毎週土曜深夜

オールナイト・スケジュール

18 歳未満の入場不可。 ◆ 終映時間は予定です。混雑や予告編等の上映で変更となる場合があります。
◆ 前売券はチケットぴあでも購入可（P コード：597-069）友の会会員の方は当館でお求めください。
◆ 全席自由。開場時間（原則、開演の15 分前）にチケット記載の整理番号順でご入場いただきます。
◆

通常料金

8/4

一般2300円、友の会・前売2100円（券番号順にご入場いただきます）

魅惑の旋律に包まれて 陶酔！ミシェル・ルグラン ナイト

女は女である（1961・仏/84分/35mm）監：J＝L・ゴダール 出：アンナ・カリーナ 22:30〜
ローラ（1961・仏/88分/DCP）監：ジャック・ドゥミ 出：アヌーク・エーメ
シェルブールの雨傘（1963・仏/91分/DCP）出：カトリーヌ・ドヌーヴ
ロシュフォールの恋人たち（1966・仏/123分/DCP）出：フランソワーズ・ドルレアック 〜5:45（予定）
8/11

2018年 ◆ 8月号

通巻353号

ショーシャンク事件に、感謝。
早いもので、新文芸坐で勤務して今年で6年目になります。新文芸坐で働くきっかけを思い返

続・新文芸坐モスラまつり

してみると、当時私は芝居に打ち込んでいて、その芝居仲間に『ショーシャンクの空に』を観
てない役者と一緒に芝居をしていたなんて信じられないと罵倒されたことでした。全く映画の

モスラ（1961/101分）監：本多猪四郎 出：フランキー堺、小泉博、香川京子
22:30〜
モスラ対ゴジラ（1964/89分/35mm）監：本多猪四郎 出：ゴジラ、宝田明
ゴジラVSモスラ（1992/107分）監：大河原孝夫 出：ゴジラ、バトラ、別所哲也
ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS（2003/91分）監：手塚昌明 出：ゴジラ、機龍 〜5:35（予定）

知識がない私は、短絡的に名画座で働いてみたら映画の知識がつくかもしれない！ と思い
新文芸坐で働くことを決めました。ここで働いてからたくさんの映画に触れられ、勉強の日々
です。■そうやって映画の知識量が増えれば、一本の映画を理解できる幅が格段に広がりま
すよね。今月上映される『レディ・プレイヤー1』がまさにそうでした。スピルバーグが撮った今

※全作品出演：モスラ ※全作品35mmプリントでの上映
8/18

◆

作には往年の映画のキャラクターが登場し、その作品を思い起こさせます。「あ。これは、あ

夏だ！ゾンビだ！人喰いだ！ 真夏のホラー名作選

の映画である！」と、一種のアハ体験。もちろん、そこに気付かなくても面白いのでしょうけ
ど、分かるとご褒美のような、ちょっとしたお得感があります。6年前の私が観たところで、こ

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円

22:45〜

の興奮はなかったのだろうな…としみじみと感じました。■映画を観ることに慣れるにつれ

ゾンビ〈ディレクターズカット完全版〉
（1978・米/139分/BD）監：ジョージ・A・ロメロ
サンゲリア（1979・伊/91分/BD）監：ルチオ・フルチ 出：イアン・マカロック
食人族（1981・伊/96分/BD）監：ルッジェロ・デオダート 出：ロバート・カーマン 〜5:20（予定）

て、映画はいつだって私の感情の近いところで寄り添ってくれて、味方でいてくれるようになり

トークショー 山崎圭司さん、
田野辺尚人さん、他

8/25

分の中でエネルギーにしていくことができるようになりました。新文芸坐に足を運んでくださ
るお客様と、お話をするのも私のエネルギーの一つになります。これから先も、色々な作品に

新文芸坐×アニメスタイル セレクション Vol. 106 『この世界の片隅に』二度目の夏

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 片渕須直監督、
小黒祐一郎さん（アニメスタイル）

22:30〜

アリーテ姫（2000/115分/35mm）声：桑島法子、小山剛志、佐々木優子
マイマイ新子と千年の魔法（2009/93分/35mm）声：福田麻由子、水沢奈子
この世界の片隅に（2016/129分/DCP）声：のん、細谷佳正、稲葉菜月
〜5:50（予定）
前売券：8/4（土）より当館窓口（10:15〜）、
チケットぴあにて一斉発売

《新文芸坐友の会 会員募集のお知らせ》

新文芸坐では、友の会会員を随時募集しております。お申し込みは受付にて承ります。
特典① 入会時にご招待券を1枚プレゼント（特別興行・オールナイトにはご利用できません）。
特別レイトショー/1本立て
特典② ご入場料金が割引になります。
特典③ 有料入場ごとに1ポイント
（オールナイト2ポイント）加算、8ポイントでご招待券を1枚プレゼント。
特典④ 毎月スケジュール表をお送りします ※DM「要」の方のみ
特典⑤ 毎月
「ファミリー券」
（ご本人以外3名様まで友の会割引）
※DM
「要」の方のみ
8/10（金）
ベティ
（1992・仏/100分/DVD）
開場19:00
開映19:15（講義終了22:00頃）
◆入会金 DM郵送「要」2200円／
「不要」1800円
8/17（金）
刑事ラヴァルダン（1986・仏/96分/DVD）
開場19:00 開映19:15（講義終了22:00頃）
◆更新料
（要会員証、ポイント繰越＋1P）DM郵送「要」1200円／「不要」800円
【特別料金】一般1500円、学生1400円、前売・シニア・友の会1300円 ★各日、映画終了後に映画批評家・大寺眞輔さんの講義（60分
◆ 会員証の譲渡及び貸与はできません。ご本人のみ有効とさせていただきます。
程度）がございます
※当日は整理番号順でのご入場となります ※整理番号付き前売券を当館窓口のみで販売中 共催：Indie Tokyo
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ました。私が都合の良いように捉えているだけなのかもしれませんが、観た作品の数だけ自
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クロード・シャブロル

肯定され、生きていくヒントを与えてもらいたい。そんなきっかけを教えてくれた、新文芸坐で
働けたことは幸せであり、私の人生の財産です。

（松田恵里加）

社会状況により急遽スケジュールが変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。
上映開始30分後の客席へのご入場、酒気帯びでのご入場、酒類の持ち込みはご遠慮ください。
上映中は携帯電話の電源はお切りください。
●古い作品は映像や音声の状態が悪い場合がございます。何卒ご容赦ください。
● 映画パンフレットの販売は、おひとり1冊とさせて頂く場合があります。
●
●

ご入場
料 金

◆ 一般1350円 ◆ 学生1250円 ◆友の会1100円 ◆シニア・障がい者・小学
生以下（3歳以上）1100円 ◆ラスト1本900円（友の会・シニアは850円）

池袋東口
徒歩3分

感動はスクリーンから

東京都豊島区東池袋1- 43 - 5マルハン池袋ビル3F 電話03（3971）9422 www.shin-bungeiza.com

2018/07/25 19:30

2018/07/25 19:29

激動の昭和史 軍閥（1970/133分）
12:50
★
日本のいちばん長い日（1967/157分）
10:00／15:25（終映18:05）
8/1（水）〜31（金） ︿
特別イベント・完全入替 【特別料金】一般・学生1500円、友の会・シニア1300円 ※当日券（整理番号付き）のみ
15
新 （水）
月光の夏（1993/112分）
18:35
文
憲法くん（2018/12分/BD）
20:35（終映20:50）
二枚目は笑顔で殺す
※特に表記のない作品は35mmプリント上映
芸
★トークショー（20:50〜） 渡辺美佐子さん、井上淳一監督
8/1 病院坂の首縊りの家（1979/139分）
9:45／14:05／18:25
坐
にっぽん泥棒物語（1965/117分）
10:05／15:20
（水） 0093 女王陛下の草刈正雄（2007/87分/BD）
（終映22:30）
12:25／16:45／21:05
シ 16 松川事件（1961/162分/16mm）
（終映20:25）
12:25／17:40
2
誘惑者（1989/110分）
9:45／14:05／18:25
（木） レイトショー（1本立て）【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日券（整理番号付き）のみ
ネ
（木） 汚れた英雄（1982/112分/DCP）
（終映22:30）
12:00／16:20／20:40
マ
私はあなたのニグロではない（2016・米＝仏ほか/93分/DCP）
21:00（終映22:35）
3
神田川（1974/84分）
12:15／15:45／19:15
テ 17 帝銀事件 死刑囚（1964/109分）
9:40／14:10
（金） あにいもうと
（終映22:30）
（1976/88分）
10:30／14:00／17:30／21:00
ー （金） 真昼の暗黒（1956/125分）
11:50／16:20（終映18:25）
4
エスパイ（1974/94分）
12:35／17:15
※特に表記のない作品は35mmプリント上映 ※8/6〜8、10は別番組上映のため、夜の回がございません
ク
（土） 復活の日
（1980/156分/DCP）
9:45／14:25／19:05（終映21:40）
﹀
特別レイトショー /1 本立て
開
映画を通して、歴史や社会を考える
スパイナル・
タップ
（1984・米/82分/DCP） 20:30開場 20:45開映 終映22:10
8.15終戦の日
催 8/6（月）〜 8（水）
【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日朝から整理番号付き当日券を販売します
︒
特 別 企 画
オ
【特別上映】
『ちはやふる』3 部作一挙上映
第七回新藤兼人平和映画祭 【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円
（終映12:35） ー
ふくろう（2003/119分）
10:25
8/11 ちはやふる -上の句-（2016/111分/DCP） ちはやふる -下の句-（2016/102分/DCP） ちはやふる -結び-（2018/128分/DCP）
ル （土）
★トークショー（12:50〜） 北村総一朗さん 聞き手：立花珠樹さん（共同通信社編集委員）
8/5
開場15:15 開映15:30 終映21:55（予定）【全席指定・特別料金】3000円均一 ※途中の休憩は各回20分（外出可）
㊐ レイトショー（1本立て）【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日券（整理番号付き）のみ ナ
イ
ラッカは静かに虐殺されている（2017・米/92分/DCP）14:10（終映15:50）／16:00（終映17:40）
【特別上映】
『HiGH&LOW THE MOVIE』3 部作一挙 応援上映 アンコール
私はあなたのニグロではない（2016・米他/93分/DCP） 18:10（終映19:55）／20:05（終映21:50） ト
HiGH&LOW
THE MOVIE（2016/129分/DCP）
面
6
TOMORROW 明日（1988/105分）
12:10／16:10
HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY（2017/124分/DCP）
8/12
に
（月） 父と暮せば（2004/99分）
（終映20:00）
10:20／14:20／18:20
記 ㊐ HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION（2017/118分/DCP）
7
袴田巖 夢の間の世の中（2016/119分）
11:50／16:05
開場14:30 開演14:50 終映22:15（予定）【全席指定・特別料金】3500円均一 ※発声・拍手・サイリウムOKの「応援上映」
（火） BOX 袴田事件 命とは（2010/117分）
9:40／14:00／18:15（終映20:10） 載
です ※参加ご希望の方は事前に劇場ロビー・HPの注意事項をご確認ください ※途中の休憩は各回30分ございます（外出可）
あ
8
約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯（2012/120分/BD） 10:00／15:05
夏休み！興奮と感動の話題作2本立て
（水） ショージとタカオ（2010/158分/ドキュメンタリー/DVD）
（終映20:00） り
12:15／17:20
レディ
・
プレイヤー1
（2018・米/140分/DCP）
9:40／14:05
︒
軍旗はためく下に
（1972/96分）
9:45／13:25／17:05
8/18（土）
9

8月号

草刈正雄スペシャルッ！

戦争 軍隊 原爆 冤罪…

（木）

野火（2015/87分/DCP/ PG12

（終映20:30）
）※ラスト1本割引なし
11:45／15:25／19:05
★最終回終映後（20:40頃）、『野火』メイキング上映（約60分）と塚本晋也監督のトークショー（22:10頃終了予定）

第七回新藤兼人平和映画祭（開場9:30）【特別料金・全席指定】一般・学生1700円、前売・友の会・シニア1500円

10
（金）

キューポラのある街（1962/100分）
北の桜守（2018/126分/DCP）
★トークショー（14:25〜）

前売券：8/1（水）当館窓口（10:15 〜）、
チケットぴあにて発売

吉永小百合さん

聞き手：立花珠樹さん

10:00
（終映14:05）
12:00

レイトショー（1本立て）【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日券（整理番号付き）のみ

㊐

【特別レイトショー /1 本立て】
『レディ・プレイヤー 1』絶叫上映

（終映17:45）
16:05

母と暮せば（2015/130分/DCP）
さくら隊散る（1988/112分）

9:45
（終映14:05）
12:15

8/23（木）・24（金）

前売券：7/31（火）当館窓口（10:45 〜）、
チケットぴあにて発売

山田洋次監督

聞き手：立花珠樹さん

日本の黒い夏 冤罪（2001/119分）
9:40
（終映14:00）
ディスタンス（2001/132分/BD）
11:50
日本戦歿学生の手記 きけ、わだつみの声（1950/107分）
12:00／16:20
真空地帯（1952/129分）
9:40／14:00／18:20（終映20:30）

13
（月） レイトショー（1本立て）【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日券（整理番号付き）のみ

ラッカは静かに虐殺されている（2017・米/92分/DCP）

（終映22:30）
21:00

不毛地帯（1976/180分）※ラスト1本割引なし
9:50／13:25／17:00（終映20:20）
14
レイトショー（1本立て）【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円 ※当日券（整理番号付き）のみ
（火）
（終映22:35）
私はあなたのニグロではない（2016・米＝仏ほか/93分/DCP）
21:00
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12:10／16:35（終映18:20）
12:30／17:15
10:30／15:15／20:00（終映21:45）
13:20／18:00
10:45／15:25／20:05（終映22:25）

ラッカは静かに虐殺されている（2017・米/92分/DCP）

★トークショー（14:20〜）

12

㊐

8/18 18:50開場 19:10開映 終映21:40（予定）
【全席指定・特別料金】1500円均一 ※発声・拍手・鳴り物
（土） OKの「絶叫上映」です ※参加ご希望の方は事前に劇場ロビー・HPの注意事項をご確認ください

第七回新藤兼人平和映画祭（開場9:15）【特別料金・全席指定】一般・学生1700円、前売・友の会・シニア1500円

11
（土）

グレイテスト・ショーマン（2017・米/104分/DCP）

レディ・プレイヤー1
グレイテスト・ショーマン
グレイテスト・ショーマン
20（月）〜 22（水）
レディ・プレイヤー1
19

Weekly353.indd 3-4

25（土）

謎と罠、陰謀の渦の中へ
トレイン・ミッション（2018・米＝英/105分/DCP）
13:15／18:00
レッド・スパロー（2018・米/140分/DCP/ R15+ ） 10:40／15:25／20:10（終映22:30）
レッド・スパロー
トレイン・ミッション

12:20／17:05
10:20／15:05／19:50（終映21:35）

【特別モーニングショー /1 本立て】特別料金：一般 1300 円、学生 1200 円、友の会・シニア 1000 円
8/26 ㊐ ・27（月）9:45 〜（終映 11:30）
8/28（火）・29（水）9:45 〜（終映 11:50）

米軍（アメリカ）が最も恐れた男 その名は、カメジロー（2017/107分/DCP）
禅と骨（2016/127分/DCP）

鬼才 デヴィッド・リンチの世界

全作品 DCP 上映

■8/26 ㊐・27（月）ロスト・ハイウェイ、マルホランド・ドライブ■28（火）・29（水）ラッキー、エレファント・マン ■30（木）デヴィッ
ド・リンチ：アートライフ、インランド・エンパイア■31（金）イレイザーヘッド、ツイン・ピークス/ローラ・パーマー最期の7日間

2018/07/25 19:30

2018/07/25 19:29

