★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2020年
月

通巻378号

▼ 通常上映

【自由席・当日券のみ・2本立て】

珠玉の映画たち 追悼 アニエス・ヴァルダ
11/1

㊐

落穂拾い（2000・仏/82分/DCP）
ジャック・ドゥミの少年期（1991・仏/120分/DCP）

14:00／18:15
15:45／20:00（終映22:00）

※モーニングショーにて『誰がハマーショルドを殺したか』上映。詳細は「特別上映」欄へ

幻想と挑発 寺山修司ミラクル・ワールド
11/2
・
（月）

3

㊋

4
5
・
（水） （木）

11/6
（金）
7
（土）

書を捨てよ町へ出よう（1971/138分/35mm）
田園に死す（1974/102分/35mm）
草迷宮（1978/40分/DCP）
さらば箱舟（1984/127分/DCP）

13:15／18:10

16

11:10／14:50／18:30
12:15／15:55／19:30（終映21:35）

13:30／17:40
15:35／19:45（終映21:20）

※モーニングショーにて『ようこそ映画音響の世界へ』上映。詳細は「特別上映」欄へ
13:30／17:50
15:40／20:00（終映21:40）

㊐

㊊

24
（火）
25
（水）

11
（水）
12
（木）

11:00／14:55／18:50
13:00／16:55／20:45（終映22:20）
11:00／15:00／18:55
13:00／16:55／20:50（終映22:30）
10:35／14:40／18:45
12:35／16:40／20:45（終映22:30）

26

11

／ ㊐〜

29
12

／ （火）

レイトショーにて『遊星からの物体Ｘ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

12:30／17:40
10:30／15:40／20:50（終映22:25）

文学と映画

11:50／15:30
10:00／13:40／17:20（終映18:45）

※レイトショーにて『れいこいるか』上映。詳細は「特別上映」欄へ
↓↓↓以降アンコール上映↓↓↓ ※「肉体の学校」「美徳のよろめき」のみアンコール上映はございません

愛の渇き
潮騒
11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち
人斬り
燈台
音楽
不道徳教育講座
黒蜥蜴

14:40／18:40
12:40／16:40／20:40（終映22:15）
12:40／17:50
15:05／20:10（終映22:30）
12:30／16:15
10:15／14:00／17:40（終映19:25）
12:25／16:15
10:30／14:20／18:00（終映19:25）

メルギブ＆ニコケイ 拡張するジャンル映画の現在
カラー・アウト・オブ・スペース−遭遇−（2019・ポルトガル他/111分/DCP）出演：ニコラス・ケイジ
ブルータル・ジャスティス（2018・カナダ他/159分/DCP/ R15+ ）出演：メル・ギブソン
26（木）
27（金）
28（土）

13:00／17:00／20:55（終映22:30）

レイトショーにて『冬の旅』上映。詳細は「特別上映」欄へ

はるか、ノスタルジィ
恋人よ、われに帰れ 〜

※レイトショーにて『アニエス・vによるジェーン・b』上映。詳細は「特別上映」欄へ

28

1

11/14（土）

11/15（日）・16（月）

11:00／15:00／19:00

11/13（金）
・14（土） 「俳優・三浦春馬の魅力」上映。詳細は「特別上映」欄へ
11/13（金）

11

／ （木）〜 （土）

10
（火）

楽園の瑕（きず） 終極版（1994-2008・香港/94分/BD）
欲望の翼（1990・香港/95分/DCP）
ブエノスアイレス
花様年華
天使の涙
恋する惑星
欲望の翼
楽園の瑕 終極版

出演：沢田研二、大竹しのぶ、小川真由美、トロイ・ドナヒュー

※11/22・23はモーニングショー、24・25はレイトショーにて『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』上映。詳細は「特別上映」欄へ

※モーニングショーにて『ようこそ映画音響の世界へ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

9
（月）

脚本：早坂暁

21
（土）

23

花様年華
ブエノスアイレス

監督：大林宣彦

※劇場上映用の素材ではないため画質が粗く、お見苦しい点がございます。予めご了承ください。

黒蜥蜴（1968/87分/35mm）
不道徳教育講座（1958/87分/35mm）

19
（木）

11:00／15:05

※レイトショーにて『ようこそ映画音響の世界へ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

出演：石田ひかり、勝野洋、松田洋治、尾美としのり

20
（金）

18
（水）

22

13:00／17:05（終映18:45）

原作：山中恒

潮騒（1954/96分/35mm）
10:30／14:40／18:50
愛の渇き（1967/99分/35mm）
12:35／16:45／20:50（終映22:30）
音楽（1972/103分/35mm）
12:00／15:40／19:20
燈台（1959/63分/35mm）
10:30／14:10／17:50／21:25（終映22:30）
肉体の学校（1965/95分/35mm）
10:50／14:55／19:00
美徳のよろめき（1957/96分/16mm）
12:50／16:55／20:55（終映22:30）
人斬り（1969/140分/35mm）
13:15
11.25自決の日 三島由紀夫と若者たち（2011/119分/DCP）
10:50／16:00（終映18:00）

ウォン・カーウァイ 色香とリリシズム

ブエノスアイレス（1997・香港/96分/BD）
花様年華（2000・香港/98分/BD）

監督・脚本：大林宣彦

恋人よ、われに帰れ LOVER COMEBACK TO ME（1983/92分/デジタル/TV作品）

生誕95年・没後50年〈命日11月25日〉 三島由紀夫
11/17
（火）

11:05／16:00／20:50（終映22:30）

恋する惑星（1994・香港/103分/BD）
天使の涙（1995・香港/99分/BD）

8

㊐

／ ㊐ ・ （月）

11

11

15

追悼・大林宣彦 ～永遠の魔法⑥～
はるか、ノスタルジィ（1992/165分/35mm）

カラー・アウト・オブ・スペース−遭遇−
11:30／17:00
ブルータル・ジャスティス
13:50／19:20（終映22:00）
カラー・アウト・オブ・スペース−遭遇−
13:05
ブルータル・ジャスティス
10:00／15:20（終映18:00）
※レイトショーにて『ライオンズ・ラブ』上映。詳細は「特別上映」欄へ
カラー・アウト・オブ・スペース−遭遇−
11:15／16:45
ブルータル・ジャスティス
13:35／19:05（終映21:45）

その時何が起こったか…、社会派エンタメの興奮
コリーニ事件（2019・独/123分/DCP）
監督：マルコ・クロイツパイントナー

出演：エリアス・ムバレク、アレクサンドラ・マリア・ララ

オフィシャル・シークレット（2018・英/112分/DCP）

監督：ギャヴィン・フッド 出演：キーラ・ナイトレイ、マット・スミス
コリーニ事件
13:05／18:00
㊐ 〜 12/1（火）オフィシャル・シークレット
10:45／15:40／20:35（終映22:25）

11/29

裏面に続く➡
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▼ 特別上映

▼ オールナイト

全席指定 上 映1週間前の10:00よりオンライン及び当館窓口にて販売（オンライン+50円）

※招待券はオンラインでは利用できません。当館窓口にてご利用ください

11/1

㊐

／ （金）〜 ㊐

11

【特別モーニングショー・1本立て】驚愕の展開に人間の闇を知る
誰がハマーショルドを殺したか（2019・デンマーク他/123分/DCP/ドキュメンタリー）

監督・出演：マッツ・ブリュガー 出演：ヨーラン・ビョークダール
開場10:40 開映11:00 終映13:05（予定）
【特別料金】一般1700円、友の会・シニア1200円（招待券使用可）

【特別上映・1本立て】映画の「聴き方」が変わる面白さ！
ようこそ映画音響の世界へ（2019・米/94分/DCP/ドキュメンタリー）監督：ミッジ・コスティン

6

6（金）
7（土）
8

8

㊐

レイトショー
開場19:10 開映19:30 終映21:05（予定）
【終映後トークショー】岩浪美和さん（音響監督）
モーニングショー
開場10:40 開映11:00 終映12:35（予定）
モーニングショー

開場10:40

開映11:00

終映12:35（予定）

【特別料金】一般1800円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）

【特別上映・2本立て】俳優・三浦春馬の魅力

／ （金）・ （土）

11

13

14

東京公園（2011/119分/DCP）監督：青山真治 出演：榮倉奈々、小西真奈美、井川遥、染谷将太
アイネクライネナハトムジーク（2019/119分/DCP）監督：今泉力哉 出演：多部未華子、貫地谷しほり
【ご確認ください】 ※本上映は「２本セット・指定席制」をとらせていただきます ※２つの回からご希望の時
間帯をお選びください。 ※全回２本立て、上映順は『東京公園』→『アイネ～』となります
13（金）
1回目（2本立て）
9:25～14:00
2回目（2本立て） 14:35～19:10
14（土）
1回目（2本立て） 10:00～14:30
2回目（2本立て） 15:10～19:40
※開場は各回20分前、1本目と2本目の間に休憩が30分ございます（外出可）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1150円（招待券使用可）

全席指定 上映1週間前の10:00よりオンライン及び当館窓口にて販売（オンライン+50円）
通常料金 一般2800円、友の会2600円
開 場 開映の20分前／18歳未満入場不可

11/7(土)

ロバート・パティンソン 幻惑のまなざし

コズモポリス（2012・仏＝カナダ/110分/DCP）監督：デビッド・クローネンバーグ
22:30〜
ディーン、君がいた瞬間〈とき〉（2015・カナダ、他/112分/DCP）監督：アントン・コービン
グッド・タイム（2017・米/100分/DCP）監督：ジョシュア・サフディ、ベニー・サフディ
〜5:00（予定）
11/14(土)

北野武 バイオレント・サタデーナイト

その男、凶暴につき（1989/103分/35mm）出演：ビートたけし、白竜、川上麻衣子
3-4x10月（1990/96分/35mm）出演：小野昌彦、石田ゆり子、ビートたけし
ソナチネ（1993/94分/35mm）出演：ビートたけし、国舞亜矢、大杉漣
11/21(土)

〜5:00（予定）

青山真治 不朽の長編『ユリイカ』＋幻の『こおろぎ』

こおろぎ（2006/102分/BD）脚本：岩松了 出演：鈴木京香、山崎努
EUREKA/ユリイカ（2000/219分/35mm）出演：役所広司、宮崎あおい
11/22㊐

23:00〜

23:00〜
〜5:00（予定）

ヒョンビン さらに光り輝いて

愛してる、愛してない（2011・韓/104分/DCP）監督：イ・ユンギ 出：ヒョンビン、イム・スジョン
23:00〜
コンフィデンシャル 共助（2017・韓/124分/DCP）監督：キム・ソンフン 出：ヒョンビン、ユ・ヘジン
ザ・ネゴシエーション（2018・韓/113分/DCP）監督：イ・ジョンソク 出：ヒョンビン、ソン・イェジン 〜5:35（予定）
11/28(土) 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 127

調整中

【特別レイトショー・1本立て】本日国内上映権消滅！日本最終上映！

11/14 遊星からの物体X〈デジタル・リマスター版〉（1982・米/109分/DCP/ PG12 ）監督：ジョン・カーペンター 出演：カート・ラッセル
（土） 開場20:10 開映20:30 終映22:20（予定）
【特別料金】一般1300円、友の会・シニア1100円（招待券使用可）

【特別レイトショー・1本立て】気になる日本映画たち

れいこいるか（2019・100分/DCP）監督：いまおかしんじ

いつかまた、会える

出演：武田暁、河屋秀俊

11/21
【終映後舞台挨拶】いまおかしんじ監督、他予定
（土）
開場19:10 開映19:30 終映21:10（予定）
【特別料金】一般1300円、友の会・シニア1100円（招待券使用可）

三島由紀夫 文学と映画
三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実（2020/108分/DCP/ドキュメンタリー）

【特別上映・1本立て】生誕95年・没後50年〈命日11月25日〉
／ ㊐ 〜 （水）

11

22
25

22

㊐・23 ㊊

モーニングショー

全座席販売再開につきまして
「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」におけるイベント収容率の制限緩和を受けまして、1席おきの座席封鎖を解除し、全座席の
販売を再開しております。 ※全席開放に伴い、当面の間は座席での食事を禁止させていただきます（飲料のみ可。変更の可能性あり） ※トーク
ショーなどイベント上映の際は一部座席を封鎖させていただきます ※引き続き、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底して営業しております

開場9:30

開映9:50

【新型コロナウイルス感染予防対策】へのご協力のお願い
※必ずマスクを着用ください ※3密防止のため途中休憩を20〜30分いただきます（外出可能） ※なるべく上映時間に合わせてご来場くださ
い（ロビーでお待ちいただける人数には制限があります） ※ご入場時に検温・手指の消毒をさせていただきます（37.5℃以上の方は入場不可）
※発熱、咳、体調不良など自覚症状のある方は入場をご遠慮ください

前売券のご案内〈オンライン販売を開始しました〉

終映11:40（予定）

24（火）・25（水） レイトショー
開場20:10 開映20:30 終映22:20（予定）
【特別料金】一般1800円、学生・シニア・友の会1300円（招待券不可）

【対象番組】特別上映／オールナイト 【販売窓口】オンライン（当館ホームページ、各番組のリンクより購入）／新文芸坐窓口 【販売期間】上映
1週間前の10:00〜開映30分前 ※窓口では開映30分前以降も販売 【座席種類】全席指定（原則、開場は開映20分前） 【追加料金】オン
ライン購入は+50円 ※払い戻し不可。事前に利用規約をご確認ください。
（上映中止の際は別途ご案内）

特別レイトショー・1本立て

新文芸坐シネマテークVol. 32

アニエス・ヴァルダ特集 Part3

冬の旅（1985・仏/106分/デジタル上映）
11/20（金） アニエス・vによるジェーン・b（1988・仏/97分/35mm）
11/27（金） ライオンズ・ラブ（1969・仏＝米/110分/デジタル上映）
11/13（金）

開場19:40 開映20:00 終映21:45（予定）
開場19:00 開映19:20 終映20:55（予定）
開場18:40 開映19:00 終映20:50（予定）

【特別料金】一般1900円、友の会・シニア1700円（招待券使用不可）
【終映後講義】大寺眞輔さん（映画批評家）／講義終了22:00頃（11/13のみ23:00頃）
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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15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。
●

共催：Indie Tokyo

感動は
スクリーン
から

通常ご入場料金
◆ 一 般1450円 ◆ 学生1350円 ◆ 友の 会1150円

◆シニア・障がい者・小学生以下
（3歳以上）
1200円

東京都豊島区東池袋1- 43 - 5マルハン池袋ビル3F ☎03（3971）9422

◆ラスト1本1000円
（友の会・シニアは950円）
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