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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

(製作・販売)
2023年5月 札幌にて個展開催予定

11月からお休みします

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）

1362022.11–2023.1

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

●2022年度KINO会員募集延長！ 締め切り11月30日（水）
　スタンダード・シニア・学生会員 （ビンテージ会員は終了しました）

○お詫び
　前号（135号）でご紹介しました「Worth」「First Cow」は日本公開が急きょ延期になり
　2023年予定となり、大変ご迷惑をおかけしました。10月15日～「愛する人に伝える言葉」、
　10月22日～「3つの鍵」上映が決まりました。

○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）

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

○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。
○その他詳しくはシアターキノHPをご覧ください。

　　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

前号では「分福映画祭」全貌をお知らせできませんでしたのでここに記します。
多くの皆さんのおかげでシアターキノは 30周年を迎えることができました。感謝の
気持ちを込めて、明日への一歩として「若き日の映画本」を出版いたしました。そして
もう一つ、開催したいと企画していたのが「分福映画祭」です。
分福とは、2014年に是枝裕和監督と西川美和監督が立ち上げた制作者集団です。創
造するとは何かと、常に問いかけながら、若い制作者を育て、映画の未来のために多岐
にわたる活動を積み重ねている「分福」のことをしっかりと知ってもらえればと。その
思いになんと10名の分福の創造者たちがキノに集結。数々の作品上映と共に、監督の
話を聞き、意見や質問に、映画を通じた対話から、私たち観客も映画の未来を語ること
ができる場になればと思いました。

「分福映画祭」「分福映画祭」
シアターキノ30周年記念

今号のごあいさつ今号のごあいさつ
紅葉の季節がやってきましたね、新しいムービーラインナップでは 2023年新年

を迎えます。色とりどりの映画たち、たくさんの花を咲かせてくれているようです。
キノ 30周年記念スタンプラリー＆キノの 30年間上映作品から選んでいただいたベ
スト30では本当にたくさんの皆さんにご参加いただきまして大変ありがとうござ
いました。応募総数 1289通、お一人お一人の思い出になっている映画たちは集計
では表せないほどの輝きを放っています。「選びきれない！」そんな声をたくさん
いただきましたが少し振り返ってみるといろんな出会いがありましたね。

　いかがでしたか。抱えきれないほどの映画たちが皆さんから上げられましたので、もっ
と皆さんの思い出深い作品たちを紹介したいと思いまして、10票以上作品、89作品はキノ
ロビーに掲示いたします。楽しみにご覧ください。
　それでは「人生フルーツ」にならって、コツコツゆっくり。

支配人　中島ひろみ

 11月3日（木・祝）・4日（金）

支配人　中島ひろみ

Vol.161

11/11 南米ペルーのアンデス山脈を舞台に社
会から隔絶された高地に暮らす老夫婦
はアイマラ文化の伝統的な生活を送る。

アンデスふたりぼっちアンデスふたりぼっち

毎週金曜日、
フライデーシネマも盛りだくさん！

FRIDAY

Vol.162

11/11 南米ペルーの先住民の慣習とカトリッ
ク信仰が混在した価値観を背景に、民
衆の苦悩と困惑を詩的に描く。

マタインディオス　聖なる村マタインディオス　聖なる村

Vol.165

12/23

Vol.167

1/6

神戸元町映画館が10周年を記念して
制作。コロナ禍の中で制作延期が続く
も、個性溢れる9作品が集結。

フランス全土で抗議を続ける“黄色いベ
スト運動”警官による市民への武力行使の
記録から人間や国家が抱えるジレンマ。

きょう、映画館に行かない？きょう、映画館に行かない？

暴力をめぐる対話暴力をめぐる対話

Vol.163

11/18 「幸せとは何か？」という壮大なテーマ
を掲げながら、独特のユーモアセンス
で意表を突き続ける、痛快作。

猫と塩、または砂糖猫と塩、または砂糖

Vol.164

12/9

Vol.166

12/30

自衛隊演習場内で農業を営む内藤一家、
医学生だった内藤さんが、なぜ牛飼いに
なり、50年にわたって闘い続けたのか。

木俣支配人やスタッフの独創的なイベ
ントで全国的に有名に。コロナで休館
するも果敢に挑戦していく姿を是非！

日本原　牛と人の大地日本原　牛と人の大地

シネマスコーレを解剖するシネマスコーレを解剖する

11.26  SAT 「アンモナイトのささやきを聞いた」 ゲストトーク「アンモナイトのささやきを聞いた」 ゲストトーク
 主演サエキケンゾウさん 主演サエキケンゾウさん

11.27  SUN 「教育と愛国」 ゲストトーク「教育と愛国」 ゲストトーク
 斉加尚代監督 斉加尚代監督

11.27  SUN 「ハーヴェイ・ミルク」 特別上映「ハーヴェイ・ミルク」 特別上映
1978年に銃で撃たれて亡くなった、1978年に銃で撃たれて亡くなった、
ゲイの人権活動家H・ミルクの命日にメモリアル上映します。ゲイの人権活動家H・ミルクの命日にメモリアル上映します。

「ケイコ　目を澄ませて」 ゲストトーク「ケイコ　目を澄ませて」 ゲストトーク
 三宅唱監督 三宅唱監督

上映中予定上映中予定

EventsEvents

　　　　　　   9：30　「夜明け」「つつんでひらいて」  9：30　「夜明け」「つつんでひらいて」　広瀬奈々子監督ティーチイン　広瀬奈々子監督ティーチイン

14：00　「マイスモールランド」14：00　「マイスモールランド」　川和田恵真監督ティーチイン　川和田恵真監督ティーチイン

16：50　「泣く子はいねぇが」16：50　「泣く子はいねぇが」　佐藤快磨監督ティーチイン　佐藤快磨監督ティーチイン

19：30　「有村架純の撮休」 3話19：30　「有村架純の撮休」 3話
　　　 シンポジウム１「分福：創造者集団の新しい試み」　　　 シンポジウム１「分福：創造者集団の新しい試み」
　　　　　　 来館監督者全員参加、司会：福間美由紀プロデューサー来館監督者全員参加、司会：福間美由紀プロデューサー

　　　　　　
　※途中「きょうのあきない」（7～8分）参考上映　　※途中「きょうのあきない」（7～8分）参考上映　

11月3日11月3日（木・祝）（木・祝）

　　　　　　   9：30　「すばらしき世界」  9：30　「すばらしき世界」　西川美和監督ティーチイン　西川美和監督ティーチイン

12：35　12：35　「ベイビーブローカー」「ベイビーブローカー」　是枝裕和監督ティーチイン　是枝裕和監督ティーチイン

 15：45　 15：45　シンポジウム２「映画の未来のために：日本版ＣＮＣはなぜ必要か」 シンポジウム２「映画の未来のために：日本版ＣＮＣはなぜ必要か」 
　　　　　　 是枝裕和監督、西川美和監督、司会：福間美由紀プロデューサー是枝裕和監督、西川美和監督、司会：福間美由紀プロデューサー

  17：00　17：00　「十年　Ten Years Japan 」「十年　Ten Years Japan 」

　　　　　　「Someone」「Someone」

　　　　　　 津野愛監督、河股藍監督、福間美由紀プロデューサー、津野愛監督、河股藍監督、福間美由紀プロデューサー、

　　　　　　　　
北原栄治プロデューサー、総合監修是枝裕和さんティーチイン北原栄治プロデューサー、総合監修是枝裕和さんティーチイン

20：00　20：00　「あの日～福島は生きている」「あの日～福島は生きている」

　　　　　　　　
今中康平監督、是枝裕和プロデューサー、 北原栄治プロデューサーティーチイン今中康平監督、是枝裕和プロデューサー、 北原栄治プロデューサーティーチイン

11月4日11月4日（金）（金）

　　　　　　 「マイスモールランド」「ベイビーブローカー」「すばらしき世界」「マイスモールランド」「ベイビーブローカー」「すばらしき世界」ロードショーロードショー11月5日11月5日（土）（土）～～

1.   「人生フルーツ」
2.   「ドライブ・マイ・カー」
   「Coda コーダ あいのうた」
4.   「誰も知らない」
5.   「チョコレートドーナツ」
6.    「アンダーグラウンド」
7.   「ナワリヌイ」
8.   「ひまわり」
  「パターソン」
 「かぞくのくに」
  「かもめ食堂」
12. 「わたしは、ダニエル・ブレイク」

  「アメリ」
14. 「恋する惑星」
  「善き人のためのソナタ」
  「アメリカン・ユートピア」
17. 「ノマドランド」
  「燃ゆる女の肖像」
19. 「万引き家族」
  「ハンナ・アーレント」
21. 「ブエノスアイレス」
22. 「ショーシャンクの空に」
  「海炭市叙景」
  「スリー・ビルボード」

25. 「ブロークバック・マウンテン」
  「ROMA /ローマ」
27. 「キャロル」
  「PLAN 75」
  「オール・アバウト・マイ・マザー」
30. 「ゆれる」
  「冬の小鳥」
  「Mommy／マミー」
  「友だちのうちはどこ？」
  「MINAMATA ̶ ミナマタ̶」
  「偶然と想像」
  「タクシー運転手 ～約束は海を越えて～」

キノのキノの 3300年年間間上上映映作作品  品  ベベスストト3300のの発発表表でですす！！



12ヶ月のシネマリレー　第3弾

殺し屋たちの挽歌殺し屋たちの挽歌

ミセス・ハリス　パリへ行く
最終日はお問い合わせください

ドライビング・バニー
最終日はお問い合わせください

スペンサー ダイアナの決意
最終日はお問い合わせください

桜色の風が咲く
最終日はお問い合わせください

やまぶき
1日1回上映

裸のムラ
1日1回上映

あのこと
最終日はお問い合わせください

トゥモロー・モーニング
最終日はお問い合わせください

グリーン・ナイト
最終日はお問い合わせください

離ればなれになっても
最終日はお問い合わせください

ケイコ 目を澄ませて
最終日はお問い合わせください

ロミー・シュナイダー
映画祭

ベイビー・ブローカー 
1日1回上映

マイスモールランド 
1日1回上映

アナザー・カントリー
1日1回上映

マッドゴッド
最終日はお問い合わせください

チーム・ジンバブエのソムリエたち
最終日はお問い合わせください

12ヶ月のシネマリレー　第2弾 ファイブ・デビルズ
最終日はお問い合わせください

人生クライマー 山野井泰史と垂直の世界 完全版
最終日はお問い合わせください

宮松と山下
最終日はお問い合わせください

泣いたり 笑ったり
-1/20

チャールズ・チャップリン
映画祭　-1/20

すばらしき世界
1日1回上映

彼女のいない部屋
1日1回上映

裸足で鳴らしてみせろ
1日1回上映

 

モリコーネ 映画が恋した音楽家

アザー・ミュージック
1日1回上映

ソウル・オブ・ワイン 1日1回上映

1日1回上映夜明けの詩

声　姿なき犯罪者　1日1回上映

ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド　1日1回上映

靴ひものロンド

あなたと過ごした日に

メイクアップ・アーティスト：ケヴィン・オークイン・ストーリー　1日1回上映

PIG／ピッグ　1日1回上映

ランディ・ローズ　1日1回上映

ビー・ジーズ　栄光の軌跡　1日1回上映1日1回上映

1日1回上映
2022年度 KINO会員
11月30日（水）締め切り！

＊12月31日（土）・1月1日（日）キノお正月休み
＊1月2日（月）キノのお正月サービスデー

2022年映画ベスト10締め切り
1月中旬を予定しています殺し屋たちの挽歌

1日1回上映

12ヶ月のシネマリレー　第3弾

キ

ノ

休

館

日教育と愛国  アンコール上映
1日1回上映

アンモナイトの
ささやきを聞いた

      フライデーシネマ 
vol.161 アンデスふたりぼっち 11/11 
vol.162 マタインディオス、聖なる村 11/11
vol.163 猫と塩、または砂糖 11/18
vol.164 日本原 牛と人の大地 12/ 9

ハーヴェイ・ミルク
ミルクの命日 特別上映 11/27

斉加尚代監督 トーク 11/27

主演サエキけんぞうトーク 11/26

      フライデーシネマ 
vol.165 きょう、映画館に行かない？ 12/23 
vol.166 シネマスコーレを解剖する。 12/30
vol.167 暴力をめぐる対話 1/6
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12/2-12/2- 12/3-12/3-

あのことあのこと  ファイブ・デビルズ ファイブ・デビルズ

切羽詰まった彼女はたった一人で夢のために現
実に立ち向かう。最初から最後まで、息をするこ
とを忘れるほど。原作はノーベル文学賞受賞ア
ニー・エルノーが自身の実話を基にした「事件」。

「パリ13区」脚本の新鋭レア・ミシウスによる
タイムリープスリラー。美しい村で、嗅覚に不
思議な能力を持つ少女は、母の香りを集め、
母の封じられた記憶の世界へ入り込む。

監督：オードレイ・ディヴァン　原作：アニー・エルノー『事件』
出演：アナマリア・ヴァルトロメイ／サンドリーヌ・ボネール
2021／フランス／100分／ビスタ／DCP／R15+

監督・脚本：レア・ミシウス
出演：アデル・エグザルコプロス／サリー・ドラメ
2021／フランス／96分／フランス語／スコープ／DCP

L’evenementL’evenement Les cinq diablesLes cinq diables

11/18-11/18-

宮松と山下宮松と山下

24年前に小さなヒットをしたクスクスほっこり
の短編集「kino」の監督が佐藤雅彦。今度は3
人の監督集団「5月」、エキストラを演じながら
失った記憶と可笑しさを交錯させる。

監督・脚本・編集：関友太郎／平瀬謙太朗／佐藤雅彦
出演：香川照之／津田寛治／尾美としのり／中越典子
2022／日本／85分／ビスタ／DCP

1/2-131/2-13

1/2-131/2-13 1/7-201/7-20

ソウル・オブ・ワインソウル・オブ・ワイン

夜明けの詩夜明けの詩

監督・脚本：マリー＝アンジュ・ゴルバネフスキー
2019／フランス／102分／DCP／ドキュメンタリー

監督・脚本：キム・ジョングァン
出演：ヨン・ウジン／イ・ジウン／キム・サンホ
2021／韓国／82分／DCP

神に愛された土地ブルゴーニュ。何世紀にもわ
たり世界最高峰ワイン造りに魂を注ぐ人々。

美しい冬のソウル。深い傷をかかえ人生を歩み
続ける人々が紡ぐ、詩のように繊細な物語。

ケイコ 目を澄ませてケイコ 目を澄ませて

12/16-12/16-

「きみの鳥はうたえる」の三宅唱監督（札幌出身）
はますます進化する。耳の聴こえないボクサー
（岸井ゆきのが素晴らしい！！）の不安や勇気、
心のざわめきを純粋に見つめていく。

監督・脚本：三宅唱
出演：岸井ゆきの／三浦友和／三浦誠己／松浦慎一郎
2022／日本／99分／Eビスタ／DCP

The Best Tea rsThe Best Tea rs

1/7-1/7-

イタリアで公開されるや大ヒット。始まりは16歳、
ローマ。初めての恋に落ちた二人が激動の時代
に翻弄され、出会いと別れを繰り返す40年の愛
の真実。愛の奇跡を信じさせてくれる感動作。

監督：ガブリエル・ムッチーノ
出演：ピエルフランチェスコ・ファビーノ／ミカエラ・ラマツォッティ
2020／イタリア／ 135分／ビスタ／ DCP

離ればなれになっても離ればなれになっても

■上映候補作品
「triangle of sadness」「マリークワント スウィンギング ロンドンの伝説」「NOVEMBER」「ジェラール・フィリップ映画祭 
最終上映」「猫たちのアパートメント」「チョコレートな人々」「母の聖戦」「ソングフォードレラ」「戦場記者」「日の丸 寺山修
司 40年目の挑戦」「戦地で生まれたレバノンワイン」「天上の花」「セールスマン」「ジャックリヴェット 特集」「百姓の百の
声」「ある職場」etc.

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

※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2,400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 

高校生以下 

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで 

料金

月曜  カップルサービス・デー 

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 キノサービス・デー 

日曜 18:00以降の回 

毎月1日 映画サービス・デー 

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

¥1,200

¥2,400

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,400

11/5-11/5-

9歳で視力を、18歳で聴力を失い、暗闇と無音
の宇宙に放り出された息子。母は息子と共に人
生の可能性へと挑み、家族は支えた。世界で初
めて大学教授となった福島智さん感動の実話。

監督：松本准平
出演：小雪／田中偉登／吉沢悠
2022／日本／113分／ビスタ／DCP／PG12

　　

11/26-12/111/26-12/1

アンモナイトのアンモナイトの
ささやきを聞いたささやきを聞いた
 4Kデジタルリマスター版 4Kデジタルリマスター版

監督・脚本：山田勇男
出演：サエキけんぞう／石丸裕子／藤田哲也
1992／日本／70分／DCP／製作：ユーロスペース
11/211/266（（土土）サエキけんぞうトークショー開催）サエキけんぞうトークショー開催！！

殆ど北海道のキャストスタッフで制作された宮
沢賢治的世界。カンヌ国際映画祭で招待上映

チーム・ジンバブエのソムリエたちチーム・ジンバブエのソムリエたち

ワインのない国からやってきた難民たちが、世
界最高峰のブラインドテイスティング大会に出
場？！チーム・ジンバブエのありえない挑戦を迎
え撃つのは“神の舌”を持つ世界のソムリエたち！

監督・脚本・製作：ワーウィック・ロス／ロバート・コー
2021／オーストラリア／96分／DCP／ドキュメンタリー

Blind A mbitionBlind A mbition

没後45周年　フォーエバー・チャップリン！没後45周年　フォーエバー・チャップリン！
チャールズ・チャップリン映画祭チャールズ・チャップリン映画祭 1/7-201/7-20

泣いたり笑ったり泣いたり笑ったり

監督・原案：シモーネ・ゴダノ
出演：アレッサンドロ・ガスマン／ファブリッツィオ・ベンティボリオ
2019／イタリア／100分／DCP

南イタリアの美しい港町。セレブ紳士と海の男、
対照的な二つの家族が繰り広げる再婚協奏曲。

11/19-11/19-

 ミセス・ハリス、パリへ行く ミセス・ハリス、パリへ行く

クリスチャンディオールのドレスに魅せられた
ロンドンの家政婦ミセス・ハリスはパリへ！向
かった先はもちろんディオール本店。さてさて
ここから何が起こるのか、夢はかなうの……！？

監督・脚本：アンソニー・ファビアン
出演：レスリー・マンヴィル／イザベル・ユペール
2022／イギリス／116分／英語・フランス語／スコープ／DCP

 Mrs. Harris Goes to Paris Mrs. Harris Goes to Paris

11/25-11/25-

グリーン・ナイトグリーン・ナイト

A24が放つ壮大なダーク・ファンタジー。クリス
マスの首切りゲームの挑発に乗ったガウェイン
は、約束を果たすために未知なる世界へ旅立ち、
やがて緑の騎士に成長していくのだった。

監督・脚本・編集：デヴィッド・ロウリー
出演：デヴ・パテル／アリシア・ヴィキャンデル
2021／アメリカ・カナダ・アイルランド／130分／英語／Aビス
タ／DCP

The Green KnightThe Green Knight

11/26-12/211/26-12/2

やまぶきやまぶき

監督・脚本：山﨑樹一郎
出演：カン・ユンス／祷キララ／川瀬陽太
2022／日本・フランス／97分／DCP

農業を営みながら制作を続ける山﨑監督、日本
社会と家族制度の歪みを軽やかに描く群像劇。

12/10-12/10-

人生クライマー人生クライマー
山野井泰史と垂直の世界山野井泰史と垂直の世界
完全版完全版

監督：武石浩明
語り：岡田准一
2022／日本／109分／DCP／ドキュメンタリー

世界的クライマー山野井泰史の足跡を、貴重な
未公開ソロ登攀映像と共に描く。

 没後40年 没後40年
ロミー・シュナイダー映画祭ロミー・シュナイダー映画祭 12/17-2312/17-23
太陽が知っている 　太陽が知っている 　〈4Kデジタルリマスター版〉 〈4Kデジタルリマスター版〉 （1969／123分）

マックスとリリー 　マックスとリリー 　〈日本劇場初公開〉〈日本劇場初公開〉  （1971／ 111分）

夕なぎ夕なぎ    （1972／111分）

離愁 　離愁 　〈4Kデジタルリマスター版〉〈4Kデジタルリマスター版〉  （1973／101分）

華麗なる女銀行家 　華麗なる女銀行家 　〈4Kデジタルリマスター版〉〈4Kデジタルリマスター版〉  （1980／130分）

サン・スーシの女サン・スーシの女    （1982／116分）

地獄 　地獄 　〈日本劇場初公開〉〈日本劇場初公開〉  （2009／ 94分）

12/17-12/17-

12/24-1/612/24-1/6

マッドゴッドマッドゴッド

PIG／ピッグPIG／ピッグ

監督：フィル・ティペット
出演：アレックス・コックス
2021／アメリカ／84分／DCP／PG12

監督・脚本：マイケル・サルノスキ
出演：ニコラス・ケイジ／アレックス・ウルフ
2020／アメリカ／91分／スコープ／DCP

CGの進歩に対抗し、30年をかけた執念と狂気
の奇跡のストップモーションアニメ。

グルメの街ポートランド舞台。溺愛する豚の奪
還を闘うのは、尊敬を受ける元シェフだった。

1/2-1/2-

1/2-61/2-6

アザー・ミュージックアザー・ミュージック

監督・脚本・撮影：プロマ・バスー／ロブ・ハッチ＝ミラー
出演：マーティン・ゴア／ジェイソン・シュワルツマン
2019／アメリカ／85分／DCP／ドキュメンタリー

NYインディーズの伝説レコードショップは人と
人が集う文化の居場所。正直めちゃ感動！

12/24-1/612/24-1/6

ランディ・ローズランディ・ローズ

監督・製作：アンドレ・レリス
出演：ランディ・ローズ／オジー・オズボーン
2022／アメリカ／92分／DCP

25歳の若さで天国へ旅立った、天才ギタリスト。
その偉大なる軌跡、そして死の真相。

12/24-1/612/24-1/6

ビー・ジーズビー・ジーズ
栄光の軌跡栄光の軌跡

監督：フランク・マーシャル
出演：ビー・ジーズ
2020／アメリカ／111分／ドキュメンタリー／DCP

時代の変遷を生き延び、数々の名曲を作り続け
た兄弟グループ「ビー・ジーズ」の軌跡。

12/24-1/612/24-1/6

メイクアップ・アーティスト：メイクアップ・アーティスト：
ケヴィン・オークイン・ケヴィン・オークイン・
ストーリーストーリー

監督：ティファニー・バルトーク
出演：ケヴィン・オークイン／ケイト・モス／ナオミ・キャンベル
2017／アメリカ／102分／DCP

90年代、細眉、リップライナーの流行など美
意識に革命を起こした 21歳の天才。

トゥモロー・モーニングトゥモロー・モーニング

12/24-12/24-

愛しているのに心がすれ違ってしまう。結婚10
年が過ぎ、“離婚前夜”の夫婦に訪れた “出会
い” 奇跡。情感たっぷりの歌声が、愛と人生を、
世界最高峰のミュージカルスター夢の競演！

監督：ニック・ウィンストン
出演：サマンサ・バークス／ラミン・カリムルー
2022／イギリス／110分／英語／DCP

Tomorrow MorningTomorrow Morning

11/19-2411/19-24

12/24-2912/24-29

裸のムラ裸のムラ

監督：五百旗頭幸男
2022／日本／118分／DCP／ドキュメンタリー

監督：スティーヴン・フリアーズ　製作：ジェレミー・トーマス
出演：ジョン・ハート／ティム・ロス／テレンス・スタンプ
1984／イギリス／98分／ビスタ／DCP

富山市議会の不正を暴いた「はりぼて」に続
き、北陸の保守王国石川県にみる日本の縮図。

製作、監督、音楽、役者、どれもが今やレジェン
ドになったメンバーのクライムサスペンス。

11/26-12/111/26-12/1

11/12-1711/12-17

教育と愛国教育と愛国

裸足で裸足で
鳴らしてみせろ鳴らしてみせろ

監督：斉加尚代
2022／日本／107分／DCP／ドキュメンタリー

監督・脚本：工藤梨穂
出演：佐々木詩音／諏訪珠理／伊藤歌歩
2021／日本／128分／ビスタ／DCP

教育と政治の関係を見つめて全国で大ヒット
し、アンコール上映。27日に斉加監督来館！

“世界の音”を求めて偽りの世界旅行を繰り広
げる二人、肉体をぶつけ愛情と欲望の行く先は。

11/12-2511/12-25

11/12-1711/12-17

声　姿なき犯罪者声　姿なき犯罪者

12ヶ月のシネマリレー　第2弾

アナザー・カントリーアナザー・カントリー

監督・脚本：キム・ソン＆キム・ゴク
出演：ピョン・ヨハン／キム・ムヨル
2021／韓国／109分／韓国語／スコープ／DCP

監督：マレク・カニエフスカ
出演：ルパート・エヴェレット／コリン・ファース
1984／イギリス／90分／ビスタ／DCP

奪われた30億ウォンを取り戻せ！振り込め詐
欺の巨大組織に挑む元刑事の犯罪アクション。

1930年代イギリスの全寮制学校。同性愛や共
産主義、エリート学生の葛藤、名作青春映画。

11/12-11/12-

11/12-1711/12-17

ドライビング・バニードライビング・バニー
 アンコール上映 アンコール上映

あなたとあなたと
過ごした日に過ごした日に

監督：ゲイソン・サヴァット　
出演：エシー・デイヴィス／トーマシン・マッケンジー
2021／ニュージーランド／100分／英語／スコープ／DCP

監督：フェルナンド・トルエバ
出演：ハビエル・カマラ／ニコラス・レジェス・カノ
2020／コロンビア／136分／スペイン語・英語・伊語／スコープ／DCP

家なし、金なし、仕事なし、人生どん底でも情
とウィットを忘れない母の宣戦布告！

70年代混迷の時代、コロンビア。自由を声高に
謳う医師の父と息子の20年、波乱の人生を描く。

11/12-2511/12-25

11/12-1811/12-18

ミーティング・ミーティング・
ザ・ビートルズ・ザ・ビートルズ・
イン・インドイン・インド

靴ひものロンド靴ひものロンド

監督・脚本・製作：ポール・サルツマン
製作総指揮：デヴィッド・リンチ　ナレーション：モーガン・フリーマン
2020／カナダ／79分／英語／DCP

監督・脚本・編集：ダニエーレ・ルケッティ
出演：アルバ・ロルヴァケル／ルイジ・ロ・カーショ
2020／イタリア／100分／イタリア語／スコープ／DCP

今までベールに包まれていたインドでのビートル
ズ。「ホワイト・アルバム」誕生の奇跡。

家族の中の秘密と嘘、歪な絆、飼い猫は失踪、
壊れた家族は絆を再び繋ぐことができるのか。

11/5-1111/5-11

11/5-1111/5-11

マイスモールランドマイスモールランド

彼女のいない部屋彼女のいない部屋

監督・脚本：川和田恵真
出演：嵐莉菜／奥平大兼
2022／日本・フランス／114分／Aビスタ／DCP

監督：マチュー・アマルリック
出演：ヴィッキー・クリープス／アリエ・ワルトアルテ
2021／フランス／97分／DCP

是枝監督「誰も知らない」に続き、17歳のクル
ド人高校生の目を通して社会を見つめる傑作。

家出？した女性、現実と理想が入り混じりバラバ
ラのピースが一つの線につながった時……。

11/5-1811/5-18

11/5-1011/5-10

ベイビー・ブローカーベイビー・ブローカー
BROKERBROKER

すばらしき世界すばらしき世界

監督・脚本・編集：是枝裕和
出演：ソン・ガンホ／カン・ドンウォン／ぺ・ドゥナ／イ・ジウン
2022／韓国／130分／ビスタ／DCP

監督・脚本：西川美和
出演：役所広司／仲野大賀
2021／日本／126分／DCP

成行きのように出会った人たちと過ごす時間は
人生の苦みと優しさに満ち、心にしみる。

役所広司が昨年の主演男優賞を総ナメ。愛おし
さ、痛々しさと共に社会の光と影をあぶりだす。

桜色の風が咲く桜色の風が咲く

独裁者 独裁者 （1940／ 125分）
街の灯街の灯  （1931／    86分）
ライムライト ライムライト （1952／ 138分）

モダン・タイムス モダン・タイムス （1936／  87分）
サニーサイドサニーサイド  （1919／  30分）
キッド キッド （1921／ 53分）


