映画

OSAKASCHEDULE

8/11〜

8/17〜

夏休みだよ! 韓国映画まつり

8/18〜

ペンギン・ハイウェイ

シネマート心斎橋の夏は、7日間の韓国映画まつりを開催! 大ヒットした
韓国映画を日替わり上映。初日11
（土）
は、
ソン・ガンホ×トーマス・クレッ
チマン共演、韓国で1200万人超を動員する2017年最大のヒット作と
なり、
日本でも話題をさらった
「タクシー運転手 約束は海を越えて」! 続い
て12
（日）
は、パク・ソジュン×カン・ハヌル豪華W主演の痛快アクション・
エンターテイメント
「ミッドナイト・ランナー」、
13
（月）
「リアル」、
14
（火）
「コ
ンフィデンシャル 共助」、15
（水）
「 殺人者の記憶法」、16
（木）
「 犯罪都
（金）
「名もなき野良犬の輪舞」
と、
すでに観た人も、見逃した人も、
市」、17
注目のラインナップ
! 1日だけ、1回だけの
復活上映をお楽しみ
に。上映時間は決定
次第、劇場HPにて発
表。料 金は1,000円
均一
（ 各 種 割 引・各
作 品の上 映 時の前
売券・招待券は使用
不可）各作品の概要
はP05劇場欄を参照。

オーケストラ・クラス

日本屈指の新世代クリエイターが贈る、少年が出会うひと夏の 果てしな
い世界の謎 と 冒険 、疾走感あふれる青春ファンタジー! 真面目な小
学四年生のアオヤマ君
（声:北香那）
の住む郊外の街に、突然ペンギン
が現れた! しかも森の奥には透明の球体 海 。
どうやら、仲よしの歯科医
（声:蒼井優）
と関わりがあるらしい…。アオヤマ君は謎を解
院のお姉さん
くべく、仲間たちと研究を進めていく。果たして、
お姉さんとペンギン、海
「 有頂天家族」
などの
の謎は解けるのかー!?「夜は短し歩けよ乙女」
森見登美彦のベストセラー作品を、気鋭のアニメーション スタジオコロリ
ドが映画化。監督はアニメーション界でいま注目を浴びる若手・石田祐
康、
キャラクターデザインは
「台風のノルダ」
で第19回文化庁メディア芸
術祭アニメーション部門新人賞を受賞した新井陽次郎。脚本は、森見作
品の映像化を多
く手 がけてきた
上田誠
（ヨーロッ
パ企画）
。主題歌
「Good Night」
は宇 多田ヒカル
が本作のために
書き下ろした。

シネマート心斎橋

Ⓒ 2018 森見登美彦・KADOKAWA/
「ペンギン・ハイウェイ」製作委員会

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

挫折したバイオリニストと、
初めて音楽に触れる子どもたちが出会い、
音楽
を通して人生の喜びを知っていく感動のクラシック・ムービー! 音楽に触れ
る機会の少ない子どもたちに、無料で楽器を贈呈し、
プロの音楽家が教
えるというフランスのプロジェクトに着想を得た本作。パリの小学校へやっ
てきたバイオリニストのシモン
（カド・メラッド）
。いたずら盛りの子どもたちに
音楽を教えるのは至難の業。
しかしそこでバイオリンの才能を持った少年
と出会い、
シモンの人生が再び動き出すー。やがてクラスは夢の舞台「フ
ィルハーモニー・
ド・パリ」
を目指すことに。監督はラシド・ハミ、製作は
「コー
ラス」
など音楽映画の名作をプロデュースしてきたニコラ・モヴェルネ。第
74回ベネチア国際映画祭 特別招待作品。夏休み親子割引き2,000円
（高校生以下のお子様と保
護者対象）
あり。また18
（ 土）
初 回 終 映 後、大 阪フィル指
揮者・角田鋼亮氏によるトー
クイベントを実 施。大 阪フィ
ル定 期 演 奏 会との半 券 相
互割引なども、
詳細は劇場HP
（https://ttcg.jp/theatre̲
umeda/）
で。
テアトル梅田

Ⓒ2017/MIZAR FILMS/UGC IMAGES/FRANCE 2 CINEMA/
LA CITE DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS

映画

OSAKASCHEDULE

31（金）〜
SUNNY 強い気持ち・強い愛

PG12

「モテキ」
「バクマン。」
などの鬼才大根仁監督が、韓
国映画「サニー 永遠の仲間たち」
をリメイク！90年代
に青春を謳歌した女子高生グループ
〈サニー〉
の6人。
20年以上の時を経て、
メンバーのひとりだった専業
主婦の奈美は、
ある日、久しぶりに親友・芹香と再会
するが、彼女は末期ガンに冒されていた…。
「死ぬ前
にもう一度だけ、
みんなに会いたい」芹香の願いを叶
えるため、止まっていた時が動き出す―。出演:篠原
涼子、
広瀬すず、
小池栄子、
ともさかりえ、
渡辺直美
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば なんばパークス

31（金）〜
判決、ふたつの希望

シアターセブン（十三）

ただ謝罪だけが欲しかった―。キリスト教徒のレバノ
ン人男性と、パレスチナ難民男性のささいな諍いが
国を揺るがす法廷争いに―。両者の弁護士が激烈
な論戦を繰り広げ、
この裁判に飛びついたメディア
が両陣営の衝突を大々的に報じたことから裁判は
巨大な政治問題を引き起こしていく…。第90回アカ
デミー賞外国語映画賞にノミネートされ話題をよんだ
感動作。監督・脚本:ジアド・
ドゥエイリ、
出演:カメル・エ
ル・バシャ、
アデル・カラム
OSCシネマ

〈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）
BLEACH
OSCシネマ、梅田ブルク7、
なんばパークス、
あべのアポロ

未来のミライ
OSCシネマ、
TOHO梅田、
TOHOなんば、
あべのアポロ

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
OSCシネマ

雨に唄えば（1952）/午前十時の映画祭9
OSCシネマ
（7/27〜8/2）

メリー・ポピンズ（1964）/午前十時の映画祭9

3（金）〜

10（金）〜

24（金）〜

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
〜2人の英雄〜

オーシャンズ8

ちいさな英雄ーカニとタマゴと透明人間ー

総人口の約8割が超常能力 個性 をもって生まれて
くる世界で、無個性 で生まれてしまった主人公・緑
谷出久が、
ヒーロー輩出の名門「雄英高校」に入学
し、一人前のヒーローを目指していく、
「 週刊少年ジャ
ンプ」
が誇る胸アツ成長物語、初の劇場版！ 原作・
総監修・キャラクター原案・堀越耕平が明かす、空白
の「夏」。監督:長崎健司
TOHO梅田 TOHOなんば

梅田ブルク7

フジコ・ヘミングの時間
なんばパークス

ウインド・リバー
なんばパークス

劇場版 コード・ブルー ードクターヘリ緊急救命ー
OSCシネマ、
TOHO梅田、
TOHOなんば、
あべのアポロ
イマジネーションゲーム
OSCシネマ

追想

イーサン・ハント
（トム・クルーズ）
率いるスパイチームの
活躍を描いた人気シリーズ第6弾。何者かに複数の
プルトニウムが盗まれた。標的は
〈3つの都市〉
。イー
サンとIMFチームは、同時核爆発を未然に防ぐ最難
関のミッションを受ける。猶予は72時間、
だが手がか
りは薄く、正体不明の敵を追う中でのミッション遂行
は困難を強いられる。監督・製作・脚本:クリストファー・
マッカリー、
製作:J・J・エイブラムス、
トム・クルーズほか

たった6時間の結婚。なぜ2人は別れなければならな
「レディ
・バード」のシアーシャ・ロー
かったのか―。
ナン主演、
イアン・マキューアンの小説「初夜」
を原
作者自ら脚本を手がけて映画化。若きバイオリニスト
のフローレンスは歴史学者を目指すエドワード
（ビリ
ー・ハウル）
と出会う。愛しているからこそ生じてしまう
ボタンの掛け違い。生涯忘れることのできない初夜、
その一部始終が明かされる…。監督:ドミニク・クック

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

1（水）〜
青夏 きみに恋した30日
南波あつこのコミックを、NHKの連続テレビ小説「わ
ろてんか」の葵わかなと、佐野勇斗主演で実写化。
夏休みの間、
田舎で過ごす都会育ちの女子高生と、
そこで出会った地元の男子高生の 夏限定の恋 の
ピュアラブストーリー。監督：古澤健
OSCシネマ なんばパークス あべのアポロ

1（水）〜
センセイ君主
「君の膵臓をたべたい」の月川翔監督。
イケメンで頭
脳明晰だけど冷徹でヒネクレ者の高校教師
（竹内涼
真）
と、恋に恋するパワフル女子高生
（浜辺美波）
の
ちょっぴり 禁断の恋 を描くハイテンション・ラブコメ
ディ
！原作は
「ヒロイン失格」の幸田もも子。
TOHO梅田 TOHOなんば

スターリンの葬送狂騒曲
史上最も黒い
〈実話〉
に基づく超問題作！ 1953年
ソ連、世界を恐怖に陥れた独裁者スターリンが死ん
だ！ 次期 最高権力 の座を狙って色めきだつ側近た
ち。厳かなはずの国葬の裏で、絶対権力者の座を巡
り、姑息で熾烈な狂気のイス獲りゲームが始まる―。
「ゴーストワールド」などのスティーヴ・ブシェミらが出
演した風刺ドラマ。監督:アーマンド・イアヌッチ、
原作:
ファビアン・ニュリ、
ティエリー・ロバン
OSCシネマ なんばパークス

注

04

映画館
連絡先

銀髪天然パーマのぐうたら侍、
でも仲間を護るため
ボディガード（1992）/午前十時の映画祭9
にはキリっと光る、万事屋
（よろずや）銀ちゃんに、予
ボディガードのフランク
（ケビン・コスナー）
は、歌手で
想外の依頼が舞い込んだ！「週刊少年ジャンプ」連
女優のスーパースター、
レイチェル
（ホイットニー・ヒュ
載の空知英秋の漫画を実写映画化したSF時代劇
ーストン）
の護衛を依頼される。窮地をフランクに救
「銀魂」の続編。笑いあり、感動あり、
ニューヒーロー
われたレイチェル、
2人はやがて魅かれ合っていく―。
再び！ 脚本・監督:福田雄一、出演:小栗旬、菅田将
主題歌「オールウェイズ・ラブ・ユー」
は世界中でヒット。 暉、
橋本環奈、
柳楽優弥、
三浦春馬
8/17〜30はOSCシネマで上映
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ
TOHOなんば

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）

OSCシネマ なんばパークス

24（金）〜
マンマ・ミーア！ヒア・ウィー・ゴー
娘が母親の元彼たちを結婚式に招待して巻き起こ
る騒動を描いた
「マンマ・ミーア！」続編。出産を控え
不安を抱えるソフィに、母の親友ロージーとターニャ
は女手一つでソフィを育て上げたドナの昔話を始め
た。若きドナとソフィの父親かもしれないサム、
ビル、
ハリーとの出会いと物語が 今 に交錯する―。出
演:メリル・ストリープ、
ピアース・ブロスナン、
コリン・フ
ァース、
ステラン・スカルスガルド、
ジュリー・ウォルター
ズ、
監督・脚本・原案:オル・パーカー

31（金）〜9/13（木）
プラトーン（1986）/
午前十時の映画祭9 PG12
オリヴァー・ストーン監督が自らの従軍体験を基に描
いた自伝的作品。大学を中退し、戦地ベトナムへと
赴いたクリス・テイラーは想像を絶する過酷な戦場の
現実を目の当たりにする―。アカデミー作品賞、監
督賞ほか多数受賞。出演:チャーリー・シーン、
トム・ベ
レンジャーほか
TOHOなんば

31（金）〜9/13（木）
トップガン（1986）/午前十時の映画祭9
F-14ジェット戦闘機を駆る若きパイロット、
マーヴェリ
ック
（トム・クルーズ）
が、女性教官チャーリー
（ケリー・
マクギリス）
との恋や親友の死を乗り越え、最高の栄
誉〈トップガン〉
に挑戦する姿を描く青春ドラマ。
OSCシネマ

2018.

タリーと私の秘密の時間
PG12

「サタデー・ナイト・フィーバー」
で当時人気絶頂のジョ
ン・
トラヴォルタと人気歌手オリヴィア・ニュートン=ジ
ョンが共演した大ヒット学園ミュージカル。オスカー候
補曲になった
「愛すれど悲し」や「愛のデュエット」
な
ど名曲多数。8/17〜30はTOHOシネマで上映
OSCシネマ

仕事に家事に育児と、
完璧を求め、
疲れきったマーロ
（シャーリーズ・セロン）
のもとにナイトベビーシッター・
タリー
（マッケンジー・デイヴィス）
がやって来る。今ど
き女子だけど仕事を完璧にこなし、
マーロの相談相
手にもなった。だが何があっても夜明け前に姿を消
す。果たして彼女は、何者なのか?マーロの前に現れ
た本当の目的とは―? 疲れた女性に贈る、
ミステリ
アスなリフレッシュムービー。監督は
「ヤング≒アダル
ト」のジェイソン・ライトマン、
脚本:ディアブロ・コディ

4（土）〜

OSCシネマ

劇場版 仮面ライダービルド Be The One/
快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊
パトレンジャー en ﬁlm

18（土）〜
劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人

君のヒーローが、最高の夏を創造〈ビルド〉
する！ 平
成仮面ライダーのシリーズ第19弾「仮面ライダービ
ルド」の劇場版
（主演・犬飼貴丈）
。
そして、快盗と警
察―交わらない信念と、交わる標的！ 特撮ドラマ
「快
盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャ
ー」劇場版をダブル上映。
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

K SEVEN STORIES Episode 2
「SIDE:BLUE 〜天狼の如く〜」
アニメや劇場版などを展開する
「K」
シリーズの一作、
七つのエピソードを描く
「K SEVEN STORIES」第
2弾。
〈 赤の王〉
と
〈青の王〉
の激突の果て、南関東
に未曾有の被害をもたらした
「迦具都事件」
から十
数年。善条剛毅は、
〈 青の王〉宗像礼司率いる《セ
プター4》の片隅に所属していた。宗像は選抜部隊
「特務隊」の新設を計画するー。監督:鈴木信吾

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

許斐剛の人気漫画「テニスの王子様」
シリーズが、
2019年に連載20周年を迎えるのを前に、人気の高
い名勝負をアニメ化するシリーズ。第一戦目は、
2017
年10月に開催された
「オールテニプリミュージアム in
京都」のアンケートでも堂々1位を獲得した関東大会
1回戦 青学対氷帝 シングルス1の
「手塚 vs 跡部」
！

梅田ブルク7 なんばパークス

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

3（金）〜16（木）
グリース（1978）/
午前十時の映画祭9

梅田ブルク7 なんばパークス

マーベルの人気キャラクター
「アントマン」の続編。小
さくなるほど強くなる、
身長わずか1.5センチの最小に
して最強ヒーロー・コンビによる痛快バディ
・アクショ
ン・ムービー。
すべてをすり抜ける神出鬼没の謎の美女
〈ゴースト〉
が現れ、
アントマン誕生の鍵を握る研究所
が狙われる！ 監督:ペイトン・リード、
出演: ポール・ラッド、
エヴァンジェリン・リリー

なんばパークス あべのアポロ

18（土）〜

4（土）〜

1（水）〜

テニスの王子様 BEST GAMES！
！
手塚 vs 跡部

OSCシネマ

17（金）〜
銀魂2 掟は破るためにこそある

3（金）〜16（木）

31（金）〜
アントマン&ワスプ

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば

ミッション:インポッシブル/フォールアウト

なんばパークス あべのアポロ

2004年にヒットを記録したディズニー/ピクサーのア
ニメ
「Mr.インクレディブル」
（2004）
の続編！ 驚異的
なパワーにより、
その活動を禁じられていたヒーロー
家族。あるミッションで、
ゴム人間の母ヘレンに危険
が迫るなか、父ボブは家事・育児に悪戦苦闘…！ つ
いに赤ちゃんジャック・ジャックのスーパーパワーが覚
醒！? 全世界を恐怖に陥れる陰謀に立ち向かう、笑
いと驚きに満ちた、一家団結アドベンチャー！ 監督・
脚本：ブラッド・バード

TOHO梅田 TOHOなんば

24（金）〜

10（金）〜

3（金）〜

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

1（水）〜
インクレディブル・ファミリー

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

TOHOなんば
（7/27〜8/2）

炎神戦隊ゴーオンジャー
10YEARS GRANDPRIX

犯罪ドリームチーム
「オーシャンズ」
シリーズの第4弾。 「メアリと魔女の花」
で鮮烈デビューを飾ったスタジオ
新たなチームを率いるのは、
ダニー・オーシャンの妹デ
ポノックによる新プロジェクト
「ポノック短編劇場」。第
ビー。デビー役にサンドラ・ブロック。右腕にケイト・ブ
一弾のテーマは
「ちいさな英雄」。米林宏昌、百瀬義
ランシェット、
ターゲットはアン・ハサウェイ、
ほかリアー
行、
山下明彦監督ら、
超大作を手がけてきたアニメーシ
ナ、
ミンディ
・カリング、
サラ・ポールソンら豪華女優キ
ョン映画の旗手たちが、
それぞれに 現代のちいさな英
ャストが集結！獲物はニューヨークで行われるファッシ
雄 を描く。声の出演:木村文乃、
鈴木梨央、
尾野真千
ョンショー メットガラ 。監督:ゲイリー・ロス
子、
篠原湊大、
坂口健太郎、
オダギリジョー、
田中泯

「トミカ」
から生まれた人気アニメーションの劇場版。
ある日、機動救急警察が謎のアンドロイド少年・テラ
に襲われて、地球も大ピンチ！ 緊急事態にチームドラ
イブヘッドが再び走り出す！ 中学生以下の入場者に
は、
ポケットトミカ〜日産フェアレディZ覆面パトカー映
画ドライブヘッド版〜をプレゼント。
なんばパークス

「週刊少年マガジン」連載、累計2800万部突破の
大人気シリーズ初の劇場版アニメ。原作者 鈴木央
描き下ろしの完全新作！ 三千年間封印される凶悪
な魔獣の封印を解こうと天翼人の命を狙う ベルリ
オン 率いる強靭な魔神族の集団〈黒の六騎士〉
と、
団長のメリオダス率いる
〈七つの大罪〉
たちが激突す
る！総監督:阿部記之、
監督:西片康人
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

検察側の罪人
木村拓哉VS二宮和也が初競演！
「クローズド・ノート」
「犯人に告ぐ」の雫井脩介原作小説を、
「 関ヶ原」
などの原田眞人監督が実写化。ある犯人未明の殺
人事件が発生。東京地検刑事部のエリート検事・最
上
（木村）
と、刑事部に配属されてきた駆け出しの検
事・沖野
（二宮）
。2人の検事の対立を、司法制度が
抱える問題点に鋭く切り込みながら
「正義とは何か」
を描く、社会派ミステリー。
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば なんばパークス

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

25（土）〜
クリミナル・タウン
「ベイビー・
ドライバー」のアンセル・エルゴート×
「キッ
ク・アス」のクロエ・グレース・モレッツの最旬キャスト
共演！ 凶悪犯罪の 闇 を暴く、
サム・マンソンの小説
を原作にした挑戦的なクリミナル・サスペンス。優等
生だった親友の不可解な死、事件の真相を追う高
校生のアディソンと幼馴染のフィービー、街中が握り
つぶそうとする事件の驚愕の事実とは―。監督・脚
本:サーシャ・ガヴァシ
なんばパークス

24（金）〜

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）

24（金）〜
映画ドライブヘッド〜トミカハイパーレス
キュー 機動救急警察〜

25（土）〜
劇場版 のんのんびより ばけーしょん
「にゃんぱすー！」
の掛け声で一大旋風を巻き起こした、
脱力系田舎ライフコメディのTVアニメシリーズが待望
の劇場アニメ化。
「旭丘分校」
の生徒はたった5人。学
年も性格も違うけれど、
いつも一緒に春夏秋冬の変わ
りゆく田舎生活を楽しんでいる。夏休みに、皆で沖縄
に行く事になるけれど…。監督:川面真也、
原作:あっと
TOHO梅田 TOHOなんば

※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。
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第七藝術劇場（十三）

シタ マサ。香港ノワールとタランティーノへのオマージュを込
めた新世代スタイリッシュハードボイルド。
ゲンボとタシの夢見るブータン
8/25〜
ブータン人作家によるドキュメンタリーが世界初の劇場公開！
ブータンの小さな村に先祖代々受け継がれてきた寺院。長男
ゲンボ
（16歳）
は学校を辞め僧院学校に行くことに思い悩む。
妹のタシ
（15歳）
は自分を男の子と思い、
サッカー代表チーム
に入ることを夢見る。近代化の波が押し寄せるブータンで、子
どもたちの想いと親の願いは静かに衝突する―。監督:アル
ム・バッタライ
（ブータン）
、
ドロッチャ・ズルボー
（ハンガリー）
「祈り」3部作「祈り」
「希望の樹」
「懺悔」
8/25〜
ジョージア
（グルジア）映画界、伝説の巨匠テンギズ・アブラ
ゼ監督が20年をかけて完結させた、
「祈り 三部作」=「祈り」
（67）
、
「 希望の樹」
（76）
、
「 懺悔」
（84）
を一挙上映！架空の
都市を舞台にした独裁者を描いた
「懺悔」
は人々にスターリ
ン時代の粛清を思い起こさせ世界的に注目された。荘厳な
る映像詩「祈り」
は日本初公開。

mini theater

ミニシアター
06-6302-2073

継続上映中 祝福 〜オラとニコデムの家〜
（7/28〜）
、
あ
あ 栄冠は君に輝く
（7/28〜）
、ベルイマン生誕100年映画
祭
（7/28〜※8/5〜10はシアターセブンで上映）
、北朝鮮を
ロックした日 ライバッハ・デイ
（7/28〜8/3はシアターセブン、
8/5〜10は当館上映※8/4休映）
沖縄スパイ戦史
8/4〜
「標的の村」
「標的の島 風かたか」の三上智恵と、
「テロリス
トは僕だった」の大矢英代、ふたりのジャーナリストが迫った
沖縄戦の最も深い闇。少年ゲリラ兵、戦争マラリア、
スパイ
虐殺……ついに明かされる陸軍中野学校の「秘密戦」。青
年将校に組織された少年ゲリラ兵部隊とは一体？
傀儡（カイライ）
8/11〜
恋人の転落死から12年、記者となった藤真は恋人の事故を
記事にするため現場へと赴く。
そこで遺族と暮らす容疑者の
男と、男に従順な遺族の姿を目の当たりにする。想像の域を
超えたスケールと映像美で描く混沌のミステリー。第38回ぴ
あフィルムフェスティバル入選、第9回アジア国際青少年映
画祭シナリオ賞 受賞作品。監督:松本千晶
〈特集〉追悼・石牟礼道子
8/11〜
今年2月に90歳で亡くなった作家・石牟礼道子を偲び、第七
藝術劇場とシアターセブンで3作品を上映。石牟礼道子から
の最後のメッセージをおさめた
「花の億土へ」
（2013）
、本人
の作品朗読、
インタビュー、原郷・不知火海、水俣の映像を
ふんだんに交えた画期的映像作品「海魂の宮」
（2006）
、石
牟礼文学の精髄を刻む象徴的散文詩を、朗読と自然の映
像美で贈る
「しゅうりりえんえん 水俣 魂のさけび」
（2004）
。
スカブロ
8/18〜
スカブロ
（SUKABRO）
とは横須賀の「スカ」
と英語スラング
「bro
（ 兄弟、仲間）
」の造語。物語の舞台は横須賀ドブ板
通り。主役の窪塚俊介、
RUEEDはじめ、武藤寛、村松和輝、
小泉孝太郎など横須賀に関わりのある俳優たちと多数のミ
ュージシャン初出演。兄弟、仲間、家族、街の人たちとの関わ
り、
リアルな横須賀がここに！監督:矢城潤一
8/18〜
少女邂逅 PG12
若干23歳の新鋭監督・枝優花が14歳の頃の実体験をもと
に放つ、女の子だけが知る残酷で美しい青春譚。いじめをき
っかけに声が出なくなったミユリ
（保紫萌香）
の唯一の友達
は、山の中で拾った蚕「紬
（ツムギ）
」。そんなある日、つむぎ
という少女
（モトーラ世理奈）
が転校してきて―。MOOSIC
LAB 2017 観客賞受賞作。
8/18〜
東京ノワール PG12
裏社会で20年生きてきた鳴海
（井上幸太郎）
は、足を洗う決
心をした最後の仕事で、思わぬ事件に巻き込まれてしまう…。
監督は
「狂犬」
（2016）
と本作で夕張ファンタオフシアターコ
ンペ連続入賞を果たした夕張ファンタ孤高のアウトロー、
ヤマ

06-4862-7733

継続上映作品 ベルイマン生誕100年映画祭
（8/5〜10
※3作品）
憲法9条・国民投票〜市民14人が本音で議論して視えたもの〜 8/4〜10
映画「第九条」
を撮った宮本正樹監督が、今年2月に札幌、
東京、神戸など、各地で働き暮らす市民14人の憲法9条に
関する議論を追ったドキュメンタリー。8/4
（土）
13:00の回上
映後、
「 憲法9条」に関する討論会を開催。映画の出演者と
今井一プロデューサーも来場、客席からも参加可能。
たいようのドロップキック
8/5〜11
神戸出身のレゲエシンガー・Sista-Kが、
亡くなった父の生前、
彼の孫たちへの思いを歌にした楽曲「Just like you」
をイメー
ジして映画化。神戸の下町を舞台に、
10歳の少年が大切な
人たちのために熱い夏の空にドロップキック！
！監督:日浦明大
8/11〜
野火 PG12
今年も
「野火」
が帰ってきた！第2次大戦末期のフィリピン・レ
イテ島。島を彷徨う敗兵はその地で何を見たのか―。1959
年に市川崑により映画化された大岡昇平の同名小説を、塚
本晋也の監督、脚本、主演で再び映画化。監督自ら
「田村
一等兵」
を演じたほか、
リリー・フランキー、中村達也などが出
演。
メイキング映像&石川忠氏ライブ映像を
「野火」終了後
に日替わり上映！
〈特集〉追悼・石牟礼道子
8/11〜
上映作品は第七藝術劇場欄参照。8/11
（土）各回上映
後、金大偉監督、藤原良雄プロデューサー舞台挨拶予定。
8/12
（日）
「 花の億土へ」
「しゅうりりえんえん」上映後、金大
偉監督登場予定。
太宰
8/11〜
太宰治没後70年、彼の人生に翻弄される人々の生き様を
観る…。
フランスのドキュメンタリー作家ジル・シオネと、
マリー
=フランシーヌ・ル・ジャリュ2人の監督が、津軽や東京など太
宰のゆかりの地を回り、地域の人々の協力を得て完成させ、
2009年の山形ドキュメンタリー映画祭で高い評価をうけた。
今泉力哉監督特集
8/11〜17
「サッドティー」
「退屈な日々にさようならを」
「こっぴどい猫」
ほか。
縄文号とパクール号の航海
8/25〜
探検家・関野吉晴が「自然から素材を集め、
手づくりの舟でエ
ンジンを使わずにインドネシアから日本まで航海する」
という4
年間にわたるプロジェクトの密着取材。
TANIZAKI TRIBUTE
8/25〜
谷崎潤一郎の小説3作品を、3人の監督と実力派キャスト陣
が現代の感性で映画化。ラインアップは
「神と人の間」
（内
田英治監督）
、
「 富美子の足」
（ウエダアツシ監督）
、
「 悪魔」
（藤井道人監督）
。人間のカルマ、偏愛、妄執… 狂気の谷
崎ワールド に挑む。3作品を日替り上映。
夏のホラー秘宝まつり2018
8/25〜
キングレコードが贈るホラー映画の人気レーベル「ホラー秘
宝」による、観客参加型のホラー映画祭！血の祝宴が今年も
開幕！
！「ファミリー☆ウォーズ」
「 ハングマンズ・ノット」
「 怪談
新耳袋Gメン冒険編 前編・後編」
「心霊ツアーズ」の新作の
邦画5本を上映！※上映作品追加の可能性あり
プラネットプラスワン（中崎町）

06-6377-0023

毎週火・水曜日休映
〈ＣＯ２映画講座〉
8/4（土）15:00〜 ￥3000
〝時代劇〟
というジャンルを確立した、
「忠治旅日記」三部作な
どの巨匠・伊藤大輔「御誂次郎吉格子」
（1931）
を生演奏
付きで上映。同じく、
伊藤監督が人気シリーズ「鞍馬天狗」
をリ
メイクした「鞍馬天狗 地獄の狼〈横浜に現る〉」
（1942）
も。
ジョン・フォード監督作品
「ハリケーン」
（1937）
8/5（日）13:00、8（水）20:30、11（土）15:00、25
（土）15:00〜、27（月）19:30、31（金）21:00
〝ディザスター映画〟
だが太平洋の孤島を舞台に少数民族と
占領する白人の対立を見事に表現した。
「幌馬車」
（1950）8/11（土）17:00、17（金）21:00、
19（日）13:30、24（金）21:00、29（水）20:30
ジョン・フォード自身の会社で自由に製作した小品。ベン・ジョ
ンソンに主演させ、
ハリー・ケリーの息子も抜擢。
欧州トーキー映画の成果1930年代
「熱狂ードンバス交響楽」
（1930） 8/20（月）19:30〜
モスクワからアナウンサーがラジオの生中継を始める。
コンサ
ート会場からソ連中に流れる音楽はドンバス交響楽。
「カメラ
を持った男」のジガ・ヴェルトフ監督の最初のトーキー作品。
「吸血鬼」
（1932）8/13（月）19:30、18（土）15:00、
25（土）17:00、26（日）11:00
影が襲うという斬新なアイディアと効果的なサウンドに注目。
1960年代の探偵ハーパー特集①
「動く標的」
（1966）
8/3（金）21:00、19（日）11:00、26（日）13:00
ポール・ニューマンによる探偵ハーパー・シリーズ第1作でロー
レン・バコールやシェリー・ウィンタースそして歌手のジュリー・
ハリスがゲスト出演。監督：ジャック・スマイト
毎年夏に恒例、海の映画を上映
「沈黙の世界」
（1956）
8/10（金）21:00、12（日）11:00
日本の劇場公開時の日本語版解説は、
ＮＨＫの故河原武雄
氏。監督:ルイ・マル、
ジャック＝イヴ・クストー
映画の樹 ピアノ演奏付きサイレント映画
「グリード」
（1924）
8/12（日）13:30〜
シュトロハイムがフランク・ノリス
「死の谷
（マクティーグ）
」
を映
画化。主人公三人の演技に圧倒されるリアリズムの傑作。
「裁かるゝジャンヌ」
（1928）
8/18（土）17:00〜
ジャンヌ・ダルクの火刑までの審問を描いたデンマークの巨
匠カール・Th・
ドライヤーの傑作。
「折鶴お千」
（1935）
8/22（水）20:30〜
泉鏡花の
「売色鴨南蛮」
を原作にした溝口健二のサイレント時
代の傑作の一本。若い山田五十鈴が貧しく不幸な女を見事に
演じている。
プラネット映画資料図書館が発掘しフィルムセンタ
ーが修復したサウンド弁士版を無声にして音楽付で上映。
お盆特別企画：戦前日本映画と昭和初期1930年代Ⅱ 8/13〜15
戦時の中で製作された３作品。大陸での中国への侵略から
太平洋戦争まで、庶民の生活に戦争はどう迫ったのか？
「祖国の花嫁」
（1938）8/13（月）17:00、14（火）15:00
七色の声 として一世を風靡した女性浪曲師の名演：祖国
の花嫁。出演：村田千栄子、
星ひかる、天中軒雲月
「結婚の生態」
（1941）14（火）16:30、15（水）15:00
戦時下で幼な妻の教育と成長を描いたスター原節子の主演
作。沢村貞子や殿山泰司ら昭和の名優も出演。監督:今井正

「野戦軍楽隊」
（1944） 14（火）18:30、15（水）16:30
満州映画協会のスター李香蘭を招いて撮ったマキノ正博の
軍隊音楽映画。
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 ウインド・リバー
（7/27〜）
、Viva！イタリア
vol.4
（7/28〜）
、
ラ・チャナ
（7/28〜）
ゴースト・ストーリーズ 英国幽霊奇談 PG12
8/4〜
「SHERLOCK/シャーロック」
などのマーティン・フリーマン主
演。ニセの超能力者や霊能者のウソを暴いてきた心理学社
のグッドマンは、
ある依頼を受ける。
「幽霊は本当にいるのか
?」人類史上最大の謎に挑む、戦慄の心霊検証ホラー！ 監
督・脚本:ジェレミー・ダイソン、
アンディ
・ナイマン
詩季織々
8/4〜
「君の名は。」
「秒速5センチメートル」のコミックス・ウェーブ・フ
ィルムと、中国のアニメ業界をリードするブランドHaolinersと
コラボが実現！ 時代や国境を越えて、誰もが共感できる3つ
の短編が織りなす珠玉の青春アンソロジー。監督:リ・ハオリ
ン
（李豪凌）
、
イシャオシン
（易小星）
、竹内良貴
8/4〜
最初で最後のキス PG12
「ミラノ、
愛に生きる」
「あしたのパスタはアルデンテ」
などの脚本
を務めるイヴァン・コトロネーオが、
アメリカで実際に起きた殺人
事件をもとに映画化。
イタリアの地方都市を舞台に、高校生3
人の友情と恋、
その大切な絆や未来を自ら破壊してしまう青春
の残酷さを描く。
ヨーロッパ各国の映画祭で観客賞を多数受賞。
バンクシーを盗んだ男
8/11〜
2007年、覆面アーティスト
「バンクシー」がパレスチナの分
離壁に残した傑作「ロバと兵隊」。それを地元のタクシー運
転手が壁からくり抜き、
インターネットオークションに出品。
それ
を機に、文化的対立、芸術、
アイデンティティー、窃盗、闇市
場などが絡み合う問題が勃発。本作はそんな事態に密着した
ドキュメンタリー。監督:マルコ・プロゼルピオ
サムライと愚か者 オリンパス事件の全貌
8/11〜
2011年、
日本有数の大企業オリンパスで起こった
「損失隠蔽
事件」。英国SFO
（重大不正捜査局）
や米FBI
（連邦捜査局）
を
巻き込み、世界のメディアでも大々的に報道され、
日本社会の
隠蔽体質だけでなく、
ジャーナリズムのあり方までも浮き彫りにし
た事件の内幕に迫る長編ドキュメンタリー。監督:山本兵衛
クレイジー・フォー・マウンテン
8/11〜
オーストラリアで大ヒット！山に対する人々の飽くなき執念を、
目の眩むような映像で掘り下げた壮大なるオデッセイ。オース
トラリア室内管弦楽団と英国アカデミー賞ノミネートの女性
監督ジェニファー・ピードンによる、映画と音楽のコラボレーシ
ョン。ナレーション:ウィレム・デフォー
悲しみに、こんにちは
8/18〜
スペインの新星、女性監督カルラ・シモンが、美しいカタルー
ニャの風景を舞台に、無邪気さと繊細さをあわせ持つ思春期
前の少女の特別な ひと夏 を丁寧に描き出す。ベルリン国
際映画祭ゴヤ賞の新人賞受賞。
1999年の夏休み デジタルリマスター版
8/18〜
4人の少年役を当時10代の少女たちが演じ、
少年同士の愛
を幻想的に描いた異色の青春ファンタジー。公開30周年を
記念して初のデジタルリマスター版。監督:金子修介、出演:
宮島依里、大寶智子、中野みゆき、
水原里絵
（深津絵里）
アラーニェの虫籠
8/18〜
監督・アニメーション・原作・脚本・音楽、一人五役をこなす
〈超絶絵師〉
坂本サクの前代未聞の挑戦作！ 恐怖と戦慄の
連鎖を夢幻的映像美で描くホラー。
カナダ・ファンタジア国際
映画祭最高賞〈今敏賞〉
ノミネート。
8/18〜
ブッシュウィックー武装都市ー PG12
ニューヨーク州・ブッシュウィックが突如戦場と化す！ 平凡な日常
がある日突然崩れ去る恐怖。10カットで展開する誰も目にしたこ
とのない究極のサバイバル・アクション！監督:ジョナサン・ミロ&カ
リー・マーニオン、
出演:デイヴ・バウティスタ、
ブリタニー・スノウ
大人のためのグリム童話 手をなくした少女
8/25〜
「グリム童話」
に初版から収録されている民話「手なしむすめ」
を、
新たに蘇らせた、
フランスの傑作アニメーション。貧しい生活に
疲れた父は悪魔に騙され、
黄金の代わりに最愛の娘を差し出
す契約を交わしてしまう…。父に両腕を切り落とされたヒロイン
が選んだ未来とは? 監督:セバスチャン・ローデンバック
皇帝ペンギン ただいま
8/25〜
アカデミー賞 長編ドキュメンタリー賞を受賞した奇跡のドキュ
メンタリー映画「皇帝ペンギン」
（05）
から12年、
リュック・ジャ
ケ監督が再び南極を訪れた。零下40℃、時速250kmにも
なるブリザードが吹き荒れる南極で暮らす皇帝ペンギン。厳し
い自然のなかで懸命に生きる彼らの知られざる真の姿を、迫
力の最先端映像技術で紹介。関連イベントあり
（▶P08）
返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す
8/25〜
「鬼の千葉なくして沖縄返還なし」
と称され、沖縄返還で外
交交渉の最前線にいた伝説の外交官・千葉一夫。アメリカ
の理不尽な圧政に 怒り 、沖縄の現状に 泣いた 男の存在
を掘り起こした宮川徹志「僕は沖縄を取り戻したい 異色の
外交官・千葉一夫」原案。NHKドラマに新たな映像を加え再
編集した劇場版。監督:柳川強、
出演:井浦新ほか
ポップ・アイ
8/25〜
ゾウと中年男、
タイ縦断500キロの旅を描いた、摩訶不思議
なロードムービー！ 冴えない中年男タナーは、偶然、幼い頃に
飼っていたゾウのポパイを見つけて買い取る。
だが妻にキレら
れ、
ゾウと家出を決意。出会いと別れを繰り返し、
かつて一緒
に暮らした故郷を目指す。監督・脚本:カーステン・タン
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 ヒトラーを欺いた黄色い星
（7/28〜）
2重螺旋の恋人 R18＋
8/4〜
鬼才フランソワ・オゾン監督が贈るエロティック・スリラー！ 謎
の腹痛に悩むクロエは、心理療法士のポールと出会い状
態は改善、
やがて同棲をはじめる。だがポールには同じ心理
療法士として働く双子の兄弟がいると知り…。
ジョイス・キャ
ロル・オーツの短編小説を大胆に翻案。
クロエ役に
「17歳」
のマリーヌ・ヴァクト、双子の心理療法士にジェレミー・レニエ。
第70回カンヌ国際映画祭コンペディション部門出品作品。
【夏の再上映】
この世界の片隅に
8/4〜
第2次世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いな
がらも前向きに生きようとするヒロインすずと、彼女を取り巻く
人々の日常を生き生きと描く、
片渕須直監督、
こうの史代原作
による2016年大ヒット作品を再上映。第40回日本アカデミー
賞 最優秀アニメーション作品賞ほか多くの映画賞を受賞。
最後のランナー
8/11〜
「炎のランナー」
で描かれ、世界中を感動させた金メダリスト・
エリック・リデルの、知られざる壮絶な その後 の物語。金メダ
ル獲得後、中国の天津で宣教師として生きる道を選んだリデ
ルだったが、
日本の占領軍により収容所へと入れられ、過酷
な環境で苦しめられる。
しかし 走る ことで仲間や子供たちに
尊い希望をもたらしていく―。主演:ジョセフ・フィアンズ、
監督:
マイケル・パーカー&スティーヴン・シン
明日にかける橋 1989年の想い出
8/11〜
2010年の夏、静岡県のとある町。父親が亡くなった通夜の
夜にみゆきは会社の同僚と、1989年・日本がバブル景気に
湧いていた時代へとタイムスリップしてしまう
！ 高校生の頃、
あの時代に壊れてしまった時間を取り戻すことを決意するの
だが…。監督:太田隆文、出演:鈴木杏、板尾創路、田中美
里、藤田朋子、
宝田明
オーケストラ・クラス
8/18〜
P04ピックアップ欄参照
チャーチル ノルマンディーの決断
8/25〜
ダンケルク救出作戦 から4年、
ナチスドイツ占領下の北西ヨ
ーロッパに侵攻する史上最大の ノルマンディー上陸作戦 まで

の96時間。作戦に最後まで反対し、
抵抗した英国首相ウィンス
トン・チャーチルを追った、夫婦愛と人間愛に満ちた感動の物
語。監督:ジョナサン・テプリツキー、
主演ブライアン・コックス
シネマート心斎橋（心斎橋）

06-6282-0815

継続上映作品 天命の城 PG12（7/28〜）
、朝鮮名探偵
鬼〈トッケビ〉
の秘密
（7/28〜）
、沈黙、愛
（7/28〜）
、王様の
事件手帖
（7/28〜）
、
焼肉ドラゴン
（7/28〜）
7号室
8/4〜
EXOのメインボーカルのD.Oと、
「高地戦」
「悪女/AKUJO」
な
どのシン・ハギュンが初共演！ 潰れかけのDVD店で働くテジョ
ンは、
麻薬密売人から預かったブツを店の7号室に隠す。一方、
店の売却に必死な店長ドゥシクは、
7号室に死体を隠しドアを
施錠…。やがて7号室をめぐる壮絶な攻防戦が勃発する！
8/4〜17
どうしようもない恋の唄 R18＋
2週間限定レイトショー。求めて、
もがいて、傷ついて、最低で
最高のエロティック・ラブストーリー。事業に失敗し妻にも捨て
られ、死に場所を求めていた矢代
（カトウシンスケ）
とソープ嬢
のヒナ
（藤崎里菜）
。
どうしようもない男と女が七転八倒の末
にたどり着く愛の結末とは……。監督:西海謙一郎
詩季織々
8/4〜
P05シネ・リーブル梅田欄を参照
タクシー運転手 約束は海を越えて
8/11
8/11
（土）
のみ限定上映
（1000円均一）
。
ソン・ガンホ、
トー
マス・クレッチマン共演。1980年に韓国で起こった民主化
運動「光州事件」
を題材にした大ヒット作。
ミッドナイト・ランナー
8/12
8/12
（日）
のみ限定上映
（1000円均一）
。パク・ソジュン×カ
ン・ハヌルが豪華W主演！警察学校で出会った凸凹コンビが
繰り広げる、痛快アクション・エンターテイメント。
リアル
8/13
8/13
（月）
のみ限定上映
（1000円均一）
。映画「10人の泥
棒たち」
など話題作に出演する人気俳優キム・スヒョン、兵役
入隊前最後の主演作。
あなたはキム・スヒョンに騙される…。
コンフィデンシャル 共助
8/14
8/14
（火）
のみ限定上映
（1000円均一）
。歴史上初の 南
北共助捜査 をテーマにしたアクション・エンターテイメント。北
朝鮮の刑事
（ヒョンビン）
と、韓国の庶民派熱血刑事
（ユ・ヘ
ジン）
。世界の運命は2人に託された…。
殺人者の記憶法
8/15
8/15
（水）
のみ限定上映
（1000円均一）
。韓国のベストセラ
ー小説を、主演ソル・ギョング×キム・ナムギルで映画化。アル
ツハイマーの元連続殺人鬼が、新たな殺人鬼と出会い巻き
起こる緊迫のクライムスリラー。
犯罪都市
8/16
8/16
（木）
のみ限定上映
（1000円均一）
。日本でも大人気
の マブリー ことマ・
ドンソクが、警察・強力班として中国系犯
罪組織、韓国系マフィア相手に大暴れする高濃度クライム
アクション！
8/17
名もなき野良犬の輪舞 PG12
8/17
（金）
のみ限定上映
（1000円均一）
。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。
ソル・ギョング×イム・シワン共演。
「信頼」
と
「裏切」
り
のなかで踊る、悲しき男たちの運命。
SHOCK WAVE 爆弾処理班
8/18〜
アンディ
・ラウ主演の大ヒット超爆破アクション巨編！ 香港市
民を人質に取り、街のいたるところに仕掛けられた爆弾。
タイ
ムリミットは48時間。香港警察爆弾処理班VS凶悪テロリス
トの壮絶なる対決！ 監督・脚本は
「イップマン 最終章」のハ
ーマン・ヤウ。
TAKE EVERY WAVE テイク・エブリィ・ウェーブ 8/18〜24
1週間限定上映。
ロバート・ケネディ元司法長官の娘としても
知られる、
ドキュメンタリー監督のロリー・ケネディ最新作。現
役のレジェンドサーファー、
レイアード・ハミルトンの恐怖と野
心、
アドレナリンが止まらない半生に踏み込んだ英雄の物語。
I AM THALENTE アイ･アム･タレント 8/25〜31
1週間限定上映。
タレント・ビエラは9歳で家を飛び出しホー
ムレスになり、南アフリカのスケートパークで暮らしてきた。18
歳の誕生日を目前に、彼が南アフリカからカリフォルニアまで、
スケートボードと向き合いながら未来を切り拓く姿を追ったド
キュメンタリー。監督:ナタリー・ジョンズ
コールド・スキン
8/25〜31
1週間限定レイトショー。世界的ベストセラー、
アルベール・サ
ンチェス・ピニョルによる
「冷たい肌」
を鬼才ザヴィエ・ジャンが
映画化！南極海の果ての無人島を舞台に、
2人の男VS大群
のクリーチャーの戦いがはじまる！
ダブルドライブ 〜狼の掟〜
8/25〜
本作の前日譚となる
「ボーダーライン」の主人公・我妻アベ
ル
（藤田玲）
が再び登場！ 過去にヤクザを殺してしまったアベ
ルは、少年院時代の兄貴分・村上
（佐藤流司）
のもとを訪れ、
意気投合するが…。疾走感溢れるクライム・カーアクションシ
リーズ誕生！監督:元木隆史
夏、19歳の肖像
8/25〜
「御手洗潔」
シリーズで知られる推理小説の巨匠・島田荘司
の青春ミステリーを、台湾映画界の俊英チャン・ロンジー監督
が映画化。入院した青年が病室の窓越しから望遠鏡で見て
しまった美しき女性の
「事件」、
それがすべての始まりだった―。
主演は元EXOのファン・ズータオ、
ヒロインにヤン・ツァイユー。
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416
継続上映作品 台湾巨匠傑作選2018
（7/14〜8/17）
、
ATG大全集
（7/14〜9/14）
、
ゆれる人魚
（7/28〜8/10）
、
木靴の樹
（7/28〜8/17）
ひろしま
8/4〜24
被爆から8年後の広島で製作された原爆の惨状を訴える本
作には、
月丘夢路、岡田英次など当時のスターが出演し、被
爆者も含む延べ約9万人がエキストラとして参加。実際の被
爆者の手記を原作にした、原爆投下後直後の広島の様子
がリアルに描かれた必見作。1955年ベルリン国際映画祭
長編映画賞受賞。監督:関川秀雄
野火
8/4〜17
P05シアターセブン欄参照
鴎よ、きらめく海を見たか めぐり逢い
8/11〜17
8/11〜17の11：30〜。
［ 私は泣かない］
（1966）
)で鮮やか
な監督デビューを果たした吉田憲二がATGと提携して撮った
綜映社第一回作品。地方から都会に上京した若く貧しい男
女の純愛とすれ違いを描いた切ない青春映画。ATG大全集。
陸軍前橋飛行場 私たちの村も戦場だった
8/18〜
群馬県前橋、高崎の両市境付近にかつて、特攻隊の訓練
や飛行機の製造に使われた陸軍前橋飛行場があった。
１年
足らずの稼働のために、
田畑が強制収容され、若者たちが飛
び立ち命を失った。
そんな飛行場や隊員らを知る人たちの証
言をまとめた、語り継ぐべきドキュメンタリー。監督：飯塚俊男
LAST SUMMERチェコアニメ―ション
メモリーズinOSAKA
8/18〜31
東のディズニーと呼ばれた詩とファンタジーの世界が夏の終
わりを彩る！ 共産時代のチェコで、政治思想などの規制が緩
かった子ども向けアニメーションに、芸術家たちは才能と情熱
を注ぎ込んだ。珠玉のチェコアニメ特別プログラムを日替り
上映。日本でも大人気のもぐらのクルテクが8月末に上映ラ
イセンスが切れるため、国内最終上映。お見逃しなく
！
縄文にハマる人々
8/25〜
人類史最強の謎「縄文時代」にハマった人々を描くドキュメ
ンタリー。縄文研究の第一人者である小林達雄ら考古学・
民俗学の専門家をはじめ、
いとうせいこうや池上高志、文化
人やアーティストなど多彩な顔ぶれが縄文の謎に迫る。ナレ
ーション：コムアイ
（水曜日のカンパネラ）
、監督：山岡信貴
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