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第14回大阪アジアン映画祭

1962年、天才黒人ピアニスト、
ドクター・シャーリー
（マハーシャラ・アリ）
と、運転手として雇われたガサツだけど憎めないイタリア系用心棒トニー・
リップ
（ヴィゴ・モーテンセン）
。2人は黒人専用旅行ガイド
〈グリーンブック〉
を頼りに、
あえて差別の色濃い南部へ8週間のコンサート・ツアーを敢行
する―。住む世界が全く違う2人の絶妙にズレた会話が笑いを誘う珍
道中。
そして、黒人差別から起こったある事件をきっかけにドクター・シャー
リーの 深い孤独 に触れたトニーは、
ツアーの真の目的を理解するのだ
った―。2人の おじさん が、生涯続く固い友情を結ぶ、実話をもとにした
痛快で感動的なバ
ディ
・ロードムービー。
脚本を手がけたの
は、
トニーの息子で、
映画監督のニック・
ヴァレロンガ、監 督
に
『 メリーに 首った
け』のピーター・ファ
レリー。本年度アカ
デミー賞®5部門ノミ
ネート!

今年で14回目の開催となる、
アジア映画の祭典。中国、香港、韓国、
タ
イ、
ベトナム、
フィリピン、
インド、
スリランカなど…17の国と地域で作られた
注目作からインディペンデント作品まで全51作品を上映! オープニング作
品は、鈴木卓爾監督×井浦新主演、3組の男女の恋と愛を幻想的に描
いたラブストーリー
『嵐電』
を世界初上映。
クロージング作品は、五十嵐貴
久原作、
ベトナム版の
『パパとムスメの7日間』
に決定。
また、
今回
〈オーサ
カ Asia スター★アワード〉
に選ばれた台湾のロイ・チウ主演、死んだ父
親の恋人だった若い男と、激怒する父親の妻、二人の間で戸惑う息子
の人間模様を描いた
『先
に愛した人 』、ヌードモデ
ルの兎丸愛美とシンガー
ソングライターのBOMI出
演、西原孝至監督
（『わた
しの自由について』
『もう
ろうを生きる』）最新作で、
ドキュメンタリーと劇映画
を織り交ぜたモノクロ作品
『シスターフッド 』など、話
題作が並ぶ。

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ
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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）
あの日のオルガン
なんばパークス
PG12

OSCシネマ/TOHO梅田/TOHOなんば/
梅田ブルク/なんばパークス/あべのアポロ

サタデーナイト・チャーチ−夢を歌う場所− PG12
OSCシネマ/なんばパークス

サムライマラソン

阪急うめだホール 国立国際美術館

1（金）〜14（木）

〈継続上映作品〉

アリータ：バトル・エンジェル

ABCホール シネ・リーブル梅田

PG12

TOHO梅田/TOHOなんば/あべのアポロ

THE GUILTY ギルティ
なんばパークス/シネ・リーブル梅田

翔んで埼玉
OSCシネマ/梅田ブルク/なんばパークス/あべのアポロ

ねことじいちゃん
梅田ブルク/なんばパークス

母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。
TOHO梅田/TOHOなんば

ビール・ストリートの恋人たち
OSCシネマ/TOHOなんば/なんばパークス

1（金）〜
宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち/
第七章 新星篇
1978年公開『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士た
ち』
をモチーフにした、完全新作シリーズの第7弾。
製作総指揮:西崎彰司、監督:羽原信義
OSCシネマ なんばパークス

『ゲット・アウト』のジェイソン・ブラムと
『search/サー
チ』
のティムール・ベクマンベトフが仕掛ける、
ソーシャ
ル・メディア恐怖症続出の新感覚スリラー。
『アンフレ
ンデッド』
の続編！監督・脚本:スティーヴン・サスコ
なんばパークス

移動都市/モータル・エンジン
『ロード・オブ・ザ・リング』、
『ホビット』3部作で知られる
ピーター・ジャクソンが、都市が移動し、狩り合う世界
を舞台に壮大な冒険物語を描き出す。監督:クリスチ
ャン・リヴァーズ。

20歳を過ぎてもクズでニートな松野家6兄弟。高校
時代の彼らも登場し、
「おそ松くん」
と
「おそ松さん」
を
繋ぐストーリーが明らかに！

壁ドンブームを巻き起こした映画『L♡DK』
がついに
フィナーレ！ 出演:上白石萌音、杉野遥亮、横浜流星、
原作:渡辺あゆ

TOHOなんば

OSCシネマ なんばパークス あべのアポロ

ダスティン・ホフマン、
ロバート・レッドフォード共演。ウ
ォーターゲート事件を追った新聞記者の活躍を描く。
3/15〜28はTOHOなんばで上映。
OSCシネマ

2（土）〜
KING OF PRISM ーShiny Seven
Stars-I プロローグ×ユキノジョウ×タイガ
TVアニメ放送に先駆けて、劇場編集版〈全4編〉
を
順次公開、
その第一弾。
プリズムショーに熱いバトル
が融合！3/23〜第Ⅱ章公開。
梅田ブルク7 なんばパークス

21（木祝）〜
PRINCE OF LEGEND

15（金）〜
君と、徒然
『少女寫集』の写真家・長谷川圭佑監督。様々な世
代の女性同士の関係性を描くオムニバス。出演:福
田愛依、都塚寧々、木戸衣吹、
ましのみ、五十嵐裕
美、秦佐和子
梅田ブルク7

15（金）〜
君は月夜に光り輝く
北村匠海×永野芽郁、不治の病・発光病 を患う女
子高校生の輝く生を描く純愛物語。監督は
『君の膵
臓をたべたい』
の月川翔。原作:佐野徹夜

ウトヤ島、7月22日

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

なんばパークス

劇場版ウルトラマンR / B セレクト！
絆のクリスタル
一年ぶりに出現した怪獣を前に、
ウルトラマンロッソ=湊
カツミ、
ウルトラマンブル=湊イサミ、
そしてウルトラマンジー
ド=朝倉リクも加わり激闘を繰り広げる！監督:武居正能
OSCシネマ なんばパークス

PSYCHO-PASS サイコパス
Sinners of the System Case.3
「恩讐の彼方に＿」 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シリーズの劇場版
3部作の最終章。原案・監督:塩谷直義

8（金）〜
シンプル・フェイバー

PG12

全米で話題を呼んだミステリー小説『ささやかな頼
み』
を、
ポール・フェイグ監督、
アナ・ケンドリック×ブレ
イク・ライブリー競演で、
ひねりと風刺が効いた喜劇
的なサスペンスとして映画化。

天国でまた会おう

PG12

ピエール・ルメートル原作をアルベール・デュポンテル
が監督・出演で映画化。西部戦線で運命的な出会
いを果たした帰還兵2人は、国を相手に大胆な詐欺
を企てる…。顔を失った青年帰還兵に
『BPM ビー
ト・パー・ミニット』のナウエル・ペレーズ・ビスカヤート。
セザール賞5部門受賞。

映画ドラえもん のび太の月面探査記
直木賞作家・辻村深月が脚本を手がけた劇場版「ド
ラえもん」
シリーズ第40作。月を舞台に、
ドラえもんた
ちの大冒険がはじまる！
OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

04

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 TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

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

なんばパークス

22（金）〜

キャプテン・マーベル

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

アベンジャーズ誕生の鍵を握る、女性ヒーローキャプ
テン・マーベル。失われた記憶をめぐる戦いを描くサ
スペンス・アクション！出演:ブリー・ラーソン、サミュエ
ル・L・ジャクソン

なんばパークス あべのアポロ

OSCシネマ TOHO梅田 TOHOなんば 梅田ブルク7

22（金）〜
ビリーブ 未来への大逆転
50年前のアメリカで、弁護士ルース・ギンズバーグが
100%負けるはずの裁判に挑んだ爽快な逆転劇をフ
ェリシティ
・ジョーンズ主演で映画化。

なんばパークス あべのアポロ

15（金）〜
グリザイア:ファントムトリガー
THE ANIMATION
キャラクターデザイン渡辺明夫×監督・天衝、TVアニ
メ
「グリザイアの果実」のクリエイターが再集結！血と
硝煙に彩られた少女たちの物語。
梅田ブルク7

15（金）〜
映画しまじろう
「しまじろうとうるるのヒーローランド」
しまじろうたちと一緒に、
ダンスをしたり、
声を出して
「ヒ
ーローランド」
を冒険しよう
！ 休憩を挟んで約60分、
初めての映画鑑賞におすすめ。
TOHO梅田 TOHOなんば

OSCシネマ TOHOなんば

22（金）〜
ブラック・クランズマン
1970年代半ば、黒人刑事が、白人至上主義団体
KKKに潜入捜査を行い悪事を暴くというノンフィクショ
ン小説をもとに、
スパイク・リー監督が映像化。
ジョン・
デビッド・ワシントンとアダム・
ドライバーがコンビ役、
コミ
カルで緊張感溢れるクライム・エンターテインメント。
TOHO梅田 TOHOなんば

23（金）〜
美人が婚活してみたら

PG12

不毛な恋を重ねた末に、ふと訪れた孤独感…。30
代独身OL。死に物狂いの
〈婚活〉
狂騒劇!! 出演:黒
川芽以、臼田あさ美、中村倫也、田中圭、原作:とあ
るアラ子、
脚本:じろう
（シソンヌ）
、監督:大九明子

15（金）〜
ふたりの女王 メアリーとエリザベス
従姉妹でありライバルでもあったフランス王妃メアリー
とイングランドのエリザベス王女の戦いを
『レディ
・バー
ド』
のシアーシャ・ローナンと
『アイ、
トーニャ 史上最大
のスキャンダル』
のマーゴット・ロビーが熱演！監督はイ
ギリス演劇界のトップ女性演出家ジョージー・ルーク。

29（金）〜
記者たち 衝撃と畏怖の真実
イラク戦争の大義名分「大量破壊兵器」の存在に
疑問を持ち、真実を追い続けた記者たちを描く実録
ドラマ。監督:ロブ・ライナー。出演:ウディ
・ハレルソン、
ジェームズ・マースデン、
ジェシカ・ビール、
ミラ・ジョヴォ
ヴィッチ、字幕監修:池上彰
OSCシネマ

クリント・イーストウッド監督・主演！ 実話をベースに、
孤独な90歳の男がメキシコの麻薬カルテルの「運
び屋」
として巨額の報酬を得ることになったいきさつ
を描く衝撃のヒューマンドラマ。
なんばパークス あべのアポロ

第1回日本放送文化大賞ラジオ部門でグランプリに
輝いたラジオドラマを実写映画化。日露戦争時代の
ロミオとジュリエット。出演:阿部純子

バンブルビー

OSCシネマ TOHOなんば

運び屋

1（金）〜

注

TOHO梅田 TOHOなんば あべのアポロ

8（金）〜

OSCシネマ

映画館
連絡先

スパイダーマン:スパイダーバース
時空が歪められ、異なる次元で活躍するスパイダー
マンたちが集結！? スパイダーマン史上最高傑作と
呼び声高い長編アニメーション。

16（土）〜

29（金）〜

映画 プリキュアミラクルユニバース

鬼滅の刃 兄妹の絆

アニメ
「スター☆トゥインクルプリキュア」
と、アニメ
「HUGっと
！プリキュア」
「キラキラ☆プリキュアアラ
モード」のキャラクターが共演！
梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

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

ショーン・オブ・ザ・デッド

R15＋

エドガー・ライト監督、
サイモン・ペッグ主演、
2004年
にイギリスで大ヒットしたゾンビコメディがTOHOシネ
マズで限定上映。
TOHO梅田 TOHOなんば

29（金）〜
ダンボ
ティム・バートン監督がオリジナル脚本で実写化。世
界中に 勇気 を運ぶ感動のファンタジー・アドベンチ
ャー！出演:コリン・ファレル
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

29（金）〜
劇場版トリニティセブン
劇場版第2弾、
シリーズ累計300万部突破！ 7人の
美少女魔道士たちによる、
スタイリッシュ魔道バトル
アクション。
梅田ブルク7 なんばパークス

29（金）〜
レゴ ムービー2
世界的に人気の玩具LEGO をテーマにした
『LEGO
ムービー』
の続編。
OSCシネマ なんばパークス

2019.

なんばパークス シネ・リーブル梅田

8（金）〜

OSCシネマ なんばパークス あべのアポロ

29（金）〜

TOHOなんば あべのアポロ

『トランスフォーマー』
シリーズのキャラクター
〈バンブルビ
ー〉
にスポットを当てたスピンオフ。監督:トラヴィス・ナイト

15（金）〜

OSCシネマ TOHOなんば

1（金）〜

「HiGH&LOW」
をプロデュースしたHI-AXが、映画、
TVドラマ、LIVE、
ゲームで展開するプリンスバトルプ
ロジェクト。

22（金）〜
ソローキンの見た桜

8（金）〜
『ヒトラーに屈しなかった国王』
などのエリック・ポッペ監督
が、
2011年のノルウェー連続テロ事件、
ウトヤ島での無
差別銃乱射事件を72分間ワンカットで描いた衝撃作。

製作総指揮ジャニー喜多川、本木克英監督。少年
刑務所で繰り広げられる少年たちを描いた舞台をミ
ュージカル・エンターテインメント。

OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

大統領の陰謀（1976）【
/ 午前十時の映画祭9】

1（金）〜

OSCシネマ 梅田ブルク7 なんばパークス あべのアポロ

©Photo by Rocco Soldini

シネマート心斎橋

シドニー・ルメット監督が手がける犯罪映画。人質
を取って立てこもる銀行強盗役にアル・パチーノ。
3/15〜28はOSCシネマで上映。

TOHO梅田 TOHOなんば

「書店員が選んだもう一度読みたい文庫」の恋愛部
門でトップに輝いた松尾由美の小説を、高橋一生×
川口春奈 W主演で実写化。監督:山本透

ⓒMigrant Birds / OMURO /
Kyoto University of Art and Design

21（木祝）〜
L・DK ひとつ屋根の下、
「スキ」がふたつ。

TOHO梅田 TOHOなんば

九月の恋と出会うまで

イタリアの名匠シルヴィオ・ソルディーニ監督最新作。演技派女優ヴァレ
リア・ゴリノと、名優ジャンフランコ・ジャンニーニの息子、
アドリアーノ・ジャ
ンニーニの共演で贈るヒューマン・ラブストーリー。舞台はイタリア・ローマ。
盲目の女性エマと、
プレイボーイで広告マンのテオは、
「ダイアログ・イン・
ザ・ダーク」の真っ暗闇の空間で出会う。思春期に視力を失い、離婚を経
験しながら、
オステオパシーの施術者として自立するエマに、急速に惹か
れていくテオ。園芸、映画、料理を楽しむエマの姿は、見とれるほど無駄が
なく美しく、
これが監督の描きたかった、盲目の人々の姿である。
しかしテ
オにはエマに秘密にしていた恋人グレタの存在があった。ある日、
エマと
一 緒にいる所をグレタ
に見つかり、
それぞれを
深く傷つけてしまう―。
テオは、
自分の気持ちと
向き合うため、疎遠にな
っていた家族のもとへと
向かい、
ひとつの答えを
見つけ出す。ラスト、観
る者は幸福な暗闇に包
まれる。

15（金）〜
えいがのおそ松さん

8（金）〜

1（金）〜

PG12

狼たちの午後（1975）【
/ 午前十時の映画祭9】

8（金）〜

1（金）〜
アンフレンデッド:ダークウェブ

エマの瞳

OSAKASCHEDULE

29（金）〜
映画 少年たち

3/23（土

グリーンブック

映画

2019年4月から放送開始となる吾峠呼世晴原作の
TVアニメ
『鬼滅の刃』の1話〜5話で構成される特
別上映版。
梅田ブルク7

※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。

3

第七藝術劇場（十三）

mini theater

ミニシアター
06-6302-2073

（2/23
継続上映中 ディア・ハンター 4Kデジタル修復版
〜）
、
ニューヨーク、
ジャクソンハイツへようこそ
（2/23〜）
、
チ
ャンブラにて
（2/23〜）
眠る村
2（土）
〜
東海テレビドキュメンタリー劇場第11弾。昭和36年、三重県
名張市葛尾の公民館で起こった大量殺人事件「名張毒ぶ
どう酒事件」。今なお多くの謎に包まれた事件を掘り起こす、
渾身のミステリー。ナレーション:仲代達矢
描きたい、が止まらない
2（土）
〜
滋賀県に住む自閉症の古久保憲満さん
（23歳）
。絵の中の
理想の街 で生きてきた彼が、
自立を目指し現実社会に踏み
出そうとする姿を、
2年半にわたって密着。監督:近藤剛■3/2
（土）
12:00の回、
古久保さんと監督による舞台挨拶予定
「The Witch/魔女」
「狂獣 欲望の海域」
9（土）
〜
パク・フンジョン監督のバイオレンスアクションと、
マックス・チ
ャン主演のクライムアクションを日替り上映。
40万分の1
9（土）
〜
三流大学のうえに就活準備ゼロの大学三年生の徹
（副島
和樹）
。元カノの新たな彼氏に対抗するため、伝説のOB・荻
野
（佐藤輝）
の奇想天外なトレーニングに挑戦し、
やがて成長
していく就活青春エンターテインメント！
福島は語る
9（土）
〜
原発事故により避難を強いられた人たちの言葉を記録し、憤
りと悔しさ、切なさと絶望、非情な事故によって奪われた人生
を克明に伝える、証言ドキュメンタリー。監督・撮影・編集・製
作:土井敏邦
サスペリア（2018）
16（土）
〜
ルカ・グァダニーノ監督、
ダコタ・ジョンソン主演、名門バレエ
団を舞台にしたカルトホラーを最恐リメイク。
ほたるの川のまもりびと
16（土）
〜
長崎県川棚町こうばる地区で、半世紀もの間、
ダム建設に
抗いふるさとを守り続ける人々。美しい里山に暮らす13世帯
を巡るドキュメンタリー。監督:山田英治
ヨーゼフ・ボイスは挑発する
16（土）
〜
第二次世界大戦後のドイツ。美術館を飛び出し革命を叫ん
だ芸術家、
ヨーゼフ・ボイス、世界中を撹乱し
「芸術」
を変えた
男のドキュメンタリー。
【イベント】関西トラックメイカーズ の 戦艦ポチョムキン
と メトロポリス
23（土）
映画史に燦然と輝くサイレント映画の金字塔「戦艦ポチョム
キン」
「メトロポリス」の16ミリフィルムを過激かつ繊細な電子
音楽の伴奏で上映。19:00/当日¥2500※予約受付あり
クレイジーアイランド
奈緒美の愛と青春と狂気の爆走ロード
23（土）
〜
京都発のアイドルグループ「ミライスカート」解散後、役者を
目指す林奈緒美主演映画が、
クラウドファンディングで完成！
監督は短編映画『ぱん。』
でMOOSIC LAB 2017の短編
部門グランプリを受賞した、辻凪子、阪元裕吾のコンビ。
プロ
デューサー:田辺ユウキ、
栗原ゆう
世界一と言われた映画館
30（土）
〜
「西の堺、東の酒田」
と称された商人の町・山形県酒田市に、
映画評論家・淀川長治が「世界一の映画館」
と評した伝説
の映画館「グリーン・ハウス」
があった。1976年に焼失した劇
場の思い出を、急逝した名優・大杉漣のナレーションにのせ
て贈る。監督:佐藤広一
シアターセブン（十三）

06-4862-7733

継続上映中 宝物の抱きかた
（2/23〜）
、没後10年 特別
企画「土本典昭特集」
（2/23〜）
曙光
2（土）
〜
自殺者に直接手を差し伸べる"命の門番 に光をあてた、愛と
喪失の衝撃作。主演:黒沢あすか、監督:坂口香津美■3/2
（土）
10:30回上映後、3/3
（日）
10:30回上映後トークショー
Workers 被災地に起つ
2（土）
〜
持続可能な社会への仕組みづくりを地域の人とともに模索・
実践し続けてきたワーカーズコープ
（協同労働の協同組合）
による東北被災地での取り組みの記録。監督:森康行

アイアンガール FINAL WARS
2（土）
〜
明日花キララ主演による
「アイアンガール」
シリーズの最終話
「アイアンガール FINAL WARS」がついに完成！シリーズ
史上最大の戦いが繰り広げられる。監督:藤原健一
OP PICTURES+フェス2018 傑作選 2（土）
〜8（金）
R15+のピンク映画の祭典。3作品日替わり上映。
『 恋の豚』
（城定秀夫監督/2018年）
、
『 新橋探偵物語 （
』 横山翔一
監督/2018年）
、
『 つないだ手をはなして』
（ 竹洞哲也監督
/2018年）
天から落ちてきた男
7（木）
〜
40年前に軍事政権のアルゼンチンのとある村に落ちてきた
身元不明の死体は、
やがて聖人として村人に御利益を与え
る存在となった。今明らかになる死体の正体とは…驚愕のド
キュメンタリー。
まっ白の闇
9（土）
〜
日本芸術センター 第9回映像グランプリ映画祭でグランプリ
受賞作品。薬物の怖さ、依存症という病気の現実を伝える
真実の物語。監督・脚本・原作:内谷正文
くぴぽSOS！
9（土）
〜
大阪で一番人気のないアイドル！「くぴぽ」密着ドキュメンタリ
ー。取り置きゼロ、物販売り上げゼロ、相次ぐ脱退、
くぴぽは
一体どうなっていくのか。
メガホンをとったのは、当時、京都精
華大学の学生だった柳元沙月。
the face 品田誠ファイナル in 神戸・大阪
9（土）
〜
俳優・監督として注目される品田誠、主演・監督作品、全9作
品を日替り上映！ ■3/9
（土）
・10
（日）
18:30、20:30の回上
映後監督トークショー予定
海にのせたガズの夢
16（土）
〜
神谷えりな
（仮面女子）
主演。熊本県の港町を舞台に、夢を
追う大切さと、郷土への愛をテーマとした女性高校生の成長
劇。矢口鉄太郎初監督作品。
ハッピーアイランド
16（土）
〜
福島県出身の渡邉裕也初監督作品。3.11以後の福島の
農家を舞台に、実話から着想を得たほろ苦くてほのかに甘い
青春譚。主演は、映画・
ドラマで注目を集める吉村界人。監
督の思いを受けとめ、
萩原聖人も出演。
約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯
16（土）
〜
「名張市ぶどう酒事件」の犯人として、死刑判決を受け、半
世紀の間無実を訴え続けた死刑囚・奥西勝役を仲代達矢が
熱演。脚本・監督の齊藤潤一とプロデューサー阿武野勝彦
が、
膨大な資料をもとに事件を再検証して作りあげた。
特集:映像 × 民俗ヴィジュアル・フォークロア第4講 23（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。第4講は
岩手県三陸沿岸部に今も続く、
黒森神楽の姿を追った
『廻り
神楽』
と、
宮城県石巻市雄勝町に伝わる雄勝法印神楽の被
災と芸能が交叉する姿をとらえた
『海の産屋 雄勝法印神楽』
。
デイアンドナイト
23（土）
〜
企画・主演:阿部進之介、監督:藤井道人、
プロデューサー
山田孝之によるオリジナル人間ドラマ。
愛・革命
30（土）
〜
サム・レオン監督による2016年の作品。近年香港で最も活躍
する映画制作会社「ワンクール社」
によるアクションラ ブコメデ
ィ。夏菜、
品川祐はじめ、
でんでん、
香港のサム・
リーなどが出演。
君がまた走り出すとき
30（土）
〜
「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭」15周年を記念したオープ
ニング作品として、地元川口市を舞台に製作された本作。あ
る市民ランナーの実話が導く再生の物語。主演:寛一郎
プラネットプラスワン（中崎町）

06-6377-0023

毎週火・木曜休映
俺は善人だ（1935） 1（金）21:00、10（日）13:30、
11（月）19:30、17（日）13:30、20（水）20:30、23
（土）15:00、24（日）13:30
ギャング映画俳優エドワード・G・ロビンソンが、気弱な会社員
とギャングの二役を演じる。監督:ジョン・フォード
たくましき男たち（1955）
2（土）15:00
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）
2（土）18:00
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。
生活の設計（1933） 3（日）11:00、6（水）20:30、
9（ 土 ）18:00、16（ 土 ）18:00、22（ 金 ）21:00、24
（日）11:00、29（金）21:00
アメリカ人画家ジョージと劇作家トムはパリで出会ったジルダ
に夢中。恋愛は避けるという紳士協約を結び同居するが…。
監督:エルンスト・ルビッチ、
出演:ゲイリー・クーパー
ジャガーノート
（1974）
10（日）11:00、13（水）
20:30、16（土）15:00、18（月）19:30
イギリスの名匠リチャード・レスターが挑戦した、海洋パニック・
スリラー。出演:リチャード・ハリス
無法街（1941） 17（日）11:00、21（木祝）13:00
「ゼンダ城の虜」のパンドロ・S・バーマンが製作した西部劇。
出演:クラーク・ゲーブル、
ラナ・ターナー
カリフォルニア・スプリット
（1974） 4（月）19:30、9（土）
15:00、15（金）21:00、23（土）17:30、31（日）11:00
ジョージ・シーガル、
エリオット・グールド共演、
ロバート・アルトマ
ン監督によるギャンブル映画。
野獣は放たれた（1959） 27（水）20:30、30（土）17:30
ジャン・ギャバンに続いて50年代にフランスの犯罪映画でス
ターとなったリノ・ヴァンチュラ主演のフィルムノワール。
フットライト・パレード（1933） 25（月）19:30、30（土）15:00
ジェームズ・ギャグニーが見事な歌とダンスで魅せる。監督:ロ
イド・ベーコン
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
臨時雇の娘（1923）
3（日）13:30
マック・セネットが久々にメイベル・ノーマンドの主演作をプロ
デュース。20年代当時、映画界の舞台裏を描く。
幌馬車（1923）
8（金）21:00
「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。
猫とカナリヤ（1927）
21（木祝）15:30
1922年ヒット舞台劇をドイツのパウル・レニがハリウッドで実
写化。
コメディ
・ミステリー映画の傑作。
百貨店（1926）
31（日）14:00
ニューヨーク20年代。パラマウントを代表したイヴリン・プレン
トと、
ルイズ・ブルックスが姉妹を演じる都市喜劇。
シネ・リーブル梅田（梅田）

06-6440-5930

継続上映作品 THE GUILTY ギルティ
（2/22〜）
、21世
紀の女の子
（2/22〜）
、
ジャンクション29
（2/22〜）
、僕の彼
女は魔法使い
（2/22〜）
1（金）
〜
岬の兄妹 R15＋
ポン・ジュノ監督や山下敦弘監督のもとで研鑽を積んだ、大
阪出身の片山慎三長編初監督作。足の悪い兄
（松浦祐
也）
と、
自閉症の妹
（和田光沙）
。罪の意識を持ちつつ、兄は
生活のため妹へ売春の斡旋をし始める…。貧困、障害、性、
犯罪、暴力…打ちのめされる衝撃の人情喜劇。

ウトヤ島、7月22日
8（金）
〜
P04全国ロードショー欄参照
ジョアン･ジルベルト ライブ･イン･トーキョー 8（金）〜14（木）
ボサノヴァの法王ジョアン・ジルベルト。2006年に東京で行
われた伝説のライブの模様を、
90分の映像に凝縮。1週間
限定上映。
きばいやんせ！私
9（土）
〜
夏帆主演。本土最南端の鹿児島県南大隅町の
「御崎祭り」
を舞台に、
『 百円の恋』
『 嘘八百』
の武正晴監督・脚本で贈る
笑いと涙の 復活 エンターテイメント。脚本:足立紳、
山口智之
サンセット
15（金）
〜
デビュー作『サウルの息子』
で カンヌ映画祭グランプリを受賞
したネメシュ監督最新作。1913年、ハンガリーの高級帽子
店で、伯爵を殺して消息を絶った兄を探す妹のイリス
（ユリ・ヤ
カブ）
。欲望と闇が渦巻く帽子店で彼女が見たものとは?
たちあがる女
15（金）
〜
北欧のベネディクト・エルリングソン監督の最新作。
コーラス
講師と過激な環境活動家、
2つの顔をもつ女性が、念願の
養子を迎えることになったことで巻き起こる騒動をユーモラス
に描くヒューマンドラマ。
サッドヒルを掘り返せ
15（金）
〜
『続･夕陽のガンマン』
ロケ地再現プロジェクトの全貌と、製
作スタッフや俳優が撮影当時を振り返るエピソードや著名な
ファンたちの熱いインタビューが収録されたドキュメンタリー。
ndjc2018
16（土）
〜
「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」の新作5作品を上
映。
『くもり ときどき 晴れ』
（板橋基之監督/MEGUMI、浅田
美代子）
、
『はずれ家族のサーヤ』
（ 岡本未樹子監督/横溝
菜帆）
、
『 最後の審判』
（川上信也監督/須藤蓮、永瀬未留）
、
『サヨナラ家族』
（ 眞田康平監督/石田法嗣）
、
『うちうちの
面達は。（
』山元 環監督/田中奏生）
ソローキンの見た桜
22（金）
〜
P04全国ロードショー欄参照
おっさんのケーフェイ
22（金）
〜
プロレスを通して、嘘と本当が混ざり合う瞬間を描いた谷口
恒平監督の長編第一作目。第13回CO2助成企画に選ば
れ、道頓堀プロレス全面協力のもと熱血エンターテインメント
が誕生！主演は川瀬陽太。
23（土）
〜
美人が婚活してみたら PG12
P04全国ロードショー欄参照
マイ・ブックショップ
29（金）
〜
イギリスの文学賞ブッカー賞を受賞したペネロピ・フィッツジェラ
ルドの小説を
『死ぬまでにしたい10のこと』
『しあわせへのまわ
り道』
のイザベル・コイシェ監督が映画化。
イギリスの町に本を
通して小さな変革を起こそうとした女性のささやかな奮闘記。
Noise
29（金）
〜
秋葉原無差別殺傷事件をモチーフに、8年かけて完成させた
松本優作初長編監督作品。絶望の中に生きる若者たちと
若者の親たちのために、現代社会の明と暗を強烈にあぶり
出す。出演:篠崎こころ、安城うらら
テアトル梅田（梅田）

06-6359-1080

継続上映作品 盆唄
（2/22〜）
デッドエンドの思い出
1（金）
〜
吉本ばなな自ら、
最高傑作と語る同名小説を、
日韓共同製作
で映画化。監督は日本文学と名古屋に親しむチェ・ヒョンヨン。
婚約者に裏切られて傷つく主人公ユミに韓国のアイドルグル
ープ「少女時代」
スヨン。ユミを暖かく見守るのは、名古屋発
エンターテイメントグループ「BOYS AND MEN」
の田中俊介。
あなたはまだ帰ってこない
8（金）
〜
第二次世界大戦末期、
ナチス占領下のパリで、夫をゲシュタ
ポに連れ去られた女性作家マルグリット・デュラスの自伝的原
作『苦悩』
を映画化。夫を探しながらも、
愛に苦しみ、
愛に支え
られた真実の物語。主演は
『海の上のピアニスト』
『ザ・ダンサ
ー』
などのメラニー・ティエリー。監督:エマニュエル・フィンケル
まく子
15（金）
〜
直木賞作家・西加奈子原作。
「大人」になりたくない小学生
のサトシ
（山﨑光）
が恋をしたのは、何でも撒き散らす少女
（新
音）
、彼女が撒いた奇跡とは…? サトシの両親役に草彅剛と
須藤理彩。監督・脚本:鶴岡慧子
YUKIGUNI
22（金）
〜
誕生から60年を迎えるスタンダードカクテル「雪国」の生み
の親であり、今も山形県酒田市「ケルン」
でカクテルを作り続
ける最高齢バーテンダ井山計一
（92歳）
の半生を描いたドキ
ュメンタリー。ナレーション:小林薫、監督:渡辺智史
ナディアの誓い On Her Shoulders
22（金）
〜
イラク北部でISISによる虐殺と性奴隷から逃れ、
2018年ノ
ーベル平和賞を受賞した国連親善大使ナディア・ムラドに密
着したドキュメンタリー。監督:アレクサンドリア・ボンバッハ
リヴァプール、最後の恋
30（金）
〜
『悪人と美女』
（1952）
でオスカー助演女優賞に輝いた大女
優グロリア・グレアム
（1923-1981）
と若手舞台俳優ピータ
ーとの年の差もキャリアの差も超えた実際の恋を、
リヴァプー
ルを舞台に描いたラブストーリー。出演:アネット・ベニング、
ジ
ェイミー・ベル
シネマート心斎橋（心斎橋）

06-6282-0815

継続上映作品 僕の彼女は魔法使い
（2/22〜）
、
お前ら全
員めんどくさい！
（2/23〜）
、
バーニング 劇場版 PG12（2/23
〜）
、
ヴィクトリア女王 最期の秘密
（2/23〜）
君の結婚式
1（金）
〜
パク・ボヨン&キム・ヨングァン主演で贈る、高校3年の夏に出
会った男女の10年にわたるラブストーリー。すれ違い続けた
2人の、
もどかしくて愛おしい初恋年代記。監督:イ・ソックン
エア・ストライク
2（土）
〜8（金）
ブルース・ウィリス×ハリウッド&アジアのスター総結集！米軍
の大佐
（ブルース・ウィリス）
は日本軍と戦うべく中国人の空
戦部隊を指揮することに…。かつてないスケールで贈る、
バト
ル・スカイアクション超大作！監督:シャオ・フェン
クロガラス1
9（土）
〜15（金）
新宿歌舞伎町でトラブルを解決する集団、通称「クロガラス」
の活躍を描く2部作の1作目。注目の2.5次元俳優陣が挑む
東京アンダーグランド系アクションエンタテインメント。出演:
崎山つばさ、
植田圭輔、
最上もが
家族のレシピ
9（土）
〜
エリック・クー監督、
シンガポール・日本・フランス合作。斎藤工
主演、共演に松田聖子。急死した日本人の父と20数年前に
亡くなったシンガポール人の母の足跡を追い息子は食の王
国シンガポールへ旅立つ。
まく子
15（金）
〜
P05テアトル梅田欄参照
イップ・マン外伝 マスターZ
16（土）
〜
ブルース・リー、
ジャッキー・チェン、
ジェット・リー、
ドニー・イェンら
の跡目を継ぐ新世代アクション・スターとして全世界が注目す
るマックス・チャン主演！ブルース・リーの唯一の師の半生を
描いた超人気シリーズから誕生した、新たなる英雄伝説。
探偵なふたり:リターンズ
16（土）
〜
未解決事件を解決する推理コンビ、漫画喫茶のカン・デマン
（クォン・サンウ）
と、広域捜査隊のレジェンドと呼ばれた刑事
ノ・テス
（ソン・
ドンイル）
、最強推理コンビ復活！ 新たな助人で

元サイバー捜査隊ヨチ
（イ・グァンス）
も登場し、
さらなる難事
件に立ち向かう
！
23（土）
〜
エマの瞳 PG12
P04ピックアップ欄参照
コンジアム
23（土）
〜
韓国ホラー映画歴代2位！ 2012年CNNが選定する世界7
大心霊スポットに選出された実在の廃病院「昆池岩
（コンジ
アム）
精神病院」
を舞台に、心霊体験のため訪れた7人の若
者が奇妙な事件に巻き込まれる…。監督:チョン・ボムシク
ジ・アリンズ 愛すべき最高の家族
9（金）
〜4/4（木）
夭折したしたロック史上最大の破壊者GGアリン。遺された
家族と信頼の絆の物語。監督:ミサ・サイフ
クロガラス2
30（土）
〜4/5（金）
新宿歌舞伎町でトラブルを解決する集団、通称「クロガラス」
の活躍を描く2部作の2作目。※1作目は3/9
（土）
〜15
（金）
同館で上映。
ペパーミント・キャンディー
4Kレストア・デジタルリマスター版
近日公開
最新作『バーニング 劇場版』
を手がけたイ・チャンドン監督の
傑作が20年ぶりにスクリーンに蘇る。※当館では4kの上映
はありません、2kでの上映です
オアシス HDデジタル・リマスター版
近日公開
イ・チャンドン監督、長編3作目。社会に適応できない青年と
脳性麻痺の女性の愛の行方を描いた大傑作が15年の時を
経てHDデジタルリマスター版で蘇る。
シネ・ヌーヴォ/シネ・ヌーヴォX（九条） 06-6582-1416
継続上映作品 アタラント号&ジャン・ヴィゴ作品集
（2/23
〜）
、
あやつり糸の世界
（2/23〜）
、
シュウカツ3
（2/23〜）
ロシアンカルト2019
2（土）
〜15（金）
1924年に作られたロシア・アヴァンギャルドなSF作品『アエ
リータ』、
エイゼンシュタインの幻の傑作と言われた
『メキシコ
万歳』、
カルトなSF映画の金字塔『不思議惑星キン・ザ・ザ』
そして、猫映画の名作イワン・ポポフ監督の
『こねこ』
アレクセ
イ・ゲルマン監督のカンヌ国際映画祭出品作『フルスタリョフ、
車を！』
に至るロシアの代表的な映画10作品を一挙上映！
まぼろしの市街戦（アンコール上映） 2（土）
〜22（金）
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上映。
9（土）
〜
金子文子と朴烈 PG12
大正時代、金子文子
（チェ・ヒソ）
とアナキスト朴烈
（イ・ジェフ
ン）
の愛と闘いを描く。監督:イ・ジュンイク
500年の航海
9（土）
〜
フィリピンのアーティスト、
キドラット・タヒミックの9年ぶりとなる
長編映画。1522年に世界一周を達成した航海家マゼラン
が実は旅の途中で命を落としており、実際に世界一周したの
は彼に仕えていた奴隷エンリケであるという説をもとにしたド
キュメンタリードラマ。
キドラット・タヒミック監督特集
9（土）
〜
『500年の航海 』公開記念、
フィリピンの鬼才キドラット・タ
ヒミックの過 去 作 品を16mmフィルム
（1作 品を除く）で上
映。
『 悪 夢の香り』
（1977）
、劇 場 初 公 開『月でヨーヨー』
（1981）
、
『メイド・イン・ホンコン』
（1980）
、
『フィリピンふんど
し 日本の夏』
（1996）
、
『トゥルンバ祭り』
（1983）
、
『 竹寺モ
ナムール』
（1989）
、
『 虹のアルバム』
（1994）
誰がための日々
9（土）
〜
「インファナル・アフェア」
シリーズのショーン・ユー×エリック・ツ
ァン共演。介護うつの果てに母を亡くした青年の苦悩と希望
を描いた香港映画。第12回大阪アジアン映画祭最優秀作
品賞など多数受賞。監督:ウォン・ジョン
アンナ・カレーニナヴロンスキーの物語
9（土）
〜
トルストイの
『アンナ・カレーニナ』
をベースに、
ロシアの巨匠カ
レン・シャフナザーロフ監督が描く人生と愛の本質に迫る娯
楽大作。ゴールデン・イーグル賞2018最優秀美術賞、
ロシ
ア映画批評家協会賞2017最優秀音楽賞受賞作品。
劇場版 リケ恋
9（土）
〜
Webコミックで連載、
単行本も累計発行部数60万部超の山
本アリフレッドの同名大人気コミックがついに実写化。
「 恋」
の定義に関する証明実験、理論的最高値のキスは果たして
成功するのか！? 出演:浅川梨奈、
西銘駿、
矢野優花、
藤田富
21世紀の女の子
9（土）
〜
「溺れるナイフ」の山戸結希監督が企画・プロデュースを手が
け、
自身を含む1980年代後半〜90年代生まれの新進女性
映画監督15人がメガホンをとった短編オムニバス映画。
「自
分自身のセクシャリティあるいはジェンダーがゆらいだ瞬間が
映っていること」
を共通のテーマに、各監督が1編8分以内
の短編として制作。
キャストには橋本愛、朝倉あき、石橋静河
ら実力派女優陣が集結。
まぶいぐみ ニューカレドニア引き裂かれた移民史 16（土）
〜
沖縄の郷土史に関する著作を数多く手がけたジャーナリスト
の三木健が、
10年間かけて沖縄とニューカレドニア双方の
家族をつなぐ活動をまとめた
「空白の移民史 ニューカレドニ
アと沖縄」
が原案。戦争とは何か、
民族とは何かを様々な視
点から問いかける。監督・脚本:本郷義明
山〈モンテ〉
16（土）
〜
現代イラン映画界の巨匠アミール・ナデリ監督がイタリアで
オールロケを敢行し、宗教・自然・人間のすべてと対峙する孤
独な男の戦いを描いたドラマ。第73回ベネチア国際映画祭
で
「監督・ばんざい！」賞を受賞。
京マチ子映画祭
23（土）
〜
銀幕の大女優京マチ子、
デビュー70周年記念企画！4K復元
版では国内初上映となる溝口健二監督
『赤線地帯』
（1956）
をはじめ、
全32作品一挙上映。
シャルロット すさび
23（土）
〜
在仏の舞踏家・岩名雅記（73歳）による長編劇映画第4作。
失意の中にいるアーティストKが、
3人の女性と関わるなかで、
誇り、罪の意識、救済を自らに問い新たな
「世界」へ向う魂の
旅。現実、
記憶、
幻想入り交じる詩的なインディーズ映画。
道草
23（土）
〜
自閉症と重度の知的障害があり、
自傷・他害といった行動障
害があるけれど、
介護者付きのひとり暮らしをる人たちを追った
ドキュメンタリー。介護者とのせめぎあいや、道草をしながら散
歩する何気ない日常の姿などを通して、健常者と障害者がと
もにある街の新しい選択肢を見つめていく。監督:宍戸大裕
家へ帰ろう
23（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
牧師といのちの崖
30（土）
〜
和歌山県白浜町にある観光名所・三段壁で、
いのちの電話
を運営しているのが牧師・藤藪庸一。自殺志願者たちを死の
淵から救い、生活再建を目指して共同生活をおくるという独
自の取り組みに密着した。監督:加瀬澤充
ぼくの好きな先生
30（土）
〜
映画監督前田哲が、東北芸術工科大学で学生を指導しつ
つ、全国を駆け巡って創作を続ける破天荒な画家・瀬島匠に
出会い自ら撮影した、観る者の心を激しく揺さぶる、熱き人間
ドキュメント。主題歌はRCサクセション
『ぼくの好きな先生』。
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