
札幌市中央区南三条西八丁目七の三（狸小路八丁目）

電話番号

店舗営業日

営業時間

：（〇一一） 二一〇 七三八八

：金・土・日・月

：十一時から十九時（日曜日十七時まで）

w w w . k u s a k a . n e t

札幌市中央区南3条西7丁目5番地(狸小路7丁目)
TEL 011‒272‒8070　営業時間１7：００～２４：００ / 水曜定休

12/8(水)～15日(水) YORIAI market
(丸井今井札幌 大通館3F •上りエスカレーター正面)

読む、聴く、触れる
五感で感じる
谷川俊太郎さんの世界。
札幌市中央区南 3西 7 KAKU 
IMAGINATION 2F（KINOから
西へ徒歩約２分。等身大パネルが
目印）TEL.011-211-0204
11～20時（火曜定休）

1312021.11–2022.1

○受付時にお熱を測らせていただきます。
○マスク着用をお願いいたします。着用されない時は、ご覧いただけません。
○ロビー側入り口に消毒液を設置していますので、入場時に手の消毒をお願いします。
○ロビーでお待ちの時は、大声を出さず静かにお待ち下さい。
○上映中、マスクの着用、お話しはせず、飲み物を飲む時だけそっとマスクをはず
　し、すぐにつけて下さい。（食べ物不可）

○入場整理券は使用後、除菌のため毎回拭いています。
○各回上映開始後、入口やトイレドアや手すり等を除菌のため毎回拭き掃除しています。
○スタッフはマスクを着用し、受付では念入りに手洗い・消毒をして対応しています。
○ブランケットの貸し出しは休止しています。
○スタッフは、毎日検温などにより体調管理をしています。

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

　　シアターキノの感染予防対策　　シアターキノの感染予防対策

　詳しくはキノHPを

札幌市中央区狸小路6丁目南3条グランドビル2F
TEL 011 231 9355
www.theaterkino.net  ／  webmaster@theaterkino.net

今号のごあいさつ今号のごあいさつ

支配人　中島ひろみ

まもなく初雪？今年は少し遅いのでは？そんな会話が楽しいですね、2021年最後のムー
ビーラインナップです。あっという間の1年、今年はみんなで辛抱と励ましの1年でしたが、
2022年はどうか穏やかな日常をとり戻せますように、そんな願いを込めて。
ドキュメンタリー界を牽引してきた巨匠ワイズマン監督の「ボストン市庁舎」は、多様な

人種・文化が共存する大都市ボストンを率いるアイルランド移民のルーツを持つ労働者階級
出身のウォルス市長と市職員たちの挑戦と仕事の舞台裏に迫ります。「ここではアメリカ合
衆国の問題は解決できません。しかし、一つの都市が変われば、その衝撃が国を変えてゆくの
です」と “市民のための市役所 ”の可能性を語る市長。トランプ政権下に撮られたこの作品、
「ボストン市庁舎はトランプが体現するものの対極にあります」と監督。人が共に暮らして
ゆくために、なぜ行政が必要なのか、映画を見ているうちにいつの間にか、民主主義の根
幹が見えてくる。世界中のひとたちが共に、今最も大切にしたいものがここにはあるので
は？（※ウォルス市長は 2021年3月23日よりアメリカ合衆国労働長官に就任しました）

2022年、キノは30歳を迎えます。それではよいお年を。

中島洋 製作・脚本・監督中島洋 製作・脚本・監督
「Wakka」秋パート11月撮影、来年7月完成予定！「Wakka」秋パート11月撮影、来年7月完成予定！

クラウドクラウド
ファンディングファンディング
募集中！募集中！
12/7まで▶12/7まで▶

 11.22  MON 「ドライブ・マイ・カー」 公開記念トーク「ドライブ・マイ・カー」 公開記念トーク
上映と濱口竜介監督トークとQ&A

 12.29  WED

            30  THU
「DAU.退行」 6時間9分特別上映「DAU.退行」 6時間9分特別上映

 1.8  　　SAT デビッドボウイ誕生日

「ジギー・スターダスト」先行特別上映「ジギー・スターダスト」先行特別上映

 1.21 　 FRI
上映と吉開菜央監督×写真家石川直樹さん（撮影）トーク
自然・獣・人間がせめぎあって暮らす斜里での、摩訶不思議なほんとのはなし。

「Shari」「Shari」 特別 特別上映上映

Vol.140

12/17 恩師の死をきっかけに崩れていく友情
関係、築いてきた関係がしがらみへと
反転していく。

ある殺人、落葉のころにある殺人、落葉のころに

Vol.142

1/14 同性愛者である母の思いを記録する。
そして私も過去と向き合い、ある秘密
を母に伝える。

日常対話日常対話

Vol.139

12/3 1970年代後半のフランス、新しい音
楽の可能性を探る若き女性ミュージ
シャン。

ショック・ドゥ・フューチャーショック・ドゥ・フューチャー

Vol.141

12/24 生と死が渦巻き、過去と未来が交錯す
る現代の森に生きるアマゾン・シュ
アール族。

カナルタカナルタ

金曜日の夜は映画を観よう！FRIDAY

『グランド・ブダペスト・ホテル』でアカデミー賞4部門受賞で知られるウェス・ア
ンダーソン監督待望の最新作は、20世紀フランスの架空の街にある米国新聞社の支
局で活躍する、一癖も二癖もある才能豊かな編集者たちの物語。「始まりは休日だっ
た」という言葉にはじまる予告編、“フレンチ・ディスパッチ誌”の誕生からスタート。
ビル・マーレイ演じる編集長とオーウェン・ウィルソン演じる向こうみずな自転車レポー
ターやスウィントン演じる批評家、フランシス・マクドーマンド演じる孤高のエッセイス
トなど、編集長のもとには当代一の海外ジャーナリストたちが勢揃い。国際問題か
らアート、ファッションから美食に至るまで深く斬り込んだ唯一無二の記事で人気
を獲得。ところが、編集長が急死、遺言により廃刊⁈何が飛び出すかわからない
おもしろさ、感動が待っています。

表紙は、架空の新聞「フレンチ・ディスパッチ　ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・
サン別冊」の表紙をイメージしたイラスト仕様に。独特のタッチで描かれた個性豊
かなキャラクターたち、街中では一波乱が起きているようです。

映画・フランス・活字カルチャーへ愛をささげる映画・フランス・活字カルチャーへ愛をささげる
機知とセンスに満ち溢れたＷ・アンダーソン最高傑作！機知とセンスに満ち溢れたＷ・アンダーソン最高傑作！

 フレンチ・ディスパッチ フレンチ・ディスパッチ
 1月28日（金）公開

●キノのお正月サービスデー 1月2日●キノのお正月休み 12月31日・1月1日
●2021ベストテン 募集もまもなく。

●2021年度KINO会員募集は11月30日まで
　2022年度KINO会員募集は2月～予定しています。



※1 各回完全入替制。途中入場はご遠慮ください。 ※2 学生の方は、学生証をご提示ください。 ※3 シニアの方は、年齢のわか
るものをご提示ください。 ※4 障害者手帳をご提示の方に付き添いの方1名様まで1,000円でご覧いただけます。 ※5 夫婦50
割引は、どちらかが50歳以上のご夫婦で同じ作品をご覧の場合はご夫婦でいつでも2,200円（お2人そろって受付、年令証明書
をご提示ください。）

一般 ¥1,800

学生 ¥1,400

シニア 60歳以上 ¥1,100

高校生以下 ¥1,100

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで ¥2,200

料金

■上映候補作品
「ナイトメア・アリー」「ジギー・スターダスト」「ヴェンダース特集」「シークレット・ウィー・キープ」「エルプラネタ」「春原さん
のうた」「国境の夜想曲」「再会の夏」「ジャネット」「ジャンヌ」「A HERO」「ジョン・カーペンター祭」「親愛なる同志たちへ」
「永遠の矢」「ワン・プラス・ワン」「声もなく」「ブルーノートストーリー」「ルネ・クレール特集」「シチリアを征服したクマ王国
の物語」「タル・ベーラ伝説前夜」「MEMORIA」「カール・ドライヤー特集」「オキナワサントス」「ちょっと北朝鮮へいってくる
けん」「これは君の闘争だ」「テレビで会えない芸人」etc.

月曜 カップルサービス・デー ¥2,200

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 レディース・デー ¥1,100

日曜 18:00以降の回 ¥1,100

毎月1日 映画サービス・デー ¥1,100

上映時間・日程は変更する場合がございますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。011-231-9355

お得な割引

キノビンテージ会員＆スタンダード会員の方は、
映画券3枚セットが¥3,900。キノ窓口にて発売中 !

キノの3枚セット映画券
¥4,500発売中！

プレゼントにいかがですか？THEATER KINO

MOVIE TICKET

THEATER KINO
MOVIE TICKETTHEATER KINOMOVIE TICKET

ユンヒヘユンヒヘ

1/7-1/7-

韓国で暮らすシングルマザーのユンヒが受け
取った一通の手紙。母の手紙を盗み見てしまっ
た高校生の娘は、自分の知らない母の姿に出会
う。韓国から小樽へ、初恋の記憶をたどる旅―

監督・脚本：イム・デヒョン
出演：キム・ヒエ／中村優子／キム・ソへ
2019／韓国／105分／DCP

Moonlit WinterMoonlit Winter

休

館

日

伝説の歌姫 アレサ・フランクリンが贈る“メリークリスマス”
「アメイジング・グレイス」 +「調整中作品」

ほんとうのピノッキオ
最終日はお問い合わせください

マルジェラが語る
“マルタン・マルジェラ”

SAYONARA AMERICA サヨナラ アメリカ
最終日はお問い合わせください

ボストン市庁舎
特別上映　12/17休映

ユンヒへ
最終日はお問い合わせください

偶然と想像
最終日はお問い合わせください

世界で一番美しい少年
最終日はお問い合わせください

ダ・ヴィンチは誰に微笑む

夢のアンデス
1日1回上映

悪なき殺人
最終日はお問い合わせください

ドライブ・マイ・カー
1日1回上映

ジョン・コルトレーン　チェイシング・トレーン
最終日はお問い合わせください

ヴォイス・オブ・ラブ
最終日はお問い合わせください

そしてキアロスタミはつづく
デジタル・リマスター版 特別上映

劇場版 パヴァロッティ
ハイドパークコンサート 特別上映

アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド
最終日はお問い合わせください

恐るべき子供たち 

JOINT 〈主婦〉の学校
1日1回上映

スクールガールズ 1日1回上映

トムボーイ 1日1回上映

チャサンオボ 1日1回上映

アミューズメント・パーク

The Donut King ドーナツキング 1日1回上映

スウィート・シング

パーフェクト・ノーマル・ファミリー

リトル・ガール 1日1回上映

ディナー・イン・アメリカ

サウンド・オブ・メタル ～聞こえるということ～

GUNDA グンダ
最終日はお問い合わせください

最終日はお問い合わせください

ファイター、北からの挑戦者
最終日はお問い合わせください

フレンチ・ディスパッチ
 1/28-

名付けようのない踊り
 1/28-

こんにちは、私のお母さん
 1/28-

1日1回上映
KINO休館日 12/31・1/1
KINOお正月サービスデー 1/2 ¥1,100

ジム・ジャームッシュ
レトロスペクティブ 2021 vol.2 11/20-25・11/27-12/2

DAU.退行
 特別上映 12/29・30

月に1回
人生フルーツ 11/29

フライデーシネマ vol.139
ショック・ドゥ・フューチャー 12/3

フライデーシネマ vol.141
カナルタ 12/24

フライデーシネマ vol.140
ある殺人、落葉のころに 12/17

フライデーシネマ vol.143
Shari 1/21
★吉開菜央監督・石川直樹さんトーク

フライデーシネマ vol.142
 日常対話 1/14

先行特別上映
 ジギー・スターダスト 1/8

特別上映
 ドライブ・マイ・カー 11/22
★濱口竜介監督トーク
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12/4-12/4-

ボストン市庁舎ボストン市庁舎

行政はなぜ必要なのか、人々の暮らしに必要な
さまざまなサービスを提供している市役所の活
動（目から鱗もあり）から、トランプと対極の民
主主義のあるべき姿がここにある。

監督・製作・編集・録音：フレデリック・ワイズマン
2020／アメリカ／274分／英語／DCP

City HallCity Hall

12/17-12/17-12/17-12/17-

偶然と想像偶然と想像世界で一番美しい少年世界で一番美しい少年

ごくありふれた日常の会話に見えながら実にスリ
リング。ええーと予想もつかない展開と人間の
深い在り様。まさにある偶然が、私たちに想像
の世界を与えて、映画を観る至福感いっぱいだ。

完璧な美を求めたヴィスコンティの前に現れた少
年。世界中が熱狂した「ベニスに死す」。世界で
一番美しい少年という称号は彼が求めたものでは
なかった。天国と地獄、今明かされる真実に……

監督・脚本：濱口竜介
出演：古川琴音／中島歩／玄理／渋川清彦
2021／日本／121分／Aビスタ／DCP／PG12

監督：クリスティーナ・リンドストロム／クリスティアン・ペトリ
出演：ビョルン・アンドレセン／池田理代子／酒井政利
2021／スウェーデン／98分／DCP

Va rldens vackra ste pojkeVa rldens vackra ste pojke

1/28-1/28-

ウェスアンダーソン㊞で記念の第10作！一癖も
二癖もある人物たちが躍動する20世紀フランス
の架空の町にある「フレンチ・ディスパッチ」誌の
編集部。映画を創る喜び、見る喜び、興奮と感動を！

監督：ウェス・アンダーソン
出演：ベニチオ・デル・トロ／ビル・マーレイ
2021／アメリカ／108分／英語・フランス語／ビスタ／DCP

フレンチ・ディスパッチフレンチ・ディスパッチ
THE FRENCH DISPATCHTHE FRENCH DISPATCH

1/28-1/28-

40歳の時、畑仕事で作り上げた身体で踊るこ
とを決めた世界的舞踏家で映画やドラマへの
出演も数多い田中泯、ポルトガルの街角で踊り、
福島でも踊る。そのぶれない生き方に迫る。

監督：犬童一心　アニメーションパート：山村浩二
出演：田中泯／石原淋／中村達也／大友良英
2021／日本／120分／DCP

名付けようのない踊り名付けようのない踊り

12/11-1712/11-17 12/25-12/25-

12/2912/29・・30 30 特別上映特別上映 1/8-141/8-14

アミューズメント・アミューズメント・
パークパーク

ＧＵＮＤＡ グンダＧＵＮＤＡ グンダ

DAU. 退行DAU. 退行 スウィート・シングスウィート・シング

監督：ジョージ・A・ロメロ
出演：リンカーン・マーゼル
1973／アメリカ／53分／DCP

監督・脚本・編集・撮影：ヴィクトル・コサコフスキー
エグゼティブ・プロデューサー：ホアキン・フェニックス
2020／アメリカ・ノルウェー／93分／DCP

監督・脚本：イリヤ・フルジャノフスキー／イリヤ・ペルミャコフ
出演：ウラジーミル・アジッポ／ドミトリー・カレージン
2020／独・ウクライナ他／369分／DCP／R18+

監督・脚本：アレクサンダー・ロックウェル
出演：ラナ・ロックウェル／ニコ・ロックウェル／ウィル・パットン
2020／アメリカ／91分／DCP

世界の巨匠達が嫉妬するほど斬新な手法と抒
情豊かな動物たちの奇跡のドキュメンタリー。

「ゾンビ」のロメロ監督が高齢者虐待を題材に
した教育映画、内容の悲惨さで封印されていた。

見るには勇気が必要。ダンテの「神曲」になぞら
えた全9章6時間9分、圧巻の黙示録！

15才の少女と弟が母の元を目指す。16ミリで撮
影し、美しくインディーズ魂が溢れる。

12/4-1712/4-17

12/11-2812/11-28

The Donut KingThe Donut King
ドーナツキングドーナツキング

チャサンオボチャサンオボ

監督：アリス・グー　製作総指揮：リドリー・スコット
出演：テッド・ノイ／クリスティ／チェト・ノイ
2020／アメリカ／98分／ビスタ／DCP

監督：イ・ジュニク
出演：ソル・ギョング／ピョン・ヨハン
2021／韓国／126分／スコープ／DCP

史実をもとに、最果ての海で身分の違う師弟の
絆とその行く末が美しい風景と共に描かれる。

アメリカはドーナツ王国、カンボジア難民から
全米のドーナツ王になった男の数奇な人生。

11/20-2611/20-26

11/20-2611/20-26

スクールガールズスクールガールズ

〈主婦〉の学校〈主婦〉の学校

監督・脚本：ピラール・パロメロ
出演：アンドレア・ファンドス／ナタリア・デ・モリーナ
2020／スペイン／105分／スペイン語／DCP／PG12

監督：ステファニア・トルス
2020／アイスランド／78分／アイスランド語／DCP

思春期の少女たちの屈託のない躍動感が美しい。
スペイン最高賞ゴヤ賞受賞、長編デビュー作。

男女共学、ジェンダー平等の先進国アイスラン
ドから届いた、今を生きるための知恵と技術。

11/20-11/20-

上映中上映中

ほんとうのほんとうの
ピノッキオピノッキオ

サウンド・オブ・メタルサウンド・オブ・メタル
〜聞こえるということ〜〜聞こえるということ〜

監督・共同脚本：マッテオ・ガローネ
出演：ロベルト・ベニーニ／フェデリコ・エラピ
2019／イタリア／124分／DCP

監督・脚本：ダリウス・マーダー
出演：リズ・アーメッド／オリヴィア・クック
2019／アメリカ／120分／DCP

世界中で愛される名作童話の主人公は悪童だった！
グロテスクで息を飲むほど美しいおとぎの森へー

突然音が聞こえなくなった主人公のドラマーがたど
る喪失から得た希望。体感する究極の聴覚体験！

11/26-11/26-

ダ・ヴィンチは誰に微笑むダ・ヴィンチは誰に微笑む

ダ・ヴィンチには消えた絵があり、それには救世主
が描かれているという。もしかしたら……と、13
万だった絵が史上最高額510億円に。ダ・ヴィン
チ最後の傑作“男性版モナ・リザ”は誰の手に？

監督：アントワーヌ・ヴィトキーヌ
2021／フランス／100分／ビスタ／DCP

The Savior for SaleThe Savior for Sale

11/27-12/311/27-12/3

12/4-12/4-

ドライブ・マイ・カードライブ・マイ・カー

悪なき殺人悪なき殺人

監督・脚本：濱口竜介
出演：西島秀俊／三浦透子／霧島れいか／岡田将生
2021／日本／179分／Aビスタ／DCP／PG12

監督：ドミニク・モル
出演：ドゥニ・メノーシェ／ロール・カラミー
2019／仏・独／116分／仏語他／スコープ／DCP／R15+

非の打ちどころのない脚本と役者たちの演技、
それを引き出す演出、映画表現の極致をみる。

パズルを解くように仕掛けが解明、伏線が全て
回収され、孤独が浮かぶ見事なサスペンス。

12/4-12/4-

ファイター、北からの挑戦者ファイター、北からの挑戦者

ジナは北朝鮮から逃れてきた脱北者。行方の知
れない母への怒り、残してきた父への思い、差別
と偏見にさらされながらも一人ぼっちで日夜働く。
そんな時に見たのだ、女性がリングで闘う姿を……

監督：ユン・ジェホ
出演：イム・ソンミ／オ・グァンノク／ペク・ソビン
2020／韓国／104分／韓国語／スコープ／DCP

FighterFighter

12/11-2812/11-28

12/18-2412/18-24

リトル・ガールリトル・ガール

夢のアンデス夢のアンデス

監督：セバスチャン・リフシッツ
2020／フランス／85分／フランス語／DCP

監督・脚本：パトリシオ・グスマン
2019／チリ・フランス／85分／DCP

女の子として生きたい７歳のサシャと、子供の個
性と幸せを守りたい母の感動のドキュメンタリー。

「光のノスタルジア」「真珠のボタン」に続くチリ
の歴史的記憶の関係を探る三部作最終章。

12/25-1/712/25-1/7

1/81/8  先行特別上映先行特別上映

伝説の歌姫伝説の歌姫
アレサ・フランクリンが贈るアレサ・フランクリンが贈る
“メリー・クリスマス”“メリー・クリスマス”

ジギー・ジギー・
スターダストスターダスト

監督：D.A.ペネべーガー
1973／イギリス／90分

「 アメイジング・グレイス  アレサ・フランクリン」「 アメイジング・グレイス  アレサ・フランクリン」
監督：シドニー・ポラック
2018／アメリカ／96分

「 調整中 作品」「 調整中 作品」
まもなく発表

デビッド・ボウイが1973年7月3日、ロンドンのハ
マースミス・オデオンで行った歴史的コンサート。

1/2-141/2-14

1/2-1/2-

パーフェクト・パーフェクト・
ノーマル・ファミリーノーマル・ファミリー

ジョン・コルトレーンジョン・コルトレーン
チェイシング・トレーンチェイシング・トレーン

監督・脚本：マルー・ライマン
出演：カヤ・トフト・ローホルト／ミケル・ボー・フルスゴー
2020／デンマーク／97分／デンマーク語他／DCP／PG12

監督：ジョン・シャインフェルド
出演：ジョン・コルトレーン／ソニーロリンズ
2016／アメリカ／99分／DCP

告げられた親の離婚。そしてパパは女性になっ
た……10代の少女の眼差しで描く家族の物語。

常に時代の先を生き、音楽を再構築したジャズ
界最大のカリスマ・珠玉のドキュメンタリー。

1/2-1/2-

 ヴォイス・オブ・ラブ ヴォイス・オブ・ラブ

フランスの女優ヴァレリー・ルメルシェが監督・
脚本・主演し、世界的歌姫セリーヌ・ディオンの
軌跡を忠実に再現した音楽映画。12歳の天才少
女は、大家族の応援で階段を駆け上がっていく。

監督・脚本：ヴァレリー・ルメルシェ
出演：ヴァレリー・ルメルシエ／シルバン・マルセル
2020／フランス・カナダ／126分／DCP

 Aline Aline

劇場版 劇場版 パヴァロッティ パヴァロッティ ハイドパークコンサートハイドパークコンサート

1/14-1/14-

土砂降りの雨の中15万人以上の観客が熱狂し
た記念すべき初の野外コンサート。1991年7月
30日ロンドンのハイドパーク。老若男女の大衆
が集まる広場に神に愛された歌声が響き渡る。

監督：クリストファー・スワン
出演：ルチアーノ・パヴァロッティ
1991.7.30／98分／ビスタ／DCP

特別上映特別上映
アイム・ユア・マン アイム・ユア・マン 恋人はアンドロイド恋人はアンドロイド

1/15-1/15-

過去の傷から恋愛を遠ざけてきたアルマの元に
やってきたのは、彼女を幸せにするために作ら
れたA.Iのトム。でも幸せはそう簡単に見つか
るもではありません、そう気づいたふたりは……

監督・脚本・制作総指揮：マリア・シュラーダー
出演：ダン・スティーブンス／マレン・エッゲルト
2021／ドイツ／107分／DCP／PG12

Ich bin dein MenschIch bin dein Mensch

1/22-271/22-27

1/22-271/22-27

恐るべき子供たち恐るべき子供たち

JOINTJOINT

監督・脚本：ジャン＝ピエール・メルビル 原作・脚本：ジャン・コクトー
出演：ニコール・ステファーヌ／エドワード・デルミット
1950／フランス／105分／DCP／PG12

監督：小島央大
出演：山本一賢／キム・ジンチョル
2020／日本／118分／DCP

ジャン・コクトーの小説を映画化したヌーヴェ
ルバーグの先駆的作品。衣装はCディオール。

現在進行形の裏社会をドキュメントタッチで描
くノワール映画は自主の域をはるかに超えた。

1/28-1/28-

明るく元気なシャオリンは何をやってもダメで、
いつも母を心配させている。そんなある日、事故
で母は重体に…泣き続けるシャオリン。ふと気
づくとそこには20年前の若かりし母がいて……

監督・脚本・出演：ジア・リン
出演：チャン・シャオフェイ／シェン・トン
2021／中国／128分／DCP

 こんにちは、私のお母さん こんにちは、私のお母さん
 Hi,Mom Hi,Mom

ジム・ジャームッシュジム・ジャームッシュ
レトロスペクティブレトロスペクティブ
2021 vol.22021 vol.2

ミステリー・トレイン ミステリー・トレイン （1989／110分）

デッドマン  デッドマン   （1995／121分）

オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ  （2013／123分）

ギミー・デンジャー ギミー・デンジャー  （2016／108分）

パターソン パターソン  （2016／118分）

ナイト・オン・ザ・プラネット ナイト・オン・ザ・プラネット  （1991／128分）

ゴースト・ドッグ ゴースト・ドッグ  （1999／116分）

デッド・ドント・ダイ デッド・ドント・ダイ  （2019／104分）
※詳しくは専用チラシをご覧ください

11/20-2511/20-25
11/27-12/211/27-12/2

そしてキアロスタミはつづくそしてキアロスタミはつづく
デジタル・リマスター版　 特別上映デジタル・リマスター版　 特別上映

トラベラー トラベラー （1974／72分）

友だちのうちはどこ？  友だちのうちはどこ？   （1987／83分）

ホームワーク ホームワーク  （1989／ 77分）

そして人生はつづく そして人生はつづく  （1992／95分）

オリーブの林をぬけて オリーブの林をぬけて  （1994／103分）

桜桃の味 桜桃の味  （1997／ 99分）

風が吹くまま 風が吹くまま  （1999／118分）

1/22-271/22-27

「友だちのうちはどこ？」にはじまるジグザグ「友だちのうちはどこ？」にはじまるジグザグ
道三部作、カンヌ国際映画祭パルムドール道三部作、カンヌ国際映画祭パルムドール
賞に輝いた「桜桃の味」など、イランを代表賞に輝いた「桜桃の味」など、イランを代表
する巨匠アッバス・キアロスタミ監督（1940-する巨匠アッバス・キアロスタミ監督（1940-
2016）特集。2016）特集。

 ボウイの
誕生日に！


