声：上白石萌音

ファミリー
新作

２０２1年3月13日使用開始

長年愛され続けてきた伝説の家族が
帰ってきた!大ヒットシリーズの待望アニ
メ映画化。モンスターのゴメズとモーティ
シアの子ども・ウェンズデーとパグズリー。
人間のパーカーと友人になったウェンズ
デーは、中学校に通い始める。

ファミリー
新作

101分 UIP 声：杏 二階堂ふみ

２０２1年3月13日使用開始

名作アニメ「ライオン・キング」を最新の映像
技術を駆使して実写化したエンタテインメン
ト大作。雄大なアフリカの大自然を舞台に、
偉大な王ムファサの息子として生まれながら、
国を追われた子ライオン、シンバが、仲間た
ちの友情と愛に支えられて成長し、自ら運
命を切り拓いていく姿を、超実写版”映像で
描き出す。

115分 ディズニー 日声：大和田伸也

大ヒット
新作

※ディズニー作品のため広報と上映施設が限られます

伝説の画家・熊谷守一(モリ)と妻の暮らしを、
名優・山崎努と樹木希林の共演で描いたド
ラマ。昭和49年、東京。30年間自宅の小さ
な庭に生きる虫や草花を観察し続ける94歳
の老画家・モリとそんな彼を受け入れる妻・
秀子の下には様々な客が訪れ…。

99分 日活 特別価格 出：山崎努／樹木希林

シニアお
すすめ

「ミニオン」シリーズの第３弾。悪党稼業から
足を洗った主人公グルーが、新たなライバル
や生き別れた双子の兄弟を相手に繰り広げ
る大騒動の行方を描いた大ヒットアニメ。

90分 UIP 出演：笑福亭鶴瓶 不動の
人気作



愛する飼い主との運命の再会を目指して
生まれ変わりを繰り返す犬ベイリーの一途
な愛をつづった大ヒット作「僕のワンダフ
ル・ライフ」の続編。何度生まれ変わっても
孫娘に寄り添い続け、家族の絆を取り戻す
ために奮闘するベイリーの長い旅路を描く。

109分 UIP 出演：デニス・クエイド

動物
愛護

「スパイダーマン：ホームカミング」に続くシ
リーズ第２弾。アイアンマンを師と仰ぎ、真
のヒーローを目指して奮闘する高校生ピー
ター・パーカーが、ニック・フューリーの下で
新たな脅威に立ち向かうさまを描く。

130分 ソニー
出演：トムホランド

大ヒット
新作！

スパイダーマン最新作！

130分 ソニー

スパイダーマン映画史上、最高傑作!日本を

始めとして、世界中で大絶賛の声。《世界で
最も有名なキャラクター》スパイダーマンの
世界で描かれる成長、仲間との絆の全く新
しい物語。別次元のスパイダーマンたちが
集結するCGアクションアニメ。

スパイダーマン新シリーズの第１弾とな
る痛快エンタテインメント青春アクション
大作。アイアンマンに憧れ、アベンジャー
ズ入りを夢見る15歳の青年の葛藤と成

長を、ヒーローとしての華々しい活躍に
普通の高校生の瑞々しい青春模様を織
り交ぜ描き出す。

133分 ソニー 出演：トム・ホランド

超大作「ジュラシック・ワールド」の続編。恐竜
テーマパーク“ジュラシック・ワールド”で起きた
大惨事から３年後を舞台に、大噴火の危機
が迫る中で繰り広げる恐竜救出作戦の行方
を臨場感あふれる迫力のアクション満載に描く。
第一弾も上映可能。

大切な劇場を立て直すために、コアラのバス
タームーンが思いついたのは…たくさんの動
物達に向けた“歌のオーディション”! 誰もが
きっと歌いだしたくなり、元気になれるミュー
ジック・エンターテインメント! 60曲を超えるヒッ
トソングや名曲の数々とともに綴ったアニメ。

108分 UIP 日声長澤まさみ

名作絵本を映画化したコメディ・アドベン
チャー。イギリスの美しい湖水地方の田舎
町を舞台に、画家のビアや仲間たちと楽し
い毎日を送るウサギのピーターが、自分た
ちの快適な生活を守るべく都会から来た
青年トーマスと、熾烈な攻防を繰り広げる
さまとをコミカルに描く。

95分 ソニー出演：ドーナル・グリーソン

97分 ソニー 日本語：山寺宏一

大ヒット・アニメ「モンスター・ホテル」シリーズ第
３弾。ホテルで働きづめの父を心配した娘の提
案で、豪華クルーズ船の旅に出たドラキュラ
だったが…。

名作ミュージカル「メリー・ポピンズ」の55年
ぶりとなる続編。３人の子どもの父親となっ
たバンクス家の長男マイケルの前に、再び
あの美しい魔法使い“メリー・ポピンズ”が
現われ窮地を救うさまを、実写とアニメを融
合した映像と華麗なミュージカル・ナンバー
とともに描き出す。

131分 ディズニー 出演エミリー・ブラント：

※ディズニー作品のため広報と上映施設が限られます

128分 UIP 出演：クリス・プラット

芥川賞作家・平野啓一郎の同名ベストセラー
を映画化した大人のラブストーリー。東京・パリ・
ニューヨークを舞台に、世界的天才ギタリストと
女性ジャーナリストが、運命に翻弄されながら
繰り広げる６年にわたる切ない愛の軌跡を、美
しくもほろ苦い筆致で綴る。

124分 アミューズ 福福山雅治

邦画
話題作

日本生まれの人気ゲームキャラクター
をハリウッドが実写とＣＧを融合して映
画化したアクション・コメディ。地球に
やって来た音速の青いハリネズミ“ソ
ニック”が、保安官の若者と友情を育
み、悪の天才科学者の恐るべき野望
の阻止に立ち上がる。

１００分 UIP
出演：ジェームズ・マースデン

大ヒット
新作！

大ヒット作「ペット」の待望の続編！お行儀
よくお留守番できない彼らに、新たな試練
が待ち受ける! マックスとデュークの飼い主・
ケイティが結婚し、リアムが誕生。マックスは
リアムを可愛がるあまり、いつも不安でいっぱ
いだった。ある日、マックスは農場犬のルース
ターと出会う。

86分 UIP 日声：設楽統,

大人気
アニメ



ベストセラー児童文学を映画化した大人気
シリーズ第三弾。人間とドラゴンが共存する
世界を舞台に、バイキングの若きリーダーと
なった青年ヒックが、ドラゴンの相棒トゥースた
ちと共に“幻の聖地”を求めて壮大な冒険を
繰り広げる。

104分 UIP 日声： 田谷隼

大ヒット
新作！

世界中で愛され続ける大ヒット・ブロードウェイ・
ミュージカルを映画化。現代のニューヨークを舞
台に、両親を探しつづける少女と彼女を選挙戦
に利用しようと企む富豪の男の奇妙な心の交
流を、心はずむ歌と踊りで綴る。

１１４分 ソニー 出演：ジェイミーフォックス

人権
問題

数々のヒット曲を世に送り出してきた伝説
的ロック・ミュージシャン、エルトン・ジョン
の波瀾万丈の音楽人生を映画化した音
楽伝記ドラマ。スーパースターの栄光と挫
折、そして奇跡の復活を、赤裸々かつ感
動的に綴る。

121分 UIP 出演：タロン・エガートン

音楽系
最新
ヒット

名作絵本を「ミニオンズ」のイルミネーション
がアニメ映画化したファミリー・ファンタジー。
人の幸せが大嫌いなひねくれ者のグリンチが、
村中からクリスマスをなくしてしまおうとして繰
り広げる大騒動の行方をユーモラス
かつハートウォーミングに綴る。

86分 UIP 声：大泉洋

アフリカの貧しい国の少年が、独学で発電の仕組
みを学び、風車で電気をおこして干ばつから村を
救った奇跡の実話を綴った世界的ベストセラー・ノ
ンフィクションを映画化した感動ドラマ。

113分 出演：マクスウェル・シンバ

1960年代を舞台に、差別が残る南部での
演奏ツアーに向かった天才黒人ジャズピア
ニストと、彼に運転手兼用心棒として雇わ
れたガサツなイタリア系アメリカ人の凸凹コ
ンビが、旅を通して深い友情で結ばれてい
く感動の実話を軽やかに映画化。
アカデミー作品賞受賞。

130分 新日本 出演：ヴィゴモーテンセン

実話
町おこ

し

ファミ
リー

人権
問題

アカデ
ミー賞

英国のヴィクトリア女王とその従者のインド人
青年の友情を描いた伝記ドラマ。気難しい晩
年のヴィクトリア女王が唯一心を開いたインド
人青年との身分や文化を超えた知られざる
絆の物語を描く。

112分 UIP 出：ジュディデンチ

女性
生き方

大ヒット作「ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャン
グル」の続編。ゲームをクリアして現実世界に
戻ってきた主人公たちだが、今度は２人のおじ
いちゃんと一緒に再びゲームの世界に吸い込
まれる！？悪戦苦闘するサバイバル大冒険の
行方を描く。第一弾も上映可能。

123分 ソニー 出演：ドウェインジョンソン

大ヒット
ファミリー

映画

アンパンマンシリーズ第一弾
「それいけ！アンパンマン
キラキラ星の涙」から30作目
「それいけ！アンパンマン
かがやけ！クルンといのち
の星」まで 30タイトル以上ご
提供可能です。詳細はお問
い合わせ下さい。

（毎年5月～9月は上映不可・許諾確認に3週間）

水玉のモチーフなどで知られ、日本を代表す
る世界的アーティストの一人となった前衛芸
術家、草間彌生。しかしその道のりは順風満
帆とはほど遠い、苦難の連続だった。本作は、
そんな草間彌生の知られざる波乱万丈のアー
ティスト人生に迫ったアート・ドキュメンタリー。

76分 出：草間彌生

女性
ドキュメ

ント

白石和彌監督が桑原裕子の同名舞台劇
を実力派キャスト陣の豪華共演で映画化し
たヒューマン・ドラマ。最愛の子どもたちを守る
ために暴力夫を殺害し警察に出頭した母親
と、事件によって人生を大きく狂わされた３兄
妹の15年ぶりの再会の行方を描く。

122分 アミューズ 出：佐藤健
鈴木亮平 松岡茉優 田中裕子

邦画
秀作

豪華制作陣で贈るもう一つのシンデレラストー
リー！シンデレラの新たな冒険が今始まります。お
城で舞踏会が開かれる、エラは王子様に見初め
られるがお城の秘密を見てしまったことから
追われることに…。に。エラたちは無事逃げられるの
か!?
87分 声：小坂井祐莉絵

「ワンダーパーク」に、みんなあつまれ!ここは、愛と
勇気と友情の遊園地。想像力豊かな女の子・
ジューンは、動物たちが乗るアトラクションだらけの
夢の遊園地・ワンダーパークを発見。そこで発生
したトラブルを解決するべく、ジューンと動物たちが
立ち上がる。

85分 UIP



環境保護をテーマにしたファミリームービー。森を
守る不思議な精霊ロラックスおじさんを呼び戻
すべく大冒険を繰り広げる少年の活躍を、カラ
フルかつアトラクション感覚いっぱいの映像で描く。

86分 UIP 声：志村けん

環境
問題

小さな島の灯台から始まる、幼い兄妹の大
冒険! アイルランド発、心に響く、珠玉の家
族の物語!アカデミー賞長編アニメ映画賞ノ
ミネートほか世界のアニメーション界を席巻し
た珠玉の感動作。

93分 日本版声：:リリー・フランキー

ディズニー史上最高となる空前の大ヒットを記録、
アカデミー賞でもみごと長編アニメーション賞と主
題歌賞の２冠に輝いた傑作。王家の美しい姉
妹を主人公に、雪の女王となってしまった姉エル
サとそんな 姉と王国を救うために冒険の旅に出
た妹アナの運命を描く。

102分 ディズニー 日本語版声：松たか子
※ディズニー作品のため広報と上映施設が限られます

「ミニオンズ」のスタッフが手掛けた最新大
ヒット感動アニメ。大好きな飼い主・ケイティと
暮らす犬のマックスとデューク。街中で迷子
になった2匹が、ケイティが帰宅するまでに家
に帰ろうと奮闘する。

86分 UIP 日本版声：設楽統（バナナマン）

動物
愛護

86分 アミューズ 日本語声：宮沢りえ

長編映画として再構成して贈る劇場版シリーズの
第３弾。冬のムーミン谷を舞台に、ひょんなことから
冬眠せずに初めてのクリスマスを迎えることになった
ムーミン一家が繰り広げる大騒動の行方を描く。

「ムーミン」のパペットアニメーションを再編集した
劇場版。原作はムーミンの物語の中でも名作
の1つと言われている「ムーミン谷の彗星」。

75分 日本版声： 高山みなみ

大人気シリーズ、待望の最新作! ポーがついに
生き別れた父親と感動の再会! 故郷のパンダだ
らけの村へ大冒険! 行方不明だった父親とポー
の再会を軸に描かれる親子の絆! さらに、謎に
満ちたポーの故郷パンダ村が初めて明らかに! 

95分 UIP 声：ジャック･ブラック

「マダガスカル」シリーズでお馴染みの面々が
繰り広げるアドベンチャーコメディ。潜入捜査を
続けるペンギンズが突然、誘拐されてしまう。
犯人はペンギンズに深い恨みを持つタコの
デーブで、復讐を企てていた。

ミニオンの正体が明らかに！どのようにして、彼ら
は怪盗グルーの仲間になったのか!?全世界で記
録破りの大ヒット! 日本でも、2015年のハリウッド・
アニメ映画最高興収を記録! ! シリーズ最大ヒット
で人気アニメーションとしての絶対的地位を確立
した!

９１分 UIP 日本版声：天海祐希

赤ちゃんがおっさん！？にギャップ萌え続出！黒
いスーツにブリーフケース、ネクタイを締め、チャキ
チャキと歩くボス・ベイビーが、世界を揺るがす陰
謀を阻止するため、兄ティムと共にある作戦に挑
む。誰もが楽しめ、そして心温まるボス・ベイビー
ワールド！

97分 UIP 日声：ムロツヨシ

NHKの人気番組「おかあさんといっしょ」を初め
て映画化。レギュラーメンバーのお兄さんたちが
冒険に出る。人形劇「ガラピコぷ～」はアニメ化。
チョロミー、ムームー、ガラピコが奮闘する。

70分 日活 出演：花田ゆういちろう

「キリクと魔女」のフランスアニメの鬼才ミッシェル・
オスロ監督が、古い映画館の映写技師と好奇
心旺盛な少年と少女を進行役に紡ぐ幻想的な
愛の物語。愛の深さが試される全６編の物語が、
影絵ならではの光と影のコントラストと、エキゾチッ
クかつ繊細な圧倒的色彩美で綴られていく。

84分 声：坂本真綾

短編
名作
アニメ

クリス
マス

92分 UIP 声：トム・マクグラス

どーもくんを生み出した合田監督が、
“こま撮りアニメーション”でつくり上げた
本作。がんばり屋のこまちゃんとキュー
トなキャラクターたちが繰り広げる“こま
ねこワールド”文化庁メディア芸術祭
の優秀賞受賞作を含む5篇。

短編ア
ニメ５話60分

人気番組「おかあさんといっしょ」が映画に!お
兄さんお姉さんたちと歌ったり踊ったり、参加
型のクイズなど、お楽しみがいっぱい!そして、
番組の人気キャラクター"すりかえかめん"と"
すりかえおじょう"が大騒動を巻き起こす!

70分 日活 出演：花田ゆういちろう



フードトラックの移動販売をはじめた一流レスト
ランの元料理長のアメリカ横断の旅を描いた
ハートフルコメディ。レストランを辞めてしまった
カールは故郷で出会ったキューバサンドイッチの
美味しさに驚き、フードトラックで移動販売をす
ることを思いつく。

115分 ソニー 出演：ジョン・ファブロー

生き
方

宮沢りえ主演で贈る感動の家族ドラマ。
夫が蒸発し、中学生の娘がイジメに苦し
む中、突然余命２ヵ月と宣告された主人
公が、絶望することなく持ち前の明るさで
家族の再建に奔走し、周囲を大きな愛で
包んでいく姿を描く。

生き
方

125分 クロック 主演：宮沢りえ

愛する飼い主との悲しい別れの後、ある目的
を胸に何度も生まれ変わりを繰り返す健気な
犬の一途な愛を犬目線で綴ったベストセラー
『野良犬トビーの愛すべき転生』を、名匠ラッ
セ・ハルストレム監督が映画化したハートフ
ル・ファミリー・ムービー。

100分 UIP 出演：デニスクエイド

事故で“前日のことをすべて忘れてしまう”
記憶障害に陥ったヒロインと、彼女に一目
惚れしたプレイボーイの切なくも心温まる
純愛の行方をコミカルなタッチを織り交ぜ
綴ったラブコメディ。

100分 ソニー 出演： 山田孝之 長澤まさみ

114分 UIP 出演：アマンダ・セイフライド

大ヒット作「マンマ・ミーア！」の続編。前作
と同じくギリシャの架空の島“カロカイリ島”を
舞台に、前作から10年後の物語と、若きド
ナと３人のパパたちとの出会いの物語を綴る。

動物写真家・岩合光昭初監督! 全シーン、
どこかに必ず猫がいる豊かで、愛しい時
間をご一緒に。妻に先立たれ、猫のタマ
と暮らす70歳の大吉。友人たちとのんび
り毎日を過ごしていたが、体に不調を覚
え始める。そんな中、タマが姿を消して
…。立川志の輔が映画初主演。

103分 クロックワークス 出演：立川志の輔

人気漫画「お父さんチビがいなくなりまし
た」を倍賞千恵子、藤竜也、市川実日子
ら豪華キャストで映画化!今までも、これ
からも。一緒に生きていくために―。長
年連れ添った夫婦の秘めた想いを描く
ホーム&ラブストーリー

104分 KW 出演：倍賞千恵子

シニアお
すすめ

シニアお
すすめ

タランティーノ監督が、60年代アメリカへの
愛を描いたノスタルジック・エンタテインメ
ント。落ち目のＴＶ俳優と、長年彼のスタン
トマンを務めてきた男の友情の行方を、
郷愁あふれる筆致で描き出した快作。

161分 ソニー 出演：レオナルドディカプリオ

アカデ
ミー賞

ゴッホの謎に包まれた死の真相に迫るミ
ステリー・ドラマにして、全編“動く油絵”
のみで構成された異色のアート・アニ
メーション。総勢125人の画家たちがゴッ
ホのタッチを模して描いた６万枚以上も
の油絵を使用してアニメー化された。

96分 出演：ダグラス・ブース

アート
アニメ

“逃がし屋”として働く天才ドライバーの青年ベ
イビーの活躍を描く痛快クライム・カー・アク
ション。リアルかつ華麗なカー・アクションに加
え、主人公が絶えず聴いているiPodの曲が
BGMとなり、そのビートに合わせて全てのアク

ションが展開していく斬新な演出も話題に。

113分 ソニー 出演：アンセル・エルゴート

1970年代にあった驚きの実話を基に、コロラドス
プリングス警察署初の黒人刑事となったロン・ス
トールワースと相棒のユダヤ人刑事が、白人至上
主義団体“ＫＫＫに対して行った大胆不敵な潜
入捜査の行方を軽妙なタッチで描き出す。

128分 UIP 出演：アダムドライバー

日本を含む世界中で愛され続ける空前の大ヒット・
ミュージカルを、豪華キャストを起用し圧倒的なス
ケールでスクリーンへと昇華させたミュージカル超大作。
(※日本語吹替えはありません)

158分 UIP 出演：ヒュージャックマン

人類史上に残る、最も危険なミッションアポロ
11号 月面着陸を描いた秀作。 世界中が沸い
た「人類初」の華々しい栄光の陰で寡黙に命懸
けで宇宙計画に挑んだ男たちの生き様を描く。

141分 UIP 出演：ライアン・ゴズリング

宇宙！
実話！

障害
ドラマ

差別
問題



イスラム国家サウジアラビアで初の女性監督によ
る記念すべき長編デビュー作。どうしても自転車
に乗りたいおてんば少女を主人公に、理不尽な
因習に対する彼女なりの抵抗の行方を通して、
サウジ社会が抱える様々な問題とともに未来へ
の確かな希望を力強く描き出す。

97分 ニューセレ 出演：ワアド・ムハンマド

文部科学省選定作品／年少者映画審議会推薦

87分 角川インク

世界には、学校にいくために想像を絶する道の
りを、毎日通っている子どもたちがいる― フラン
ス発、地球を通学路という観点から
捉えた驚きと感動のドキュメンタリー！

134分 アミューズ 出演：シュリデヴィ

夫と子どものために人生を捧げてきたごく普通のイ
ンド人主婦が、ひょんなことから家族に内緒で
ニューヨークの英会話学校に通い始めたことをきっ
かけに自信が芽生え、人生の新たな喜びを見出し
ていくさまをハートウォーミングに描いた女性ドラマ。

人権
問題

教育
問題

人権
問題

元アメリカ副大統領アル・ゴアが地球温暖化
の危機を訴える活動を追った「不都合な真実」
から10年。危機は後退するどころか深刻の度

を深めていた。シリーズ第２弾。「不都合な真
実」の１も上映可能。

90分 UIP ドキュメンタリー

環境
問題

究極の省エネ・節電に本気で挑んだ家族の笑って
泣いた1年間！世界のマスコミから注目を浴びた実
験的エコ生活に完全密着！環境に全く影響を与
えないで生きるという「不便」な生活に挑んだ家族
の、笑って泣ける物語。

92分 ドキュメンタリー

環境
問題

清潔で安価な生理用ナプキンが手に入らず
苦しんでいたインドの女性たちを救うため、
低コストの商用パッドの開発に奔走した
実在のインド人男性の苦難の道のり
を映画化した感動の伝記ドラマ

135分 ソニー 出演：：アクシャイ・クマール

男女
参画

113分 出演：フランソワ・クリュゼ

実話を基に、首から下が麻痺した大富豪の中年
男と、ひょんなことからその介護人となったスラム出
身の黒人青年が、互いの境遇の違いを乗り越え
て真の友情を育んでいく姿を、ユーモアも混ぜな
がらハートウォーミングにつづった大ヒット作。

難病
障害

近年、医学的にも注目されるようになった認知症や
アルツハイマー患者への音楽療法を題材に描き、
2014年サンダンス国際映画祭ドキュメンタリー部門
で観客賞を受賞したドキュメンタリー。人間が失わ
れた記憶を取りもどす奇跡の瞬間をとらえ、新たな
治療法の可能性を探っていく。

78分 出演：ダン・コーエン

老人
介護

一人の医師の勇気ある行動が世界を動かし
4万人以上の性暴力被害女性を治療した── 
コンゴ人婦人科医デニ・ムクウェゲ医師の命が
けの治療を追ったドキュメンタリー。

112分 ドキュメンタリー

人権
問題

自ら改造した車に、ゴミ箱でつくった特製キッチン
を取り付け、各地で食材の無駄をなくすべく、ユ
ニークでおいしく楽しい取り組みをしている人々
に出会いながら、食の現在と未来を照らし出し
ていくエンターテイメント・ロードムービー。

81分 ドキュメンタリー

環境
問題

世界最高齢の小学生としてギネス記録を持つマルゲ
の実話を映画化した人間ドラマ。政府の教育政策
により、84歳にして小学校に入学した彼の勉強に懸
ける情熱や幼い級友たちとの交流を、ケニア独立戦
争の戦士として戦った過去を交えて描く感動作。

103分 出演：ナオミ・ハリス

教育
問題

アメリカのトランプ大統領がパリ協定からの脱退を
宣言し、石炭復活の政策を進める中、気候変
動を食い止め、地球環境を守るために立ち上
がった気候活動家“気候戦士”たちの活動と、再
生可能エネルギーへの転化へ向けた様々なムー
ブメントを追ったドキュメンタリー。

86分 ドキュメンタリー

環境
問題

アメリカの田舎町を舞台に、自分がゲイだと気づ
いた少年が参加した矯正プログラムの危険で非
人道的な実態と、愛する我が子がゲイである事
実を受け入れられず動揺する両親の葛藤の行
方を描いたヒューマンドラマ。自身のつらい実体
験を綴り全米ベストセラーとなったガラルド・コン
リーの回顧録を映画化。

115分 UIP 出演：ルーカス・ヘッジズ

タリバンが支配するアフガニスタンを舞台に、父
親が理不尽に逮捕され一家の大黒柱を失った
少女が、家族のために過酷な運命に立ち向
かっていく社会派ヒューマン・アニメ。

94分 声：サーラ・チャウドリー

人権
問題

差別
問題

LG
BT



石坂洋次郎の小説「青い山脈」を吉永小百合
主演で映画化した青春ドラマ。とある女子高
に転入してきた新子は、少し変わった性格ゆ
えに、新入早々さまざまな噂を広められる。そ
んなある日、新子は1通のラブレターを手に、
英語教師の下へやって来る。

100分 日活 出演：吉永小百合

石原裕次郎を主演に迎え、ドラマーを目指
す若者を描いた青春ドラマ。音楽学校の生
徒・国分英次は、兄の正一を売り出そうと
ジャズバンドの女マネージャー・美弥子に頼
み込む。バンドのNo.1ドラマーを失ったばか
りの美弥子は、正一と契約を交わし…。

100分 日活 出演：石原裕次郎

伊豆を旅する学生・川崎は、度々、旅芸人の
一行とすれ違い、親しみを感じる。とりわけ、
まだ幼さの残る踊子・薫の可憐な姿に心を奪
われる。二人は次第に惹かれ合うが、身分の
違いから別れを余儀なくされる…。川端康成
の名作の４度目の映画化であり、吉永小百合
の初々しさと叙情的な風景が印象的な名作。

87分 日活 出演：吉永小百合
イタリアの名匠、ヴィットリオ・デ・シーカ監
督が戦争という巨大な壁に引き裂かれる
男女の運命を描いた名作ラブロマンス。ナ
ポリで幸せな結婚式を挙げたジョバンナと
アントニオ。しかし、アントニオは厳冬のソ
連戦線に送られ、行方不明になってしまう。

108分 出演：ソフィア・ローレン

88分 日活 監督：岡本喜八 出演：真田広之

巨匠岡本喜八の痛快娯楽時代劇。仇討
ちの助太刀をしながら旅を続ける天涯孤独
の助六が、7年振りに里帰する。そこで彼は
幼なじみに会い、もうすぐ仇討ちがあることを
知る。しかしその仇とは助六の生き別れた父
だった…。

TVドラマシリーズ「深夜食堂」を映画化。ネオ

ンきらめく繁華街の路地裏にある小さな食堂
“めしや”。その食堂のマスターが出す懐かし
い味を前に、客たちの悲喜こもごもな人生模
様が交差する人情ドラマ。

119分 アミューズ 出演：小林薫

イッセー尾形が妻に先立たれたカタブツで
孤独な偏屈老人を演じ、一匹の三毛猫を介
して町の人々との触れあいを知り、妻の死
から立ち直っていく姿を切なくも温かに綴る
感動ドラマ。

107分 クロック 出演：イッセー尾形

先生と迷い猫

古典落語の“居残り佐平次”を下敷きに、幕末
の品川の遊郭に居座り続ける、お調子者で狡
猾なひとりの男を描いた日本映画史に残るコメ
ディ時代劇の傑作。

110分 日活 出演：フランキー堺

小林薫が小さな食堂の寡黙なマスターを演じる
人気人情ドラマ・シリーズの劇場版第２弾。夜な
夜な常連客で賑わう“深夜食堂”を舞台に、マス
ターの作る素朴で懐かしい料理の数々とワケあ
りな客たちが織りなす悲喜こもごもの人間模様
を心温まるタッチで綴る。

108分 アミューズ 出演：小林薫

105分 出演：高田純次 高橋惠子

定年退職した主人公が、高齢化が進む地元の
街を活性化させるべく奮闘する姿を描いたハート
フルコメディ。定年退職を迎えた鴇田が暮らす郊
外の街“虹の丘タウン”は、かつてはニュータウンと
して名をはせたが、いまや平均年齢68歳の老人
の街となっていた

生き
方

日本レコード大賞を受賞した同名主題歌の
デュエット・ナンバーがおなじみの青春映画。
下町の工場地帯、看護婦のひかるは工員たち
の人気者。若者たちが幸せを求め、恋や友情
に支えられながら生きていく姿をさわやかに描
く。

89分 日活 出演：吉永小百合

愛知県春日井市の小さな雑木林に囲まれた一
軒の平屋に住む90歳の建築家・津端修一さん
とその妻・英子さん。一組の老夫婦にカメラを向
け、その豊かな老後の暮らしぶりと、60年間連れ
添ってきた２人の深い夫婦愛を見つめていく。

91分 ドキュメンタリー

生き
方

吉村昭の同名小説を基に、歴史の大きな転
換点となった大老・井伊直弼襲撃事件へと
至る経過とその後の顛末を、襲撃者側であ
る水戸藩士たちの視点から丁寧に描き出し
ていった時代劇。

137分 出演：大沢たかお

幕末
時代劇

主演に中井貴一と佐々木蔵之介を迎えて
贈る痛快骨董コメディ。騙し騙されの目利き
の世界を舞台に、冴えない古物商と落ちぶ
れた陶芸家が一世一代の大勝負に挑む姿
を描く。

105分 新日本 出演：中井貴一

嘘八百



逆境にあっても決して諦めることなく、動物たちを
信じ、愛し、一途な思いで夢を叶えた人々の奇
跡と感動のトゥルーストーリー！

112分 角川 出演：西田敏行 中村靖日

過疎の港町にあるアマチュア・オーケストラの老指揮
者が急死、解散の危機を救ったのは、孫娘の女子
高生だった！ 挫折や失敗を背負った人々が、音
楽を介して心を通い合わせ、演奏する喜びと誇りを
思い出す。少女の成長と共に、人生の素晴らしさを
描く感動物語。

108分 出演：有村架純 蟹江敬三

亡き祖父の隠し子である少女を引き取ることに
なった独身サラリーマンが悪戦苦闘しながらも、周
囲の人々に支えられながら、少しずつ少女との愛
情を育み絆を結んでいく姿をハートウォーミングに
綴った感動作。

114分 ＳＧ 出演：松山ケンイチ 芦田愛菜

ひなびた温泉街を舞台に、大人になりたくない少
年と、何でも撒き散らす不思議な少女との淡い初
恋の行方を、不器用な人たちで溢れた小さな町
で繰り広げられる奇跡と感動の再生物語とともに
綴った思春期ドラマ。

117分 アミューズ
出演：山崎光 草なぎ剛

人権
問題

堺雅人、香川照之、広末涼子らの共演で奇想天
外なストーリーが展開する痛快コメディ。売れない貧
乏役者と記憶を失った殺し屋。対照的なふたりの
人生が、ある日ひょんなことから入れ替わってしまい
…

128分 クロック 出演：堺雅人

115分 出：渥美清 / 倍賞千恵子 吉岡秀隆

実在の医師を主人公に核廃絶のメッセージがこ
められたアニメ。長崎上空に新型爆弾が投下さ
れた。。幸いにも生き残った医師・秋月と浦上第
一病院の人々は互いに助け合い、焼け焦げた
病院跡で医療救護活動に立ち上がる。
80分 虫プロ 監督：有原誠治

戦争

インドで歴代興行成績ナンバーワンに輝く感動の
社会派ハートウォーミング・ストーリー。エリート大学
に合格した超天才の自由人ランチョーと２人の親
友ファランとラージューが、強権的な学長と対立し
ながら繰り広げる学園生活の行方を学歴偏重社
会への風刺を織り込みながら綴る。

170分 日活 出演：アーミル・カーン

生き
方

現代の東京を舞台に、３人のホームレスがクリスマス
の夜に偶然見つけた捨て子の親探しに奮闘する傑
作アニメ。主人公たちが、親を探し出す困難な道の
りをダイナミックかつ細やかに綴る。

90分 ＳＯＮＹ 声：江守徹 梅垣義明
人権
問題

頑張るすべてのひとにエールを! あきらめな
い姿を描く<全力>コメディ・エンタテインメント。

ある男の波乱万丈な人生を二人一役で挑み、
“全力すぎる”男の姿で日本中に感動と笑い

をもたらす感動作。

108分 SG 出演：内村光良 知念侑李

生き
方

どんな相談にも真剣に答えてくれる雑貨店“ナミヤ
雑貨店”を舞台に、過去と未来をつなぐ手紙によっ
て人生が変っていく人々の奇蹟の物語を心温まる
タッチで描いた感動ファンタジー・ドラマ。

129分 角川インク 出演：西田敏行

世界で初めて性別適合手術を受けたデンマー
ク人、リリー・エルベの実話を基に、ふとしたきっ
かけから男性であることに違和感を抱き始めた
主人公の苦悩と、そんな夫を献身的に支え続け
た妻の葛藤と感動の愛の物語を描いたドラマ。

120分 UIP R15 出演：エディ・レッドメイン

LG
BT

111分 ドキュメンタリー

虹色に輝く華厳の滝、紅に染まる秋の瑠璃光院、
満開の桜に抱かれる姫路城、そして熊本地震以前
の熊本城と、雲海に浮かぶ崩落前の天空の道―。8
全国47都道府県・200ヶ所以上で撮影された映像
を厳選したドキュメンタリー。

再建！
実話！

驚異の満足度＆絶賛の嵐を受け、ファミリー＆
アニメファンはもちろん、老若男女から熱い支持
を獲得し劇場は号泣の渦！累計発行部数
300万部超、大人気児童文学がついに映画
化！ 笑って泣ける感動の物語！

75分 日本版声： 高山みなみ

岡本太郎が1970年の大阪万博に合わせて制作し
た“太陽の塔”。今なお多くの人々を魅了し続ける
作品はいかにして生まれたのか。

112分 ドキュメンタリー 出演：織田梨沙

クリス
マス

認知症を患い、症状がゆっくりと進行していく父と、
それに戸惑いつつも懸命に支えていく妻や、それぞ
れに人生の岐路に立つ娘たちが織りなすお別れま
での７年間を切なくも温かな筆致で綴った家族ドラ
マ。

127分 出演：山崎努

老人
介護

※地域によってはご提供できない場合もあります

国民的人気シリーズ第50弾。満男は妻の7回忌
の法要で、久しぶりに柴又の実家を訪れ、母・さく
らや父・博らと昔話に花を咲かす。それは騒々しく
て楽しかった、伯父・寅次郎との思い出話だった。
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