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バハールの涙

デイアンドナイト

是枝裕和・西川美和監督作品で監督助手を務めてきた愛弟子・広瀬
奈々子の監督デビュー作。倒れていたひとりの青年
（柳楽優弥）
を介抱し
た、
一人やもめの哲郎
（小林薫）
。8年前に亡くした息子と同じ名前を名乗
る謎めいた青年を、
自分の木工所で働かせることに。従業員の男たちや、
哲郎との結婚を控えた事務員の女性
（堀内敬子）
の温かい雰囲気の中、
周囲に馴染んだ青年は、少しずつ弱音を吐き出し、哲郎の息子の代役を
引き受けるような振る舞いを見せはじめる…。
だが、
彼らの周りで数年前に
町で起きた事件にまつわる噂が流れ始め、
青年が抱えている、
ひとつの決
定的な暗い秘密が明かされる―。社会に出て挫折を経験した弱い青年を
主人公に据え、人間の
善意とエゴ、残酷さと美
しさ、光と闇の両面を丁
寧にすくいとった、
新たな
時代の傑作。
「人と出会
うことで救われ、人を乞う
ことで悩む、誰にでもあ
る不毛な時間を大切に
描いた」
と語る、監督渾
身のオリジナル脚本。

本作は、
2018年ノーベル平和賞受賞のナディア・ムラド氏と同じ、
イラク
の少数派ヤズディ教徒の女性たちが経験した、殺戮、性暴力、拉致…
紛争地帯で起こった悲惨な出来事をもとに描かれた物語。主人公は、
あ
る日突然、
ISの襲撃にあい、夫を殺され、息子を人質にとられたバハール
（ゴルシフテ・ファラハニ）
。
「被害者でいるより戦いたい」
という仲間の
言葉に動かされ、息子を取り戻すために女性武装部隊 太陽の女たち を
結成し、最前線に身を投じることに…。バハールのモデルは、
エヴァ・ウッ
ソン監督が、実際にクルド人自治区で取材した女性たちの証言から構築
されたもの。一方、
バハールを追う片眼の女性ジャーナリストのマチルドは、
片 眼を失 明しPTSDを
患いながらも世界各地
の紛争を報道し続けた
メリー・コルヴィンなどが
モデルとなっている。大
切なものを守るため、
自
らの尊 厳のため、命が
けでISと戦う女 性たち
の物語。

俳優・山田孝之が、
完全に裏方へと徹した初の全面プロデュース作品。
ド
ラマ
「BG〜身辺警護人〜」や映画「アウト&アウト」
などに出演する大阪
出身の俳優・阿部進之介と、
若手監督・藤井道人が長年温めていた企画・
原案をもとに、
同世代の3人で作りあげた完全オリジナル脚本。大手企業
の不正を内部告発したことで父を死に追いやられた主人公の明石
（阿部
進之介）
が、
子供を守るためなら犯罪も厭わない児童養護施設の職員・北
村
（安藤政信）
と出会い、
やがて復讐に目覚めていく…「人間の善と悪」
を
テーマに据えた物語。施設で生活する少女・奈々に、圧倒的表現力に山
田プロデューサーが惚れ込んだ清原果耶。明石の父を死に追い込んだ大
手企業の社員・三宅に
田中哲司と、実力派俳
優たちが集結。家族を殺
された男。家族を生かす
ため罪を犯す男。家族を
知らない孤独な少女。家
族のいのちが奪われたと
したら、突きつけられる悲
痛な真実のなかで、
あな
たならどうするだろうか。

なんばパークス シネ・リーブル梅田

Ⓒ2019「夜明け」製作委員会

〈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）
パリの恋人（1957）/
午前十時の映画祭9（〜1/3）
OSCシネマ/TOHOなんば

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
OSCシネマ/梅田ブルク7/なんばパークス/
あべのアポロ

なんばパークス テアトル梅田

©2018 - Maneki Films - Wild Bunch - Arches Films Gapbusters - 20 Steps Productions - RTBF (Télévision belge)

それだけが、僕の世界
TOHO梅田

アイ・フィール・プリティ
！人生最高のハプニング
なんばパークス/シネ・リーブル梅田

シネ・リーブル梅田

18（金）〜

19（土）〜

クリード 炎の宿敵

劇場版 ダーウィンが来た！アフリカ新伝説

闇の歯車

ロッキーと激闘を繰り広げたアポロ・クリードの息子を
主人公に据えた
『クリード チャンプを継ぐ男』
の続編。
イワン・
ドラコの息子との時代を超えた因縁の対決を
描く。出演:シルヴェスター・スタローン、
マイケル・B・ジ
ョーダン、監督:スティーブン・ケープル・Jr.

放送開始から12年、最新機材を駆使して大自然に
生きる動物たちの姿を追ったNHKの人気自然番組
が初の映画化。アフリカに生きる、3つの「家族」の
物語。ナレーター:葵わかな

瑛太主演、好敵手役に橋爪功。藤沢周平の犯罪と
いう人間のダークサイドを描いた傑作サスペンスを原
作に、
「鬼平犯科帳 THE FINAL」
などの山下智彦
監督が挑んだ時代劇。

なんばパークス

25（金）〜

18（金）〜
チワワちゃん

11（金）〜
喜望峰の風に乗せて
『博士と彼女のセオリー』
のジェームズ・マーシュ監督、
『英国王のスピーチ』のコリン・ファース主演。過酷な
単独無寄港世界一周ヨットレースに挑戦したアマチ
ュアセーラーと家族の実話に基づく海洋冒険ドラマ。

ホイットニー〜オールウェイズ・ラヴ・ユー〜
アメリカ・ポップシーン史上最高の歌姫ホイットニー・
ヒューストンの素顔に迫るドキュメンタリー。初公開と
なるホームビデオや貴重なアーカイブ映像などから見
える彼女の真の姿とは?監督:ケヴィン・マクドナルド
OSCシネマ TOHOなんば

蜘蛛の巣を払う女

PG12

『ドラゴン・タトゥーの女』
シリーズ最新作。
『ドント・ブリ
ーズ』
のフェデ・アルバレス監督が、背中にドラゴンの
タトゥーを背負う天才ハッカー、
リスベットの忌まわし
い記憶と葬り去ったはずの残酷な過去を炙り出す。

梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

ラブライブ！サンシャイン！
！
The School Idol Movie
Over the Rainbow

バジュランギおじさんと、小さな迷子
世界を笑いと涙に包んだ、
底抜けに正直でお人好しな
インド人青年
（サルマン・カーン）
と、声を出せないパキ
スタンからの迷子の少女の700キロにおよぶ二人旅。
なんばパークス

オールメディアで展開するスクールアイドルプロジェク
ト劇場版アニメ。原作:矢立肇、原案:公野櫻子、監
督:酒井和男
OSCシネマ なんばパークス あべのアポロ

日本の童謡誕生100年を記念し、数々の名曲を生
んだ天才詩人・北原白秋
（大森南朋）
の波乱に満ち
た半生と、音楽家・山田耕筰
（EXILE AKIRA）
との
友情を描く。監督:佐々部清
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

4（金）〜
ワイルド・ストーム
『ワイルド・スピード』
『トリプルX』
のロブ・コーエン監督
が贈る、巨大なハリケーンが猛威を振るう中で起きる
6億ドル強奪劇を描いたディザスタークライムアクショ
ン。主演に注目の若手俳優トビー・ケベル。
梅田ブルク7 なんばパークス

OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

1989年、世界的な文学賞・ブッカー賞を受賞した
カズオ・イシグロの同名小説の映画化。出演:アン
ソニー・ホプキンス、
エマ・
トンプソン。1/18
（金）
〜31
（木）
はOSCシネマで上映

『バーニング・オーシャン』
などのピーター・バーグ監督
とマーク・ウォールバーグが再び組んだスパイアクショ
ン。世界を揺るがす 危険な物質 が盗まれた行方を
知る 重要参考人 を亡命させるため、
22マイルの護
送作戦に挑む！
梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

OSCシネマ なんばパークス

18（金）〜

輪違屋糸里 京女たちの幕末

マスカレード・ホテル

浅田次郎原作、新選組物時代小説をもとに、芹沢
鴨暗殺事件を描く本格時代劇映画。藤野涼子、溝
端淳平、松井玲奈、佐藤隆太、塚本高史ら豪華キャ
スト陣で実写化。監督:加島幹也

東野圭吾の小説「マスカレード」
シリーズ第1弾「マス
カレード・ホテル」
を木村拓哉×長澤まさみ共演ほか
豪華キャストで実写化したミステリー。監督:鈴木雅之

TOHOなんば

4（金）〜17（木）
チャンス（1979）/午前十時の映画祭9
ジャージ・コジンスキー原作「庭師 ただそこにいるだけ
の人」
を名コメディアン、
ピーター・セラーズ主演で映
画化。1/18
（金）
〜31
（木）
はTOHOなんばで上映
OSCシネマ

4（金）〜17（木）
劇場版総集編
【前編】
メイドインアビス 旅立ちの夜明け
つくしあきひと原作「メイドインアビス」
シリーズ劇場
版総集編を前後編にわけて2週間限定上映。巨大
な大穴「アビス」
をめぐり、謎を解き明かすことを夢見
る孤児のリコは、
ある日、少年の姿をしたロボットを拾
うのだった…。
『【後編】
メイドインアビス 放浪する黄
昏』
は1/18〜31に同館にて上映。

注

04

少年は選んだ、
自分の信念を。
そして、
少女を守ること
を。魔術師
〈マスター〉
と英霊
〈サーヴァント〉
が願望機
「聖杯」
をめぐり戦うー
「聖杯戦争」。監督:須藤友徳

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

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）

18（金）〜
ミスター・ガラス
M.ナイト・シャマラン監督が『アンブレイカブル』のそ
の後を描く衝撃作！ブルース・ウィリス、
ジェームズ・マ
カヴォイ、
サミュエル・L.ジャクソン競演。彼らは人間を
超える存在なのか? 訪れる 驚愕の結末 とは?
TOHO梅田 TOHOなんば

18（金）〜24（木）

18（金）〜
映画刀剣乱舞

ユーリ！
！
！on ICE TVシリーズ一挙劇場上映

刀剣男士 を率い、歴史を守るために戦う刀剣育成
シミュレーションゲーム
「 刀剣乱舞-ONLINE-」が初
の実写映画化。本能寺の変 を舞台にした、歴史エ
ンタテインメント！出演:鈴木拡樹、
監督:耶雲哉治
TOHO梅田 TOHOなんば

PG12

1887年、
ヴィクトリア女王の即位50周年記念式典
にやってきたインド人従者と女王の間に生まれた強
い絆は、
やがて王室を揺るがす大騒動へと発展して
いく…。女王役に名優ジュディ
・デンチ。監督：スティ
ーヴン・フリアーズ
なんばパークス テアトル梅田

学園サバイバルを描いた海法紀光×千葉サドルの
同名人気コミックを、
監督・脚本 柴田一成で映画化！
学校に寝泊まりする
「学園生活部」の4人
（長月翠・
阿部菜々実・間島和奏・清原梨央）
は かれら に支配
された世界で毎日元気いっぱいに過ごしていたが…。
TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

25（金）〜
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners
of the System Case.1「罪と罰」 PG12
Production I.Gオリジナ ル 作 品。近 未 来 で
「潜
在犯 」
を追う刑事たちの戦いを描いたTVシリーズ
「PSYCHO-PASS サイコパス」の劇 場 版3部 作
の第1弾。
ストーリー原案・監督:塩谷直義

25（金）〜
サスペリア R15＋

本格男子フィギュアスケートアニメ
「ユーリ
！
！
！on ICE」、 「君の名前で僕を呼んで」のルカ・グァダニーノ監督×
完全新作劇場版！ Part.1
〈 第1滑走〜第4滑走 〉
は
トム・ヨークの音楽で、巨匠ダリオ・アルジェントの傑作
24
（ 木）
まで。Part.2
〈 第5滑走〜第8滑走 〉
は1/25
をリメイク。超名門バレエ団に入団したスージー
（ダコ
（金）
〜31
（木）
。
タ・ジョンソン）
。だが舞踊団には恐ろしい闇が潜んで
TOHO梅田 TOHOなんば
いた…。恐怖と旋律と愛と癒しを描く、
新感覚ホラー。
TOHO梅田 TOHOなんば

TAXi ダイヤモンド・ミッション
リュック・ベッソンが放つ、時速300km/h超えの超速
タクシーが再始動！ 凸凹コンビと伝説のタクシーVS
頭脳派強盗団の赤いランボルギーニ、世界最大の
ダイヤモンドを守り切れ！
！

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

ライ麦畑の反逆児
ひとりぼっちのサリンジャー
「ライ麦畑でつかまえて」
の著者J・D・サリンジャーの知
られざる半生を描いた伝記ドラマ。監督・脚本:ダニー・
ストロング。出演:ニコラス・ホルト、
ケヴィン・スペイシー
OSCシネマ TOHOなんば

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

26（土）〜
天才作家の妻 ー40年目の真実ー
ノーベル賞の栄光に隠された
〈愛と嘘〉
を描く心理サ
スペンス。アカデミー賞 主演女優賞ノミネートのグレ
ン・クローズ×ジョナサン・プライスが共演。監督:ビョ
ルン・ルンゲ

1

25（金）〜
十二人の死にたい子どもたち
堤幸彦監督が仕掛ける出口無しのノンストップ密室
サスペンスゲーム。12人の未成年たちが、安楽死を
求め密室に集まると、
そこには謎の死体があった…。
OSCシネマ 梅田ブルク7 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。

mini theater

ミニシアター
06-6302-2073

継続上映中 遊星からの物体X
【デジタル・リマスター版】
（12/22〜）
、恐怖の報酬
【オリジナル完全版】
（12/22
〜）
、
MOOSIC LAB 2018
（12/22〜）
、ハル・ハートリー
監督「ロング・アイランド・
トリロジー」
（12/29〜）
選挙に出たい
5（土）
〜
20年以上 歌舞伎町案内人 として生きてきた中国人の
李小牧
（り・こまき）
が、国籍を捨て新宿区議選挙出馬を
決意。果たしてどうなるのか…。日本在住の中国人女性
監督が2年間密着した 異文化"選挙ドキュメンタリー。
アストラル・アブノーマル鈴木さん
5（土）
〜
最注目女優・松本穂香が、娯楽が無い田舎町を舞台に、
宇宙的に
（=アストラル）異端な
（=アブノーマル）
ユーチ
ューバー・鈴木ララを怪演！ 周囲を巻き込み大暴走！ 果
たしてその先に見たものとは…? 監督:大野大輔
アイ
（子ども）たちの学校
12（土）
〜
厳しい逆風を受けるウリハッキョ
（朝鮮学校）
。在日朝鮮
人はアイ
（子ども）
たちの夢を育むために立ち上がる。朝
鮮学校の歴史と現状を描く初の長編ドキュメンタリー。
監督:高賛侑
特集:映像×民俗 ヴィジュアル・フォークロア
19（土）
〜
日本とアジアの民俗の諸相を記録し続けて来たヴィジュ
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。
シアターセブンと2館同時開催。第1期は映画監督 北
村皆雄作品。
ゾンからのメッセージ
19（土）
〜
古澤健と鬼才・鈴木卓爾がタッグを組み、奇妙で魅力溢
れる青春SF群像劇が誕生。20年間、謎の現象「ゾン」
に囲まれ、時の止まった町「夢問町」に謎のVHSテープ
が飛来し、住人たちに変化が起き始める……。
ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ
26（土）
〜
ドキュメンタリーの巨匠フレデリック・ワイズマンによる記
念すべき40作目。167もの言語が話され、
マイノリティが
集まる町、
ニューヨーク・ジャクソンハイツ。町の変化、住
人たちが直面する悩みを見つめる。
イッショウガイ
26（土）
〜
ニジーローモーチャーが2017年に新宿シアターモリエー
ルで上演した企画・脚本の若林佑麻の半生を描く舞台
作品映像。障害とはなんなのか。偏見と差別とはなんな
のかを問う現代劇。主演:土屋シオン、
田名部生来
シアターセブン（十三）

18（金）〜

18（金）〜

25（金）〜
ビルド NEW WORLD
仮面ライダークローズ

第七藝術劇場（十三）

最期の秘密

TOHO梅田 TOHOなんば

TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

梅田ブルク7

映画館
連絡先

Fate/stay night［Heaven's Feel］」II.
lost butterﬂy

世界で活躍する期待の若手監督が、奈良を舞台に
映画を製作するプロジェクトNARAtiveとして誕生し
た本作。奈良県天理市を舞台に、跡継ぎ問題に悩
む親子3世代の「家族の愛の形」
を描いた人間ドラ
マ。名家の存続を守ろうとする主人公の二階堂役に
加藤雅也。監督はイラン出身の女性監督アイダ・パ
ナハンデ。エグゼクティブ・プロデューサー：河瀨直美

2019.

25（金）〜
がっこうぐらし！

11（金）〜

12（土）〜

25（金）〜
二階堂家物語

OSCシネマ なんばパークス

なんばパークス

4（金）〜17（木）
日の名残り
（1993）/午前十時の映画祭9

OSCシネマ TOHOなんば

もうひとつの日本から、
もうひとりの「僕」
が現れる―。
クラフタースタジオ原作、新世代クリエイター・櫻木
優平監督のタッグで贈る長編アニメーション。

25（金）〜
ヴィクトリア女王

18（金）〜
マイル22 R15＋

11（金）〜
この道

R15＋

冷徹なナチス高官ハイドリヒ
（ジェイソン・クラーク）
が
権力を手にしていく過程と、
若き兵士による決死の暗
殺計画。その両極を圧倒的なリアリティで描いた衝
撃作。監督:セドリック・ヒメネス、
原作:ローラン・ビネ

梅田ブルク7

「GReeeeN」が、
ヒット曲「愛唄」
をベースに脚本を
書き上げた恋愛ドラマ。小池賢太郎、監督:川村泰
祐、
出演:横浜流星、清原果耶

25（金）〜
あした世界が終わるとしても

TOHO梅田 TOHOなんば

4（金）〜

ナチス第三の男

愛唄 ー約束のナクヒトー

R15＋

人気モデルの チワワちゃん のバラバラ遺体が東京
湾で発見された…。友達の死をきっかけに揺れる若
者たちの姿をエモーショナルに描く青春ドラマ。門脇
麦、成田凌、寛一郎、玉城ティナ、吉田志織、村上虹
郎ら若手実力派俳優が共演。原作:岡崎京子

18（金）〜

11（金）〜

OSCシネマ TOHOなんば

25（金）〜

TVシリーズ最終話のその後…戦兎が生みだした
「新
世界」
での物語。主人公は、
仮面ライダークローズ！

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

『しあわせのパン』
『ぶどうのなみだ』
に続く大泉洋主
演の北海道映画シリーズ第3弾。チーズ作りに励む
家族とその仲間を描く。共演に本上まなみ、岡田将
生ほか。監督:深川栄洋

なんばパークス

梅田ブルク7

OSCシネマ

4（金）〜

Ⓒ「デイアンドナイト」製作委員会

11（金）〜

こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
OSCシネマ/梅田ブルク7/なんばパークス/
あべのアポロ

シネマート心斎橋

OSAKASCHEDULE

25（金）〜
そらのレストラン

1/26（土

1/19（土

映画

06-4862-7733

継続上映作品 モルゲン、明日
（12/22〜）
、
MOOSIC
LAB 2018
（12/22〜）
、焼肉ドラゴン
（12/22〜）
、
バッ
ド・ジーニアス 危険な天才たち
（12/29〜）
、
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」
（12/29〜）
、ハル・ハートリー監督「ロング・アイ
ランド・
トリロジー」
（12/29〜）
その街のこども 劇場版
12（土）
〜18（金）
シアターセブンで毎年1月に上映される本作。
こどもの頃
に神戸で震災を経験し、今は東京で暮らす勇治
（森山
未來）
と美夏
（佐藤江梨子）
は
「追悼のつどい」
が行われ
る前日に神戸の街で偶然出会い、震災15年目の朝を

迎えるまでの時間を共に過ごすことになる。監督:井上剛、
脚本:渡辺あや、
音楽:大友良英
大野大輔監督 特集
12（土）
〜
『アストラル・アブノーマル鈴木さん』公開記念。
【日替わ
り上映・上映作品】
『ウルフなシッシー』
『さいなら、
BAD
SAMURAI』
世界で一番ゴッホを描いた男
12(土)〜
後期印象派を代表する画家ゴッホに魅せられた男が中
国にいた――。20年にわたりゴッホの複製画を描き続
け、本物の絵画を見たいと夢み、
ゴッホに人生を捧げる
男の姿を追った感動のドキュメンタリー。
ONLY SILVER FISH -WATER TANK OF
MARY'S ROOM
12(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
ラダック 氷河の羊飼い
14（月祝）
〜
インド北部ヒマラヤ山脈に囲まれた秘境ラダック地方。
ラ
ダック出身の監督が、過酷な環境で1人羊飼いとして生
きる姉の暮らしを追ったドキュメンタリー。世界最高峰の
アウトドアドキュメンタリー映画祭BANFFマウンテンフィ
ルムでグランプリを受賞。
特集:映像×民俗ヴィジュアル・フォークロア
19（土）
〜
第七藝術劇場欄参照
墨の魔術師
19（土）
〜
映画「天と地と」
「蒼き狼」
「椿三十郎」
の題字を手がけた
書道家・金田石城が原作・脚本・監督・主演を務め、
自らの
激動の生涯を赤裸々に描く。出演:片岡鶴太郎、
紫吹淳
オボの声
19（土）
〜
すべてを捨てた男が逃げ込んだのは、
「オボの声」の噂が
ささやかれる街だった。夜の森に響く
「オボの声」、
それを
聞いたものは命を落とすという。男がその声を耳にしたと
き、世界は変わるのだろうか…。現代社会にあぶれる人
間の苦悩を捉えた骨太人間ドラマ。監督・脚本：齊藤孝、
出演：結城貴史、菅田俊、
水野美紀
温泉しかばね芸者
19（土）
〜
バカ映画集団「鉄ドン」
メンバーで、大阪芸術大学出身
の鳴瀬聖人監督作品。冴えない脚本家・村井実紗は、
山奥の小さな村に 呪われた芸者伝説 へロケハンに。
やがて、
自ら書くシナリオ通りに社長が殺されたことで、
日
頃の恨みをシナリオの中で晴らし始めるのだった…。
雷魚
19（土）
〜
「愛の街角二丁目三番地」の平野勝之監督作品。自販
機で雷魚を手に入れたアイドルおたくの青年が、巨大化
していく雷魚にあわせて妄想と狂気を肥大化させていく
様を描く自主製作映画。
タリナイ
26（土）
〜
1945年、戦地マーシャル諸島で飢えて亡くなった父親
が、死ぬ直前まで書き続けていた日記を手がかりに、2歳
で父と別れ、
74歳になった息子は、
マーシャル在住歴の
ある若者３人と旅に出た。島の暮らしに棲みついた戦争
の記憶。美しい海と陽気なウクレレが心にざわめくドキュ
メンタリー。監督：大川史織
プラネットプラスワン（中崎町）

06-6377-0023

1
（火祝）
〜3
（木）
休館、毎週火・木曜休映
年末年始名作劇場
4（金）
道
（1954）15:00〜、市民ケーン
（1941）18:00〜
オルフェ
（1950） 5（土）15:00、13（日）15:30
詩人ジャン・コクトー監督・脚本による、SF風現代神話。
三人の女（1977）
7（月）19:30
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
フレンジー（1972）
9（水）20:30、14（月祝）13:30、18（金）21:00
連続殺人事件の容疑者リチャードは親友のもとに身を
隠すが、彼こそが犯人だった…。監督:アルフレッド・ヒッ
チコック
見えない恐怖（1973）
6（日）13:30、19（土）15:00
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）11（金）21:00、12（土）15:00、
14（月祝）11:00、21（月）19:30
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
氷壁の女（1983）
6（日）11:00、13（日）13:00、25（金）21:00
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。
君とひととき（1932）
12（土）17:30、23（水）20:30、26（土）15:00
ハリウッドで絶頂期のエルンスト・ルビッチ監督が、助手
のキューカーとモーリス・シュヴァリエ主演で撮った喜劇。
たくましき男たち（1955）
20（土）13:30、27（日）11:00、30（火）20:30
クレイ・フィッシャーの西部小説原作。ラウール・ウォルシ
ュ監督×クラーク・ゲーブル主演の大作西部劇。
ベラクルス（1954）
16（水）20:30、20（日）
11:00、26（土）17:30、28（月）19:30
西部劇小説の巨匠ボーデン・チェイスの傑作を晩年のゲ
イリー・クーパーと、
若きバート・ランカスター共演で映画化。
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
魔女/妖術（1922）
4（金）21:00
9章からなる魔女のエピソードを紹介。
パリ・アヴァンギャルドの天才たち
5（土）17:30
「眠るパリ」
（1923）
、
「ニースについて」
（1930）
、
「マッ
チ売りの少女」
（1928）
東への道（1920）
19（土）17:30
D・W・グリフィスが、
リリアン・ギッシュと組んだ
「散り行く
花」
に続く傑作。氷上のシーンは名場面として知られる。
幌馬車（1923）
27（日）14:00
「西部劇」
をアメリカ開拓の歴史劇として再生するきっか
けとなったジェームズ・クルーズ監督の傑作。
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 セルジオ&セルゲイ 宇宙からハロー！

（12/22〜）
、家 へ 帰ろう
（12/22〜）
、ヴィヴィアン・ウ
エストウッド 最強のエレガンス
（12/28〜）
、アイ・フィー
ル・プリティ
！人生最高のハプニング
（12/28〜）
ディア・ハンター〈4Kデジタル修復版〉PG12
4（金）
〜
ベトナム戦争で心身ともに深い傷を負った男3人の苦悩
と友情を描いた本作は、
アカデミー賞®5部門受賞ほか
主要な映画賞を多数受賞した不朽の名作。監督:マイケ
ル・チミノ、
主演:ロバート・デ・ニーロ
真っ赤な星 PG12
4（金）
〜
『溶ける』
で史上最年少でカンヌ国際映画祭シネフォン
ダシオン部門に正式出品された新鋭・井樫彩による初
長編作品。14歳の少女と27歳の女性。孤独を抱えるふ
たりの、交わることのない愛の日々がつづられる。出演:
小松未来、
桜井ユキ
迫り来る嵐
5（土）
〜
1997年、中国で起きた連続猟奇殺人事件の捜査に取
り憑かれた男の運命を描いたサスペンスノワール。
ドン・
ユエ監督の長編デビュー作で、東京国際映画祭W受賞
&アジア・フィルム・アワードを受賞。
マイ・ジェネレーション
ロンドンをぶっとばせ！ PG12
11（金）
〜
イギリスの名優マイケル・ケインがプロデュースとプレゼン
ターを務め、今なお世界中に影響を与え続けるイギリス
の1960年代カルチャー
「スウィンギング・ロンドン」
を描い
たドキュメンタリー。
バスキア、10代最後のとき
11（金）
〜
早逝の天才アーティスト、
ジャン=ミシェル・バスキア。没
後30年の今、
バスキア10代最後の頃に焦点を当て、
そ
の秘密に迫る！監督:サラ・
ドライバー
津軽のカマリ
11（金）
〜
津軽三味線の巨星・高橋竹山
（初代）
のドキュメンタリー。
竹山の映像や音声、生前の彼を知る人びとの証言から、
高橋竹山の人生や心情を紡いでいく。監督は
「スケッ
チ・オブ・ミャーク」の大西功一。
緊急検証！THE MOVIE
ネッシーvsノストラダムスvsユリ・ゲラー 11（金）
〜
CSのファミリー劇場の人気オカルト・エンターテイメント
番組が、
スクリーンでも全力で不可思議を徹底検証！ 出
演は逸見太郎、大槻ケンヂ、辛酸なめ子、
オカルト研究
家の吉田悠軌。プレゼンターにオカルト三銃士こと、飛
鳥昭雄、
山口敏太郎、
中沢健。
バジュランギおじさんと、小さな迷子
18（金）
〜
P04全国ロードショー欄参照
LOVEHOTELに於ける情事と
PLANの涯て R15＋
18（金）
〜
歌舞伎町のラブホテルに固定されたカメラが映し出す、
驚異のハイテンション密室群像劇。登場人物はすべてワ
ル。張り巡らされた伏線、
誰が嘘をつき、
弱みを握られてい
るのか? それぞれの思惑と立場が交錯する、
ワン・シチュ
エーション映画。監督・脚本:宅間孝行、
主演:三上博史
夜明け
18（金）
〜
P04ピックアップ欄参照
ジュリアン
25（金）
〜
世界35か国で公開され絶賛の嵐！フランスの新鋭グザ
ビエ・ルグラン監督による傑作サスペンス。息子のジュリ
アンの親権をめぐって争うべッソン夫妻。母を守るために
ついたジュリアンの嘘を、父はやがて見破るが…。
鯉のはなシアター〜広島カープの珠玉秘話を
映像化したシネドラマ〜
25（金）
〜
放送作家、桝本壮志の小説「鯉のはなシアター」
が映像
化。広島カープの昔のユニークなエピソードと現代劇が
織りなす感動の物語。監督:時川英之、
出演:徳井義実
未体験ゾーンの映画たち2019
1月下旬
様々な理由から日本公開が見送られてしまう傑作・怪作
映画をスクリーンで体験しよう
！2019年も世界各国のあ
らゆるジャンルから厳選！注目作品は
『カイジ 動物世界』
『ANON
（原題）』
『 特捜部Q カルテ番号64』
『 孤独な
ふりした世界で』
『ブレイブ・ロード 〜名もなき英雄〜』
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 葡萄畑に帰ろう
（12/22〜）
、
ピアソラ
永遠のリベルタンゴ
（12/29〜）
、
宵闇真珠
（12/29〜）
アラン・ロブ=グリエ レトロスペクティブ
4（金）
〜
〈ヌーヴォー・ロマン〉
の旗手アラン・ロブ=グリエ没後10
年となる2018年に、
『 囚われの美女』
と日本初の劇場
公開となる5作品の計6作品を上映。終りなき反逆と遊
戯の果て、
めくるめくエロティシズムの陶酔へ―。
シシリアン・ゴースト・ストーリー
4（金）
〜
1993年にシチリアで起きた凄惨な誘拐事件から紡がれ
る、美しくも切ない少年少女の幻想的な恋物語。監督:
アントニオ・ピアッツァ 、
ファビオ・グラッサドニア
未来を乗り換えた男
12（土）
〜
『東ベルリンから来た女』
で知られるドイツの名匠クリスティ
アン・ペッツォルト監督が、
ファシズムの風が吹き荒れたナ
チスによる史実と、
現代の難民問題を重ね合わせ、
祖国を
追われた人々が希望を求めてさまよう姿をサスペンスフル
に描いたドラマ。
バハールの涙
19（土）
〜
P04ピックアップ欄参照
ヴィクトリア女王 最期の秘密 PG12
25（金）
〜
P04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

1
（火祝）
休館
継続上映作品 いつか家族に
（12/22〜）
、ふたつの
昨日と僕の未来
（12/22〜）
、死体が消えた夜
（12/22
〜）
、
ザ・スリッツ:ヒア・
トゥ・ビー・ハード
（12/29〜1/4）
22年目の記憶
5（土）
〜
ソル・ギョング×パク・ヘイルが父・息子役で共演。韓国
で秘密裏に行われた南北首脳会談のリハーサル。金日
成の代役オーディションに受かった父ソングンは、役作り
に没頭するあまり、
自分が金日成だと思い込むように…。
22年後、息子はある目的のために父と同居をすることに
なるが…。
L7:プリテンド・ウィ・アー・デッド PG12
5（土）
〜11（金）
1985年〜2001年に活動していた米国ロサンゼルスの
女性4人組ロックバンド、L7の歴史を網羅したドキュメン
タリー映画。監督:セーラ・プライス
レッスル！
5（土）
〜

『LUCK-KEY/ラッキー』や
『タクシー運転手 〜約束は
海を越えて〜』
と大ヒット作に次々出演するユ・ヘジン主
演。元レスリング選手で、家事と息子の成長だけが生き
がいののシングルファーザーを熱演！ 最高にエキサイティ
ングなスポ根ムービー。
ゴールデンスランバー
12（土）
〜
伊坂幸太郎の傑作ベストセラーを、
カン・
ドンウォン主演
で実写化。強大な国家の陰謀に巻き込まれた平凡な宅
配ドライバーの逃走劇を描く。監督:ノ・
ドンソク
LOVEHOTELに於ける情事とPLANの涯て
18（金）
〜24（木）
P05シネ・リーブル梅田欄参照
飛べない鳥と優しいキツネ
19（土）
〜
孤独な女子中学生の恋と友情を描き、韓国で人気を博
したWEB漫画「女子中学生A」原作。
『 哭声/コクソン』
で子役を演じ注目されたキム・ファンヒと、
EXOのリーダー
スホが共演。心にそっと寄り添う爽やかな感動作。
SAVE THE DAY ーSILENT POETS SPECIAL
DUB BAND LIVE SHOW the MOVIEー
26（土）
〜2/1（金）
2018年6/24
（ 日 ）渋 谷WWWで 行 わ れ たSILENT
POETSの25周年を記念した一夜限りのライブを映画
化。監督:下田法晴、
沼田佳人
デイアンドナイト
26（土）
〜
P04ピックアップ欄参照
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416

1
（火祝）
休館
継続上映作品 フィルム・ノワールの世界
（〜1/25）
、
レ
ディinホワイト
（〜1/11）
、馬 の 骨
（〜1/11）
、審 判
（〜
1/11）
顔たち、ところどころ
5（土）
〜25（金）
女性映画監督のアニエス・ヴェルダと、写真家でアーテ
ィストのJR
（ジェイアール）
。年の差54歳の2人が、
フラン
スの田舎町を旅しながら、人々と出会い作品を残してい
く、
ロードムービー・
ドキュメンタリー。
華麗なるフランス映画
ドロン！ドヌーヴ！ベルモンド！
5（土）
〜25（金）
フランスが世界に誇る名優たちの代表作を一挙上映！
アラン・
ドロンの
『太陽がいっぱい』、
カトリーヌ・
ドヌーヴ
『昼顔』、
ジャン=ポール・ベルモンド
『ダンケルク』4Kレス
トア版初上映。
まぼろしの市街戦
12（土）
〜
卓越したユーモアたっぷりに戦争の狂気を活写する、
カ
ルト映画の傑作！フランスの名匠フィリップ・
ド・ブロカ監
督作を、最新のデジタルマスターオリジナル版でのDCP
上映。
ふたつの昨日と僕の未来
12（土）
〜25（金）
愛媛県新居浜市市制80周年記念作品として、新居浜
市でロケを敢行したヒューマンファンタジー。主人公の海
斗役を
「仮面ライダー鎧武」の佐野岳が演じる。監督:大
森研一
メサイアー幻夜乃刻ー
12（土）
〜18（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
コノエイガヲハカイスルトイウコト
12（土）
〜18（金）
発狂、中年男性、
おもちゃのピストル、妄想、脱出！ 蓮實
重彦、濱口竜介が絶賛したホームビデオ作家・木村卓
司の最新作が奇跡の公開！
トルンカとティールロヴァー
19（土）
〜
東のディズニー と称される詩的でファンタジックなチェ
コアニメ。
その原動力となったのがトルンカとティールロヴ
ァーの2人。上映権利の終了が近づく、今日本で見るこ
とのできる作品を全て上映！お見逃しなく。
ほっぷすてっぷじゃんぷッ！1&2
19（土）
〜25（金）
「すんドめ」の岡田和人によるヒーローラブコメディ漫画
を、人気グラビアアイドルの天木じゅんの初主演で実写
映画化。謎のカエルに噛まれたことで、
カエル並みの跳
躍力を手に入れた主人公が、憧れの女子高生を守るた
め奮闘する姿を描く異色ヒーロー&ラブコメディ2作一挙
上映！
山中傳奇
26（土）
〜
香港映画界の黒澤明 ことキン・フー監督の超武侠ファ
ンタジー、
日本初公開！ 宋時代の古典「西山一窟鬼」
を
原作とし、妖しと幻想の世界が交錯する美しい武侠ファ
ンタジー劇。
台北暮色
26（土）
〜
車で生活する中年の男。人と混じり合えない少年。間
違い電話を何度も受ける独り暮らしの女。孤独な3人が、
出逢い、新しい未来が見えてきたとき、彼女の思いがけ
ない過去が明らかになる。ホウ・シャオシェンのアシスタン
トを務めた女性監督ホアン・シーのデビュー作。
イタリアネオ+クラッシコ映画祭2018 26（土）
〜
イタリア映画が誇る永遠の古典をデジタルリマスター版
で一挙上映！『にがい米』
『 太陽の誘惑』
『ヘラクレス』、
昨年の映画祭で好評を博した
『愛の果てへの旅』
『 狂っ
た夜』
など計10作品がラインアップ。
大人のためのグリム童話 手をなくした少女
26（土）
〜
「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」
を蘇らせた、
フランスの傑作アニメーション。父に両
腕を切り落とされたヒロイン。彼女が選んだ未来とは? 監
督:セバスチャン・ローデンバック
寝ても覚めても
26（土）
〜
同じ顔をした二人の男と、
その間で揺れ動く女。人はなぜ
人を愛するのか?観る者の恋愛観を揺さぶる、芥川賞作
家・柴崎友香の小説を映画化したラブストーリー。東出
昌大が初の一人二役に挑む。
ヒロインに唐田えりか。監
督:濱口竜介
きみの鳥はうたえる
26（土）
〜
函館の夏、
まだ何ものでもない3人
（柄本佑×石橋静河
×染谷将太）
が過ごす何気ない日常を、
かけがえのない
きらめきと共に描く青春映画。原作:佐藤泰志、監督:三
宅唱
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