2020.3
場所／連絡先

日

映像文化ライブラリー
☎082
（223）
3525

所

日

八丁座 壱・弐
☎082（546）1158

内

1日
（日）
4日
（水）
5日
（木）
6日
（金）
7日
（土）
8日
（日）
25日
（水）
26日
（木）
27日
（金）
28日
（土）
11日
（水）
12日
（木）
13日
（金）
18日
（水）
19日
（木）
20日
（金･祝）
21日
（土）
14日
（土）
15日
（日）
22日
（日）
29日
（日）

1

2

3

容

開

始

時

間

「砂の女」
（出演:岡田英次、岸田今日子、三井弘次、他）
①10：30 ②14：00
「非行少女」
（出演:和泉雅子、浜田光夫、浜村 純、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
「裸の十九才」
（出演:乙羽信子、原田大二郎、草野大悟、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
「サンダカン八番娼館 望郷」
（出演:栗原小巻、高橋洋子、田中絹代、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
海を越えた喝采 「東京オリンピック」
（監督:市川 崑）
①10：30 ②14：30
国際映画祭受賞
「楢山節考」
（出演:緒形 拳、坂本スミ子、左とん平、他）
①10：30 ②14：00
作品の特集
「海と毒薬」
（出演:奥田瑛二、渡辺 謙、岸田今日子、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
「死の棘」
（出演:松坂慶子、岸部一徳、木内みどり、他）
①10：30 ②14：00 ③18：00
「絵の中のぼくの村」
（出演:松山慶吾、松山翔吾、原田美枝子、他） ①10：30 ②14：00 ③18：00
「影武者」
（出演:仲代達矢、山崎 努、萩原健一、他）
①10：30 ②14：30
」監督:パトリア・マズィ）
①14：00 ②18：30
映画/批評月間 「ポール・サンチェスが戻ってきた！（
フランス映画の 「20年後の私も美しい」
（監督:ソフィー・フィリエール）
①14：00 ②18：30
現在 vol.01 ～ 「マイ・レボリューション」
（監督:ジュディス・デイビス）
①14：00 ②18：30
「リベラシオン」
「ソフィア・アンティポリス」
（監督:ヴィルジル・ヴェルニエ）
①14：00 ②18：30
ジュリアン・ジェ
（監督:ベルトラン・マンディコ）
①14：00 ②18:00
ステールによる 「ワイルド・ボーイズ」
「僕らプロヴァンシアル」
（監督:ジャン=ポール・シヴェラック）
①10：30 ②14：00
セレクション
※詳細→P4
「宝島」
（監督:ギヨーム・ブラック）
①14：00 ②18：00
ひろしま映像ショーケース 自主制作グループドラマ作品
（出品団体
（予定）
:IPF、QMF、他）
14:00～18:00（予定）
2020
（出品団体
（予定）
:広島市立大学、基町高等学校、他）
14:00～17:00（予定）
広島発！インディーズムービー 学生作品
サウンド・アンド・サイレント「君と別れて」
（監督:成瀬巳喜男／無声映画）/生演奏:柳下美恵（ピアノ） 14：00
「こねこのらくがき」
「やさしいライオン」
①10：30 ②14：00
ファミリーシアター「すて猫トラちゃん」

4

5

6

7

8

料

金

全て
大人510、シニア・高校生250、
小中学生無料

全て
大人380、シニア・高校生180、
小中学生無料

全て
無料
大人380、シニア・高校生180、小中学生無料
大人510、シニア・高校生250、小中学生無料
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（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金・祝）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
●ナイブズアウト
●新作歌舞伎
「風の谷の ●ジュディ 虹の彼方に ●星屑の町
ナウシカ
（後編）
」
●ジョジョ・ラビット
●マリッジ・ストーリー
●男と女 人生最良の日々
●嘘八百 京町ロワイヤル
●1917 命をかけた伝令

●キャッツ

●ストーリー・オブ・マイラ
イフ わたしの若草物語

●スキャンダル

●ラストレター

サロンシネマ1・2
☎082（962）7772

●９人の翻訳家 囚われたベストセラー
●母との約束、250通の手
紙
（R15+）
●２人のローマ教皇

●フォードVSフェラーリ

●三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
●37セカンズ
（PG12）

109シネマズ広島
（アルパーク北棟）

☎082（501）3103

主に3月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

イオンシネマ広島
☎082（261）1310
主に3月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

横川シネマ
☎082（231）1001

●仮面病棟 ●映画ドラえもん のび太の新恐竜 ●Fukushima 50
●ジュディ 虹の彼方に ●劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
●2分の１の魔法 ●貴族降臨 PRINCE OF LEGEND

＜ライブ・ビューイング＞
28日～3月5日●MET ベルク《ヴォツェック》
1日のみ●あんさんぶるスターズ！DREAM LIVE
1日のみ●MANKAI STAGE『A3!』～AUTUMN 2020～
7日、8日●THE IDOLM@STER SideM PRODUCER MEETING
14日のみ●三四郎のオールナイトニッポン5周年記念 バチボコプレミアムライブ
24日のみ●西城秀樹(’
85)
28日、29日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle●仮面病棟

●一度死んでみた ●弥生、三月 君を愛した30年
●ドクター・ドリトル
●ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
（PG12）
●ストーリー・オブ・マイラ
イフ わたしの若草物語
28日～●劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song→

●映画ドラえもん のび太の新恐竜

●Fukushima 50

●第三夫人と髪飾り
（R15+）

●バウハウス100年映画祭

●プリズン・サークル※1日坂上香監督来場予定

●COMPLY+-ANCE コンプライアンス

●パラサイト 半地下の家族
（PG12）
●moosic lab 2019

●リラの門

●映画ドラえもん のび太の新恐竜

広島バルト11
☎082（561）0600

主に3月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

主に3月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

31日～●福島は語る→

●ジュディ 虹の彼方に

●貴族降臨 PRINCE OF LEGEND

←14日、15日●ZARD 30th Anniversary YEAR ZARD LIVE 2004
「What a beautiful moment Tour」
●一度死んでみた ●弥生、三月 君を愛した30年
●ドクター・ドリトル
＜ライブ・ビューイング＞
●ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
（PG12）
1日のみ●NUMBER GIRLS
●ソニック・ザ・ムービー
22日のみ●宝塚歌劇 雪組東京宝塚劇場公演
●ストーリー・オブ・マイラ
『ONCE UPON A TIME IN AMERICA』千秋楽
イフ わたしの若草物語
28日、29日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle●PSYCHO-PASS サイコ
パス 3 FIRST INSPECTOR
●仮面病棟 ●映画ドラえもん のび太の新恐竜 ●Fukushima 50 ●ジュディ 虹の彼方に
●劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
●2分の１の魔法 ●貴族降臨 PRINCE OF LEGEND
＜ライブ・ビューイング＞
1日のみ●MANKAI STAGE『A3!』～AUTUMN 2020～
3日のみ●ゲキ×シネ
「髑髏城の七人」
Season月 下弦の月
4日、5日●L'Arc～en～Ciel
「ARENA TOUR MMXX」
5日のみ●ゲキ×シネ
「修羅天魔～髑髏城の七人 Season極」
7日、8日●LOVELIVE! SUNSHINE!!
15日のみ●アイドリッシュセブン ●SKE48
21日、22日●THE IDOLM@STER SHINY COLORS
24日のみ●西城秀樹(’
85)
28日、29日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle28日、29日●THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS
【午前十時の映画祭】
●大脱走

イオンシネマ
広島西風新都
☎082（941）7070

●巴里祭

●Fukushima 50

●2分の１の魔法

主に3月公開予定作品を掲載／
上映終了日は未定

●映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
●弥生、三月 君を愛した30年
●ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
（PG12）
27日～●ソニック・ザ・ムービー→

＜ライブ・ビューイング＞
14日のみ●下野紘のほぼはじめまして６
（ディレイビューイング）

●仮面病棟

TOHO
シネマズ緑井
☎050（6868）5030

●ジュディ 虹の彼方に

●2分の１の魔法

●一度死んでみた
●弥生、三月 君を愛した30年
●ドクター・ドリトル
●ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
（PG12）
●映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
●ソニック・ザ・ムービー
●ストーリー・オブ・マイラ
イフ わたしの若草物語
28日～●劇場版 Fate/stay night [Heaven's Feel] III. spring song→

【午前十時の映画祭】 ●バック・トゥ・【午前十時の映画祭】 ●バック・トゥ・【午前十時の映画祭】 ●バック・トゥ・
ザ・フューチャー
（PG12）
ザ・フューチャーPART2
（PG12）
ザ・フューチャーPART3
●仮面病棟 ●映画ドラえもん のび太の新恐竜 ●Fukushima 50 ●ジュディ 虹の彼方に
●劇場版 おいしい給食 Final Battle ●酔うと化け物になる父がつらい
●2分の１の魔法 ●エキストロ
＜ライブ・ビューイング＞
●弥生、三月 君を愛した30年 ●一度死んでみた
28日、29日●ヒプノシスマイク -Division Rap Battle●ドクター・ドリトル
●ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY
（PG12）
20日～22日●ZARD 30th Anniversary YEAR ZARD LIVE 2004→
「What a beautiful moment Tour」

●ソニック・ザ・ムービー
●劇場版 メイドインアビス
深き魂の黎明 （R15+）
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