最新話題作、人気作をリストアップいたしました。
東京アニメアワードのオープニングを飾っ
た待望の続編がついに日本に！！前
作を超えて世界37ヵ国でNo.1大ヒット!
親子の絆、友情、未来を切り開く勇気
を描いたファンタジー・アドベンチャー『ヒッ
クとドラゴン』シリーズ第2弾。人間とドラ
ゴンが共存する平和なバーク島に強大
な悪の力が迫る！！

102分 FOX 声：ケイト・ブランシェット

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、再映画化。現代
のニューヨークを舞台に、両親を探しつづ
ける孤児の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：キャメロンディアス

鬼才クリストファー・ノーラ
ンと、アカデミー賞受賞W
キャストが仕掛ける、衝
撃の宇宙体験! 居住可
能な惑星を探すという
ミッションを受けた元エン
ジニアたちが、前人未踏
の未開の地へ旅立つSF
エンタテインメント。
169分 WB 出演：
マシュー・マコノヒー

世界最大のジャングル“アマゾン”をテーマ
に贈る驚異のネイチャー・ドキュメンタリー。
アマゾンに迷いこんだペットの子猿の大冒
険を通して、アマゾンの雄大な風景や動
植物たちの驚きの生態が美しくかつ貴重
な映像の数々によって描かれていく。

北方領土のひとつ、色丹島に暮らす
ある一家が終戦後に体験した過酷
な運命を描いた長編アニメ。色丹島
にソ連軍が進駐。二度と故郷に帰
ることが出来なくなった人たちの悲し
み、父との再会を想い続ける幼い兄
弟。過酷な運命に翻弄されながらも
誇り高く生きる人々を描いた感動の
物語。 日・英字幕

102分

声：市村正親 仲間由紀恵

『アイス・エイジ』の監督が贈る、驚きと感
動のファンタジー・アドベンチャー! 少女メア
リーは不思議な力によって草花や昆虫た
ちと同じ大きさに!!今まで見えなかった小さ
な世界で生命の神秘に触れ、腐敗を食
い止め森の未来を守るため戦い繰り広げ
る。

100分 FOX 声：アマンダ・セイフライド

野獣の秘密、ベルのあやまち。 ベルが
知ってしまった野獣の罪とは─?アニメ、
ミュージカルなど様々な形で愛される名
作ファンタジーを実写映画化。美しい娘・
ベルは、野獣からバラを盗んだ代償に命
を要求された父の身代わりに、野獣の城
に捕らわれの身となる。やがてベルは恐ろ
しい野獣の悲しい瞳に心惹かれ始め…。

113分 アミューズ 出演：ヴァンサン・カッセル

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
に描いたインド発の女性ドラマ。

134分 アミューズ 出演：シュリデヴィ
83分 クロック ナレーション：ココリコ田中

全米で記録的大ヒット!!世界120か国公開
“2015年最高のファミリームービー”ついに日
本上陸!欲張りなリスとネズミの相棒が繰り
広げる愉快なアクションアドベンチャーアニメ。
パークを追放されたイタズラ好きなリスのサー
リーとネズミの友人・バディは、ナッツストアに
忍び込む計画を立てるが…。

86分 声：キャサリン・ハイグル

これは、希望に輝く3人の少年たちの物語。
名作児童文学を映画化した感動ドラマ。
リオデジャネイロ郊外のゴミ山で暮らす３人
の孤児の少年たちが重大な秘密が隠され
たサイフを拾ったことから追われる身となり
…少年たちの大冒険の行方を描く。

114分 UIP 監督：スティーブン・ダルトリー

過疎化の進んだ小さな町で、地元の女性たち
が中心になって立ち上げた“葉っぱビジネス”が、
やがて年商２億円の事業にまで成長し、町の
活性化にも寄与して大きな話題となった実話
を、映画化。３人の女性を主人公に、トラブル
を乗り越えていく中で自らの人生にも輝きを取
り戻していく姿を心温まるタッチで丁寧に描き出
していく。

7歳の心のまま大人になったマコ。最愛の父
“いっぽん"とずっと一緒にいるはずだった・・・。
なのに、彼女は何故死んでしまったのか?知的
障害者たちの自立支援のためのグループホー
ムで暮らす娘・マコと、彼女に無償の愛を捧げ
る父親との深い愛の物語を描く感動のドラマ。

123分 東和 出演：貫地谷しほり 竹中直人
112分

出演：吉行和子 富司純子

江戸時代。“刀”ではなく“包丁”で、藩に仕えた
武家。“料理”で動乱を乗り越えた、実在の家族
の物語。大ヒット作「武士の家計簿」に続き、江
戸時代の加賀藩を舞台に君主とその家族の食
事をまかなう役目として仕える「包丁侍」の家族を
描いた異色時代劇。

98歳で出版した処女詩集「くじけないで」、
第二詩集「百歳」が累計200万部を超える
ベストセラーとなった詩人・柴田トヨ、激動の
半生を映画化！一人暮らしをしていたトヨは、
あるとき息子に勧められて詩を書き始めるー。

128分 松竹 出演：八千草薫
121分 松竹 出演：上戸彩 高良健吾

大人になっても一緒に暮らす不器用な姉弟を
主人公に、それぞれに訪れた新たな恋の行方
をほのぼのとしたタッチで綴った人情コメディ。

ブロードウェイの最高傑作を、巨匠クリント・
イーストウッド監督が映画化! 今明かされる
感動の真実! 60、70年代を中心に活躍した
フォー・シーズンズの栄光と挫折の物語を、
『シェリー』『君の瞳に恋してる』などのヒット・ナ
ンバーの数々とともに綴る。

114分 東和 出演：向井理 片桐はいり

中年主婦エヴリンは、ある日、老女ニニーと知り合
いになり、彼女の語る昔話のとりこになっていく。そ
れは約50年前、兄の死によって心を閉ざしてし
まった少女イジーの物語だった…。女性の自立、
人種差別をテーマに描いた永遠の名作。

130分 出演：キャシーベイツ

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。

134分 WB 監督：クリント・イーストウッド

世界的ベストセラー「本泥棒」を映画化。戦争
により家族を亡くした少女が、1冊の本をきっかけ
に心を開き、人々に希望を与える人間ドラマ。

131分 FOX 出演：ジェフリー・ラッシュ

日本原作。トム・クルーズ主演。何回死んでも、
彼女を守って、世界を救え！桜坂洋のライトノ
ベルが原作のSFアクション。

113分 WB 出演：トム・クルーズ
78分

出演：ダン・コーエン

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！
87分 角川インク 声：ユーリ・ローエンタール

4月1日使用開始 139分

セザール賞2014 ドキュメンタリー賞受賞作！
文部科学省選定作品／年少者映画審議会
推薦／東京都推奨映画
出演：佐藤健 藤原竜也

5月1日使用開始 134分

かつてない巨大竜巻が街を破壊し、人々を恐怖に
陥れるさまを臨場感あふれる迫力の映像でリアルに
再現していく体感型パニック・アドベンチャー。

89分 WB 出演：リチャード・アーミティッジ

全米初登場Ｎｏ．1！ リュック・ベッソン作品
史上、最高成績を達成したＳＦアクション！
ごく普通の生活を送っていた女性ルーシー。
ある日、マフィアの絡みで起こったアクシデント
によってルーシーの脳は覚醒し、次々と人智
を超えた能力を発揮し始める。

89分 UIP 出演：スカーレット・ヨハンソン

最新話題作、人気作をリストアップいたしました。
史上初の黒人メジャーリーガーとして幾多の
差別を乗り越え、野球界の新たな１ページ
を切り開いた伝説のプレイヤー、ジャッキー・
ロビンソンの不屈の人生を描いた感動の伝
記ドラマ。

128分 WB 出演：ハリソン･フォード

あのレゴ(R)ブロックの世界が、映画になった! !
フツーのボクが、世界を救う! ?家族みんなで楽
しめる 最高のアドベンチャームービー! !レゴワー
ルドで暮らすごく普通の青年・エメットはなぜか
伝説のヒーローに間違われ、世界を救わなけれ
ばならないハメに…

100分 WB 声： クリス・プラット

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。

『ライフ・オブ・パイ』のスタジオが贈る感動の
ヒューマン・アドベンチャー。人生を変える、壮
大な旅が始まる! 廃刊が決定したライフ誌を
手掛ける平凡で臆病なウォルターが、"最終
号を飾る写真を探す"という人生最大のミッ
ションの中で壁を越え、勇気と生きる喜びを
見つける旅を描く!
115分 FOX 出演：ベン・スティラー

アカデミー監督賞ほか7部門受賞！圧倒的映
像の究極のスペース･サスペンス。地球から60
万メートル上空。スペースシャトルでのミッション
遂行中、突発的事故により、無重力空間(ゼ
ロ･グラビティー)に放り投げ出されたふたりの宇
宙飛行士の運命とは。

91分 WB 出演：サンドラ・ブロック

世界的大ヒットシリーズ最新作!大ヒットアニメ
の続編。裏稼業から足を洗い、三姉妹の父
親として平和な日々を送っていた元悪党のグ
ルーが、何者かに誘拐されたミニオンたちを助
け出すため、新たな相棒とともに大活躍を繰
り広げる。

86分 ユニ 声：志村けん
98分 UIP 日本版声：笑福亭鶴瓶

7000万年前のアラスカ。科学的考証と最新
のＣＧ技術で再現したリアルな“恐竜の世
界”を舞台に、身体の小さな一頭の草食恐
竜の子どもが、その生存を懸けて繰り広げる
成長の旅路をドラマティックに描いたファミリー
向けアドベンチャー。

トランスフォーマー日本誕生30周年! 絶対に見
逃せない最強アクション!新キャストを迎え、オプ
ティマス率いるオートボット勢と人類を待ち受け
る新たな戦いのはじまりを壮大なスケールで描く。

88分 FOX 日本版声：木梨憲武
165分 UIP 出演：マークウォルバーグ

全世界興収75億円を叩き出した感動ムー
ビー!あのスティーブン・スピルバーグが「3度見
た」と大絶賛。あのブラッド・ピットも「心震え
た」と全世界にコメントを発信。超難関理系
大学・ICEに通う3バカトリオが巻き起こす珍
騒動と、10年後の彼らの姿を同時進行で描
く。

170分 日活 出演：アーミル・カーン

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

国際的に活躍する台湾の天才ピアニスト、ホア
ン・ユィシアンの半生をベースに、主人公をユィシ
アン本人が演じて描く感動の音楽青春ストー
リー。視覚障害を抱え、幾多の困難に晒されな
がらもプロのピアニストを目指す主人公の心温ま
る青春模様を綴る。

110分 出演：ホワン・ユィシアン

３６歳、ケータイ販売員、世界的オペラ歌手
になる。まさかの実話！イギリスの人気オー
ディション番組での優勝をきっかけに世界的
オペラ歌手となったシンガー、ポール・ポッツの
波瀾万丈の半生を映画化した感動の音楽
伝記ドラマ。

104分 GAGA特別 出演：ジェームズ・コーデン

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

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 香川照之

国も年代も越えた友情が新しい人生の扉をひ
らく―。 中国人青年と老婦人との心温まる交
流を描く感動ドラマ。囲碁の腕を磨くべく日本
にやってきた中国人青年が、囲碁の名門一家
の継承者でもある老婦人と出会い、交流を深
めていく姿を描く心温まる感動ストーリー。

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。

113分 出演：フランソワ・クリュゼ

昭和の文豪・井上靖の自伝的同名小説を役
所広司と樹木希林の主演で映画化した家族
ドラマ。子どもの頃に母に捨てられた記憶がトラ
ウマとして残り、母とのわだかまりを抱えたままの
主人公が、年老いていく母と向き合った日々を
丁寧な筆致で描いていく。

104分 松竹 出演：役所広司 樹木希林

堺雅人主演、宮崎県で起こった実話を元に飼
い主のいない犬と動物保護管理所職員との
絆を描いた感動ドラマ。ある冬の寒い日、母犬
と生まれたばかりの子犬が保健所に収容される
が…。

117分 松竹 出演：堺雅人 でんでん
100分 出演：倍賞千恵子

大学進学のため田舎から上京してきた真っ直
ぐで心優しい青年“横道世之介”が、周囲の
人々と織り成す決して特別ではないけれどかけ
がえのない青春の日々を、ユーモアと80年代ノ
スタルジーを織り交ぜ、心温まるタッチで綴る。

愛のない両親によってどん底に突き落とされ自ら
の未来に絶望した15歳の少年の運命を同じよう
に孤独な少女やホームレスたちとの交流を通して
描き出した感動ドラマ。

129分 GAGA 出演：染谷将太 二階堂ふみ
160分 アミューズ 出演：高良健吾 吉高由里子

クリント・イーストウッドによる傑作西部劇を、
舞台を開拓時代の北海道に移し日本人キャ
ストでリメイクした感動ドラマ。かつては悪名を
轟かせながらも一度は刀を封印した男が辿る
悲壮な運命の旅路を描いた感動巨編。

松田龍平、宮崎あおいの共演で、三浦しをん
の同名小説を映画化した感動ドラマ。出版社
勤務の馬締光也は言葉に対する天才的なセ
ンスを見出され、辞書編集部に異動になる。
個性派揃いの辞書編集部の中で、馬締は辞
書編纂の世界に没頭していく。

135分 WB 出演：渡辺謙 佐藤浩市

133分 松竹 出演：松田龍平 宮崎あおい

ウッチャンナンチャンの内村光良監督が7年
ぶりにメガホンを取った感動ドラマ。青春のす
べてをお笑いに捧げた若者が、葛藤しながら
も夢を追い掛ける姿を描く。伊藤淳史、小
出恵介、長澤まさみら豪華キャストが共演。

115分 ジェネ 出演：伊藤淳史, 小出恵介

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

ワケありの詐欺師コンビが、ひょんなことから共同
生活を送ることなった姉妹と青年と共に一世一代
の勝負に挑む姿を活写する。阿部寛と芸人・村
上ショージが詐欺師コンビにふんし、絶妙な掛け
合いを披露。

160分 FOX 出演：阿部寛 石原さとみ 能年玲奈

実際に南極観測隊の調理担当として越冬した
痛快エッセイを映画化したハートフル・ストーリー。
家族と離れ、過酷な環境の下、男８人が約１年
半にわたって共同生活を送る中で繰り広げられ
る喜怒哀楽の人間模様を綴った傑作。

125分 ポニー 出演：堺雅人

宮沢賢治の短編童話を、「銀河鉄道の夜」
のスタッフが再結集して映画化したファンタ
ジー・アニメ。美しいイーハトーヴの森を舞台
に、厳しい自然に翻弄されながらも、様々な
出会いや経験を通じて成長していく主人公の
姿を感動的に描き出す。

108分 声：小栗旬 佐々木蔵之介

「ハルのふえ」 タヌキの母親と人間の子ど
もとの親子のきずなをつづる感動アニメ。
「アンパンマンが生まれた日」 国民的アニ
メの主人公、アンパンマンの誕生の秘密を
ミュージカル仕立てで描く短編アニメ。

52分/10分 ブルーレイ

全世界大ベストセ ラー児童書を元にした冒険
ファンタ ジーアニメ。ふたりの仲良し兄妹が、 不
思議な木の家”マジック・ツリーハ ウス”から本の
中の世界へと飛び込 み、大冒険を繰り広げる。

世界的ポップアーティスト村上隆が初監督を務
めたファンタジー。東日本大震災後の日本を
舞台に、大人たちには決して見えない不思議
な生物“ふれんど”と子どもたちの交流を実写と
CGを駆使して描き出す。

94分 GAGA特別価格 声：北川景子 芦田愛菜

100分 GAGA 監督：村上隆 出演：末岡拓人

父を亡くし、母とともに瀬戸内の小さな島に越し
てきた少女が、そこで出会った心優しい妖怪たち
との奇妙な交流を通して成長していく姿をハート
ウォーミングに綴ったハートフル・ファンタジー・アニ
メ。

120分 声：美山加恋 優香
86分 WB 声：深田恭子 松平健

ひょんなことから200年後の現代日本に来てし
まった妖怪・豆富小僧が繰り広げる冒険をイマ
ジネーションあふれる映像で描いたファンタジー・
コメディ。

片田舎の大家族と夏休みを過ごすハメに
なった17歳の少年が、仮想空間に端を発し
た世界崩壊の危機に立ち向かう姿を家族
の絆を軸に迫力のアクション満載で描き出し
たＳＦ青春アドベンチャー。

105分 ＷＢ 声：神木隆之介

人気長寿アニメ番組「忍たま乱太郎」の
劇場版長編アニメ作品。エリート忍者に
なるべく忍術学園に入学した忍者のたま
ご“忍たま”の乱太郎と仲間たちの活躍を
描く。

79分 WB 声：高山みなみ

118分 ポニー 出演：小泉今日子、永瀬正敏

100分 WB特別価格 出演：加藤清史郎 平幹二朗

人気漫画家・西原理恵子原作の感動のベス
トセラー、ついに実写映画化!泣いてるヒマが
あったら、笑おう。本音で生きるかあさんと、
ちょっと変わった家族の感動の実話。小泉今
日子、永瀬正敏ほか出演。

人気マンガを、実写映画化したエンタテインメン
ト・ファミリー映画。忍術学園で学ぶ乱太郎と個
性豊かな仲間たちが友だちを救うため、力を合
わせて奮闘する姿を描く。

インドで優雅なリゾート生活を満喫しようとイギ
リスから来た７人の熟年男女が文化の洗礼に
右往左往しながらも、人生の喜びを再発見し
ていくさまをユーモアを織り交ぜ感動的につづる。

イギリス初の女性首相として就任以来、
“鉄の女”と称されたサッチャーの誰もが知る
姿と、その裏に隠された孤独な一面を描いた
人間ドラマ。アカデミー主演女優賞を受賞し
たメリルの渾身の演技が見どころ。
※上映可能地域が限られます

124分 FOX 出演：ジュディ･ディンチ

国際社会の闇を浮き彫りにする《実話》に基づ
く驚愕のサスペンス! この映画が投げかけるもの
は、国際社会の現実。2009年にソマリア海域
で起こった海賊船による貨物船人質事件を元
にしたサスペンス。

134分 ソニー 出演：トム･ハンクス

105分 GAGA特別価格 出演：メリル･ストリープ

巨匠スピルバーグ監督がリンカーンの偉大な足
跡を映画化した感動の伝記ドラマ。国が大きく
分断された過酷な状況において、いかにして奴
隷解放という大いなる目的を達成するに至った
のか丁寧に描き出していく。

150分 FOX 出演：ダニエル･デイリュイス

真面目な女子中学生が、元パンクロッカーの
母と血のつながらない自由気ままなミュージ
シャンの父という型破りな両親に振り回されな
がらも家族の絆を実感して成長していく姿を
描くハートフル・ドラマ。

106分 アミューズ 出演：大泉 洋

グルメの国フランスでミッテラン大統領のプライ
ベート・シェフに大抜擢された女性シェフの知ら
れざる真実の物語を描く感動ドラマ。極端な
男社会だった大統領官邸の厨房で様々な嫉
妬や反発にあいながらも官邸に新しい風を吹
き込んでいくさまをハートウォーミングに綴る。

95分 GAGA特別 出演：カトリーヌ・フロ
85分 FOX 出演：ジャック･ブラック

古典「ガリバー旅行記」を現代風に映画化した
ファミリー・アドベンチャー・コメディ。小人の国へ異
次元スリップしてしまった旅行記者ガリバーを待ち
受ける驚きの運命をコミカルに描く。
アカデミー賞®主演女優賞受賞！かつてN.Y.セ
レブリティ界の花と謳われながら、今では結婚生
活も資産もすべて失ったジャスミンが、虚言と現
実逃避を繰り返し…ウッディアレン監督の女性
を描いたシニカルコメディ。

98分 角川 出演：ケイト・ブランシェット

妻の死から立ち直れずにいた主人公が、心機
一転とばかり動物園付きの邸宅に引っ越し、困
難な動物園の再建に奮闘するとともに、悲しみ
を乗り越えて子どもたちとの絆を取り戻していく
姿を描く感動のヒューマン・ドラマ。

124分 FOX 出演：マット・デイモン

「ロード・オブ・ザ・リング」3部作の監督が贈るア
クション・ファンタジー大 作！邪悪な竜から王
国を取り戻す、壮大な冒険の旅が始まる―！

日本を代表する国民的人気シリーズ。中学生
のときに家出した車寅次郎は２０年ぶりに葛飾
柴又に帰ってきた。しかしさっそく妹さくらの見合
いをぶち壊してしまい、再び家を出ることにする
…。シリーズ全４８作後提供可能。

90分 松竹 監督：山田洋次 主演：渥美清

山田洋次監督が吉永小百合を主演に迎え
て映画化した感動の反戦ヒューマン・ドラマ。
ある日突然夫が治安維持法で投獄されてし
まうという苦境の中で、夫を信じ続け、残され
た２人の娘を守るため懸命に生きた一人の女
性の姿を描く。
132分 松竹
監督：山田洋次
主演：吉永小百合

クリント・イーストウッド主演ベースボールがつなぐ
親娘の絆の再生物語。キャリア最後のスカウト
の旅へと出たメジャーリーグの老スカウトマンとそ
のサポートに押しかけた一人娘が、親子の絆を
再確認していく姿を描いた感動ドラマ。

111分 WB 出演：クリント･イーストウッド

第86回アカデミー賞 作品賞他 主要3部門受
賞！<生きる>信念に魂を揺さぶられる、衝撃と感
動の実話。突然誘拐され、奴隷として売られた黒
人音楽家・ソロモン。差別と虐待を受ける日々を
耐え忍ぶが、ある男との出会いが彼の運命を大き
く変えることになる。

134分 GAGA特別 出演：キウェテル・イジョフォー

大海原で遭難し、小さな救命ボートに獰猛な
トラと乗り合わせることになった一人の少年のそ
の想像を絶する漂流生活の行方を描いた衝撃
と感動のサバイバル・アドベンチャー・ドラマ。

127分 FOX 監督：アンリー

社会現象となった“青春小説の金字塔"が映画
化！周囲に馴染めず無為な日々を送る内気な
高校生の惨めだった青春が、一組の兄妹との出
会いをきっかけに輝き始めるさまとそのほろ苦い顛
末を瑞々しく綴った感動の青春ドラマ。

161分 WB 出演：イアン・マッケラン
103分 GAGA 出演：ローガン・ラーマン エマ・ワトソン

スパイダーマンがついに映画の限界を突破！爽
快スライディングアクション＆怒涛のノンストップバ
トル！！大ヒットヒーローアクション第2弾。スパイ
ダーマンとしてN.Y.の人々を守るピーターの前に、
強敵が次々と出現する。

ギレルモ・デル・トロ監督によるSFアクション大作。
深海から突如現れた巨大エイリアン“KAIJU”が
大都市を襲撃。絶滅の危機に瀕した人類は人
型巨大兵器“イェーガー”を開発する。

143分 ソニー 出演：アンドリューガーフィールド

130分 WB 出演：チャーリー・ハナム

父親を心配した息子が連れてきたヘルパーの
超高性能ロボット。初めは抵抗感を抱きなが
らも、ロボットのお世話により、徐々に元気に
なっていくフランクだったが…高齢者の介護が
テーマにしたハートウォーミングストーリー。

89分 角川 出演：フランク・ランジェラ

地球上の全大陸でロケを敢行し、かつてないス
ケールで製作されたドキュメンタリー。多種多様
な動植物が見せる驚きの生態や感動的ないの
ちの物語を、最先端技術を駆使し、驚異の映
像で映し出していく。

88分 AVEX Ｎ：松本幸四郎 松たか子

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

これがデビューとなった砂田麻美監督が、ガンで
余命を宣告された自らの父と家族の残された最
期の日々をカメラに収めた笑いと涙の感動セル
フ・ドキュメンタリー。

90分 監督：砂田麻美

食品の安全や業界の裏側に鋭く切り込んだフー
ドドキュメンタリー。大規模で飼育・加工される
米国の食肉産業の実態や遺伝子組換え食品
が及ぼす影響などを明らかにしていく。安価な食
品の危険性を訴え、巨大食品会社を真っ向か
ら否定した問題作。

94分

ドキュメンタリー

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

老舗の福祉施設、若者が立ち上げた宅老所、
北の地で続くデイサービス、そして東日本大震災
直後の介護付有料老人ホーム、真夏の被災
地ではじまった寄り合い。「介護」や「ケア」の利
用者と介護スタッフたちがともにつくりあげた“それ
ぞれの居場所"を見つめる。

東日本大震災により甚大な被害を受けた福
島県スパリゾートハワイアンズも営業休止に追
い込まれるが…営業再開に向けて奮闘するス
タッフや46年ぶりに復活したフラガールたちの姿
を記録したドキュメンタリー。

82分 東風 ドキュメンタリー

102分

誰にも保障できない10万年後の安全。放射
性廃棄物の埋蔵をめぐって未来の地球の安
全を問いかける話題のドキュメンタリー。

79分 アップリンク ドキュメンタリー

これからの“希望”のはなしをしよう。母と子ど
もの目は、どこであろうと、いつであろうと、未
来に向かっている。史上最悪の原発事故を
経験したチェルノブイリと福島、両地域に暮ら
す人々を追ったドキュメンタリー。

76分 ドキュメンタリー

東日本大震災で遺体安置所として使われた
体育館を舞台に、運び込まれる遺体の数に打
ちのめされながらも、少しでも早く遺族と再会さ
せるべく身元確認作業に当たった人々の懸命
な姿を見つめていく衝撃の実録ドラマ。

105分 新日本 出演：西田敏行

新日本 ドキュメンタリー

日本のメディアが報道しない東日本大震災の
真実、原発の実態をアメリカ人監督が斬るド
キュメンタリー映画。東日本大震災のボランティ
アに赴いたアメリカ人が現地で見た衝撃の実態
を世界に伝えるために自らカメラを持ち人々に
話を聞くうちに明らかになった真実……。

90分 ドキュメンタリー

東日本大震災で被災した犬や猫、あるいは原
発事故により取り残された牛などの動物たちに
焦点を当て、彼らと飼い主たちとの絆や被災動
物たちの保護に奔走する人々の姿を通して、人
間社会の中で一緒に生きる動物たちのかけがえ
のないいのちの意味を改めて見つめ直していく。

104分 東風 ドキュメンタリー

日本で年間約20万頭もの犬猫たちが殺処分さ
れているという厳しい現実を背景に、捨てられる
命ゼロを目指して製作されたドラマ＆ドキュメンタ
リー映画二部構成の映画。保健所など捨てら
れた動物たちに関わる人々に取材を行い、動物
と人間との共生について考える。
118分
出演：市瀬秀和

最新話題作、人気作をリストアップいたしました。
119分 PONY 出演：高良健吾 谷村美月

400年の伝統とギネスにも認定された世界一の
花火を誇る “片貝まつり”を舞台に、そこで打ち
上げられたある花火に秘められた、ひきこもりの
兄と難病の妹の深い愛と絆の実話から誕生した
感動の物語を綴るハートフル・ドラマ。
他人を思い通りに操作できる特殊能力を持つ
男と、その能力が唯一通じない男の激闘を描く
アクションサスペンス。呪われた宿命を背負い、
閉塞感漂う社会で葛藤する人間同士の対決
が展開していく。

112分 WB 出演：藤原竜也 山田孝之

フィンランドのヘルシンキに“かもめ食堂”という小さ
な食堂をオープンした日本人女性サチエ。やがて
訳ありな２人の日本人女性と出会うのだった。全
編フィンランドロケによる大ヒット、コメディ・ドラマ。

102分 日活 出演：小林聡美 片桐はいり

余命半年と告げられたサラリーマンが、旧友たち
とバンドを再結成し、自分たちの演奏を家族に
残すため、コンテスト優勝を目指して走り出す。
涙と笑いで描く感動エンタテインメント！

112分 角川 出演： 竹中直人
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。
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

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

131分 PONY 出演：岡田将生 榮倉奈々

いじめ、無関心、自殺や、レイプ事件と被害者
の人権保護の未確立など、今起きている社会
的な人権問題を遺品整理業の仕事を通して多
角的な描いた感動ドラマ。
迷信を信じ、縁起を担いでばかりいる気の小さい
占い師・鴨志田賢。妻子と別居中の彼の前に
ルーシーという黒猫が現れ、2匹の子猫を置き去
りにする。イヤイヤ子猫の世話をするうちに、次
第に運気が上向きになり始めて…。
心温まるファミリームービー。

107分 AMG 出演：塚地武雅

あさのあつこ原作の大ベストセラー映画化！孤
高の中学生ピッチャー・原田巧が、野球を通じて
家族・友人との関係を築きあげていく爽やかな感
動の物語。

119分 角川 出演：林遣都、天海祐希、菅原文太

田舎の美しい里山の風景をバックに、方言丸出し
の少女がのんびりした日常の中で淡い初恋に心と
きめかせ、ゆっくり成長していく姿をほのぼのとした
タッチで綴ったさわやか思春期ストーリー。

121分 アスミック 出演：夏帆 岡田将生

魅せる書道を行い、競い合う“書道パフォーマンス
甲子園”。“同大会の誕生に秘められた女子高生
たちの感動の実話を基に描く青春ストーリー。

120分 WB 出演：成海璃子 桜庭ななみ

手塚治虫が住み、今や伝説となったトキワ荘を
舞台に、のちに漫画界の重鎮的存在になる石
森章太郎、赤塚不二夫、藤子不二雄らの、漫
画にすべての情熱を注いだ若き青春時代を描く。
110分 CCC 出演：本木雅弘 阿部サダヲ

壮大なミッションを成功させるべく打ち上げら
れ、７年の歳月を経て地球への奇跡の帰還
を果した小惑星探査機＜はやぶさ＞が辿
る感動の軌跡を、最後まで諦めずにプロジェ
クトを成功へと導いた人々の奮闘の日々と
共に描く実録ドラマ。

140分 FOX 出演：竹内結子 西田敏行

