
半世界／凪待ち／台風家族  一気見ナイト
1.18 オールナイト上映

〈新しい地図〉の3人が出演した作品3本を一気に観れるのはこの夜だけ！

轟 Night
1.25 オールナイト上映

ご乗車の皆様は、振り落とされないようご注意下さい。

マッドマックス  怒りのデス・ロード
2015年/アメリカ/120分/ワーナー・ブラザース映画　監督：ジョージ・ミラー
出演：トム・ハーディ、シャーリーズ・セロン、ニコラス・ホルト、ヒュー・キース＝バーン

デス・プルーフ in グラインドハウス
2007年/アメリカ/113分/ブロードメディア・スタジオ　監督：クエンティン・タランティーノ
出演：カート・ラッセル、ゾーイ・ベル、ロザリオ・ドーソン、トレイシー・トムズ

ベイビー・ドライバー
2017年/アメリカ/113分/ソニー・ピクチャーズエンタテインメント　監督：エドガー・ライト
出演：アンセル・エルゴート、リリー・ジェームズ、ケビン・スペイシー、ジェイミー・フォックス、ジョン・ハム

開場/23：15　開始/23：30　(終了予定/翌6：05頃)

開場/23：15　開始/23：30　(終了予定/翌6：00頃)

空中茶室を夢見た男
1.24 - 2.6

2019年/日本/75分/フイルムヴォイス
監督・企画・制作:田中千世子
出演：鈴木弥生、富山紋、柴田一佐衛門、
松崎照明

究極の茶室とは―

1.17 - 2.6

★1/25㊏18：20-の回
神谷誠監督来場予定！

★1/26㊐14：20-の回
ゴジラ役/吉田瑞穂さん、キングギドラ役/大橋明さん、
婆羅護吽役/太田理愛さん来場予定！

★豊田利晃監督、渋川清彦さん、飯田団紅さん（切腹ピストルズ）来場予定！

超大怪獣－2020－1月
1.25 - 1.26

ゴジラ モスラ キングギドラ 
大怪獣総攻撃
2001年/日本/105分/東宝/35㎜
監督：金子修介　特殊技術：神谷誠
出演：宇崎竜童、吉田瑞穂、大橋明、
太田理愛、小林正寛武、佐野史郎

ノルウェーで開催される巨大音楽フェスを目指す、売れ
ないメタルバンドの珍道中を描いたコメディ。

ヘヴィ・トリップ
俺たち崖っぷち北欧メタル ！

- 2.6

2018年/フィンランド、ノルウェー/91分/
SPACE SHOWER FILMS/R15+
監督：ユーソ・ラーティオ、ユッカ・ヴィドゥグレン

世界最大のメタル超大国
北欧フィンランドから
お届け！

世界が“アンナ”に恋をした！ パリを舞台に繰り広げら
れる、ポップでおしゃれなドリーミング・ミュージカル！

アンナ ＡＮＮＡ
1966年/フランス/86分/マーメイドフィ
ルム、コピアポア・フィルム
監督：ピエール・コラルニック
出演：アンナ・カリーナ、ジャン＝クロード・
ブリアリ、セルジュ・ゲンスブール

アンナ・カリーナ、
ありがとう。
でも、さよならは言わない。

振付家・香瑠鼓が率いるパフォーマンス集団「あぴ
ラッキー」のステージを映画化した作品。

踊る！ホラーレストラン
2019年/日本/82分/オフィスルゥ、
フィルムメーカーズクラブ
監督・脚本：渡邊世紀　出演：原田大二郎、
大塚みどり、手塚眞、時任三郎、香瑠鼓

あなたの人生をお料理し
ます。何が出てきても、お召
し上がりください。

03年に他界した伝説の俳優ブロンソンにそっくりな新人
俳優が映画初主演を果たしたバイオレンスアクション！

野獣処刑人
ザ・ブロンソン

1.17 - 2.6

2018年/アメリカ/88分/エデン/R15+
監督：レネ・ペレス
出演：ロバート・ブロンジー、リチャード・タ
イソン、ダニエル・ボールドウィン

非情の街に、
狼が帰って来た。

「映画史上最も呪われた映画」として40年近く封印され
てきた映画『アントラム』に関するドキュメンタリー作品。

アントラム
史上最も呪われた映画
2018年/カナダ/94分/TOCANA
監督：マイケル・ライシーニ デビッド・アミト
出演：ニコル・トンプキン・オラリー、ローワ
ン・スミス・ネイサン、シュウ・サキモト

観たら、死ぬ。

気候変動を止めるための活動を展開する気候活動家た
ちのさまざま挑戦に密着したドキュメンタリー作品。

気候戦士
クライメート・ウォーリアーズ
2018年/ドイツ/86分/ユナイテッドピープル
監督・出演：カール＝A・フェヒナー
出演：アーノルド・シュワルツェネッガー、ハ
ンス・ヨーゼフ・フェル、ガナ・グラッドキーク

地球が危ない
人類が危ない

この星は、
私の星じゃない
2019年/日本/90分/パンドラ
監督：吉峯美和
出演：田中美津、米津知子、小泉らもん

生きづらさを感じる
すべての人へ贈る
一人の女性からのメッセージ

はみだし者たちの
３つの物語

2.7 - 

何者にもなれなかった男を主人公にした、疾走感あふ
れる短編3作品を集めたオムニバス映画。

RUN! 3films
1.17 - 1.23

2019年/日本/84分/
ムービー・アクト・プロジェクト
『追憶ダンス』監督：土屋哲彦
『VANISH』監督：畑井雄介
『ACTOR』監督・脚本・編集：土屋哲彦
出演：篠田諒、木ノ本嶺浩、松林慎司、
黒岩司、津田寛治

1.24 - 1.30

60年代のノルウェーを舞台に、ビートルズに憧れてバン
ドを結成した少年たちの友情と恋を描いた青春ドラマ。

江戸時代初期に2人の粋人によって作られた空中茶
室をめぐるドキュメンタリー作品。

イエスタデイ
1.17 - 1.23

2014年/ノルウェー/114分/マクザム/PG12
監督：ペーテル・フリント
出演：ルイス・ウィリアムズ、ホーバール・ジャ
クウィッツ、ハルボー・シュルツ

1967年、オスロ。
ビートルズに憧れる
少年たちの青春ムービー！

- 1.30

日本のウーマンリブ運動のカリスマ的存在として活躍し
た田中美津を追ったドキュメンタリー作品。

1.24 - 2.6

須磨海浜水族園(スマスイ)を舞台に、人々の「優しさ」
と「前に向かう気持ち」が溢れる物語を描く。

スマスイ
1.24 - 1.30

2019年/日本/66分/スマスイ製作委員会
監督：岡誠、川浪ナミヲ
出演：岡本拓朗、南志保、大木こなつ、
上西絵莉奈、吉岡幹夫、山口尋美、行澤孝

大切なひとに
気持ちつたえてますか。

©2015 VILLAGE ROADSHOW FILMS (BVI) LIMITED　©2007 The Weinstein Company

狼煙に呼ばれて／併映：狼煙が呼ぶ
2.7 イベント上映 

『狼煙に呼ばれて』2020年/日本/５３分　監督：豊田利晃
『狼煙が呼ぶ』2019年/日本/16分　監督：豊田利晃　音楽：切腹ピストルズ
出演：渋川清彦/浅野忠信/高良健吾/松田龍平

想像力の自由のために
切腹ピストルズの総隊長、飯田団紅が豊田利晃監督との出逢いから、拳銃
事件、映画『狼煙が呼ぶ』クランクインまでを講談で語る。切腹ピストルズのラ
イブ風景、狼信仰の神社巡り、取材風景、ロケハン、撮影現場の風景、渋川
清彦のインタビューを交えた、飯田団紅の一人語りの爆笑必死の５３分。

サイゴン・クチュール
1.24 - 2.13

2017年/ベトナム/100分/ムービー・アクト・プロジェクト
監督：グエン・ケイ、チャン・ビュー・ロック
出演：ニン・ズーン・ラン・ゴック、ホン・ヴァン、ジエム・ミー、オアン・キエウ

1969年からタイムトリップ!?
そこで出会ったのは、まさかの「自分」だった…。
永遠の女の子たちに捧ぐ、
カワイイがつまったビタミンムービー！

1969年のサイゴン。9代続いたアオザイ仕立て屋の娘ニュイは、ミス・サイ
ゴンに選ばれるほど美しくスタイルもファッション・センスも抜群。しかし60年
代の新しいファッションに夢中で、アオザイを仕立てる母と対立していた。
ところがある日突然ニュイは、現代のベトナムにタイムスリップして…。

©IMAGINATION

©STUDIO68

凪待ち
1.24 - 1.30

2019年/日本/124分/キノフィルムズ
監督：白石和彌
出演：香取慎吾、恒松祐里、西田尚美、吉澤健、音尾琢真、リリー・フランキー、三浦誠己

誰が殺したのか？
なぜ殺したのか？
ギャンブル中毒でフラフラと生きてきた郁男は、人生を仕切り直そうと、恋人の
亜弓の故郷である石巻へと亜弓とその娘・美波と一緒に移り住む。無事に仕
事にも就き、生活が軌道に乗るかと思いきや、同僚の誘いで再びギャンブルに
手を出したことから悲劇が訪れる…。人生につまづき、落ちぶれた男が、パート
ナーの女性とその娘と共に人生を再出発させようと奮闘する姿を描く。

半世界
1.17 - 1.23

2019年/日本/120分/キノフィルムズ
監督・脚本：阪本順治
出演：稲垣吾郎、長谷川博己、池脇千鶴、渋川清彦

描いた人生になってる？
深慮もなく家業の製炭を継いで生計を立てている紘は、突然帰郷した元自衛
官の旧友・瑛介から「こんなこと、ひとりでやってきたのか」と驚かれる。やがて
瑛介の抱える過去を知った紘は、ないがしろにしてきた妻や息子、仕事と真剣
に向き合うことを決意するが…。阪本順治が自ら執筆したオリジナルストーリー
を映画化。中学生時代に一緒に過ごした友人の帰郷によって、自分たちの人
生のこれからを考えるようになる39歳の男たちの葛藤と希望を描く。

台風家族
1.31 - 2.6

2019年/日本/108分/キノフィルムズ/PG12
監督・脚本：市井昌秀
出演：草なぎ剛、MEGUMI、中村倫也、尾野真千子、若葉竜也、甲田まひる

真実は台風だけが知っている!?
銀行から2000万円を強奪し、世間を騒がせた鈴木一鉄とその妻、光子。その
事件から10年後、ふたりの子供たちは行方不明になった両親の葬儀と財産
分与を行うため実家に集まった。居間の中に大きな空っぽの棺がふたつ置か
れ、見せかけだけの弔いが始まる…。強奪事件を起こし姿を消した両親の財産
分与のため、見せかけの葬儀をすることから始まる1日の騒動を映し出した作
品。皮肉なユーモアを効かせながら家族それぞれの様子を描き出す。

〈通常料金〉
一般1,800円、シニア1,100円、学生・会員1,000円

〈サービスデイ〉
毎月1日・毎週水曜/1,100円、毎月21日/1,000円

『RUN! 3films』
★1/17㊎～1/19㊐上映後、舞台挨拶あり！詳細はHPで！

『この星は、私の星じゃない』 ★1/24㊎上映後、吉峯美和監督舞台挨拶あり！
『踊る！ホラーレストラン』 ★1/24㊎、1/25㊏上映後、舞台挨拶あり！詳細はHPで！
『空中茶室を夢見た男』 ★1/26㊐上映後、田中千世子監督舞台挨拶あり！

『黄色い涙』
★1/19㊐上映後、犬童一心監督トークあり！

11:00 - 12:35ANNA アンナ

16:40 - 18:45半世界

(土) (日) (月) (火) (水) (水)(木)(金)
1.17 18 19 20 21 22 23 29

(土) (日) (月) (火) (水) (木)(金)
24 25 26 27 28 30 5

(土) (日) (月) (火) (木)(金)
31 2.1 2 3 4 6 12

(土) (日) (月) (祝) (水) (木)(金)
7 8 9 10 11 13

半世界/凪待
ち/台風家族
一気見ナイト

ヘヴィ・トリップ
13:15 - 14:55 /
19:00 - 20:40

※休映

12:15 - 14:00 

わたしは、ダニエル・ブレイク

12:20 - 13:55 

気候戦士
クライメート・ウォーリアーズ

18:15 - 19:55 

野獣処刑人 ザ・ブロンソン

19:00 - 20:30 RUN! 3films

14:10 - 16:10 

イエスタデイ (2014)

16:25 - 18:00 

ハード・デイズ・ナイト

ヘヴィ・トリップ
俺たち崖っぷち北欧メタル！
10:30 - 12:05 / 16:15 - 17:55

黄色い涙
13:00

-15:15
18:30

-20:45

13:25 - 15:10 / 17:50 - 19:35

サイゴン・クチュール

17:10 - 18:40

踊る！ホラーレストラン

13:00 - 15:15 / 18:30 - 20:45

【Directed by 犬童一心】
黄色い涙

黄色い涙
13:00

-15:15
15:35

-17:50

黄色い涙
13:00

-15:55

16:15
-18:30

10:30
-12:05

16:15
-17:55

ヘヴィ・トリッ
10:30

-12:05
18:05

-19:45

ヘヴィ・トリッ
10:30

-12:05
18:45

-20:25

ヘヴィ・トリッ

12:20
-13:55

気候戦士

10:15-
気候戦士

11:35-
この星は、

12:10-
この星は、

10:00 - 11:20
空中茶室を夢

10:30 - 12:00
気候戦士

14:15 - 15:25
スマスイ

10:00 - 11:20

空中茶室を夢見た男

11:35 - 13:10
この星は、私の星じゃない

15:20 - 16:55
野獣処刑人 ザ・ブロンソン

12:00 - 13:10スマスイ

10:15 - 11:45
気候戦士 クライメート・ウォーリアーズ

10:45 - 12:20 

気候戦士
クライメート・ウォ

12:35 - 14:10 
ハード・デイズ・ナイト

14:25 - 16:25 
イエスタデイ(2014)

12:15 - 14:00 
RUN! 3films

14:10
-16:10

イエスタデイ
13:45 - 15:35台風家族

19:00 - 20:35

野獣処刑人
ザ・ブロンソン

20:00
-20:25

狼煙が呼ぶ
20:40

-21:05

狼煙が呼ぶ

10:15
-11:55

空中茶室

15:35-
狼煙が呼ぶ

10:30-
狼煙が呼ぶ

15:35 - 16:00 狼煙が呼ぶ

10:30 - 10:55 狼煙が呼ぶ

18:15
-19:55

野獣処刑人

19:00-
RUN! 3films

★

★

★

★上映後、舞台挨拶

ハード・デイ
ズ・ナイト
16:25

-18:00

12:15
-14:00

　　   わたし
は、ダニエル

16:30
-18:15

わたしは、
ダニエル・

16:40
-18:25

わたしは、
ダニエル・

10:00
-11:55

真実

14:15
-16:20

真実
特別編集版

10:00 - 11:55

真実

14:15 - 16:20

真実 特別編集版

14:15
-16:10

真実

18:30
-20:35

真実
特別編集版

12:00-
スマスイ

★

15:45 - 17:55
凪待ち

11:35-

　　   この星
 は、私の星

サイゴン・ク
13:45-
18:10-

家族を
想うとき
11:15

-13:00
15:15

-17:00
19:35

-21:20

★
15:55

-17:45

踊る！ホラー

15:55
-17:25

踊る！ホラー
レストラン

20:00-
野獣処刑人

19:40-
野獣処刑人

20:30-
ANNA アンナ

13:15-

19:20-

ヘヴィ・トリッ

17:30-
19:00-

ヘヴィ・トリッ
17:40-
19:00-

ヘヴィ・トリッ

16:25
-18:05

ヘヴィ・トリッ

18:15
-19:50

ヘヴィ・トリッ

13:20
-15:05

わたしは、
ダニエル・

20:00
-21:45

狼煙に
呼ばれて

17:15
-19:20

真実
特別編集版

18:40
-20:35

真実

家族を
想うとき
10:15

-12:00
14:25

-16:10
18:10

-19:55

家族を
想うとき
10:00

-11:45
14:10

-15:55
20:05

-21:50

12:15 - 14:00
わたしは、ダニエル

サイゴン・ク
13:45-
18:00-

サイゴン・ク
16:10-
17:40-

12:15
-14:10

真実
12:00

-14:05

真実
特別編集版

15:25 - 17:35凪待ち

19:50 - 21:25ANNA アンナ

13:20 - 15:05 

わたしは、ダニエル・ブレイク

10:30 - 12:05 

この星は、私の星じゃない

10:45 - 12:30 / 14:35 - 16:20

サイゴン・クチュール

18:55 - 20:40

サイゴン・クチュール

12:45 - 14:20

気候戦士　クライメート・ウォーリアーズ

12:15 - 13:35

空中茶室を夢見た男

16:35 - 18:10

野獣処刑人 ザ・ブロンソン

10:30 - 12:10 / 17:10 - 18:50

アントラム　史上最も呪われた映画

17:45 - 18:10

狼煙が呼ぶ

ヘヴィ・トリップ
俺たち崖っぷち北欧メタル！
19:00 - 20:40

18:30 - 21:20

ジャンゴ  繋がれざる者

14:55 - 17:45

ジャンゴ  繋がれざる者
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想うとき
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-17:00
19:25

-21:10

家族を
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11:15

-13:00
15:40

-17:25

家族を
想うとき
10:45

-12:30
15:10

-16:55

19:35
-21:20

17:15
-19:10

真実
17:15

-19:20

真実
特別編集版

13:15
-15:20

真実
特別編集版

13:15
-15:10

真実

14:15
-16:20

真実
特別編集版

轟Night

11:00 - 12:45 / 15:45 - 17:30 / 18:25 - 20:10

家族を想うとき

15:50
-17:45

真実
15:50

-17:55

真実
特別編集版

15:50
-17:55

真実
特別編集版

15:50
-17:45

真実
15:50

-17:45

真実
15:50

-17:55

真実
特別編集版

15:50-

真実

13:00 - 15:30

【Directed by 是枝裕和】
誰も知らない

欲望の翼
13:10 - 14:50 /

17:00 - 18:40

欲望の翼
11:10 - 12:50 / 15:00 - 16:40
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【Directed by 是枝裕和】

恋する惑星
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【Directed by ウォン・カーウァイ】
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【Directed by
　  ウォン・カーウァイ】

そして父になる
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続・荒野の用心棒
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【超大怪獣大特撮大全集2020 PART.1】

続・荒野の用心棒  〈デジタルリマスター版〉
2.7 - 

1966年/イタリア・スペイン/93分/コピアポア・フィルム
監督・原案・脚本：セルジオ・コルブッチ
出演：フランコ・ネロ、ロレダナ・ヌシアック、エドゥアルド・ファヤルド、ホセ・ボダロ、ジミー・ダグラス

泥まみれのヒーロー
〈ジャンゴ〉映画の記念すべき第1作！

人生は変えられる。
隣の誰かを助けるだけで。

マカロニ・ウェスタンの名匠セルジオ・コルブッチが1966年に手がけた傑作西
部劇。メキシコとの国境沿いにある寂れた村。南軍の残党ジャクソン少佐とメキ
シコの独立運動家ウーゴ将軍率いる2つの勢力が激しく対立するこの土地
に、棺桶を引きずった流れ者のガンマン、ジャンゴがたどり着き…。

©1966 – B.R.C. Produzione Film (Roma-Italia) Surf Film All Rights Reserved.

©1990 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited. All Rights Reserved.

欲望の翼  〈デジタルリマスター版〉
2.7 - 

1990年/香港/95分/ハーク
監督：ウォン・カーウァイ
出演：レスリー・チャン、マギー・チャン、カリーナ・ラウ、トニー・レオン、アンディ・ラウ、ジャッキー・チュン

閃光のごとき衝撃と陶酔̶
製作30周年を記念してリバイバル公開！
1960年代の香港。ヨディはサッカー場で売り子をしていたスーに声をかける。
ふたりは恋仲になるが、ある日、ヨディはスーの元から去る。実はヨディは、自分
が実の母親を知らないことに複雑な思いを抱えていた。一方スーはヨディを忘
れられず、夜ごと彼の部屋に足を運び…。

©2019 3B-分福-MI MOVIES-FRANCE 3 CINEMA

©1990 East Asia Films Distribution Limited and eSun.com Limited. All Rights Reserved.

真実  〈通常版〉 ＆ 〈特別編集版〉
1.17 - 2.6

2019年/フランス、日本/108分(通常版)、119分(特別編集版)/ギャガ
監督・脚本：是枝裕和　出演：カトリーヌ・ドヌーブ、ジュリエット・ビノシュ、イーサン・ホーク、
リュディビーヌ・サニエ、クレモンティーヌ・グルニエ、マノン・クラベル、アラン・リボル

「ママ、あなたの人生 嘘だらけね」
フランスの国民的大女優ファビエンヌが自伝本「真実」を出版し、それを祝うた
めという理由で、アメリカに暮らす脚本家の娘リュミールが、夫でテレビ俳優の
ハンクや娘のシャルロットを連れて母のもとを訪れる。しかし自伝にはありもしな
いエピソードが書かれており、憤慨した彼女は母を問いただす。
次第に母と娘の間に隠されていた愛憎渦巻く真実が明らかになっていき…。

生きているのは、おとなだけですか

主演の柳楽優弥が史上最年少の14歳という若さで、2004年度カンヌ国際
映画祭主演男優賞に輝いた作品。実際に起きた、父親の違う子供4人を、母
親が置き去りにするという衝撃的な事件を元に映画化。
母親が出て行った後に残された4人の子供たちは、全員学校に通ったこともな
く、アパートの部屋で母親の帰りを待って暮らしていたが…。

6年間育てた息子は、他人の子でした。
大手建設会社に勤務し、都心の高級マンションで妻と息子と暮らす野々宮良
多は、誰もがうらやむエリート街道を歩んできた。そんなある日、病院からの電話
で、6歳になる息子が出生時に取り違えられた他人の子どもだと判明する。妻
のみどりや取り違えの起こった相手方の斎木夫妻は、それぞれ育てた子どもを
手放すことに苦しむが、互いの子どもを“交換”することに…。2013年・第66回
カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、審査員賞を受賞した。

恋する惑星
2.7 - 2.13

1994年/香港/100分/アスミック・エース
監督・脚本：ウォン・カーウァイ　撮影：クリストファー・ドイル、アンドリュー・ラウ
出演：トニー・レオン、フェイ・ウォン、ブリジット・リン、金城武

その時、ふたりの距離は0.1ミリ、57時間後、彼は彼女に恋をした。
その時、ふたりの距離は0.1ミリ、6時間後、彼女は彼に恋をした。
香港の重慶マンション周辺を舞台に、ある二組の男女の恋愛模様を描く。
失恋した警官223号（金城武）は、逃亡中のドラッグ・ディーラーの女と出会
い、恋人とすれ違いが続く警官663号（トニー・レオン）は、飲食店〈ミッドナイト・
エクスプレス〉の店員フェイ（フェイ・ウォン）と出会うが…。

ブエノスアイレス
2.14 - 2.20

1997年/香港/96分/アスミック・エース
監督・脚本：ウォン・カーウァイ　撮影：クリストファー・ドイル
出演：レスリー・チャン、トニー・レオン、チャン・チェン

どこまでいく？
地の果てまで
レスリー・チャンとトニー・レオンが恋人役を演じ、アルゼンチンを舞台に繰り広げ
られる男同士の切ない恋愛や人間模様を描いたラブストーリー。激しく愛し合い
ながらも別れを繰り返してきたウィンとファイは関係を修復するためイグアスの滝
へ向かうが、途中で道に迷って言い争い、そのままケンカ別れしてしまう…。
本作は、第50回カンヌ国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。

そして父になる
2.7 - 2.13

2013年/日本/120分/ギャガ
監督：是枝裕和
出演：福山雅治、尾野真千子、真木よう子、リリー・フランキ

誰も知らない
1.31 - 2.6

2004年/日本/141分/アスミック・エース/35㎜
監督：是枝裕和
出演：柳楽優弥、北浦愛、韓英恵、YOU、加瀬亮

ジャンゴ　繋がれざる者
1.31 - 2.20

2012年/アメリカ/165分/ソニー・ピクチャーズエンタテインメント/R15+
監督：クエンティン・タランティーノ　出演：ジェイミー・フォックス、クリストフ・ワルツ、レオナルド・ディカプリオ、
ケリー・ワシントン、サミュエル・L・ジャクソン

これがワイルドだ。
19世紀半ばのアメリカ南部。ジャンゴは、元歯科医師の賞金稼ぎ・キング・シュル
ツに出会い、奴隷の身分から解放される。シュルツとタッグを組んだジャンゴは
次 と々お尋ね者を捕まえていき、ある日、奴隷市場ではなればなれになった妻の居
場所を突き止め…。クエンティン・タランティーノが『続・荒野の用心棒』にオマー
ジュを捧げた1作。

黄色い涙
1.17 - 1.23

2007年/日本/128分/ジェイ・ストーム/35㎜
監督：犬童一心　音楽：SAKEROCK
出演：二宮和也、相葉雅紀、大野智、櫻井翔、松本潤、香椎由宇、松原智恵子、田畑智子、他

あの頃の僕らは、いつもいつでも笑ってた
涙がこぼれないように̶

高度経済成長期の真っただ中にあった阿佐ヶ谷で、4人の芸術家の卵とひとり
の勤労青年が出会う。漫画家の村岡栄介、歌手の井上章一、画家の下川 圭、
小説家の向井竜三、ただひとり健気に働く勝間田祐二。六畳一間のアパートで
若き芸術家4人はその日暮らしの共同生活を始め…。

家族を想うとき
1.24 -

2019年/イギリス、フランス、ベルギー/100分/ロングライド
監督：ケン・ローチ　出演：クリス・ヒッチェン、デビー・ハニーウッド、リス・ストーン、ケイティ・プロクター

マイホームがほしい父と母
でも、子供たちの願いは、ただひとつ̶
毎 日 、 抱 き  し  め  て  。
イギリス北部の都市ニューカッスル。ふたりの子供を育てるリッキーは、マイホー
ム購入のために大手配送業者のフランチャイズの下請けとして働き始める。
妻のアビーも介護福祉士として忙しく働き、息子・セブ、娘・ジェーンと過ごす家
族の時間は減っていくばかりで…。

©Sixteen SWMY Limited, Why Not Productions, Les Films du Fleuve, British Broadcasting Corporation, France 2 Cinéma and The British Film Institute 2019

わたしは、ダニエル・ブレイク
1.17 - 1.30

2016年/イギリス、フランス、ベルギー/100分/ロングライド
監督・脚本：ケン・ローチ
出演：デイブ・ジョーンズ、ヘイリー・スクワイアーズ、ディラン・フィリップ・マキアナン、ブリアナ・シャン

イギリスのニューカッスルで大工として働くダニエル・ブレイク。心臓に病を患っ
た彼は、医者から仕事を止められ、国からの援助を受けようとしたが、複雑な制
度のため満足な援助を受けることができないでいた。そんなある日、シングルマ
ザーのケイティとそのふたりの子供と出会ったダニエルは、彼女らとの交流に
温もりを感じるが、過酷な現実に追いつめられていき…。

【Directed by ウォン・カーウァイ】 【Directed by 是枝裕和】

【Directed by 犬童一心】

【Directed by ウォン・カーウァイ】 【Directed by 是枝裕和】

京都みなみ会館上映スケジュール
2020 January         February 1 - 2

死の影を背負った
  伝説のガンマン
    “ジャンゴ”が帰って来た！
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