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私は、マリア・カラス

セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー！

伝説の歌姫マリア・カラス、没後40年にして、未完の自叙伝が発見され
た。オペラをテーマにした短編映画を数多く手がけてきた監督のトム・ヴォ
ルフが、彼女が書き遺した文章と、親友たちに宛てたプライベートな手紙
や秘蔵映像・音源など、
3年の月日をかけて集めたピースをつなぎ合わせ、
カラスの歌と言葉で綴られる 真実の告白"を完成させた。
ローマ、
パリ、
ニ
ューヨークで採録された、全盛期の歌声と映像は
「私が歌うのを聴いて、
オペラが退屈だと思う人はいない」
という言葉通りに、今なお観客を強く
惹きつける。
しかし様々な事件やスキャンダル、最愛の恋人からの裏切り
がキャリアに影を落としていく…。オペラ
「椿姫」
になぞって
「ひとたび墜ち
た女は、生きる希望さえ消え
失せる̶」
と、
グレース・ケリー
などに宛てた手紙を通して弱
音を吐露する場面も。世に初
めて出るプライベート映像や
カラー化した歌唱シーンも多
数！これまで幾度も映画化され
てきたが、
まだ誰も見たことの
ない、素顔のマリア・カラスが
ここに。

1991年、
ソ連崩壊の余波を受け、終わりの見えない経済危機へと陥ったキ
ューバ。
かつてモスクワの大学でマルクス主義を学んだ教授・セルジオも、
母と
妻が遺した1人娘と貧しく暮らしながら、
アマチュア無線に心の慰みをえていた。
そんなある日、
偶然ロシアの宇宙ステーションと交信が繋がった！マイクの先に
いたのは、宇宙ステーションにたった1人で滞在する男セルゲイ。実在する元
宇宙飛行士で、最後のソビエト連邦国民 と呼ばれたセルゲイ・クリカレフがモ
デル。
ある日
「君が戻る国はソ連ではない、
ロシアだ」
と告げられ、地球帰還が
何度も延長されるなか、
孤独を紛らわすように青い地球に語りかけていたのだ
った。交信を通じて、国境も身分も大気圏すら越えて親友になった2人。やが
て、
セルジオはアメリカを巻き込んだセルゲイ救出作戦を思いつく。
キューバが
誇るエルネスト・ダラナス・
セラーノ監督が自身の体
験を織り交ぜながらコメ
ディタッチで描き、世界の
映画祭で観客賞ほか多
数受賞した注目作。何か
と妨害を企てる男ウリセ
スの浮遊は笑いと驚きの
詰まった名シーンだ。

第七藝術劇場

OSCシネマ TOHOなんば

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）
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
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

エリック・クラプトン〜12小節の人生〜
OSCシネマ/TOHOなんば

怪獣娘（黒）
〜ウルトラ怪獣擬人化計画〜
TOHOなんば/梅田ブルク7

ギャングース

R15＋

Ⓒ2017 - Elephant Doc - Petit Dragon - Unbeldi Productions
- France 3 Cinema

7（金）〜
パッドマン 5億人の女性を救った男
「愛する妻を救いたい―。」
その想いはやがて、全女
性たちの救済に繋がっていく。現代のインドで、安全
かつ安価な生理用品の普及に人生を捧げた男の
感動の実話。主人公に扮するのは、インドのジョー
ジ・クルーニー
（！
？）ことアクシャイ・クマール。
クライマ
ックスの演説シーンは圧巻で、観客を感動と涙の渦
に巻き込む。監督:R・バールキ

Ⓒ MEDIAPRO - RTV Commercial ‒ ICAIC

シネ・リーブル梅田

14（金）〜
春待つ僕ら

21（金）〜
シュガー・ラッシュ:オンライン

あなしんの人気コミックを実写映画化。友達のいな
い ぼっち の女子高校生と、校内で人気のバスケ
男子4人が織り成す恋と友情をつづった青春映画。
『ROOKIESー卒業ー』などの平川雄一朗監督と、
土屋太鳳、北村匠海、小関裕太、磯村勇斗、杉野遥
亮ら最旬キャストが贈る、
バスケ×友情×恋の物語。
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

TOHO梅田 TOHOなんば

ディズニー・アニメーション最新作。ユニークで壮大な
インターネットの世界を舞台に、見た目も性格も正反
対なゲームキャラクターふたりの友情物語。アナとエ
ルサ、
シンデレラ、白雪姫らディズニー作品やピクサ
ー作品のプリンセスたちも登場！ 監督:リッチ・ムーア、
フィル・ジョンストン
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梅田/TOHOなんば

14（金）〜
グリンチ

ポリス・ストーリー REBORN
TOHO梅田/TOHOなんば

ハード・コア

R15＋

梅田ブルク7/なんばパークス

souvenir the movie
ーMariya Takeuchi Theater Liveー
梅田ブルク7/なんばパークス

ニート・ニート・ニート
なんばパークス/あべのアポロ

えちてつ物語 わたし、故郷に帰ってきました。
あべのアポロ/テアトル梅田

裸の島（1960）/午前十時の映画祭9
OSCシネマ
（〜12/6）

7（金）〜
おとなの恋は、まわり道

R15＋

キアヌ・リーブス×ウィノナ・ライダーならではのアンサン
ブルで贈る、華やかでおかしくて楽しいなかにピリッと
スパイスのきいた、
大人のラブストーリー。
イケメンだけ
どヘンクツなフランクと、美人なのにドクゼツが止まら
ないリンジー。気が付けば、おひとり様 記録を更新中
のふたりが、
豪華でロマンティックなリゾート・ウエディン
グに招待されてしまい…。監督:ヴィクター・レヴィン
TOHO梅田 TOHOなんば

21（金）〜1/3（木）
パリの恋人（1957）/午前十時の映画祭9

アニメーションスタジオ・イルミネーションが、
ドクター・
スースの名作絵本「グリンチ」
をアニメ映画化。アメリ
カではサンタクロースに並ぶ クリスマスの代名詞"と
もなっている国民的キャラクターであり、世界中で愛
される超ひねくれもの グリンチ"。常に不機嫌で、周
りに意地悪をはたらくグリンチは、
みんなが大好きな
「クリスマス」
を盗んでしまおうと思いつくが……。日
本語吹替え版キャストに大泉洋。監督:ヤーロウ・チェ
イニー、
スコット・モシャー
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

ジャイアンツ（1956）/午前十時の映画祭9

なんばパークス あべのアポロ

TOHOなんば
（〜12/6）

かぞくいろーRAILWAYS わたしたちの出発ー
OSCシネマ/なんばパークス/あべのアポロ

機動戦士ガンダムNT（ナラティブ）

7（金）〜

OSCシネマ/なんばパークス/あべのアポロ

青の帰り道

くるみ割り人形と秘密の王国
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

マダムのおかしな晩餐会
OSCシネマ

ヘレディタリー 継承

PG12

TOHO梅田/TOHOなんば

アース:アメイジング・デイ
TOHO梅田/TOHOなんば

Merry Christmas！ロンドンに奇跡を起こした男

14（金）〜

PG12

高校卒業を迎える7人の若者たち。地元・群馬に残
った者、夢を追って上京した者。それぞれの人生が
交錯し、過去の思いを胸に抱きながら、新しい未来
へ向かって進んでいく青春群像劇。出演は真野恵
里菜、清水くるみ、横浜流星ら若手俳優が集結。監
督は長編5作目となる藤井道人、
「デイアンドナイト」
（主演:阿部進之介、
プロデュース:山田孝之）
など
の公開待機作がある。
梅田ブルク7

映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
アニメシリーズ劇場版第5弾。1960年代の東京・さ
くら元町。母親を亡くした少年・シンと、彼を救った少
年・イツキ、妖怪が見える少女・タエ。3人の少年少女
と、
シンの守護霊・スーさん、
そして猫又などの妖怪た
ちが、家族の魂を取り戻すため、未知なる冒険へ！そ
の先で待ち受ける、衝撃の事実とは…シリーズ史上
最も泣ける、
奇跡と友情の物語。監督:高橋滋春
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

梅田ブルク7/なんばパークス

1（土）〜
jam

PG12

劇団EXILEの全メンバーが総出演! 全く違う生活を
送る3人の男たちの物語が、
ひょんなことからすれ違
い、対峙し、因果応報が巡っていく…。疾走感120%
のエンターテイメント・ムービー。3人の主 人 公を青
柳翔、町田啓太、鈴木伸之がそれぞれ演じる。監督
:SABU、
エグゼクティブプロデューサー:EXILE HIRO
梅田ブルク7 なんばパークス

7（金）〜20（木）
ジャイアンツ（1956）/午前十時の映画祭9
『シェーン』
と並ぶジョージ・スティーヴンス監督の代
表作。テキサス大牧場の一家の30年にわたる人生
を描いた大河ドラマ。本作が遺作となったジェーム
ズ・ディーンとエリサベス・テイラーの共演。1956年
度アカデミー賞9部門10ノミネートされ、
G・スティーヴ
ンスの監督賞を受賞。

K SEVEN STORIES Episode6
「Circle Vision Nameless Song」

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

OSCシネマ

モスクワ映画祭グランプリ受賞の他、世界各国で絶
賛された新藤兼人監督の代表作。電気・ガス・水道
のない瀬戸内海に浮かぶ小島で、水を運ぶ作業に
毎日のほとんどを費やす夫婦の暮らしを描く。出演:
乙羽信子、殿山泰司、
田中伸二、堀本正紀
TOHOなんば

梅田ブルク7 なんばパークス

7（金）〜
PG12

第22回日本ホラー小説大賞受賞作、
澤村伊智「ぼぎ
わんが、
来る」
を
『嫌われ松子の一生』
『告白』
『渇き。』
の中島哲也監督が映画化。主演:岡田准一ほか黒
木華、
小松菜奈、
松たか子、
妻夫木聡、
青木崇高ら日
本を代表する演技派俳優が集結。謎の訪問者をきっ
かけに怪異な出来事が相次いで起きはじめ、死傷者
が続出。
日本中の霊媒師が集結し、
かつてない規模の
「祓いの儀式」
が始まろうとしていた…。人間の心の
闇を描く、
かつてない最恐エンターテインメント映画。
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

注

04

映画館
連絡先

PG12

裸の島（1960）/午前十時の映画祭9

「小さな世界」
でくすぶっていた、
ただの中学生だった
二人が、
ドレスデン石盤の力が蠢く激動の世界へと
足を踏み入れるまでの物語を描くアニメ映画。計7作
の第6作。

来る

21（金）〜
アリー/スター誕生

レディー・ガガ主演で贈る、圧巻のドリーム・エンター
テインメント！ 世界的シンガーのジャクソンに導かれ、
歌手のスターダムを駆け上るアリー。彼女とは反対
に、
ジャクソンの栄光は陰り始め…。ふたりの愛と覚
悟、
そしてうたが心震わす感動作。
この冬、人生を変
える うた に出会う。
ジャクソン役と、監督を務めるの
は、
『アメリカン・スナイパー』
のブラッドリー・クーパー。
なんばパークス あべのアポロ

1（土）〜

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）

2018.

12

第七藝術劇場（十三）

『タクシー運転手 約束は海を越えて』
や
『1987、
ある闘いの真実』
などの
ヒットが相次ぐ韓国から、
メディアを、政治を、時代を変えた、衝撃のドキュ
メンタリー2作が緊急来日。李明博
（イ・ミョンバク）
と朴槿恵
（パク・クネ）
政権による約9年間にわたる言論弾圧の実態を告発する
『共犯者たち』
（2017）
と、
40年間にわたる国家情報院による
〈北朝鮮スパイ捏造事
件〉
の深い闇へと切り込んでいく
『スパイネーション/自白』
（2016/第17
回全州国際映画ドキュメンタリー賞・アジア映画振興機構NETPAC賞
受賞）
。両作を手がけたのは、韓国の公営放送局MBCの名物ジャーナリ
ストだったチェ・スンホ。2012年にMBCを不当解雇されたのち、非営利
独立メディア
「ニュース打破
（韓国探査ジャーナリズム
センター）
」
を立ち上げ、独
自の調査報道を続け本作
を発 表した。なぜ韓 国 の
人々は長期保守政権を終
わらせることができたのか？
その背景に迫る、泣けて、
笑える、社会派エンターテ
イメント！

〈継続上映作品〉

映画

14（金）〜
ドラゴンボール超 ブロリー
国内外で人気の高い鳥山明のコミックを原作とする
劇場版アニメーションの第20弾。
「カの大会」後の
平和な地球。ある日、悟空とベジータの前に現れた、
見たことのないサイヤ人 ブロリー 。全く違う運命をた
どってきた3人のサイヤ人の出会いは、再び地獄から
舞い戻ったフリーザも巻き込み、
壮絶な闘いへ―。新
たな サイヤ人 の物語。監督:長峯達也
OSCシネマ TOHOなんば 梅田ブルク7
なんばパークス あべのアポロ

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

15（土）〜
メアリーの総て

PG12

エル・ファニング、
ダグラス・ブース共演。世紀の傑作
を産んだ
『フランケンシュタイン』
の著者、
18歳のメア
リー・シェリーの物語。
ゴシック小説の傑作誕生に秘
められた哀しくも美しい人生とはー。監督:ハイファ・ア
ル=マンスール

『雨に唄えば』のスタンリー・
ドーネン監督とオードリー
が初めて組んだミュージカル。
カラフルでゴージャスな
セットと衣装が見どころ。オードリー本人の歌声と元
バレリーナの身体能力を活かしたモダン・バレエ風ダ
ンスに注目。
OSCシネマ TOHOなんば

22（土）〜
平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダ
ー平成ジェネレーションズ FOREVER
平成最後の冬に衝撃の事実。仮面ライダーはフィク
ションだった…。
「仮面ライダージオウ」のポスターを
見つめる常磐ソウゴ
（奥野壮）
と、仮面ライダーグッズ
が所狭しと並ぶ部屋で仮面ライダービルドの人形を
その手で握りしめる桐生戦兎
（犬飼貴丈）
。消えゆく
仮面ライダージオウ、仮面ライダービルド…。平成仮
面ライダーの心髄を問う物語。監督:山口恭平
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

28（金）〜
こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
鹿野靖明、
34歳。筋ジストロフィーで車いす生活。ず
うずうしくて、おしゃべりで、
ほれっぽくて！ 自由すぎる
性格に振り回されながら、
でも、
まっすぐに力強く生き
る彼のことがみんな大好きだった―笑いと涙の感動
実話。実在した人物・鹿野を演じるのは大泉洋。最初
は反発しながらも、鹿野の最大の理解者へと成長し
ていくボランティア美咲役に高畑充希。美咲の恋人
役に三浦春馬。監督は
『ブタがいた教室』
『ドルフィン
ブルー フジ、
もういちど宙へ』
など、
デビュー以来「命」
と
「生きること」
をテーマに映画を創り続ける前田哲。
OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

28（金）〜
それだけが、僕の世界
『 国際市場で逢いましょう』
『あの日、兄貴が灯した
光』
を超える、家族の絆を描いた感動の物語。母に
捨てられた元プロボクサーの兄。母だけを信じて生き
るサヴァン症候群の弟。それぞれの世界で生きてき
た兄弟の再会は、家族の絆を紡ぎだす―。主人公を
演じるのは、名優イ・ビョンホン。天才的なピアノの才
能を持つ弟役に、韓国映画界が最も熱い視線を注
ぐパク・ジョンミン。母親には、実力派女優ユン・ヨジョ
ン。監督:チェ・ソンヒョン
TOHO梅田

なんばパークス シネ・リーブル梅田

28（金）〜
15（土）〜
マイ・サンシャイン

アイ・フィール・プリティ！
人生最高のハプニング
PG12

家族と暮らせない子どもたちを育てるホストマザー・ミ
リー
（ハル・ベリー）
たち家族と、黒人が犠牲となった
実際の事件を題材にした感動作。
ミリーたちを見守
る隣人役に
『007』のダニエル・クレイグ。監督は
『裸
足の季節』
のデニズ・ガムゼ・エルギュヴェン。
なんばパークス 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）

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

エイミー・シューマー主演、
自分を世界一の美人と勘
違いするようになったヒロインを通して、
すべての女
性に捧げる超絶ポジティブムービー！ 監督・脚本を手
がけるのは
『バレンタインデー』
『そんな彼なら捨てち
ゃえば？』の脚本家コンビ、
マーク・シルヴァースタイン、
アビー・コーン。
なんばパークス シネ・リーブル梅田

※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。

OSAKASCHEDULE

mini theater

ミニシアター
06-6302-2073

継続上映中 恐怖の報酬
（1977）
オリジナル完全版
（11/24
〜）
、岡本太郎の沖縄
（11/24〜）
心魔師 R15＋
1（土）
〜
日中若手映画人合同プロジェクト第1弾作品。作家性あふ
れる若き奇才・今野恭成と、東京藝大の同期で中国の若き
プロデューサー・張丹が、
日本映画をこよなく愛する中国の
新進気鋭のプロデューサー・劉雨星の指揮の元、奇異で不
可解なサイコホラームービーを誕生させた。人の心の奥底に
潜む恐怖、現実と虚構が交差する迷宮へと迷い込み、驚愕
の結末へと導かれる̶。出演:生津徹、真崎かれん、柳憂怜、
小橋めぐみ、竹中直人
single mom 優しい家族。
1（土）
〜
北海道のニセコを舞台に、
シングルマザーの愛実
（内山理
名）
と娘のエミリー（長谷川葉音）
が、同じシングルマザーの
町職員・犬塚
（石野真子）
や職人の大西
（木村祐一）
ら、様々
な人との出会いにより変わってゆく姿を描く。劇団マツモトカ
ズミ主宰・松本和巳が、
シングルマザーの現状を伝え支援す
ることを目的に長編映画に挑戦。
あみこ
1（土）
〜
PFFアワード2017観客賞を受賞し、
ベルリン国際映画祭でも
好評を得た、若手女性監督・山中瑶子が19歳の終わりに撮
った処女作。スタッフ、
キャストはSNSで募集して制作。16歳
のあみこ
（春原愛良）
は、
サッカー部の超ニヒリスト・アオミくん
（大下ヒロト）
と魂の会話を交わしたことをきっかけに恋に落ち
るが̶。
「日本の女子高校生」
の概念を覆す、
珠玉の66分。
特集:映像 × 民俗 ヴィジュアル・フォークロア
第2講〜生きている死者 死後の願い〜
8（土）
〜
日本とアジアの民俗の諸相を記録し続けて来た、映像制作
者集団ヴィジュアルフォークロア秘蔵の民俗ドキュメンタリー
を特集上映。上映作品「冥界婚」
（2016）
は、韓国東海岸
で活躍したシャーマンの集団「ムーダン」の貴重な記録。遠
洋漁業で行方不明になった34歳の韓国人男性。残された
家族はムーダンに依頼し、失恋自殺をした27歳の女性の
霊魂との死後結婚を執り行い、
あの世での幸福を願った…。
12/8
（土）
10:00の回上映後、北村皆雄監督×崔吉城氏
（韓国文化研究）
のレクチャーあり。
共犯者たち
8（土）
〜
P04ピックアップ欄参照
スパイネーション/自白
8（土）
〜
P04ピックアップ欄参照
西北西
15（土）
〜
レズビアンのケイ
（韓英恵）
は、
モデルの恋人アイ
（山内優花）
との不安な日々を過ごしている。一方、
ムスリムのイラン人留学
生ナイマ
（サヘル・ローズ）
もビザや、
将来的や同級生との関係
に不安を抱えていた。
それぞれの性別、
国、
文化、
宗教のボーダ
ーで揺れながら自分の生き方を模索していく。監督:中村拓朗
一人の息子
15（土）
〜
東京と群馬、働く職種も環境もまるで違う2人。出会うはずの
ない彼らが、
1通の書類によって繋がっていく。父親とはなに
か？ 親子とはなにか？そして、
愛とはなにか？ 二人の若者が、
今、父の思いを探しはじめるー。監督:谷健二、主演:馬場良
馬、
玉城裕規
ハル・ハートリー監督
「ロング・アイランド・
トリロジー」
29（土）
〜
ハル・ハートリーの初期三部作が《デジタルレストア版》で登
場。
どこでもない場所の、
どこにもない三つの物語を日替り
上映。
『アンビリーバブル・
トゥルース』
（1989）
『トラスト・ミー』
（1990）
『シンプルメン』
（1992）
シアターセブン（十三）

06-4862-7733

継続上映作品 1987、
ある闘いの真実
（11/24〜）
、
みず
もとひろゆきアニメーションシリーズ
（11/24〜）
監督 内田伸輝×撮影 斎藤文 特集上映 1（土）
〜7（金）
全6作品 4プログラムを日替わり上映。
【 上映作品】
『ぼくら
の亡命』
『キエル』&『赤い森』
『えてがみ』
『 52ヘルツの鯨』
&『SNEAKIN' NUTS』12/2
（日）
『 キエル 』&『 赤 い 森 』
13:20の回上映後、内田伸輝監督、斎藤文、矢野杏子
（『キ
エル』出演）
、堀山俊紀
（『赤い森』出演）
によるトークあり。
カランコエの花
1（土）
〜14（金）
【よどがわダイバーシティ映画祭2018】
レインボー・リール東
京〜東京国際レズビアン&ゲイ映画祭〜グランプリ作品。高
校2年生のクラスで、唐突に
「LGBTについて」の授業が行
われた 。生徒たちに疑念が生じる。
「うちのクラスにLGBTの
人がいるんじゃないか？」生徒らの日常に波紋が広がってい
き…思春期ならではの心の葛藤が 起こした行動とは…？ 監
督:中川駿
太陽の塔
1（土）
〜
大阪万博が残した巨大建造物「太陽の塔」には、一体どん
な思いが込められているのか？ 岡本太郎は何と戦い作り上
げたのか？ 当時、太陽の塔の事業に関わっていた人たちの
証言、専門家等のインタビューから、太陽の塔 の魅力と謎
に迫るドキュメンタリー。監督:関根光才
特集:映像 × 民俗 ヴィジュアル・フォークロア 第2講
〜生きている死者 死後の願い〜
8（土）
〜
映像制作者集団ヴィジュアルフォークロア秘蔵の民俗ドキュ
メンタリーを特集上映。上映作品は曼茶羅世界を、
わかり易
く映像化した
『チベット死者の書』
（1964）
と、最期の時を過
ごす
〈解脱の館〉
など、様々な人間模様が展開する
『バナー
ラス〜生と死の巡礼都市〜』
（1995）
地蔵とリビトー
8（土）
〜
【よどがわダイバーシティ映画祭2018】独創的なアート作品
を生み出し続ける障害者施設として、
いま世界的な注目を集
めている
「やまなみ工房」。そこに通所するのは知的障害や
精神疾患を持つアーティストたちだ。彼らの切実な表現欲求
の根源を探るドキュメンタリー。
シンプル・ギフト 〜はじまりの歌声〜 8（土）
〜21（金）
あしなが育英会創設者・玉井義臣は、
ブロードウェイの舞台
で子どもたちが歌い踊るという奇想天外なプロジェクトを思い
つく̶。エイズで親を失くしたアフリカの子どもたちと、津波に
親を奪われた東北の子どもたち。
その運命的な出会いと、成
長を追う。12/8
（土）
上映後、
篠田伸二監督舞台挨拶予定。
ナニワノノア
15（土）
〜
元アイドリング！
！
！の後藤郁が、
大阪・北新地の高級キャバクラ
で男性たちを癒やす無邪気なキャバ嬢に扮するナイト・サクセ
ス・ストーリー。恋人の連帯保証人になり借金を背負ったこと
をきっかけに、
キャバクラで働くことになったヒロインが、
ライバ
ルにさまざまな妨害をされながらも奮闘する姿を映す。ライバ
ルのキャバ嬢を演じるのは、
アイドルステージ
「大阪メルヘン」
のメンバー歌井そらことSORA。二人の競演に注目。12/15
（土）
17:35の回 舞台挨拶予定。登壇者:後藤郁、
SORA、
楠瀬アキ、北﨑一教監督
教誨師
15（土）
〜
大杉漣、
最期の主演・プロデュース作。教誨師とは、
受刑者の
心の救済につとめ、改心できるように導く人。牧師の佐伯
（大
杉漣）
が面会する6人の死刑囚。生きるとは何か、
罪とは何か、
人間の本質を浮き彫りにする骨太な人間ドラマ。死刑囚役に
光石研、
烏丸せつこ、
古舘寛治らベテラン俳優や劇団「柿食
う客」
の玉置玉置玲央らが扮する。監督、
脚本は佐向大。
コスタリカの奇跡〜積極的平和国家のつくり方〜
15（土）
・16（日）

1948年に軍隊を廃止。軍事予算を社会福祉に充て、国民
の幸福度を最大化する道を選んだコスタリカの奇跡に迫った
ドキュメンタリー。
モルゲン、明日
22（土）
〜
福島第一原発の事故を受け、亡き母の脱原発の遺志を胸
に製作した前作『わたしの、終わらない旅』
（2014年）
でフラ
ンス、
マーシャル諸島、
カザフスタンと核に翻弄された人々を
訪ねた坂田雅子監督が、次なる旅の目的地に選んだのは、
福島第一原発の事故から3ヶ月後に、2022年までに全原発
を廃炉にすることを決めたドイツだった。
ヤン・シュヴァンクマイエル監督引退記念上映会
「シュルレアリストの軌跡」
29（土）
〜
長年 シュルレアリストの象徴的な存在 として活躍してきたチ
ェコのヤン・シュヴァンクマイエル監督が引退表明。世紀のシ
ュルレアリストの歩んだ軌跡を彼の原点である短編作品を中
心にリバイバル上映。
プラネットプラスワン（中崎町）

06-6377-0023

毎週火・水曜日休映
田舎司祭の日記（1951）
1（土）17:30、9（日）11:00、17（月）19:30
戦後フランス映画の孤高の巨人、
ロベール・ブレッソンの長
編監督3作目。ベルナノス原作の物語を忠実に映像化。
新・動く標的（1966）
1（土）15:00
ポール・ニューマンによる探偵ハーパー・シリーズ第2作。
三人の女（1977）
3（月）19:30、8（土）15:00、
23（日）11:00、26（水）20:30
監督:ロバート・アルトマン、出演:シェリー・デュヴァル、
シシー・
スペイセク、
ジャニス・ルール
瞼の母（1931）
29（土）16:00
博徒が旅するアウトロー時代劇。監督・脚本:稲垣浩、原作:
長谷川伸、
出演:片岡千恵蔵、常盤操子、
山田五十鈴
フレンジー（1972） 2（日）11:00、9（日）14:00、
15（土）17:00、22（土）17:00
ロンドンで、
ネクタイで女性を絞殺する連続殺人事件が発生。
疑われたリチャードは親友のロバートのもとに身を隠すが、彼
こそ犯人だった…。監督:アルフレッド・ヒッチコック
見えない恐怖（1973） 5（水）20:30、8（土）17:30、
22（土）14:00、24（月祝）14:00
叔父一家と同居している盲目のサラ。風呂に入ろうとすると
そこには叔父の死体が…。監督:リチャード・フライシャー
チャンプ（1931）
12（水）20:30、15（土）15:00、23（日）14:00
70年代にリメイクされた父子感動のドラマ。監督:キング・ヴィ
ダー、
出演:ウォーレス・ビアリー、
ジャッキー・クーパー
天草秘聞 南蛮頭巾（1952）
10（月）19:30、
島天草を舞台に陰謀と圧制に喘ぐ農漁村の姿と天草四郎を中
心に恋と活劇をからませた妖奇変転の傑作。監督:丸根賛太郎
珍説忠臣蔵（1953）
14（金）21:00、16（日）11:00、29（土）18:30
監督:斎藤寅次郎、音楽:服部正、
出演:古川緑波、
田端義夫、
阿部九洲男、
堺駿二、
田崎潤、
伴淳三郎、
横山エンタツほか
氷壁の女（1983）19（水）20:30、24（月祝）11:00、
フレッド・ジンネマン監督の遺作であり忘れられたメロドラマの傑作。
シリーズ〈映画の樹〉
鳥飼りょう氏による生演奏付で見るサイレント映画
肉体と悪魔（1926） 2（日）14:00、30（日）16：00〜
監督クラレンス・ブラウンそして撮影ウィリアム・ダニエルズで
グレタ・ガルボを永遠の美女として輝かせた。
巨人ゴーレム（1920）
21（金）21:00
人造人間モンスター映画。監督・主演:パウル・ヴェゲナー
魔女/妖術（1922）
16（日）14:00
悪魔の歴史そして魔女の歴史を探りながら、9章からなる魔
女のエピソードを紹介。
パリ・ヴァンギャルドの天才たち
24（月祝）17:00
ルネ・クレール、
ジャン・ルノワール、
そして夭折の天才ジャン・
ヴィゴ、3人の巨匠が製作した3本。
「眠るパリ」
（1923）
、
「ニ
ースについて」
（1930）
、
「マッチ売りの少女」
（1928）
第2回 中崎町サイレント映画祭
28（金）
〜31（月）
年末恒例のサイレント映画の演奏付き映画祭。第2回は笑
福亭智丸の落語「映画伝来」
を含め、普段演奏を担当する
鳥飼りょうをはじめ、
ピアノの天宮遥、
12弦ギターの浦川裕介、
ヴァイオリンの安田つぐみら演奏者と、
語りに小谷可南子。
●28
（金）
13:00〜リュミエール作品集
（1895-1900/20分）
、
15:00〜落語「映画伝来」+リュミエール作品集、
15:00〜
グリフィス3作品、
19:30〜リュミエール作品集
●29
（土）
14:00〜「ネロ、
またはローマ帝国の崩壊」
「キート
ンの大学生」
（ピアノ:天宮遥）
、16:00〜「瞼の母」
（ピア
ノ:鳥飼りょう）
、18:30〜「珍説忠臣蔵」
●30
（日）
14:00〜
「血と砂」
（12弦ギター:浦川裕介）
、
16:00
〜
「肉体と悪魔」
（ピアノ:鳥飼りょう）
、
18:30〜
「道」
●31
（月）
13:00〜「東への道」
（ピアノ:鳥飼りょう）
、18:30
〜「市民ケーン」
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 おかえり、
ブルゴーニュへ PG12（11/24
〜）
、
ステータス・アップデート
（11/24〜）
、
シッチェス映画祭
2018
（11/24〜）
上映作品▶リターン・オブ・ジーパーズ・クリ
ーパーズ、怪怪怪怪物！ PG12 、
デス・パレット PG12 、狼チャ
イルド、
キラー・メイズ、
プリズン・ランペイジ PG12
バグダッド・スキャンダル
1（土）
〜
世界を巻き込んだ、巨額の詐欺事件。約2兆3000億円に
相当する、200億ドルが消えた…！マイケル・スーサンのベス
トセラー小説原作、
イラク戦争の陰で行われていた衝撃の
実話を基にした国連史上最悪の政治スキャンダル。主演:テ
オ・ジェームズ、監督:ペール・フライ
斬、PG12
1（土）
〜
戦争の恐怖をあぶり出した
『野火』
の塚本晋也監督が、
出演、
脚本、撮影、編集、製作を務め完全オリジナルで挑む初の時
代劇。武士として、人を斬ることに疑問をもつ主人公の侍に、
池松壮亮。農家の娘役に蒼井優。生と暴力の本質を問う衝
撃作。
いろとりどりの親子
1（土）
〜
作家アンドリュー・ソロモンが、
10年かけて、身体障がいや発
達障がい、
LGBTなど、
さまざまな 違い を抱える子を持つ300
以上の親子に取材した一冊「FAR FROM THE TREE」。
これをもとに6組の親子の絆を追ったドキュメンタリーが誕生。
監督はエミー賞受賞のレイチェル・
ドレッツィン。
ごっこ
1（土）
〜
故・小路啓之原作の「ごっこ」
を、主人公・城宮役
（パパやん）
に千原ジュニアを迎え、
『 凶悪』
の脚本家・髙橋泉と、
『ユリゴ
コロ』の監督・熊澤尚人によって実写化。狂気を内包する不
器用な父性愛と自己犠牲の連鎖を描いた、父と娘の物語。
いつだってやめられる 闘う名誉教授たち
8（土）
〜
落ちこぼれのインテリ教授たちが合法ドラッグ生成で人生の
大逆転を狙ったことから巻き起こる騒動を描いたイタリア発
の風刺コメディ
「いつだってやめられる」のシリーズ完結編。
最後の名誉挽回劇！監督:シドニー・シビリア
映画「ONLY SILVER FISH
ーWATER TANK OF MARY'S ROOM」 8（土）
〜
とある洋館に集められた男女。招待状の指令に則って繰り
広げられるゲームに勝ち残り、過去に戻れるのは誰だ？ 出演
:松田凌、皆本麻帆、玉城裕規、
監督・原作・脚本:西田大輔
マチルダ 禁断の恋
8（土）
〜
ロシア帝国最後の皇帝ニコライ2世と、
マリインスキー・バレ
エ団のバレリーナ、
マチルダ・クシェシンスカヤの許されざる恋

を描いた一大抒情詩。出演:ラース・アイディンガー、
ミハリナ・
オルシャンスカ、
監督:アレクセイ・ウチーチェリ
暁に祈れ R15＋
8（土）
〜
汚職、
レイプ、殺人が蔓延する、
タイに実在する刑務所をに
服役し、
ムエタイでのしあがっていったイギリス人ボクサー、
ビ
リー・ムーアの自伝ベストセラー小説をベースに、
『ジョニー・マ
ッド・
ドッグ』のジャン=ステファーヌ・ソヴェール監督が映画化。
主演は新星ジョー・コール。役者の大半はタイの元囚人たち
を起用。魂を揺さぶる真実のヒューマンドラマ。
シュウカツ3
8（土）
〜
現代の大きな社会問題とも言える題材【就職活動】
をテレ
ビ・舞台・映画で大活躍の旬な俳優を用いてオムニバス映像
化したサスペンス映画第3弾！ 出演:渡部秀、荒牧慶彦、溝
口琢矢、富田健太郎、正木郁。監督は千葉誠治。
メアリーの総て PG12
15（土）
〜
P04ロードショー欄参照
マイ・サンシャイン PG12
15（土）
〜
P04ロードショー欄参照
オンネリとアンネリのふゆ
15（土）
〜
フィンランドで愛され続けるマリヤッタ・クレンニエミの児童文学
『オンネリとアンネリのおうち』に続く、
シリーズ第2弾。ちっち
ゃなこびとたちを助けるために奮闘する女の子2人の幸せな
クリスマス。監督:サーラ・カンテル
モーターヘッド/クリーン・ユア・クロック
22（土）
〜28（金）
計画なし。昼寝なし。後悔なし。不眠不休の曲作りとツアーを
続けた、人類史上無類の暴走ロックンロール《モーターヘッ
ド》最期の公式ライヴ映像！
セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー！
22（土）
〜
実在した旧ソビエトの宇宙飛行士で
「最後のソビエト連邦国
民」
とも言われたセルゲイ・クリカレフをモデルに、冷戦終結に
振り回された2人の男たちを描いた異色コメディ。監督:エル
ネスト・ダラナス・セラーノ
家へ帰ろう
22（土）
〜
アルゼンチンから故郷ポーランドへホロコーストから逃れた88
歳の仕立屋アブラハム。第2次大戦中、
自分の命を救ってく
れた親友に自分が仕立てた
「最後のスーツ」
を渡す約束を果
たすために旅に出る、感動のロードムービー。監督:パブロ・ソ
ラルス
ヴィヴィアン・ウエストウッド 最強のエレガンス 28（金）
〜
英国カルチャーのトップの座に君臨しながら、77歳にして生
涯現役を誓うヴィヴィアン・ウエストウッド、
そのパワーの秘密
に迫る刺激と情熱に満ちたドキュメンタリー！モードの女王が
教えてくれる、
自身を強く美しく引き立て、
心地よく包んでくれる
〈人生の仕立て方〉
をあなたに―。監督:ローナ・タッカー
アイ・フィール・プリティ！人生最高のハプニング
28（金）
〜
P04ロードショー欄参照
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 えちてつ物語 わたし、
故郷に帰ってきました。
（11/23〜）
バルバラ セーヌの黒いバラ
1（土）
〜
新作映画でシャンソン界の女王バルバラを演じる女優ブリジ
ットと、映画監督のイヴ。2人ともバルバラの存在にのめり込
み、2人は次第に現実との境目を見失っていく。バルバラ本
人の貴重なステージ映像も交えながら、一個人のアイデンテ
ィティの崩壊と再生を描く。2017年・第70回カンヌ国際映
画祭ある視点部門でポエティックストーリー賞を受賞。監督:
マチュー・アマルリック
彼が愛したケーキ職人 PG12
8（土）
〜
エルサレムで夫を事故で亡くし、生活のためにカフェを再開す
る妻
（サラ・アドラー）
。ベルリンからやってきたケーキ職人の
青年
（ティム・カルクオフ）
。同じ男性 を愛した男女ふたりが、
宗教や性差を超えてめぐりあう人間賛歌。
ムトゥ 踊るマハラジャ
4K&5.1chデジタルリマスター版
15（土）
〜
日本公開20周年記念、伝説の傑作が蘇る！ 大地主の屋敷
で働く人気者ムトゥと、旅回りの女優ランガとのスリリングな
恋。スーパ―スターのラジニカーントによる、伝説の 見る極
楽浄土 ウルトラ・ハッピーマサラムービー！
インド映画祭（IFFJ2018）
15（土）
〜28（金）
2017年にインドで公開されたばかりの話題作、全9作品を2
週間限定上映!
葡萄畑に帰ろう
22（土）
〜
2018年 ロシア･アカデミー賞 最優秀外国映画賞。嘘と騙
し合いと忖度まみれの政界に身を置くギオルギ。突然、大臣
をクビになった時、果たして彼とその家族が選ぶ道は？ 大ら
かなユーモアで権力社会を風刺する、85歳の名匠エルダル
･シェンゲラヤの傑作。
ピアソラ 永遠のリベルタンゴ
29（土）
〜
名曲「リベルタンゴ」
を生み出し、
タンゴ界に革命をもたらせたアス
トル・ピアソラのドキュメンタリー。監督:ダニエル・ローゼンフェルド
宵闇真珠
29（土）
〜
香港の片隅にある漁村を舞台に村を訪れた異邦人との出会
いにより、世界を知る少女の物語。奇病に侵されたヒロインを
演じるのは、
次世代を担うアジアンビューティー、
アンジェラ・ユ
ン。
そして、
ヒロインと出会う異邦人役に、実力派オダギリジョ
ー。監督はクリストファー・
ドイル
（共同監督:ジェニー・シュン）
。
シネマート心斎橋（心斎橋）

06-6282-0815

継続上映作品 代立軍 ウォリアーズ・オブ・
ドーン
（11/24
〜）
、恐怖の報酬【オリジナル完全版】
（11/24〜）
ヌヌ子の聖★戦
1（土）
〜
原宿で大人気の双子コーデカリスマ
「ヌヌ子」
として活動して
いる女の子2人が、
社会の荒波にもまれ、
悩みながらも成長し
ていく青春物語。
「ヌヌ子」
の2人に、
現役女子高生シンガーソ
ングライター吉田凜音と、
モデルの久間田琳加がW主演。企
画・プロデュース:深川栄洋、
脚本:濱田真和、
監督:進藤丈広
新宿パンチ
1（土）
〜
歌舞伎町を舞台に繰り広げられる男たちの熾烈なスカウト戦
争！ パンチパーマで童貞の道場方正
（小澤廉）
が、
スカウトマ
ンとなって負け犬人生を一発逆転！
？ スカウトマンたちのリア
ルな実態を描いた成り上がりエンターテインメント。監督:城
定秀夫
ときめき♡プリンセス婚活記
8（土）
〜
国を挙げた姫の一大婚活プロジェクト始動！カリスマ占い師
と世間知らずな王女を、
『 華麗なる遺産』のイ・スンギと
『怪し
い彼女』のシム・ウンギョンが共演。占い師によって選ばれた
姫のイケメン花嫁候補に、CNBLUEのカン・ミンヒョク、
『新
感染 ファイナル・エクスプレス』
のチェ・ウシクら。
キックス R15＋
8（土）
〜
少年は男になるためにスニーカーを取り戻しにいく…。主演に
新人ジャーキング・ギロリーほか、
『ムーンライト』
のマハーシャラ・
アリ、
クリストファー・ジョーダン・ウォーレスなど協力なアンサンブ
ルキャストで、
ストリート、友情、
スニーカーマニアのカルチャーを
描いたフッドムービー。
ジャスティン・ティッピング長編デビュー作。
いつか家族に
22（土）
〜
11年間育てた息子が、
他人の子だったら―？ 世界中で翻訳
されている余華「血を売る男」原作、
『1987、
ある闘いの真
実』
などのハ・ジョンウが主演・監督を務めるヒューマンドラマ。
愛する妻
（ハ・ジウォン）
と3人の息子と幸せな日々を贈ってい
たサムグァン。
ある日、
長男
（ナム・ダルム）
が他人の子どもだと
分かり…。
チョ・ジヌン、
ユン・ウネら超豪華キャストが総出演。
ふたつの昨日と僕の未来
22（土）
〜
佐野岳主演、気鋭の大森研一監督が自身の出身地である

愛媛県を舞台に、現実世界とパラレルワールドを奔走しなが
ら自分の生き方を見つける若者の姿を描くオリジナルファン
タジー映画。
死体が消えた夜
22（土）
〜
不倫の果てに妻を殺害した夫、
全ては完全犯罪のはずだった
―。
『 殺人の追憶』
キム・サンギョン、
『 背徳の王宮』
キム・ガ
ンウ、
『 優しい嘘』
キム・ヒエ、実力派俳優が集結！韓国初登場
NO.1大ヒットの極上ミステリー。監督・脚本:イ・チャンヒ
ザ・スリッツ:ヒア・
トゥ・ビー・ハード
29（土）
〜2019/1/4（金）※1月1日は休館のため休映
世界初の女性のみのパンクロック・グループ、
スリッツのドキュ
メンタリー。70 年代中ごろのバンド結成時から、解散以後の
メンバー個々のストーリー、
2005 年の再結成、
そして2010
年、本作の制作中に癌でヴォーカルのアリ・アップが亡くなる
までを追う。
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416
継続上映作品 スティルライフオブメモリーズ
（11/3〜）
生誕70年・没後10年 市川準映画祭 1（土）
〜21（金）
シネ・ヌーヴォにゆかりの深い市川準監督の、中篇作品も含
めた全20本の作品から、過去最大規模となる15本を一挙
上映！上映作品:『BU・SU』
（1987/富田靖子、
高嶋政宏）
、
『 会 社 物 語 MEMORIES OF YOU』
（1987/ハナ肇、植
木等）
、
『ノーライフキング』
（1989/高山良、鈴木さえ子）
、
『つぐみ』
（1990/牧瀬里穂、中嶋朋子）
、
『 病院で死ぬとい
うこと』
（1993/岸部一徳、山内明）
、
『 東京兄妹 （
』1995/
緒 形 直 人、粟 田 麗 ）
、
『トキワ荘の青 春 （
』1996/本 木 雅
弘、鈴木卓爾）
、
『 東京夜曲』
（1997/長塚京三、桃井かお
り）
、
『たどんとちくわ』
（ 役所広司、真田広之）
、
『 大阪物語』
（1999/池脇千鶴、沢田研二）
、
『ざわざわ下北沢』
（2000/
原田芳雄、北川智子）
、
『 東京マリーゴールド』
（2001/田中
麗奈、
小澤征悦）
、
『 竜馬の妻とその夫と愛人』
（2002/木梨
憲武、中井貴一）
、
『トニー滝谷』
（2005/イッセー尾形、宮沢
りえ）
、
『あしたの私のつくり方』
（2007/成海璃子、前田敦
子）
※製作年/主演名。12/1
（土）
12:55『東京夜曲』上映
後、市川幸子氏
（市川準監督夫人）
舞台あいさつ＋倉田剛
（市川準研究）
トークショー。
維新派・松本雄吉特集
1（土）
〜7（金）
シネ・ヌーヴォを造った維新派・松本雄吉三回忌を迎え、著作
集が刊行されたことを記念し、出演作品と、維新派最後の公
演「アマハラ」の記録などを特別上映。
『 足乃裏から冥王ま
で』
（1979）
、
『 十五少年探偵団ドガジャガドンドン』
（1987）
、
『てなもんやコネクション』
（1990）
、
『 王手』
（1991）
、
『 大阪
物語』
（1999）
、
『アマハラ』
（2017）
焼肉ドラゴン
1（土）
〜21（金）
「血と骨」
など脚本家としても活躍する劇作家・演出家の鄭
義信による初の長編映画。高度経済成長の陰で、時代の
流れに翻弄される、焼肉店を営むある家族の、大きな歴史の
物語。真木よう子、
井上真央、
桜庭ななみが3姉妹を演じるほ
か、店主夫婦役にキム・サンホとイ・ジョンウン、大泉洋、大谷
亮平らが姉妹の相手役を演じる。
たった一度の歌
1（土）
〜7（金）
埼玉県本庄市を舞台に、
人生の後半戦を迎えさまざまな感情
を抱いた人々の姿を、
4人の人物の視点から描いた物語。出
演は高橋和也、
岡田浩暉、
小林綾子ら。監督・脚本:宮武由衣
メサイアー幻夜乃刻ー
1（土）
〜7（金）
国家最高機密のスパイ組織サクラの養成機関の三栖公俊
と周康哉はぶつかり合いながらも助け合ってきた。かつては
テロリストだった2人の最後の物語、究極の平等の実現へと
物語が始まる。監督・編集:山口ヒロキ
カメラを止めるな！
8（土）
〜28（金）
今年6月に公開され、口コミで評判が広まり、全国で拡大公
開されるに至った今年の超話題作。前半と後半で大きく赴
きが異なる異色の構成や緻密な脚本、30分以上に及ぶ長
回しなど、
さまざまな挑戦に満ちた野心作。
「37分ワンシーン
ワンカットのゾンビサバイバル映画」
を撮った人々の姿を描く。
監督・脚本・編集:上田慎一郎
モダン・ラブ
8（土）
〜28（金）
「アワ・ブリーフ・エタニティ」
が世界各地の映画祭で注目され
た福島拓哉監督によるSFラブストーリー。主演:稲村梓
どこでもない、ここしかない
8（土）
〜28（金）
シネマ・
ドリフター、
リム・カーワイ監督が、妻に逃げられた男の
物語を軸に、東ヨーロッパで現地の人々と即興で撮りあげた
異色ドラマ。初日、監督舞台挨拶あり。
また、新作公開記念と
して
『アフター・オール・ディーズ・イヤーズ （
』2009）
と、杉野
希妃、
キム・コッピ、
ヤン・イクチュンが共演した
『マジック&ロ
ス』
（2010）
も上映。
「熊野から」三部作一挙上映
8（土）
〜14（金）
映画評論家でドキュメンタリー映画作家でもある田中千世子
監督が、
世界遺産の地・和歌山県熊野地方を舞台にした
「熊
野から」
シリーズ3部作、
『 熊野から』
（2014）
『 熊野からロマネ
スク』
（2016）
『熊野からイン・
トゥ・ザ新宮』
（2017）
一挙上映。
審判
15（土）
〜
「いちばん美しい夏」
「スターフィッシュホテル」
など日本で活
動を続けるイギリス人監督ジョン・ウィリアムズが、
カフカの不
条理文学「審判」
を現代東京を舞台に映画化。銀行員の
男・木村が30歳の誕生日に自宅で目覚めると、部屋には2人
の見知らぬ男たちがいた…。主演:にわつとむ
池谷薫特集
15（土）
〜21（金）
神戸元町映画館の人気企画「池谷薫ドキュメンタリー塾」
の池谷薫監督特集を元町映画館と共同開催！
『延安の娘』
（2002）
、
『 蟻の兵隊』
（2005）
、
『 先祖になる』
（2012）
、
『ル
ンタ』
（2015）
、全4作品一挙上映。15
（土）
・16
（日）
10:00
の回上映後、池谷薫監督トークあり。
レディ in ホワイト
22（土）
〜
クズな新入社員とゲスな上司、有毒社員たちが繰り広げる、
仁義なき社内バトルを描いたコメディ。
「全日本国民的美少
女コンテスト」出身の若手女優・吉本実憂が主演、
パワハラ
上司役に波岡一喜。監督は
「罪の余白」
でも吉本とタッグを
組んだ大塚祐吉。
馬の骨
22（土）
〜
NHK朝ドラ
『ひよっこ』
の小島藤子が映画初主演！過去にと
らわれる男と、夢を追いかける女の子との交流を描く、
イカ天
バンド
「馬の骨」の桐生コウジの自身の体験をもとに脚色し
た音楽コメディ。2017年に閉館した新宿JAMでのライブシ
ーンも登場。
インディアン・シネマ・ウィーク2018
22（土）
〜
大好評だったICW2018をアンコール上映。1日1作品を日替
り上映、
もちろんソフト・マサラもあり
！
フィルム・ノワールの世界 Vol.3
22（土）
〜
ジャン・ルノワール
『十字路の夜』や、
リチャード・フライシャー
『札束無情』
など、
よりすぐりの22作品を特集上映。
年末特別上映
ハッピーアワー
29（土）
・30（日）
演技経験のない女性4人がロカルノ国際映画祭で最優秀
女優賞を受賞し話題となった5時間17分におよぶ本作。30
代後半の女性4人、
それぞれの家庭や仕事、人間関係の不
安や悩みを丁寧に描いた緊張感あふれるドラマ。濱口竜介
監督、舞台は神戸の街。
月夜釜合戦
30（日）17:30〜
釜ヶ崎を舞台に、
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
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