映画

OSAKASCHEDULE

5/19〜

5/4〜

ラッカは静かに虐殺されている

サバービコン 仮面を被った街
1950年代、
アメリカン・
ドリームを絵にかいたような郊外の住宅街サバー
ビコン。ある晩、少年ニッキー
（ノア・ジュープ）
の住むロッジ家に、不気味
な強盗が押し入り、
サラリーマンの父
（マット・デイモン）
と車椅子の母と叔
母
（ジュリアン・ムーア 二役）
全員クロロホルムを嗅がされ、不幸にも母だ
けが死んでしまう。同じ頃、隣に黒人の家族が引っ越してきたことで、街の
人々は本性を露わにし、執拗な嫌がらせをはじめる。隣のことには無関心
なロッジ家だが、
ただ1人、
ニッキーだけは黒人家族の同い年の男の子と
絆を育んでいた。
ところが謎の男
（オスカー・アイザック）
の訪問により、強
盗事件でニッキーが感じていた 違和感 の正体が明らかとなり、
物語は最
悪の展開へと転がっていく…。郊外へ引っ越してきた黒人一家をめぐる人
種差別暴動事件に着想を得
て、
ジョージ・クルーニー監督、
ジョエル&イーサン・コーエン
兄弟脚本で映画化。少年ニ
ッキーの静かな目線は、判断
を誤り続ける大人たちの滑稽
さを際立たせ、隅々に散りば
められた皮肉が哀しい笑いを
誘う。

©2017 A&E TELEVISION NETWORKS, LLC AND
SUNSET PRODUCTIONS LLC

5（土祝）〜

〈継続上映作品〉
当月1日より約1週間前に公開された作品タイ
トル
（前号掲載分のみ）
いぬやしき
OSCシネマ、TOHO梅田、TOHOなんば、
あべのアポロ

レディ・プレイヤー1
OSCシネマ、TOHO梅田、TOHOなんば、
梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

アンロック/陰謀のコード

第七藝術劇場 シアターセブン

機動戦士ガンダム THE ORIGIN
誕生 赤い彗星
安彦良和の大ヒットコミック
「機動戦士ガンダム THE
ORIGIN」のアニメシリーズ過去編全6話、ついに完
結！「ルウム会戦」
で戦果をあげ 赤い彗星 の異名を
とったシャア・アズナブル。戦後、
ルナツーが世界中に
向けて発信した声明とは?

「グランド・ブダペスト・ホテル」や「ファンタスティック Mr.FOX」
など、数々
の話題作を作り続けてきたウェス・アンダーソン監督最新作。監督が「黒
澤明と宮崎駿、二人の巨匠から強いインスピレーションを受けて作った」
と語る本作は、近未来の日本を舞台にしたストップモーション・アニメ。
メ
ガ崎市で犬インフルエンザが大流行し、人間への感染を恐れた小林市
長が犬たちを追放。隔離された犬たちが暮らす 犬ヶ島 に、
たった1人で
降り立ったのは、愛犬を探す少年アタリ。ユニークで愛くるしい犬たちと
少年アタリは心踊る冒険を繰り広げるうち、大人たちの陰謀に巻き込ま
れ、大騒動へと発展してしまうー。第68回ベルリン国際映画祭で銀熊賞
（監督賞）
受賞。ボイスキャストは、
ブライアン・クランストン、
エドワード・ノー
トン、
ビル・マーレイほか、日
本からもRADWIMPSの野
田洋次郎、村上虹郎、夏木
マリ、渡辺謙らが参加。一つ
ひとつ、
精巧にデザインされた
日本 のセットにも注目!

11（金）〜
劇場版ひらがな男子 序

12（土）〜
フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法

日テレの二次元キャラ育成バラエティー
「アイキャラ」
から誕生した、
ひらがなを擬人化した
「ひらがな男子」
を、バカリズム脚本で映画化。文字が失われた世界
で、
ひらがな男子が文字を集める旅に出る！ 梶裕貴
はじめ豪華声優陣が競演。観客参加型の共演上映
も！? 監督:水島精二

全編iPhoneで撮影した
「タンジェリン」のショーン・ベ
イカー監督・脚本の人間ドラマ。6歳のムーニーとシ
ングルマザーのヘイリーはフロリダ・ディズニー・ワール
ドのすぐ外側にある安モーテルでその日暮らしの生
活を送っている。笑顔溢れるいとおしい日々にも、
や
がて厳しい現実が影を落としはじめる。出演:ウィレ
ム・デフォー、
ブルックリン・キンバリー・プリンス、
ブリ
ア・ヴィネイト

TOHO梅田 TOHOなんば

OSCシネマ なんばパークス

PG12

TOHO梅田、TOHOなんば

梅田ブルク7 なんばパークス

デジモンアドベンチャーtri.第6章
「ぼくらの未来」

リズと青い鳥
OSCシネマ、
なんばパークス

タクシー運転手 約束は海を越えて
梅田ブルク7、
シネマート心斎橋

ロンドン、人生はじめます
なんばパークス、
テアトル梅田

君の名前で僕を呼んで

アニメ
「デジモンアドベンチャー」15周年記念作、全
6章の最終章。
「世界を救うために、
やるべきことがあ
る！」世界の崩壊を目の前に、
パートナーデジモンと必
死に戦い続けていた子どもたちが選んだ未来とはー?
梅田ブルク7

OSCシネマ/TOHOなんば

となりの怪物くん
TOHO梅田、TOHOなんば

アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー
OSCシネマ、TOHO梅田、TOHOなんば、
梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

ママレード・ボーイ
OSCシネマ、梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

パティ・ケイク$

劇場版 仮面ライダーアマゾンズ
Season1 覚醒
2016年よりAmazonプライム・ビデオで配信された各
シーズンを再編集し、
新構成でよみがえった劇場版！悠
（藤田富）
と仁
（谷口賢志）
、養殖と野生。対照的な2
人の アマゾンライダー を中心に物語は展開していく。
梅田ブルク7

PG12

なんばパークス、
シネ・リーブル梅田

太陽がいっぱい 4Kデジタル復元版（1960）/
午前十時の映画祭9
TOHOなんば
（4/27〜5/3）
、
OSCシネマ
（5/4〜10）

シェーン（1953）/午前十時の映画祭9
OSCシネマ
（4/27〜5/3）
、
TOHOなんば
（5/4〜10）

ザ・スクエア 思いやりの聖域
なんばパークス、
シネ・リーブル梅田

劇場版 プリパラ&キラッとプリ☆チャン
〜きらきらメモリアルライブ〜
アニメ
「プリティー」
シリーズのうち、華やかなライブ映
像をメインに構成したアニメーション。みらい&えも&り
んかの3人が迷い込んだのは《プリパラの世界》だっ
た！? 監督:依田伸隆
梅田ブルク7 なんばパークス

11（金）〜
ボストン ストロング
〜ダメな僕だから英雄になれた〜

4（金祝）〜
ラプラスの魔女
東野圭吾の小説を原作に、三池崇史監督、櫻井翔
×広瀬すず×福士蒼汰の競演でおくる本格ミステリ
ー。硫化水素中毒による死亡事故が立て続けに起
こり、現場の調査を行う地球化学専門家・青江修介
（櫻井）
は初め事件性なしと判断。だが謎の女
（広
瀬）
と出会いから、未来を予見する知性 ラプラスの
悪魔 の存在を疑いはじめる…。
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

アイ,トーニャ
史上最大のスキャンダル

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation

TOHO梅田 TOHOなんば

PG12

フィギュアスケート史上最大のスキャンダル！アメリカ
人初のトリプルアクセルを成功させたトーニャ・ハーデ
ィング
（マーゴット・ロビー）
のオリンピック代表権をめぐ
るライバル襲撃事件。
その真相をめぐって、氷上のプ
リンセスから犯罪者へ転落した彼女の半生を悲しくも
愉快に活写する。
トーニャの母親を怪演したアリソン・
ジャネイが本年度アカデミー賞 助演女優賞を受賞。
TOHO梅田 TOHOなんば

「ナイトクローラー」
などのジェイク・ギレンホール主演・
プロデュース。2013年4月に起きたボストンマラソン
爆弾テロ事件で、両脚を失った被害者男性の実話
をもとにした光と影、真実の物語。監督:デヴィッド・ゴ
ートン・グリーン
OSCシネマ TOHOなんば

ミッドナイト・サン 〜タイヨウのうた〜
YUI主演の
「タイヨウのうた」
（2006）
をリメイク。太陽
光にあたると命に関わる難病・色素性乾皮症
（XP）
の
ヒロインの最初で最後の恋を描いた感動のラブスト
ーリー。ベラ・ソーン×パトリック・シュワルツェネッガー
共演。監督:スコット・スピアー

11（金）〜24（木）
地獄の黙示録 劇場公開版〈デジタル・リ
マスター〉
（1979）/午前十時の映画祭9

「ソーシャル・ネットワーク」の脚本家アーロン・ソーキ
ンの初監督作、
ジェシカ・チャステイン主演。
トップア
スリートからセレブの集うポーカーゲームの経営者と
なりながら、全財産を没収された、実在する女性の逆
転劇を描く。

ベトナム戦渦、失踪したカーツ大佐の暗殺を命じられ
たウィラード大尉は、部下と共にジャングルの奥地に
あるというカーツの王国を目指すがー。エンド・クレジ
ットがないオリジナル・ヴァージョン。5/25〜6/7は
OSCシネマで上映。
TOHOなんば

女性小説家の涼子
（中山美穂）
は、遺伝性アルツハ
イマーに侵されていることを知り1人孤独に死と向き
合っていた。そんなとき、大学の講義に訪れた韓国
人留学生で作家志望のチャネ
（キム・ジェウク）
と出
会い、最後となるかもしれない小説の執筆を手伝わ
せることに。やがて2人は年の差を超えて恋人のよう
に惹かれ合っていくが…。
メガホンをとるのは韓国屈
指の女性監督チョン・ジェウン。
梅田ブルク7

オール･ザット･ジャズ（1979）/
午前十時の映画祭9
舞台と映画版「シカゴ」の生みの親、演出家・振付師
のボブ・フォッシーの自伝的作品。仕事中毒の日々、
様々な女性との出会いと別れ、
それら人生のすべて
を圧倒的なダンス・シーンを交えて描く。5/25〜6/7
はTOHOなんばで上映。
OSCシネマ

シネマート心斎橋

レザーフェイスー悪魔のいけにえ

R18＋

誕生日プレゼントはチェーンソー！? 1974年に公開さ
れて以来、伝説となった
「悪魔のいけにえ」の前日譚、
殺人鬼レザーフェイスの少年時代、
その誕生秘話が
描かれる。
「悪魔のいけにえ」
トビー・フーパー最後の
プロデュース作品。監督はジュリアン・モーリーとアレ
クサンドル・バスティロ。

PG12

TOHO梅田 TOHOなんば なんばパークス あべのアポロ

12（土）〜
ラスト・ホールド！

のみとり侍

人気グループ「A.B.C-Z」のメンバー・塚田僚一初主
演×
「Snow Man」
（ジャニーズJr.）
の共演！落ちこぼ
れ大学生たちがボルダリングで日本一を目指す青春
ドラマ。監督は
「ボクは坊さん。」の真壁幸紀。
OSCシネマ なんばパークス

R15＋

小松重男の時代小説「蚤とり侍」
を、
「 後妻業の女」
などの鶴橋康夫監督が映画化。小林寛之進
（阿部
寛）
は、
ある失言から、
貧乏長屋へ左遷され猫の 蚤と
り =添い寝業に就かされる。そこに亡き妻に瓜二つ
のおみね
（寺島しのぶ）
が客として現れるもあえなく撃
沈。
そこで江戸No.1のプレイボーイ
（豊川悦司）
に助
けを求める…。出演はほかに斎藤工、風間杜夫、前
田敦子、
大竹しのぶら豪華キャストが集結。
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

孤狼の血

R15＋

白石和彌監督が、柚月裕子の小説を映画化。舞台
は昭和63年、
暴力団対策法成立直前の広島。役所
広司演じるベテランのマル暴で、黒い噂も絶えない
大上と、
松坂桃李演じる新人刑事の日岡が所属する
警察署と暴力団同士の抗争を描く 血湧き肉躍る バ
イオレンスムービー。
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

劇場版 仮面ライダーアマゾンズ
Season2 輪廻
シーズン1から5年後の世界を舞台に、
アマゾンに育
てられた少年=仮面ライダーアマゾンネオと、
アマゾ
ン化した父親に殺され生物兵器として戦う少女=カ
ラスアマゾンを軸に新たな物語が紡がれる。

GODZILLA 決戦機動増殖都市
これまでのどんな
「ゴジラ」
とも一線を画すシビアでハー
ドな未来世界を描く。生態系の頂点に君臨する ゴジ
ラ とそれに対峙する人類の因縁の物語、
第二章。監
督:静野孔文、
瀬下寛之、
ストーリー原案・脚本:虚淵玄
TOHO梅田 TOHOなんば

うさぎのピーターがハリウッドで待望の実写映画化！
イギリス湖水地方を舞台に、好奇心旺盛でいたずら
好きのピーターが都会から越して来た動物嫌いの隣
人を追い出そうと奮闘する姿を音楽にのせてコミカ
ルに描く。監督:ウィル・グラック

注

04

映画館
連絡先

OSCシネマ
（大阪ステーションシティシネマ）
TOHO梅田
（TOHOシネマズ梅田）
TOHOなんば
（TOHOシネマズなんば）

さらば青春、されど青春。

鈴木おさむ監督デビュー作。恋愛で仕事も友人も失
ったアラフォー女子
（吉田羊）
が恋愛クリニック
「ラブ
ドック」
を訪れて…。あなたの恋愛を遺伝子レベル
で導く大人のラブコメディ
！ 恋の相手役に野村周平、
吉田鋼太郎、玉木宏。

大川隆法製作総指揮、大川宏洋、千眼美子が出演
する、神秘的な青春と恋の物語。舞台は昭和50年
代の東京。エリートの真一と、都会的で洗練された美
子。2人は惹かれ合うが、真一は霊的現象と現実の
葛藤に悩まされる…。

06-6346-3215
050-6868-5022
050-6868-5043

25（金）〜
ゲティ家の身代金

R15＋

リドリー・スコット監督が、
1973年、世界一の大富豪
ジャン・ポール・ゲティ
（クリストファー・プラマー）の孫
が誘拐された実際の事件を映画化。離婚で一族を
離れていた 一般家庭の母 ゲイル
（ミシェル・ウィリア
ムズ）
は身代金支払いを拒むゲティと残酷非道な誘
拐犯、
いかにして2つの強敵に立ち向かったのか?
TOHO梅田 TOHOなんば なんばパークス

恋は雨上がりのように
TVアニメ化もされた眉月じゅんの繊細な片想いを描
いた漫画 恋雨 を、小松菜奈×大泉洋共演で待望
の実写化！ 女子高生が抱く、
さえないファミレス店長
（45）へのまっすぐな恋を描く。監督は
「帝一の國」
の永井聡。

妻よ薔薇のように 家族はつらいよIII
山田洋次監督によるホームコメディードラマシリーズ
第3弾。三世代でにぎやかに暮らす平田家。ある日、
主婦・史枝のへそくりが盗まれた！わたしたち
〈主婦〉
辞めます！ 妻の反乱で一家に最大のピンチが訪れ
る！ 出演:橋爪功、吉行和子、西村まさ彦、夏川結衣、
中嶋朋子
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち/
第五章 煉獄篇
1978年公開作「さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士た
ち」
をモチーフにした新シリーズアニメ全7章からなる
！ 製作総
第5章。宇宙戦艦ヤマトが再び旅立つー
指揮・西崎彰司、羽原信義監督らが新たな解釈と装
いで現代に甦らせる。
OSCシネマ なんばパークス

あべのアポロ シネ・リーブル梅田

梅田ブルク7
なんばパークス
（なんばパークスシネマ）
あべのアポロ
（あべのアポロシネマ）

シネマート心斎橋

06-4795-7602
050-6864-7125
06-6649-1255

「64ーロクヨンー前編/後編」の瀬々敬久監督が、
少
年Aのその後を題材にしたヒューマンサスペンス。
ジャ
ーナリストの夢に破れた益田
（生田斗真）
と、人との
交流を避ける鈴木
（瑛太）
。二人は町工場で出会い、
少しずつ友情が芽生えてゆく。
だが、
ある事件をきっか
けに益田は、鈴木が17年前の連続児童殺害事件
の犯人だった 少年A ではないかと疑い始めるー。
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

26（土）〜
海を駆ける
「淵に立つ」の深田晃司監督のもと主演のディーン・
フジオカほか太賀、鶴田真由ら実力キャストが集結。
津波の傷跡がいまだ残るインドネシアのバンダ・アチ
ェを舞台に、海から現れた謎の男をめぐる心揺さぶる
ファンタジーが誕生した。

ある遺伝子実験の失敗によって、
ゴリラ、
オオカミ、
ワ
ニなどの動物たちが巨大化し、怪獣と化してしまう
！?
ザ・ロックことドウェイン・ジョンソン主演、1986年に
発売されたアーケードゲームを実写映画化したパニッ
クアクション。監督:ブラッド・ペイトン
OSCシネマ 梅田ブルク7 TOHO梅田 TOHOなんば
なんばパークス あべのアポロ

※上映時間、
料金、
上映期間は直接劇場へお問い合わせください。公開日がはやいものか
ら順に掲載しております。上映期間は基本的に1週間前に決定され、変更や中止、終了
日が早まる場合もございますので事前にお問い合わせください。

2018.

5

mini theater

ミニシアター

第七藝術劇場（十三）

06-6302-2073

継続上映中 港町
（4/21〜）
、
私は絶対許さない R18＋
（4/28〜）
デイヴィッドとギリアン 響きあうふたり
5/5〜
映画「シャイン」のモデルとなった伝説のピアニスト、
デイヴィッ
ド・ヘルフゴットに迫るドキュメンタリー。幼少時は神童と讃えら
れるも精神を病んで11年もの闘病生活を送ることになる。だ
が妻ギリアンとの出会いによって転機が訪れ、
コンサートへの
カムバックを成功させていく。天才ピアニストの愉快なリアルラ
イフ、
そして奇跡的な夫婦愛が明らかに。監督:コジマ・ランゲ
ANIMAを撃て！
5/5〜
夢に迷うダンサー
（服部彩加）
と夢をあきらめたドラマー
（小柳
友）
との出会いで動き出す ANIMA=魂 の躍動。共演に、中
村映里子、黒澤はるか、藤堂海、大鶴義丹ら。監督は
「いたく
ても いたくても」の新鋭・堀江貴大。SKIPシティ国際Dシネ
マ映画祭2017オープニング作品。
D5 5人の探偵
5/12〜
小西克幸、
浪川大輔、
緑川光、
森久保祥太郎、
岸尾だいすけ、
5人のレジェンド声優が奇跡の競演！ 劇場に座る死体、犯人
は一体誰なのか? 犯人を突き止めるため集められた5人の探
偵に、
想像を絶するワナが仕掛けられていた！? 予測不可能な
エンターテイメント・ミステリー。監督・脚本GEN TAKAHASHI、
原作蓮都えるむ。
ラッカは静かに虐殺されている
5/19〜
P04ピックアップ欄参照
クジラの島の忘れもの
5/19〜
夢を失くした女性と、夢を追いかけるベトナム人の青年が出
逢い、国境を超えて愛を貫く姿を描くヒューマン・ラブストーリ
ー。全編沖縄で撮影され、
監督は本作が長編映画デビューと
なる牧野裕二。
ヒロインは大野いと、
ベトナム人コア役に
「レ
ディ
・プレイヤー1」の準主役を勝ち取った新星・森崎ウィン。
ラジオ・コバニ
5/19〜
2014年9月ISの占領下となり、
やっと復興の兆しが見えてき
たシリア北部のクルド人街コバニで、女子大生がラジオ番組
「おはよう コバニ」
をはじめ、生き残った人々や、戦士、詩人
などの声を届けるー。※本作は損傷の激しい遺体、残虐な処刑
のシーンがあります。
また、16歳未満の年少者は保護者指導の元
による鑑賞をお願いします。
シアターセブンでも5/19〜上映。

father〜カンボジアへ幸せを届けた
ゴッちゃん神父の物語
5/26〜
歌う、踊る、
お酒も飲む！ 人間味あふれるカトリック神父・後藤
文雄、
愛称・ゴッちゃん
（撮影当時86歳）
。1981年、
独身のま
ま14人のカンボジア難民の子どもを里子として引き取り自ら
育て、
カンボジアへ学校をつくるなど、国境や宗教を超えてカ
ンボジアへの支援を続けるその姿を追った。監督:渡辺考
ウイッチ・フウィッチ
5/26〜
〈ケータイで撮る〉
映画シリーズ第2弾。商業デビュー作「はら
はらなのか。」
で異例のロングランヒットを記録した、若き女性
監督・酒井麻衣による、
一途な魔女と浮気性の狼男の ラブ・
ファンタジー 。出演:小川紗良、萩原利久、藤田富、鳥居み
ゆき
（特別出演）
アクロス・ザ・クレセントムーン
5/26〜
フィリピンを舞台に、宗教の異なる男女の恋、
「 麻薬」
「 人身
売買」
など、
フィリピンの社会問題などを絡めた本格アクショ
ンをたっぷりと楽しめる、社会派エンターテイメント。
シアターセブン（十三）

06-4862-7733

継続上映作品 原一男監督特集「全身小説家」
（5/1〜4）
、
花筐/HANAGATAMI PG12（4/28〜）
、憲法を武器として
〜恵庭事件 知られざる50年目の真実〜
（4/28〜5/9）
、
コ
スタリカの奇跡〜積極的平和国家のつくり方〜
（4/28〜）
獄友
5/5〜
「布川事件」、
「 足利事件」、
「 狭山事件」、
「 袴田事件」…
「冤罪被害者」の獄友たちの娑婆での7年を、金聖雄監督
が置い続けた、
人間の尊厳を問う、
冤罪青春グラフティ。
そろそろ音楽をやめようと思う
5/12〜18
プロのミュージシャンになる夢諦めず、
アルバイトを続けながら
ライブ活動に勤しむ健一
（ダイナマイト★ナオキ）
とそんな健
一を支える妻
（畑崎幸子）
。だが現実はそんなに甘くない。心
に沁みるリアルな東京インディーズストーリー。映画内で実名
で登場する渋谷のロックバー GABIGABI のオーナーで バ
ッキンガム宮殿 のボーカル・千葉大輔や、怪しい先輩役に
田中要次が出演。5/13
（日）
19:00〜ミニライブ付き上映開
催。出演:ダイナマイト☆ナオキ、千葉大輔
恐竜の詩
5/12〜
近兼拓史監督の「下町の詩シリーズ」3作目は、
自然豊かな
丹波市が舞台。新種の巨大恐竜
（丹波竜）
の化石が発見さ
れ、前代未聞、市民総出の町おこし大作戦がはじまる。一方、
子どもたちが発見した卵から恐竜の赤ちゃんが誕生? さてど
うなる！? 里山で暮らすすべての人々への応援詩。
かみさまとのやくそく
〜あなたは親を選んで生まれてきた〜
5/25〜27
胎内記憶をテーマにしたドキュメンタリー映画。胎内記憶の聞
き取り調査や前世記憶研究の現場を見つめる。監督:荻久
保則男。5/25
（金）
は、乳幼児・子ども連れ歓迎の親子上映
回。※会場の照明を少し明るくし、通常よりも小さめの音量で上映

なんばパークス テアトル梅田

プラネットプラスワン（中崎町）

hide 20th Memorial Project Film
「HURRY GO ROUND」
hideの墓の墓石に刻まれている、
事実上最期の楽曲
「HURRY GO ROUND」の歌詞に隠されたメッセ
ージを、生前のhideを知らない俳優・矢本悠馬がナ
ビゲーターとして最期の足取りを辿るドキュメンタリー。
監督:石川智徹
梅田ブルク7 なんばパークス

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば
なんばパークス あべのアポロ

梅田ブルク7

ラブ×ドック

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

なんばパークス シネ・リーブル梅田

友罪

18（金）〜

ランペイジ 巨獣大乱闘
ホース・ソルジャー

モリのいる場所
30年間、
自宅のちっちゃな庭を冒険し続けた、伝説
の画家・熊谷守一、
通称モリと、
妻の秀子の実話をも
とに、山あり、谷ありの人生と、周囲の魅力的な人々
の人生模様を描くオリジナルストーリー。円熟の夫婦
役を、山崎努と樹木希林が務めるほか、加瀬亮、吉
村界人、光石研、青木崇高、三上博史ら実力派が
集結。監督・脚本は
「南極料理人」
「横道世之介」
な
どの沖田修一。

なんばパークス シネ・リーブル梅田

TOHO梅田 TOHOなんば

アメリカ同時多発テロ発生直後、敵勢5万人に対し、
たった12人で戦いに挑んだアメリカ陸軍特殊部隊・
米軍騎馬隊〈グリーンベレー〉
の活躍を描いた実録ミ
リタリーアクション。監督:ニコライ・フルシー、出演:ク
リス・ヘムズワース

梅田ブルク7 なんばパークス

蝶の眠り

ピーターラビット
PG12

Amazonプライム・ビデオで配信を開始した
「仮面ラ
イダーアマゾンズ」
シリーズが劇場版で完結を迎える。
新たな仮面ライダーアマゾンネオアルファが登場！ 物
語は悠と仁の最終決戦へ！出演:藤田富、
谷口賢志

TOHO梅田 TOHOなんば

OSCシネマ なんばパークス

モリーズ・ゲーム

OSAKASCHEDULE

19（土）〜
仮面ライダーアマゾンズ THE MOVIE
最後ノ審判

犬ヶ島

「イスラム国」
（IS）
に制圧されたシリア北部の街ラッカで、
スマホやSNS
を武 器 にISと闘う市 民ジャーナリスト集 団 RBSS Raqqa is Being
Slaughtered Silently/ラッカは静かに虐殺されている）
に密着した緊迫
IS
の90分。RBSSの20〜30代のメンバーは、故郷の惨状を伝えようと、
による公開処刑の様子などをスマホで撮影。そのショッキングな投稿動
画は世界中に衝撃を与えると同時に、彼らの影響力を恐れたISはメンバ
ーの暗殺計画に乗り出すのだったー。監督は
「カルテル・ランド」
でメキシ
コ麻薬密売地帯に潜入し、
その名を世界に轟かせたマシュー・ハイネマ
ン。製作総指揮に、
アカデミー賞 長編ドキュメンタリー賞『「闇」へ』
を監
督したアレックス・ギブニー。身近なスマホを通して伝えられる、
目を背けた
くなる恐ろしい現実。
次々と殺されていくメ
ンバーの仲間や家族、
忍び 寄る暗 殺 の 恐
怖。
それでも彼らは諦
めない…魂が震える
圧 倒 的なポリティカ
ル・スリラー。

© 2017 Paramount Pictures. All rights reserved.

OSCシネマ なんばパークス

5/25〜

映画

コードギアス 反逆のルルーシュⅢ 皇道
母を死に至らしめ、妹の目と足の自由を奪った、父が
率いる神聖ブリタニア帝国の打倒を誓うルルーシュ
の壮絶な人生と、
その本質に迫る3部作最終章。監
督・構成:谷口悟朗
TOHOなんば 梅田ブルク7

ファントム・スレッド
本年度アカデミー賞 衣装デザイン賞受賞。ポール・
トーマス・アンダーソン監督とダニエル・デイ=ルイス
が再びタッグを組んだ話題作。天才的な仕立て屋の
ミューズとなった、若きウェイトレス。オートクチュール
のドレスが導く、
禁断の愛。
OSCシネマ なんばパークス

06-6377-0023

5月から火・水曜日休映。
プログラムが上映される日時の詳細
は直接、映画館までお問い合わせください
第二の母（1936）+団栗と椎の実（1941）
5/6 11:00〜、5/9 20:30〜、5/19 15:00〜
田口哲、春原政久監督の「第二の母」
と、清水宏監督の
「団栗と椎の実」の2本立て。日本映画独特の母親像、
そし
て子供たちを主人公にした清く爽やかな戦前の現代劇。
恋慕薩摩飛脚（美丈夫左京）
（1931）+
忠治活殺剣（1936）
5/7 19:30〜、5/12 15:00〜、5/26 19:30〜
「恋慕薩摩飛脚
（美丈夫左京）
」
〈 弁士解説版/監督:星哲
六〉
、
「 忠治活殺剣」
〈 監督:久保為義・マキノ正博〉
、
日本の
最初の美剣士スターとなった後の長谷川一夫主演作と、
20
年代時代劇の最高傑作「忠治旅日記」のトーキー版リメイク
2本立て。
怪猫謎の三味線（1938）
5/11 21:00〜
日本映画の初期から現代劇の監督として活躍した牛原虚彦
による
〝化け猫〟映画。日本独自の怪談=ホラーの世界主演
は化け猫女優として知られた鈴木澄子。
人情紙風船（1937）
5/13 13:00〜、5/16 20:30〜、5/25 21:00〜
時代劇に現代的な要素を取り入れた天才監督山中貞雄の
有名な遺作。監督:山中貞雄 出演:河原崎長十郎
忍術千一夜（1939）+寶の山に入る退屈男（1938）
5/14 19:30〜
1930年から市川右太衛門演じた旗本退屈男=早乙女主
水之介の時代劇シリーズ第9作「寶の山に入る退屈男」
と、
時代劇スター近衛十四郎主演の忍法時代劇「忍術千一

夜」の2本立て。
鞍馬天狗（1942） 5/20 11:00〜、5/28 19:30〜
サイレント時代に時代劇を躍進させた伊藤大輔は、人気シリ
ーズ「鞍馬天狗」
をアクション・ミステリーとしてリメイク。ハリウ
ッド帰りの上山草人も出演し、横浜の外国人居留地のユダ
ヤ系ロシア人を贋金作りの悪党として描くなど、戦時に合わ
せた企画でもあった。出演:嵐寛寿郎、
上山草人
お茶漬の味（1952）
5/13 11:00〜、5/18 21:00〜、5/21 19:30〜
戦後7年目、巨匠小津の映画には戦前の陰と戦後復興する
昭和の夢が共存していた。監督:小津安二郎、出演:佐分利
信、木暮実千代、
鶴田浩二、
淡島千景、
津島恵子
蜂の巣の子供たち（1948）
5/20 13:00〜、5/23 20:30〜
5/26 15:00〜、5/30 20:30〜
戦後、実際の戦災孤児を俳優にして巨匠・清水宏が自主制
作した傑作。ネオリアリズムの原点であり、戦後日本映画の
金字塔。製作・監督・脚本:清水宏
山椒大夫
5/27 11:00〜
映画の樹 ピアノ演奏付きサイレント映画
鳥飼りょう氏による生演奏付で見るサイレント映画の全体史
をめぐるシリーズ。以下5作品。
スピオーネ（1928）
5/6 15:00〜
「メ
トロポリス」
で世界的な巨匠となったフリッツ・ラングが当時
のソ連のスパイ事件を題材にしたスパイ犯罪映画。
荒武者キートン（1923）
5/5 17:00〜
「恋愛三代記」に続くキートン長編第2作はアクション・コメデ
ィ。
「悪太郎」
（1921）
と2本立て
初期映画の冒険（1905〜1915）
5/6 13:00〜
フランスとアメリカを中心とした映画の誕生のプログラム。
「父の名誉」
「 盗む手」
「ニューヨーク・ヘラルド誌のウィンザ
ー・マッケイと彼の動く漫画」
「ユニヴァーサル撮影所」
「都会
の叫び」
「静かなるハスキンス」
「男か女か」
血と砂（1922）
5/5 19:00〜、5/19 16:30〜
世紀の美男ルドルフ・ヴァレンティノは本作でスペインの闘牛
士を演じ、
圧倒的な女性ファンを獲得した。
折鶴お千（1935）
5/12 19:30〜
監督:溝口健二、
原作:泉鏡花、
出演:山田五十鈴
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 大いなる幻影 デジタル修復版
（4/21〜）
、
村田朋泰 夢の記憶装置
（4/21〜）
、泳ぎすぎた夜
（4/21
〜）
、ラーメン食いてぇ
！（4/21〜）
、パティ
・ケイク$ PG12
（4/27〜）
、
ザ・スクエア 思いやりの聖域
（4/28〜）
、
わたし
は恋するルーシー R15＋
（4/28〜）
心に寄り添う。
5/5〜
若者たちが、障害児支援を行う一般社団法人「ユー・アー・エ
ンゼル」、不登校児支援を行う
「ネバー・マインド」、一般財団
法人「いじめから子供を守ろうネットワーク」、
そして、｢自殺を
減らそうキャンペーン｣へ体当りのインタビューを敢行するドキ
ュメンタリー。企画:大川隆法、監督:宇井孝司、松本弘司
恋多き女 デジタル修復版
5/5〜
イングリッド・バーグマン主演、20世紀初めのフランスを舞台
に、
ポーランドから来た美貌の公女エレナが巻き起こす恋愛
騒動を描く恋愛喜劇。監督:ジャン=ルノワール
心と体と
5/5〜
第90回アカデミー賞 外国語映画賞ノミネート。
ブダペスト
郊外の食肉処理場で働く、若い女と中年男。2人を結びつけ
たのは鹿の夢だった。幻想と現実が交錯する孤独な男女の
ファンタジック・ラブストーリー。出演:アレクサンドラ・ボルベー
イ、
ゲーザ・モルチャーニ、監督:イルディコ・エンエディ
レザーフェイス 悪魔のいけにえ R18＋
5/12〜
P04全国ロードショー欄参照
ラスト・ワルツ
5/12〜
1978年、当時若手だったマーティン・スコセッシ監督が、
ロッ
ク・バンド
「ザ・バンド」解散ライブのステージ映像を記録した、
ロック映画の金字塔「ラスト・ワルツ」。ザ・バンド、
ボブ・ディラ
ン、
エリック・クラプトン、
ニール・ヤングらが出演。公開から40
年の節目に、伝説のライブが、大音量リマスター映像で蘇る。
さらば青春、されど青春。
5/12〜
P04全国ロードショー欄参照
マルクス・エンゲルス
5/12〜
カール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルス、
のちに
「共産党宣
言」
を著した2人の出会いをドラマティックに描く。彼らは何を
考え、何と闘い、何を成し遂げたのか。社会をよくしようと奮闘
する彼らのエネルギーが現代社会に突きつけるものとは? 監
督は
「私はあなたのニグロではない」
などの社会派の名匠ラ
ウル・ペック。
SUKITA 刻まれたアーティストたちの一瞬
5/19〜
デヴィッド・ボウイ、
イギー・ポップ、
マーク・ボラン、
YMO、寺山
修司、忌野清志郎…時代を駆け抜けた天才たちのきらめく
一瞬を捉えた写真家・鋤田正義に迫る、初のドキュメンタリ
ー！ 細野晴臣、坂本龍一、高橋幸宏ら数々のアーティストた
ちの証言も収録。監督:相原裕美
モリのいる場所
5/19〜
P05全国ロードショー欄参照
29歳問題
5/26〜
香港で7週連続ベストテン入りの大ヒット！ 香港を代表する女
性クロスメディア・クリエイターのキーレン・パンが、作・演出・主
演する舞台劇「29+1」
を自ら映画化。
ヒロインは30歳を目前
に控えたキャリア女子のクリスティ
（クリッシー・チャウ）
。公私共
に順風満帆のつもりだったけど、
気付けば袋小路。
そんなある
日、仮住い先でパリ旅行中の同じ29歳の女性の日記を見つ
け…思いがけない展開へ。
あらゆる世代の女性に贈る物語。
名もなき野良犬の輪舞（ロンド）
5/26〜
カンヌ国際映画祭をはじめ、
2017年の映画祭を席巻した、
新時代の韓国ノワール。刑務所で出会った、
ジェホ
（ソル・ギ
ョング）
とヒョンス
（イム・シワン）
。2人はお互いを信じ、犯罪組
織を乗っ取ろうと野望を抱くように。だが、
それぞれが秘めた
動機と真実を隠していた…。
「信頼」
と
「裏切」
りのなかで踊
る、悲しき男たちの運命は果たして? 監督:ビョン・ソンヒョン
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 きみへの距離、
1万キロ
（4/21〜）
、
ばぁち
ゃんロード
（4/21〜）
、
ロンドン、
人生はじめます
（4/28〜）
シューマンズ バー ブック
5/5〜
世界中のバーでバイブルとなった革新的レシピ本を著した、
伝説のバーマン チャールズ・シューマン
（76）
。彼がNY、
パリ、
ハバナ、東京、
ウィーンのトップバーをめぐり、美しいカクテル
が作られる過程を眺めながら、
バーの今と歴史を思索する姿
を映し出す。脚本・監督・製作:マリーケ・シュレーダー
私はあなたのニグロではない
5/12〜
2017年初頭、
トランプ政権下のアメリカで、
1本のドキュメン
タリー映画が異例のヒットを記録した。アメリカ黒人文学を代
表する作家ジェームズ・ボールドウィンの著書、
エッセイ、
インタ
ビュー、講演の発言や映像を使ってラウル・ペック監督が映
画化。ボールドウィンの盟友、
メドガー・エヴァース、
マルコムX、
キング牧師の生き様を追いながら、
アメリカの人種差別と暗
殺の歴史に迫る。語り:サミュエル・L・ジャクソン
ダリダ〜あまい囁き〜
5/19〜
60年代、
その美貌と歌声にフランス中が恋をして一躍スター

トなったダリダ。
「あまい囁き」、年下の恋人との恋愛を綴った
「18歳の彼」、
「 べサメ・ムーチョ」など日本でもカバーされた
ヒット曲に秘められた、
ダリダの哀しく美しい54年の生涯を描
く。
ダリダ役にイタリア人女優スヴェヴァ・アルヴィティ。監督・
脚本:リサ・アズエロス
海を駆ける
5/26〜
P05全国ロードショー欄参照
シネマート心斎橋（心斎橋）

06-6282-0815

継続上映作品 タクシー運転手 約束は海を越えて
（4/21
〜）
、
犯罪都市
（4/28〜）
さらば青春、されど青春。
5/12〜
P04全国ロードショー欄参照
蝶の眠り
5/12〜
P04全国ロードショー欄参照
軍中楽園
5/26〜
「モンガに散る」
から7年、
ニウ・チェンザー監督、
「 台北ストー
リー」
などのホウ・シャオエン編集協力で、歴史のタブーに挑
んだ問題作がついに公開。1969年、中国沿岸部に位置す
る金門島は、台湾と中国本土の緊張関係の真っ只中に置
かれていた。かつて島には、台湾の軍が認める実在の娼館
「831部隊」があり、
1992年に閉鎖されるまで40年にわた
り公然の秘密とされてきた。
そこに配属された青年
（イーサン・
ルアン）
の姿を通して、歴史から葬り去られた人間の愛と悲し
みを掘り起こす。
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416
継続上映作品 野球部員、演劇の舞台に立つ！（4/21〜
5/25）
、
フィルムノワールの世界 第2弾
（4/7〜5/4）
、映画
監督◎寺山修司2018
（4/28〜5/11）
、
「ニッポン国VS泉
南石綿村」公開記念 原一男監督特集
（4/7〜）
、
トリノコシ
ティ
（4/21〜5/4）
月夜釜合戦
5/5〜11
舞台はアベノハルカス、坂を下りて、行きつく先は釜ヶ崎。ヤ
クザ、情報屋、
日雇い労働者たち、泥棒、活動家、私娼…が
偉大な釜を巡ってカマの掛け合い、世界で最も偉大な釜の
争奪戦の火蓋が切って落とされる！ 再開発迫る釜ヶ崎を舞
台に描く人情喜劇。監督:佐藤零郎、出演:太田直里、川瀬
陽太、門戸紡、渋川清彦
若き詩人
5/5〜11
「泳ぎすぎた夜」公開記念、
ダミアン・マニヴェル監督「若き
詩人」
（2014/フランス）
をリバイバル上映。思春期を抜けた
ばかりの青年レミは世界を感動させる詩人になりたいと思っ
ていた。アイデアを探して海辺の街へやって来たが何をすれ
ばいいのかわからない…。5/5
（土）
・7
（月）
〜9
（水）
19:00、
5/6
（日）
・10
（木）
〜11
（金）
20:45
息を殺して
5/5〜11
「泳ぎすぎた夜」公開記念、五十嵐耕平監督・脚本「息を殺
して」
（2014）
をリバイバル上映。憲法が改正されて国防軍
も創設され、東京オリンピックを約二年後に控えた2017年。
巨大なゴミ処理工場を舞台に、
そこで働く彼らはそれぞれ
〈妊
娠〉
〈 不倫〉
〈 家族〉
〈 戦争で死んだ友達〉
といった同じような
問題を抱えていた…。5/5
（土）
・7
（月）
〜9
（水）
20:30、5/6
（日）
・10
（木）
〜11
（金）
19:00
ニッポンの教育
5/5〜25
2016年春、高知市のすぐ西隣りにある いの町 で、
「 教育
と子育て」
を主軸に行政と地域・学校が一体となった取り組
みがスタート。教育実践研究家・菊池省三
（57）
を教育特使
に委嘱していの町菊池学園を開校し、
「ほめ言葉のシャワー」
「成長ノート」
を実践するうち子どもたちは次第に自分らしさ
を発揮していく。監督:筒井勝彦
Himmelskibet in Japan
5/11のみ
サイレント映画にサウンドを加えて映画を蘇らせる、実験音楽
のヤコブ・
ドラミンスキーによるライブパフォーマンス。本作は
1918年、第一次世界大戦が終了する直前に製作された世
界初のスペースオペラ映画といわれている。
大映男優祭
5/12〜
1942年に設立され、1971年に倒産するわずか30年ほど
の間に、数々の傑作、伝説の映画人を輩出した大映株式会
社。
その中から、
今なお圧倒的な存在感を放つ大映を代表す
る男たちの傑作45作品を一挙上映！
「大菩薩峠」
「薄桜記」
「斬る」
「 悪名」
「 白い巨塔」
「 源氏物語」
「 兵隊やくざ」
「野
火」
「おとうと」
ほか。
四月の永い夢
5/12〜
中村龍太郎監最新作は
「走れ、絶望に追いつかれない速さ
で」
（16）
に続き、親友の死 という自身の実体験をふまえつ
つも、前作とはまた異なる優しいまなざしで描く。亡き恋人から
届いた手紙をきかっけに、止まったままの私の「時」
が動き出
す。
ヒロインにテレビ・映画の話題作をはじめ
「かぐや姫の物
語」のかぐや姫の声も演じた朝倉あき。
ヒロインに恋する青
年役に三浦貴大。
引き裂かれた空 東ドイツの映画の歴史&ストーリー
5/12〜19
戦前ドイツ映画の黄金期を築いたDEFA
（デーファ/ドイツ映
画株式会社）
は
「壁の向こうのハリウッド」
と呼ぶにふさわし
い、話題性と芸術性の高い作品を数多く生み出してきた。今
回は映画として評価が高いだけでなく、
ドイツの歴史を知る貴
重な資料でもある作品を特集上映。3
（日）
16:00〜辻英史
氏
（法政大学人間環境学部教授）
、19
（土）
15:00〜ミルコ・
ヴィアマン氏
（DEFA財団）
トークあり。
スローガン
5/12〜
セルジュ・ゲンズブール生誕90年記念。
ジェーン・バーキンの
代表作であり、バーキンとゲンスブールの神話的ロマンスの
伝説を生んだ1969年公開の大ヒット作。監督:ピエール・グラ
ンブラ
たまゆら
5/19〜
フジ虎ノ門整形外科病院の理事長、土田ひろかずが原案・
脚本・監督と三役を務め作り上げた医療ヒューマンストーリー。
医療現場が抱える矛盾、医療にとって本当に大切なこと、本
物の医師とは何のなのかを問い、現代の医療制度へ警鐘を
鳴らす！出演:久保陽香、
岡部尚、駿河太郎
早春
5/26〜
初上映から35年、映画ファンが渇望し続けたスコリモフスキ
伝説の青春映画が蘇る! ポーランドの名匠イエジー・スコリモ
フスキが1970年にイギリスで撮りあげた作品で、
15歳の少
年の不器用な初恋を色鮮やかな映像美でつづった青春ドラ
マ。5/26〜6/1 16:10、
6/2〜8 19:40、
6/9〜15 13:30
花咲くころ
5/26〜
戦火の不安のなかで 強くのびやかに生きる少女たちを清冽
に描く。
ソビエト連邦からの独立を果たした翌年、
1992年のジ
ョージア
（グルジア）
の首都トビリシを舞台に、
2人の少女の成
長と友情をみずみずしく描き、
2013年・第14回東京フィルメッ
クスの最優秀作品賞など、各国の映画祭で評価された感動
作。5/26〜6/1 14:00、
6/2〜8 11:30、
6/9〜15 17:20
おみおくり
5/26〜
高島礼子が女性納棺師役で主演を務め、人の死に触れる
仕事を通して生きる希望を見出していく女性を描いたヒュー
マンドラマ。永井結子のエッセイ
「今日のご遺体 女納棺師と
いう仕事」
を原案に、7つのお別れのエピソードを繊細に紡い
だ心温まる愛と成長の物語。
5/26〜6/1 11:30、6/2〜8 13:35
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